
 

 

HA クラスターの

教科書 

  

HA(高可用性)クラスターについて「構成や設定が面倒そうで敷居が高い」、「基幹

システム専用では?」、「クラスターの組み方がよくわからない」――こうした印象

を持っているエンジニアも多いはず。でも実のところ、HA クラスターは意外に簡単

に構築でき、ファイル・サーバーなどといった身近なシステムの可用性向上にも優れ

た威力を発揮するのです。本連載では、HP-UX の基礎を学んだエンジニアを対象

に、クラスターウェア Serviceguard による HA クラスター構築をやさしく解説し

ていきます。 

《 連載期間：2008 年 8 月～2009 年 4 月 》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 

HA クラスターの教科書 

 
 

―目次― 

第 1 回 ハードウェア構成を知る 

HA(高可用性)クラスターについて「構成や設定が面倒そうで敷居が高い」、「基幹システム専用では?」、「クラスターの組み

方がよくわからない」――こうした印象を持っているエンジニアも多いはず。でも実のところ、HA クラスターは意外に簡単に

構築でき、ファイル・サーバーなどといった身近なシステムの可用性向上にも優れた威力を発揮するのです。UNIX の基礎を学

んだ次は、クラスターウェア Serviceguard による HA クラスター構築をじっくり勉強していきましょう。 

 

第 2 回 ネットワークを設定する 

1 日目では、HA クラスターの基本的な仕組みや必要性について理解し、Serviceguard の導入に必要なハードウェア構成を確

認しました。ひきつづき今回は、Serviceguard の HA クラスターを構築するためにどのようなネットワーク構成が必要となる

のかを考えます。また、プライマリ・サーバーとスタンバイ・サーバーのそれぞれに実際に IP アドレスの割り当てを行いま

す。 

 

第 3 回 共有ディスクを構成する 

前回は、HA クラスターのネットワーク構成や、IP アドレスの割り当て方を説明しました。今回は、共有ディスクのハードウェ

ア構成について理解し、共有ボリュームの設定を進めていきます。サーバーと共有ディスクの接続においては、SPOF をつくら

ないための「たすき掛け」接続がキーワードとなります。 

 

第 4 回 HA クラスターを構成する 

前回は、共有ディスクのハードウェア構成を再確認し、共有ボリュームの作成を実施しました。いよいよ今回は、

Serviceguard そのものの設定作業にとりかかります。1 時間目で HA クラスターのフェイルオーバーの仕組みをあらためて理

解したのち、2 時間目でクラスター構成ファイルの書き方を説明します。 

 

第 5 回 パッケージを構成する 

前回までの作業で、HA クラスターを構成するハードウェアとネットワーク、共有ディスクの設定が終わり、そしてクラスター

設定ファイルの記述も完了しました。HA クラスター構築の作業も大詰めとなる今回は、「パッケージ」という概念について理

解し、その設定を進めます。 

 

第 6 回 障害テストを実施する 

前回までの作業で、HA クラスターの構築に必要なすべての設定作業が完了しました。しかし HA クラスターには「障害テス

ト」が不可欠です。今回は、アプリケーション障害、ノード障害、LAN 障害のそれぞれを実際に試し、パッケージが正しくフェ

イルオーバーすることを確認します。また、フェイルオーバー後の事後処理となるフェイルバックの手順も紹介します。いずれ

の作業でも、Web ベースの GUI 管理ツール「Serviceguard Manager」が威力を発揮します。 

 

最終回 期末試験 

クラスターウェア Serviceguard による HA クラスター構築について解説してきた「HA クラスターの教科書」(全 6 回)、いか

がでしたか？内容はご理解いただけたでしょうか。 今回は、「期末試験」として全 10 問の試験を用意しました。いずれもこれ

までの連載からの出題ですので、ぜひ挑戦してみてください。 
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HA クラスターの教科書 

 
 

第 1 回 

ハードウェア構成を知る 

2008 年 8 月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 

 

これまで連載「UNIX の教科書」で基礎から UNIX を勉強してきましたが、ライバルに差をつけるのはここからです。UNIX の魅

力のひとつ、HA(高可用性)クラスターにチャレンジしてみましょう。「構成や設定が面倒そうで敷居が高い」、「基幹システム

専用では?」、「クラスターの組み方がよくわからない」――こうした印象を持っているエンジニアも多いはず。でも実のとこ

ろ、HA クラスターは意外に簡単に構築でき、ファイル・サーバなどといった身近なシステムの可用性向上にも優れた威力を発揮

するのです。UNIX の基礎を学んだ次は、クラスターウェア Serviceguard による HA クラスター構築をじっくり勉強していき

ましょう。 

 

登場人物紹介 

 

 

 

  

ボブ先生 

HA クラスター構築のエキスパート。 

Serviceguard による基幹システム構築に長年携わり、 

「クラスターの鬼」の異名を持つ。 

石ノ上君 

HP-UX の基礎はひととおり勉強したばかりの UNIX エンジ

ニア。 

Serviceguard に初めて挑戦中。 

 

※これらは架空の人物であり、実在する人物とは一切関係ありません。 
 

 

 

 
 
 

             

 

ボブ先生： 

こんにちは石ノ上君。早速だけど、HA クラスターって何か知ってるかな？ 

石ノ上君： 

HA は日本語に訳すと高可用性ですよね。それにクラスターが付くと、さっぱ

り意味が分かりません。先生、どういうことなのでしょう？ 
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ボブ先生： 

では、仮に目の前に社内で使っている 1 台のファイル・サーバがあるとしよ

う。障害が発生して落ちたら、どうなる？ 

石ノ上君： 

再起動すればいいんじゃないでしょうか？ 

ボブ先生： 

それでも障害から復旧しなかったら、どうなるかな？ 

石ノ上君： 

原因を調べたり、修理したりと、きっと丸 1 日がかりですね。ファイル・サー

バは 1 日落ちてしまいます。 

ボブ先生： 

そうだね。もう 1 台、まるっきり中身も同じサーバがあれば……なんて思わな

かったかな？ 

石ノ上君： 

もしかして、それが HA クラスターですか？ 

ボブ先生： 

その通り。では、まず HA クラスターについて、勉強してみよう。 
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HA クラスターの教科書 

 
 

1 時間目：HA クラスターってなぜ必要？ 

Serviceguard は、HPE の HA クラスターを構成するミドルウェアで、多くの導入実績のある製品です。 

まず、Serviceguard の話の前に、HA クラスターについて、簡単に説明しましょう。 

 

HA（High Availability:高可用性）クラスターとは、障害が発生しても、アプリケーションサービスが中断しないよう、ソフト

ウェアおよびハードウェアのコンポーネントに対して十分な冗長性をもたせたサーバグループのことです。 

 

 

図 1：HA クラスターの例 

 

 

図 2：ノード 1 障害時の例 

 

Serviceguard ではアプリケーションサービスはパッケージという単位で構成します。 

図 1.に示すように片方のノードで障害が発生した場合には、パッケージは直ちにもう一方のノード上で起動します。このパッケ

ージの移動をフェイルオーバー（Failover）といいます。アプリケーションサービスはこのパッケージの中で起動するので、片方

のノードの障害でパッケージがフェイルオーバーすることにより、サービスが中断する時間が最小限になります。  

 

 

             

 

石ノ上君： 

先生、HA クラスターにすれば、30 分くらいでサービスを復旧できるようにな

るんでしょうか？ 



5 
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ワンポイントレッスン：共有ディスクはなぜ必要？ 

フェイルオーバー後もサービスを継続するためには、アプリケーションで使用するデータを複数のサーバからアクセス可能な場所

に置く必要があります。そのために、共有ディスクという仕組みを使用します。 

例えば、NFS のサービスを提供していたサーバがダウンした場合、そのサーバ上でサービスを提供していた際は、クライアント

からディレクトリがマウントできなくなってしまいます。共有ディスク上にディレクトリを構成していた場合は、もう一方のサー

バにサービスをフェイルオーバーさせることで、ディレクトリのマウントを継続することが可能になるのです。 

 

2 時間目：HA クラスターのハードウェア構成 

それでは、簡単に、ハードウェア構成について押さえておきましょう。今回は、2 ソケットのサーバを 2 台、1 台のストレージで

HA クラスター構成した場合です。ここでは具体的に分かりやすいように、サーバを Integrity rx3600、ストレージは

EVA4400 を使って説明します。 

 

 

図 3：Serviceguard による HA クラスターのハードウェア構成例 

ボブ先生： 

30 分もかからないよ、すぐにサーバは元通りに動き始めるよ。もし、簡単な

構成のファイルサーバをクラスターに構成した場合は、1 分もあれば元通りに

サービスを提供できるよ。ごく短時間でサービスを復旧できることが、HA ク

ラスターの最大のメリットなんだ。だから、もし障害が起きても、それに気づ

かないユーザも多いかもしれないね。 

石ノ上君： 

すごいですね！そんなにすぐにシステムが復旧するなら、勉強したくなりまし

た！ 

ボブ先生： 

それでは、Serviceguard の構築をする前に、ハードウェアの構成を簡単に抑

えておこう。 
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図 4：正しい FC 接続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石ノ上君： 

これ、ボクにはとても複雑な構成に思えるのですが……。 

ボブ先生： 

そうだね、でもよく見るとそんなに複雑じゃないんだよ。どちらが壊れてもい

いように、まずデータ LAN やサーバを冗長化してごらん。 

石ノ上君： 

2 本データ LAN を用意して、それぞれ 2 台のサーバとつなげればいいです

ね、簡単です。次の FC(FibreChannel)も 2 台をつなげる部分がクロスしてい

ますね？ 
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ワンポイントレッスン：ハートビートって何？ 

ハートビートとは、クラスターどうしの間でクラスターの動作状況を監視するために交わされる通信です。 

クラスターノード間でハートビートが途切れた場合、異常とみなし、クラスターの再構成が行われます。 

 

あるノードが他のノードとハートビート通信が行えないことがわかると、そのノードはクラスターから排除され、自ら停止しま

す。ノードが自らを停止する処理は TOC(Transfer of Control:制御権の委譲)と呼ばれます。ハートビートが途切れることはクラ

スターの存続にかかわるので、ハートビート LAN には冗長性を持たせます。 

 

 

 

 

 

ボブ先生： 

いいところに気づいたね。このクロスしたつなげ方が、HA クラスターの

特長のひとつなんだ。 

 

もし、クロスせずに 2 本の FC を同じスイッチにつないだ場合、片方のス

イッチが故障したら、そのサーバから共有ディスクへの経路はなくなって

しまうね。クロスにつなぐことで、スイッチの障害でも、ディスクが使え

る経路が残るんだ。どれも故障の可能性がゼロじゃないから、それぞれの

スペアを考えて構成しているんだよ。  

 

HA クラスターとは、「システムまるごと 1 式のスタンバイ系（予備）を

用意して、あらかじめ接続しておく構成」といってもいいだろう。サーバ

や FC スイッチはもちろん、ネットワークのスイッチやケーブル、NIC に

至るすべてについて予備を用意し、事前に接続しておく。こうすること

で、「SPOF（Single Point of Failure：単一障害点）」、つまり「そこ

が壊れるとサービスが止まるような部分」をなくすことができるんだ。 

石ノ上君： 

なるほど～、そう言われればなんとなく納得です。この HA クラスターの構成

をコントロールするのが、Serviceguard というわけですね？ 

ボブ先生： 

それでは、Serviceguard の構築をする前に、ハードウェアの構成を簡単に抑

えておこう。 
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ハードウェア構成の詳細を確認する 

ここで、Serviceguard 導入時のハードウェア構成の詳細について確認しておきます。 

 

クラスター用サーバ Integrity rx3600 

• FibreChannel HBA（2 port） × 2 枚 

• Ethernet NIC（4 port）× 2 枚 

• 内蔵 HDD（HP-UX OS 用）× 2 台 

2 台 

• プライマリ 

• セカンダリ 

管理用サーバ Integrity rx2660 1 台（オプション） 

管理コンソール TFT7600 1 台 

EVA 管理用サーバ ProLiant DL360 1 台 

共有ディスク（データ用） StorageWorks EVA4400 

• ディスクコントローラー 

• EVA4400 ディスク筐体 × 2 台 

1 台 

FC スイッチ SAN Switch 4/32 2 台 

LAN スイッチ ProCurve 2900-48G 2 台 

バックアップ用テープ装置 Ultrium448 1 台 

 

これらのシステムを実際のラックに入れると図 5 のようになります。 
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図 5：Serviceguard による HA クラスターのラック構成例 

 

ここまで、「HA クラスターはなぜ必要なのか」と「HA クラスターのハードウェア構成」を学びました。 

 

実際のクラスターの導入の流れは以下のようになります。 

 

1. ハードウェアの準備 

2. ソフトウェアの準備 

3. OS の設定 

4. Serviceguard の設定 

5. 動作確認・障害試験の実施 

 

次回、ソフトウェアの準備とこのハードウェア構成をベースに OS の設定を学びましょう。 

 

練習問題 

 

第 1 問：HP-UX を使用して、HA クラスター構成を可能にする HPE 製品はどれか？ 

a) Serviceguard 

b) HP-UX Cluster guard 

c) HA クラスター 

d) Service Manager 

 

a)  

Serviceguard が製品名です。 

 

第 2 問：SPOF(Single Point of Failure)とは？ 

a) 壊れやすい箇所 

b) そこが壊れるとサービスが止まる箇所 

c) 故障後に、修理した箇所 

d) スペア部品 

 

b)  

SPOF とはそこが壊れるとサービスが停止しするような場所です。クラスターを構築する際には SPOF を排除するようにすべての

コンポーネントを冗長化します。 

 

第 3 問：クラスター環境ではサーバから共有ディスクを接続するのに、なぜ 2 台の FC スイッチ

に対してケーブルをクロスさせるのでしょうか？ 

a) その方が接続距離が近いから 

b) 障害時には 2 台とも使用しないため 

c) 片方のスイッチが障害時にディスクにアクセスできるようにするため 

d) 転送速度をあげるため 
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c)  

サーバごとに接続するスイッチを分けてしまうと、スイッチの障害時にはディスクへのアクセス経路がなくなってしまいます。片

方のスイッチの障害時でも、ディスクアクセス可能な経路を確保するために、本文図 4 のようにケーブルをクロスに接続しま

す。 

 

第 4 問：ハートビートとは何のための通信でしょうか？ 

a) サーバの同期をとるため 

b) データ用通信の負荷分散 

c) データバックアップ専用の通信 

d) クラスターの状態を確認するための通信 

 

d)  

ハートビートはクラスターの状態を確認するためにサーバ間で行う通信です。ハートビートが途切れるとクラスターは異常とみな

します。ハートビートは非常に重要な通信なので、ハートビート LAN は冗長構成にします。 

 

 

 

第 2 回 

ネットワークを設定する 

2008 年 9 月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 

 

前回は、HA クラスターの基本的な仕組みや必要性について理解し、Serviceguard の導入に必要なハードウェア構成を確認しま

した。ひきつづき今回は、Serviceguard の HA クラスターを構築するためにどのようなネットワーク構成が必要となるのかを考

えます。また、プライマリ・サーバとスタンバイ・サーバのそれぞれに実際に IP アドレスの割り当てを行います。 

 

 

 

             

 

 

 

 

石ノ上君： 

先生、IP アドレスの割り当てについては理解できました。つぎに何をすればよ

いでしょう？ 

ボブ先生： 

じゃあ今日は、ネットワークの構成にとりかかろうか。 
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1 時間目：ハートビートのメカニズム 

今日はネットワークの設定をしていきます。ホスト名や DNS、ユーザ・アカウントなどの設定を終えた段階で、IP アドレスの割

り当てなどを進めます。まずは、これから作るネットワークの構成図をもう一度確認します。 

 

 

図 1：Serviceguard 導入時のネットワーク構成例 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 
 
 

石ノ上君： 

HA クラスターのネットワーク構成って、とても複雑ですね……。以前の単体

サーバの時は 1 本の LAN で済ませていましたが、なぜ何系統も LAN が必要に

なるのでしょう？ 

ボブ先生： 

そうだね、一見すると一気に複雑化したように見えるだろうね。でも、これら

の LAN は、それぞれにきちんとした理由があって用意されているんだ。ま

ず、ネットワーク全体が青色の「データ LAN」と、緑色の「ハートビート

LAN」の 2 種類があるのがわかるかい？ 
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フェイルオーバーとハートビート 

ハートビートについて説明する前に、ここでちょっと前回の復習をしておきます。HA クラスターでは、片方のノードで障害が発

生してもアプリケーション・サービスを中断しないように「フェイルオーバー（failover）」が作動します。片方のノードで障害

が起きると、もう片方のノードでアプリケーションを起動させる仕組みです。このフェイルオーバーによって、サービスが中断す

る時間を最小限に抑えられます。 

 

フェイルオーバーがスタートするきっかけとなる障害を検知する仕組みが、「ハートビート（heartbeat）」です。直訳すると

「心拍」という意味で、HA クラスターで動作するアプリケーションが正しく動作しているかを示す信号を表します。

Serviceguard では、HA クラスターのすべてのノードが、1 秒間隔でハートビートのパケットを送信しています。 

 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

石ノ上君： 

はい、そうですね。データ LAN というのはもちろん、アプリケーションのト

ラフィックが流れる LAN ですよね。ハートビート LAN はどんなものなのでし

ょうか？ 

ボブ先生： 

ハードビート LAN は、前回少し説明した「クラスターの動作状況を監視するた

めに交わされる通信」なんだよ。 

石ノ上君： 

なるほど、ではハートビートが途切れたのを検出して、フェイルオーバーをス

タートするのですね。 

ボブ先生： 

そうだよ。他にも障害検知の手段がいくつかあるけれど、その中でもハートビ

ートは HA クラスターのもっとも重要なメカニズムのひとつなんだ。だか

ら、アプリケーションが使うデータ LAN とは独立したハートビート専用の

LAN を用意しておくんだよ。さもないと、もしアプリケーションのトラフィ

ックが高負荷状態になってデータ LAN が輻輳したときに、ハートビートがき

ちんと届かなくなってしまうからね。 

石ノ上君： 

ふ～む、それでは障害が発生していないのにフェイルオーバーが始まってしま

いますね。だからハートビート LAN が必要なのですね。よくわかりました。 
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ワンポイントレッスン：障害検知のメカニズム 

Serviceguard では、以下の 3 種類の障害を検知してフェイルオーバーを開始します。 

 

 ノード障害 

 ネットワーク障害 

 アプリケーション障害 

 

「ノード障害」とは、すなわちハードウェアや OS のトラブルによってノード全体がダウンした状況を指します。Serviceguard

では、ノード障害を検出するために、「ハートビート」と呼ばれるメッセージをクラスターのネットワーク上で交換します。 

 

Serviceguard による HA クラスターでは、いずれか 1 台のノードがクラスター全体を統括する「クラスター・コーディネー

タ」として振る舞います。クラスター・コーディネータは、他のすべてのノードに向けてハートビートを 1 秒間隔で送信しま

す。ハートビートを受信した各ノードは、ただちに返信のハートビートをクラスター・コーディネータに送り返します。  

 

 

図 2：クラスター・コーディネータと他ノード間でハートビートを送信する 

 

そして、あらかじめ設定したタイムアウト時間（デフォルトは 2 秒、推奨値は 5～8 秒程度）が経過しても返信がない場合、その

ノードに障害が発生したと判断します。また逆に、クラスター・コーディネータからのハートビートが途絶えてしまった場合は、

コーディネータのノード障害と判断され、残りのノードのいずれかが新しいコーディネータとして選出される仕組みです。 

 

また Serviceguard では、ネットワーク・インタフェース・カード（NIC）やネットワーク・スイッチのトラブル、すなわち「ネ

ットワーク障害」の検知も行います。各ノードのすべての NIC を通じてデータリンク層のパケットを 2 秒間隔で送受信すること

で、NIC やネットワークの正常動作を常に監視しています。 障害と判断され、残りのノードのいずれかが新しいコーディネータ

として選出される仕組みです。 

 

Serviceguard が検知可能なもうひとつのトラブルは、「アプリケーション障害」です。Serviceguard では、管理対象となるア

プリケーションのプロセスや、アプリケーションが利用するシステム・リソース（共有ディスクのボリュームなど）を監視しま

す。それらの状態に異常を検知した場合、アプリケーション障害としてフェイルオーバーを開始します。 
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2 時間目：IP アドレスの割り当て 

続いては、ネットワークに設定する IP アドレスの割り当てを考えます。ネットワーク全体が「データ LAN」と「ハートビート

LAN」の 2 つに分かれている点を理解できたところで、それぞれに実線と点線の 2 系統の LAN があるのはなぜかを考えます。 

 

前回も説明したとおり、HA クラスターの特徴は、「SPOF（Single Point of Failure：単一障害点）」がないことです。つま

り、「そこが壊れるとサービスが止まるような部分」がないように設計されています。ですので、サーバ本体について「プライマ

リ」と「スタンバイ」の 2 系統を用意します。それに加えて、サーバにつながるネットワークについても、NIC や LAN ケーブ

ル、LAN スイッチといったすべての構成要素を 2 系統用意します。 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

ワンポイントレッスン：VLAN の利用 

今回のハードウェア構成で使用するスイッチは VLAN（仮想 LAN）機能に対応しているので、データ LAN とハートビート LAN

を 1 台のスイッチで収容できます。そのため、物理的には２台のスイッチだけあれば、論理的に 4 台のスイッチとして利用でき

ます。 

 

プライマリ・サーバとスタンバイ・サーバのぞれぞれに、データ LAN 用とハートビート LAN 用の 2 つの IP アドレスを割り当て

ます。割り当てる IP アドレスについてまとめておきます。 

 

 プライマリ・サーバ 

・データ LAN 用 IP アドレス： 

10.1.2.11 

・ハートビート LAN 用 IP アドレス： 

192.168.2.11 

 スタンバイ・サーバ 

・データ LAN 用 IP アドレス： 

10.1.2.12 

・ハートビート LAN 用 IP アドレス： 

192.168.2.12 

 

 

石ノ上君： 

そうか、つまり実線の LAN は、いわば「プライマリ系」で、点線の LAN は

「スタンバイ系」なのですね。それをデータ LAN とハートビート LAN のそれ

ぞれについて用意するから、合計 4 系統の LAN が必要になりますね。 

ボブ先生： 

その通り。4 系統の LAN が必要だから、スイッチも 4 台必要というわけさ。 



15 

HA クラスターの教科書 

 
 

 

 

 

             

 

 

 

図 3：SMH での IP アドレス設定例 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

             

 

 

ワンポイントレッスン：Serviceguard のインストール 

Integrity サーバの購入時に Serviceguard を含めて発注した場合は、サーバに事前に Serviceguard がインストールされている

ため、改めてインストール作業を実施する必要はありません。しかし、既存のサーバに Serviceguard を追加インストールした

場合や、パッチが更新された場合には、必要なパッチを適用しなければならないことがあります。パッチのインストールが必要な

石ノ上君： 

では、この内容で IP アドレスの設定を行いますね。ええっと、HP SMH から

ネットワーク設定のページを開いて……。よいしょ、こんな感じでしょうでし

ょうか？ 

石ノ上君： 

ちなみに、データ LAN とハートビート LAN のスタンバイ系（点線部分）につ

いて IP アドレスを割り当てておく必要はないのでしょうか？ 

ボブ先生： 

スタンバイ系については、実際にネットワーク障害が起きたときにプライマリ

系の IP アドレスが引き継がれるから、あらかじめ IP アドレスを設定しておく

必要はないんだ。 

石ノ上君： 

なるほど～。スタンバイ系の LAN には何も IP アドレスを割り当てなくてよい

のですね。わかりました。 
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場合には、ITRC（サポート情報）のサイトのパッチデータベースのページにて「Serviceguard」というキーワードで検索する

と、インストールが必要なパッチが表示されます。  

 

今回は主にネットワークの設定について学びました。 

 

次回は、クラスターの設定に必要な共有ディスクの設定について学びましょう。 

 

練習問題 

 

第 1 問：片方のノードに障害が発生しても、アプリケーションサービスを継続させる

Serviceguard の仕組みは？ 

a) failover (フェイルオーバー) 

b) takeover (テイクオーバー) 

c) switchover(スイッチオーバー) 

d) overtake(オーバーテイク) 

 

a) 

failover です。Serviceguard ではこの仕組みを failover と呼びます。 

 

第 2 問：ハートビートパケットが届かなくなったときに、Serviceguard はどのような判断をす

るのでしょうか？ 

a) 何も異常はない 

b) ノードの障害が発生 

c) アプリケーションの障害が発生 

d) ディスクの障害が発生 

 

b)  

ノードの障害が発生。ハートビートパケットはノードの状態確認を行う通信であり、Serviceguard はアプリケーションやディス

クの障害が発生したとは認識しません。 

 

第 3 問：2 台のクラスター構成のマシンに対して、SPOF をなくすために、本番系の LAN と予

備系の LAN を用意しました。このとき、正しい LAN スイッチの構成はどれでしょうか？ 

a) 1 台のスイッチに全部まとめて接続する。 

b) 1 台のスイッチの中で、本番系と予備系と VLAN を構成すれば物理的には 1 台のみでよい。 

c) 2 台のスイッチを用意し、本番系と予備系の LAN をそれぞれ別のスイッチに接続する。（例：スイッチ 1:本番系 LAN,スイ

ッチ 2:予備系 LAN） 

d) 2 台のスイッチを用意し、ノードごとに別のスイッチに接続する。（例：スイッチ 1:ノード 1 の LAN すべて、スイッチ 2:

ノード 2 の LAN すべて） 
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c)  

スイッチの障害に備えて、本番系、予備系のスイッチを物理的に別々に構成します。このとき、各スイッチの中で、データ LAN

とハートビート LAN の VLAN を構成することは可能です。VLAN を構成すると、本番系スイッチ（データ LAN,ハートビート

LAN）、予備系スイッチ（データ LAN、ハートビート LAN）の 2 台に 4 系統の LAN が構成できます。 

 

  

第 4 問：本番系の LAN（プライマリ LAN）の IP アドレスとして、「10.1.2.11」を設定しまし

た。予備系の LAN（スタンバイ LAN）はどのように設定したらよいでしょうか？ 

a) 10.1.2.11 を IP アドレスとして設定する。 

b) 192.168.2.11 を IP アドレスとして設定する。 

c) 10.1.2.12 を IP アドレスとして設定する。 

d) 何も設定しない。 

 

d)  

何も設定しない。スタンバイ LAN はプライマリ LAN が使用不可能になった際に同じ IP アドレスを引き継ぐので何も設定しませ

ん。 

 

 

 

第 3 回 

共有ディスクを構成する 

2008 年 10 月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 

 

前回は、HA クラスターのネットワーク構成や、共有ボリュームの作成方を説明しました。今回は、共有ディスクのハードウェア

構成について理解し、共有ボリュームの設定を進めていきます。サーバと共有ディスクの接続においては、SPOF（Single Point 

of Failure：単一障害点）をつくらないための「たすき掛け」接続がキーワードとなります。 

 

 

 
 
 

 

             

 

 

ボブ先生： 

石ノ上君、前回の作業では、HA クラスターのネットワーク構成を説明したけ

れど、もっとも重要なポイントは何だったか覚えているかい？ 

石ノ上君： 

はい、ネットワーク全体を「データ LAN」と「ハートビート LAN」の 2 種類

に分けることが 1 つ。それと、それぞれの LAN を完全に 2 重化して、

「SPOF」をなくすことがもう 1 つですね。  
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1 時間目：共有ディスクのハードウェア構成 

今日は、HA クラスターの共有ディスクの構成を確認したのち、アプリケーションである CIFS サーバ（Samba サーバ）のデー

タを格納するための共有ボリューム設定を行います。まずは、次のハードウェア構成を見てください。 

 

 

図 1：共有ディスクのハードウェア構成 

 

HA クラスターの共有ディスクは、プライマリ・サーバとスタンバイ・サーバの両方に同時に接続可能して利用するストレージで

す。共有ディスクをアプリケーション・データの置き場所として利用することで、プライマリからスタンバイへのフェイルオーバ

ーが実行された場合でも、スタンバイ側では最新のデータを引き継いでアプリケーションの運用を継続できる仕組みです。 

 

今回のハードウェア構成では、共有ディスクとして用いる StorageWorks EVA4400 と各サーバを接続します。サーバ上のホス

トバスアダプタ（HBA）として、FibreChannel（FC）インタフェースを用い、FC スイッチと接続します。FC スイッチから

EVA に接続します。ここでポイントとなるのが、ネットワーク構成の場合と同じく「SPOF（Single Point of Failure：単一障害

点）」が生じないようにすることです。 

 

ボブ先生： 

そのとおり。今回説明する共有ディスクの構成でも、いかにして SPOF をなく

すかがポイントとなるんだ。 
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図 2：間違った FC 接続の例 

 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

石ノ上君： 

FC スイッチも 2 台用意することで、FC スイッチが SPOF になることを避けて

いるのですね。 

ボブ先生： 

そうだよ。ここで注意すべき点は、「サーバ」「FC スイッチ」「共有ディス

ク」の間を「たすき掛け」式に接続すること。例えば、次のような接続例を考

えてみよう。 

石ノ上君： 

先生、これだと「FC スイッチ 1」が故障したときに、プライマリ・サーバが共

有ディスクにアクセスできなくなりますね。 

ボブ先生： 

そのとおり。この構成では FC スイッチ 1 の障害によって HA クラスターのフ

ェイルオーバーが起きてしまう。サービス停止は避けられるけど、可用性を最

大限に高めるには、先の図 1 のように「たすき掛け」接続することが望ましい

ね。これなら、どちらの FC スイッチが故障しても、プライマリ、スタンバイ

のそれぞれがつねに共有ディスクにアクセスできるんだ。 



20 

HA クラスターの教科書 

 
 

「たすき掛け」接続を行うためには、プライマリ、スタンバイそれぞれに備わる 2 枚の HBA を FC スイッチ 1、FC スイッチ 2

に接続します。また共有ディスクのコントローラ A、コントローラ B それぞれに備わる 2 つのポートを、FC スイッチ 1、FC ス

イッチ 2 に接続します。これにより、プライマリとスタンバイのそれぞれについて、以下の 4 種類の経路が提供されます。 

 

 経路 1：HBA1→FC スイッチ 1→コントローラ A ポート 1 

 経路 2：HBA1→FC スイッチ 1→コントローラ B ポート 1 

 経路 3：HBA2→FC スイッチ 2→コントローラ A ポート 1 

 経路 4：HBA2→FC スイッチ 2→コントローラ B ポート 1 

 

よって、プライマリ、スタンバイのそれぞれについて、共有ディスクへのハードウェア・パスとして 4 種類が認識されることに

なります。 

 

2 時間目：共有ボリュームの作成 

共有ディスクのハードウェア構成について理解できたところで、つづいてはプライマリ、スタンバイのそれぞれからマウント可能

な「共有ボリューム」を作成します。具体的には、以下の作業を実施します。 

 

 物理ディスクの初期化 

 物理ボリュームとボリューム・グループの作成 

 論理ボリュームの作成 

 ファイル・システムの作成 

 マウント・ポイントの作成 

 

では、物理ディスクの初期化は完了していることを前提に、ボリューム・グループの作成を実施します。 

 

 

 
 

 

表 1：プライマリ・サーバでのハードウェア・パスとデバイス・ファイル名の例 

ハードウェア・パス キャラクタ・デバイス ブロック・デバイス 

0/1/1/0/4/1.1.0.0.0.0.7 

0/1/1/0/4/1.1.4.0.0.0.7 

0/5/2/0/4/1.1.0.0.0.0.7 

0/5/2/0/4/1.1.4.0.0.0.7 

/dev/rdsk/c5t0d7 

/dev/rdsk/c7t0d7 

/dev/rdsk/c9t0d7 

/dev/rdsk/c11t0d7 

/dev/dsk/c5t0d7 

/dev/dsk/c7t0d7 

/dev/dsk/c9t0d7 

/dev/dsk/c11t0d7 

 

 

 

 

 

ボブ先生： 

まずは、プライマリ・サーバ上で ioscan コマンドを実行し、共有ディスクのデ

バイス・ファイル名を確認しよう。 
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図 3：共有ディスク構成図 

 

表 2：共有ディスク構成情報 

項目 値 

ハードウェアパスとデバイス名 

Path1： HBA1 → Switch1 → Controller A Port 1 

0/1/1/0/4/1.1.0.0.0.0.7 

/dev/dsk/c5t0d7 

Path2： HBA1 → Switch1 → Controller B Port 1 

0/1/1/0/4/1.1.4.0.0.0.7 

/dev/dsk/c7t0d7 

Path3： HBA2 → Switch2 → Controller A Port 2 

0/5/2/0/4/1.1.0.0.0.0.7 

/dev/dsk/c9t0d7 

石ノ上君： 

共有ディスクへの経路は 4 種類あるから、デバイス・ファイル名も 4 つ表示さ

れるのですか？ 

ボブ先生： 

そうなんだ。このデバイス・ファイルを使って物理ボリュームを作成し、その

上で以下の構成でボリューム・グループを作成するんだよ。 
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Path4： HBA2 → Switch2 → Controller B Port 2 

0/5/2/0/4/1.1.4.0.0.0.7 

/dev/dsk/c11t0d7 
 

ボリュームグループ(VG)名 vg02 

論理ボリューム(LV)名 lvol1 

容量 10GB 

マウントポイント /CIFS-test 

 

以下の手順で作成します。 

 

 

注：11iv3 を使用する場合はネイティブ・マルチパスが機能しますので、/dev/rdisk/disk1 のような Persistent DSF を使

用する場合は vxextend は不要になります。 

 

以上の作業で、ボリューム・グループ「/dev/vg02」の作成は完了しました。つづいては、論理ボリュームの作成です。以下

に、まず 10GB の論理ボリュームを作成する例を示します。 
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#  

# lvcreate -L 10240 /dev/vg02  ←作成した vg02 に 10GB の論理ボリューム lvol1 を作成 

Logical volume "/dev/vg02/lvol1" has been successfully created with 

character device "/dev/vg02/rlvol1". 

Logical volume "/dev/vg02/lvol1" has been successfully extended. 

Volume Group configuration for /dev/vg02 has been saved in /etc/lvmconf/vg02.conf 

#  

 

これにより、10GB の領域を持つ論理ボリューム「/dev/vg02/lvol1」が利用可能になりました。つづいて、newfs コマンドを

使用して、この論理ボリューム上にファイル・システム（vxfs）を作成します。 

 

# newfs -F vxfs   /dev/vg02/rlvol1 

    version 6 layout 

    10485760 sectors, 10485760 blocks of size 1024, log size 16384 blocks 

    largefiles supported 

# 

ファイル・システムを作成したところで、ここでは仮に「/CIFS-test」というディレクトリにマウントしてみます。 

 

# mkdir /CIFS-test 

# mount /dev/vg02/lvol1 /CIFS-test 

# bdf 

Filesystem          kbytes    used   avail %used Mounted on 

/dev/vg00/lvol3    43106304 9009112 33833856   21% / 

/dev/vg00/lvol1    4194304  170768 3992192    4% /stand 

DevFS                   11      11       0  100% /dev/deviceFileSystem 

/dev/vg02/lvol1    10485760   19651 9811985    0% /CIFS-test 

 

             

 

 
 

             

 

 

 

 

石ノ上君： 

先生、やっと共有ディスクをマウントして使えるようになりました！ 

ボブ先生： 

ご苦労さま！ 

石ノ上君： 

サーバと共有ディスクの接続はすこしややこしいけれど、共有ボリュームの作

成はわりと簡単でしたね。 

ボブ先生： 

そうだね。HA クラスターのハードウェア構成って一見するととても複雑だけ

ど、ひとつひとつ見ていけばそれぞれにきちんとした理由があるし、設定もそ

れほど難しくはない。この調子で、次回のパッケージ設定も進めていこう。 
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ワンポイントレッスン 

ここでは、プライマリ・サーバでの共有ボリューム設定の手順のみ説明しています。HA クラスターを構成するには、同じ共有ボ

リュームを使用するようにボリューム・グループの設定をスタンバイ・サーバでも実施する必要があります。ボリューム・グルー

プの設定をプライマリからスタンバイにコピーするには、次の手順を参考にしてください。 

 

プライマリ側で行う手順 

1. ファイルシステムのアンマウント 

# umount /CIFS-test 

2. ボリューム・グループの切り離し 

# vgchange -a -n /dev/vg02 

3. 共有ディスクのマップ情報のコピー作成 

# vgexport -p -s -m /tmp/vg02.map /dev/vg02 

4. マップファイルの転送 

ftp コマンド等でスタンバイ側にファイル転送 

スタンバイ側で行う手順 

5. ボリューム・グループのディレクトリとデバイスファイルの作成 

# mkdir /dev/vg02 

# mknod /dev/vg02/group c 64 0x020000 

6. マップファイルのインポート 

# vgimport -s -m /tmp/vg02.map /dev/vg02 

7. ボリューム・グループの活性化 

# vgchange -a -y /dev/vg02 

8. ファイルシステムのマウント 

# mkdir /CIFS-test 

# mount /dev/vg02/lvol1 /CIFS-test 

 

ボリューム・グループ設定後、プライマリ･サーバでは論理ボリュームを作成しましたが、スタンバイ側では、論理ボリューム

(lvol)の設定は不要です。手順 6 の中でインポートしたボリューム・グループ情報の中に論理ボリュームの設定情報も含まれるた

めです。 

  

石ノ上君： 

はい、がんばります！ 
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練習問題 

 

第 1 問：図 3 では、サーバから共有ディスクまでの経路はいくつあるでしょうか？ 

 

 

図 3：共有ディスク構成図 

 

a) 1 経路 

b) 2 経路 

c) 3 経路 

d) 4 経路 

 

d) 

4 経路あります。1 時間目の最後の解説の通りです。 

 

第 2 問：ボリューム・グループを作成するコマンドはどれか？ 

a) vgcreate 

b) vgchange 

c) vgexport 

d) vgimport 

 

a)  

vgcreate コマンド。vgcreate コマンドはボリューム・グループを作成するコマンドです。 
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第 3 問：ボリューム・グループ vg02 上に 10GB の論理ボリュームを作成するコマンドはどれ

か？ 

a) vgcreate /dev/vg02 10G 

b) lvcreate -L 10240 /dev/vg02 

c) vgcreate -L 10240 /dev/dsk/c0t1d2 

d) lvcreate -G 10 /dev/vg02 

 

b)  

lvcreate コマンドで-L の引数としてサイズ（MB）を指定し、対象となる vg を指定します。 

 

第 4 問：スタンバイ・サーバ上でもプライマリ・サーバと同じ共有ディスクを使用するために、

プライマリ･サーバのボリューム・グループの情報をコピーします。このとき、スタンバイ･サー

バ上での論理ボリュームの設定はどのようになっていますか？ 

a) 設定されていないので、lvcreate コマンドをスタンバイ･サーバ上で実行する。 

b) 設定されていないので、lvextend コマンドをスタンバイ･サーバ上で実行する。 

c) ファイルがないので、cp コマンドでファイルをコピーする。 

d) 設定されているので、何もする必要は無い。 

 

d)  

設定されているので、何もする必要は無い。vgexport コマンドで、プライマリ･サーバから vg 情報のエクスポートを実行し、 

vgimport コマンドで、スタンバイ･サーバに vg 情報をインポートします。このときに、プライマリ･サーバ上で作成した論理ボ

リュームの情報もインポートされているので、スタンバイ･サーバ上では論理ボリュームに関する操作を実行する必要はありませ

ん。 

 

 

 

第 4 回 

HA クラスターを構成する 

2008 年 11 月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 

 

前回は、共有ディスクのハードウェア構成を再確認し、共有ボリュームの作成を実施しました。いよいよ今回は、Serviceguard

の設定作業にとりかかります。1 時間目で HA クラスターのフェイルオーバーの仕組みをあらためて理解したのち、2 時間目でク

ラスター構成ファイルの書き方を説明します。 
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1 時間目：フェイルオーバーの仕組みを知る 

Serviceguard のフェイルオーバー処理は、大きく分けて以下の 3 つの段階で構成されます。 

 

 第 1 段階：障害の検知 

 第 2 段階：クラスターの再構成 

 第 3 段階：パッケージのリカバリ 

 

 

図 1：フェイルオーバーの内訳 

 

ここでは、これら 3 つの段階について動作メカニズムを説明します。 

 

第 1 段階：障害の検知 

「障害の検知」段階とは、ノード障害、ネットワーク障害、およびアプリケーション障害を Serviceguard が検出する段階で

す。これらの障害は、各ノードが数秒間隔で送信するハートビートパケットの喪失をはじめ、ネットワーク・インタフェース・カ

ード（NIC）からのエラー、アプリケーション・プロセスのダウンやストレージのエラーといった事象をきっかけに検出されま

す。 

 

石ノ上君： 

先生、前回までの作業で、ハードウェアやネットワーク、共有ディスクの構成

までできあがりました。 

ボブ先生： 

石ノ上君の HA クラスター構築も、いよいよ佳境に入った感じだね。今回はま

ず Serviceguard のフェイルオーバーの仕組みをおさらいして、その後で実際

にクラスターの構成作業に入ろう。 
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第 2 段階：クラスターの再構成 

第 1 段階で障害が検出されると、第 2 段階である「クラスターの再構成」が始まります。この段階では、以下の 3 つの手順を通

じて、スプリット・ブレインを防ぎながらクラスターを構成し直します。  

 

 エレクション 

 クラスター・ロックの取得 

 クワイエセンス（待ち時間） 

 

このうち「エレクション（election）」とは、3 台以上のノードで構成されるクラスターにおいて、スプリット・ブレインを防ぐ

ための手順です。エレクションでは、生き残ったノード（つまりお互いに通信が可能なノード）が集まってグループを形成しま

す。そして、「ノード数がクラスター全体の半数を超えるグループ」が新しいクラスターを構成し、ほかのグループは動作を停止

します。クラスターのノード数が偶数の場合、「過半数を超えるグループ」ができず、両方のグループが過半数になってしまうこ

とがあります。たとえば全ノード数が 4 台のクラスターにて 2 台ずつがグループを構成した場合や、全ノード数が 2 台のクラス

ターのように過半数のグループになってしまう場合は、タイブレーカとして、次に説明するクラスター・ロックを用います。 

 

一方、「クラスター・ロックの取得」とは、クラスターの外側に存在する第 3 者（クラスター・ロックと呼ばれる）が仲介して

スプリット・ブレインを解消する手順です。Serviceguard では、クラスター・ロックとして以下の 2 つの手段をサポートしてい

ます。 

 

 ロック・ディスク 

 クォーラム・サーバ 

 

石ノ上君： 

なるほど、前々回で勉強したハートビートの仕組みによって、ノードの障害を

検出するのですね。たとえば、プライマリ・ノードからセカンダリ・ノードへ

届くハートビートが途絶えたら、Serviceguard がセカンダリ・ノード上でア

プリケーションを起動してくれるわけですね。 

ボブ先生： 

いや、話はそう単純じゃないんだ。もしかすると、プライマリ・ノードは実

はまだ稼働していて、プライマリ・ノードとセカンダリ・ノード間のネット

ワークがダウンしているだけかもしれない。もしそうなら、プライマリ・ノ

ードとセカンダリ・ノードの両方でアプリケーションが重複して起動してし

まい、最悪の場合はデータが破損することもある。このようにクラスターが

分断された状態は「スプリット・ブレイン」と呼ばれていて、それを防ぐの

が第 2 段階の「クラスターの再構成」なんだ。 
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ロック・ディスクは、共有ディスクをクラスター・ロックとして用いる方法です。生き残ったノードが共有ディスク上の特定の領

域に“早い者勝ち”でマークを付けることで、どのノードが新しいクラスターを構成するか決めます。 

 

もうひとつのクォーラム・サーバ（Quorum Server）とは、クラスター以外のマシンで稼働する専用ソフトウェアです。各ノー

ドが早い者勝ちでクォーラム・サーバにネットワーク経由でアクセスし、新しいクラスターを構成するノードを決定します。 

 

クワイエセンスは残存ノードが正常に動作しているかどうかを決めるための待ち時間です。クワイエセンスの時間内に TOC が発

生しなかったノードは正常に動作していると判断されます。 

 

また、アプリケーションの障害の場合、プライマリ・サーバがダウンしているわけではないので、 第 2 段階で述べたクラスター

再構成は行われず、スタンバイ・サーバ上で第 3 段階へと進みます。 

 

詳しくは、以前の特集記事、「HA クラスターの疑問を解く・後編」をご参照下さい。 

 

 

図 2：クォーラム・サーバの構成図 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 
 

 

石ノ上君： 

ロック・ディスクは共有ディスクをそのままクラスター・ロックとして使えま

すが、クォーラム・サーバはわざわざ専用のサーバを稼働させる必要があるの

ですね。なにかメリットはあるのですか？ 

ボブ先生： 

たしかに構成はロック・ディスクのほうがシンプルだね。でも、ロック・ディ

スクの方法では、クォーラム・サーバよりもクラスター・ロックの取得に時間

を要してしまうんだ。クォーラム・サーバの方が早くクラスター・ロックを取

得できるから、その分、フェイルオーバー時間が格段に短くなる。それに、ク

ォーラム・サーバのソフトウェアはごく軽量だから、独立したサーバ・マシン

を用意せずに管理サーバなどに間借りしても問題はないんだ。 
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第 3 段階：パッケージのリカバリ 

第 2 段階においてクラスターの再構成が完了すると、新しい HA クラスターが形成されます。この上で、実際にアプリケーショ

ンの移動を行う第 3 段階「パッケージのリカバリ」が実施されます。これについて詳しくは次回説明します。 

 

ワンポイントレッスン 

クォーラム・サーバの設定 

 

クォーラム・サーバは software.hp.com から無償でダウンロード可能です。以下のような手順で簡単に設定可能です。  

 

1. swinstall コマンドを実行して、インストールします。 

2. /etc/cmcluster/qs_authfile の編集して、管理対象のクラスターノードを記述します。 

serverA 

serverB 

3. /etc/inittab の編集します。 

例）qs:345:respawn:/usr/lbin/qs >> /var/adm/qs/qs.log 2>& 

4. Quorum Server のプロセスを起動します。 

# init q 

 

 

2 時間目：クラスター構成ファイルの作成 

Serviceguard のフェイルオーバーの仕組みをおおよそ理解できたところで、つづいては実際に Serviceguard の「クラスター

構成ファイル」（/etc/cmcluster/cmclconfig.ascii）を作成する手順を紹介します。なお、今回はクォーラム・サーバの利用

を前提としたコマンド例を示します。 

 

クラスター構成ファイルの作成 

まずは、クラスター構成ファイルのテンプレート（ひな形）を作成します。 

 

# cmquerycl -v -q sgqs1 -C /etc/cmcluster/cmclconfig.ascii -n serverA -n serverB 

 

この cmquerycl コマンドでは、クラスターを構成するノードとして serverA および serverB の 2 台を指定し、またクォーラ

ム・サーバとして sgqs1 を指定しています。これを受けて、各ノードが備える共有ボリュームの情報をはじめ、ネットワーク設

定情報などが自動的に収集されます。  

 

Warning: Unable to determine local domain name for serverA 

Looking for other clusters ... Done 

Gathering storage information 

Found 88 devices on node serverA 

Found 66 devices on node serverB 

Analysis of 154 devices should take approximately 10 seconds 

0%----10%----20%----30%----40%----50%----60%----70%----80%----90%----100% 
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Found 1 volume groups on node serverA 

Found 1 volume groups on node serverB 

Analysis of 2 volume groups should take approximately 1 seconds 

0%----10%----20%----30%----40%----50%----60%----70%----80%----90%----100% 

Note: Disks were discovered which are not in use by either LVM or VxVM. 

      Use pvcreate(1M) to initialize a disk for LVM or, 

      use vxdiskadm(1M) to initialize a disk for VxVM. 

Gathering network information 

Beginning network probing 

Completed network probing 

… 

＜以下略＞ 

 

cmquerycl コマンドを実行すると、収集した情報をもとに共有ボリュームや IP アドレスが記述されたクラスター構成ファイルが

自動的に作成されます。あとは、その内容を確認しながら、手作業で微調整していきます。 

 

クラスター構成ファイルの配布とクラスターの起動 

次に、このクラスター構成ファイルの内容を検証します。 

 

# cmcheckconf -C /etc/cmcluster/cmclconfig.ascii 

 

ここで問題がなければ、以下のようなメッセージが最後に表示されます。 

 

cmcheckconf: Verification completed with no errors found. 

Use the cmapplyconf command to apply the configuration. 

 

クラスター構成ファイルに問題がないことが確認できたら、バイナリ版のクラスター構成ファイルを作成し、両ノードに配布しま

す。 

 

# cmapplyconf -C /etc/cmcluster/cmclconfig.ascii 

 

〈中略〉 

Adding node serverA to cluster cluster1 

Adding node serverB to cluster cluster1 

Completed the cluster creation 

 

これで Serviceguard を起動する準備が整いました。以下のコマンドを実行し、クラスターを起動します。 

 

# cmruncl 

cmruncl: Validating network configuration... 

cmruncl: Network validation complete 

Waiting for cluster to form ..... done 

Cluster successfully formed. 
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Check the syslog files on all nodes in the cluster to verify that no warnings  

occurred during startup. 

 

最後に、クラスターが正しく起動していることを以下のコマンドで確認します。 

 

# cmviewcl 

CLUSTER        STATUS        

cluster1       up            

   

  NODE           STATUS       STATE         

  serverA       up           running       

  serverB       up           running  

 
 

             

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

  

石ノ上君： 

先生！ クラスターがうまく起動しました！ 

ボブ先生： 

うん、これで問題なさそうだね。あとはパッケージの設定の残すのみだけど、

これは次回としよう。 

石ノ上君： 

はい。フェイルオーバーの仕組みはすこし難しいけれど、実際にクラスター構

成ファイルを作成する手順はとても簡単でしたね。 

ボブ先生： 

そうだね。ネットワークや共有ボリュームに関する大半の項目は自動的に設定

してくれるから、実際に編集しなければならない部分はそれほど多くない。

HA クラスターのメカニズム自体は簡単なものではないけれど、それを使う

我々の作業はできるだけ簡単に済むように設計されているのが、

Serviceguard のいいところだね。 
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ワンポイントレッスン 

高速フェイルオーバーを実現する SGeFF 

 

今回説明した Serviceguard のフェイルオーバー処理は、標準的な構成の場合、数 10 秒の時間を要します（アプリケーション側

のリカバリ処理を除く）。一方、Serviceguard のオプション製品「Serviceguard Extension for Faster Failover

（SGeFF）」を導入することで、この時間を最短で 5 秒にまで短縮できます。この大幅な短縮は、以下のように構成を最適化す

ることによって実現されています。  

 

 2 ノード構成のみサポート 

 クォーラム・サーバを必須とする構成 

 ハートビート LAN の二重化 

 

2 ノード構成のみのサポートとすることで、クラスターの再構成におけるエレクションの手順が不要となります。またクォーラ

ム・サーバが設置されるため、クラスター・ロックの取得も瞬時に終了します。さらに、データ LAN とは独立したハートビート

LAN をもうけることで、ハートビートの伝送の信頼性が向上し、タイムアウト時間を最短で 1.6 秒にまで短縮できます。SGeFF

では、こうした数々の工夫によって、きわめて短時間のフェイルオーバーを可能にしています。 

 

練習問題 

 

第 1 問：ノードの障害により、クラスターが分断されてしまい、それぞれのノードでクラスター

が起動してしまう現象を何と呼ぶでしょうか？ 

a) スプリット・ブレイン 

b) クラスター・ロック 

c) クォーラム・サーバ 

d) フェイル・オーバー 

 

a) 

スプリット・ブレインといいます。 

 

第 2 問：クラスター・ロックディスクとクォーラム・サーバでは、どちらの方がクラスター・ロ

ックを取得するのが早いでしょうか？ 

a) クラスター・ロックディスク 

b) クォーラム・サーバ 

c) どちらも変わらない 

d) 条件によって異なるのでどちらともいえない 

 

b)  

クォーラム・サーバの方がより早くクラスター・ロックを取得できます。 
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第 3 問：クラスターを設定するための情報を収集し、設定ファイルを作成するコマンドはどれで

しょうか？ 

a) cmviewcl 

b) cmruncl 

c) cmapplyconf 

d) cmquerycl 

 

d)  

cmquerycl コマンドで情報を収集し、設定ファイルを作成します。 

 

第 4 問：クラスターの状態を確認するコマンドはどれでしょうか？ 

a) cmviewcl 

b) cmruncl 

c) cmapplyconf 

d) cmquerycl 

 

a)  

cmviewcl コマンドで確認します。 

 

 

 

第 5 回 

パッケージを構成する 

2008 年 12 月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 

 

前回までの作業で、HA クラスターを構成するハードウェアとネットワーク、共有ディスクの設定が終わり、そしてクラスター設

定ファイルの記述も完了しました。HA クラスター構築の作業も大詰めとなる今回は、「パッケージ」という概念について理解

し、その設定を進めます。  

 

パッケージとは、Serviceguard 環境内で実行されるアプリケーションのその実行に必要なすべてのリソースをまとめたもので

す。ここで、パッケージのリソースの例として、ボリュームグループ、論理ボリューム、マウントポイント、リローケータブル

IP アドレス、サービスプロセスなどがあります。 

 

 

             

石ノ上君： 

先生、これまでの作業で、Serviceguard のクラスターが構成されたことにな

りますね。次のステップは何でしょうか？ 
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1 時間目：パッケージを構成する 

Serviceguard において、パッケージとはアプリケーションの実行に必要な全てのリソースをまとめたものです。パッケージの実

行に必要とされる情報は、パッケージ構成ファイルとパッケージ制御スクリプトに記載されます。具体的には、パッケージ構成フ

ァイルを作成し、そこで対象のアプリケーションの起動方法や終了方法を指定します。 

 

では以下に、パッケージ構成ファイルを実際に作成する例を紹介します。本連載ではフェイルオーバーの対象となるアプリケーシ

ョンとして CIFS サーバ（Samba サーバ）を想定していますので、ここでは「cifs-pkg」という名称のパッケージを作成しま

す。なお、Serviceguard のパッケージ作成では、従来から広く利用されてきた「レガシー・パッケージ」を作成する方法と、新

たにサポートされた「モジュラー・パッケージ」を作成する方法の 2 通りがあります。ここでは、前者のレガシー・パッケージ

による手順を説明します。 

 

まずは、/etc/cmcluster 配下に cifs と言う名前のディレクトリを作成します。このディレクトリのパーミッションには 755 を

設定します。 

 

# mkdir /etc/cmcluster/cifs 

# chmod 755 /etc/cmcluster/cifs 

 

つづいて、cmmakepkg コマンドを実行し、パッケージ構成ファイルのテンプレート（ひな形）を作成します。 

 

# cmmakepkg -p /etc/cmcluster/cifs/cifs-pkg.conf 

The package template has been created. 

This file must be edited before it can be used. 

 

この作業により、「cifs-pkg.conf」という名称でパッケージ構成ファイルが作成されました。次に、同ファイルの以下部分を編

集します。 

 

PACKAGE_NAME    cifs-pkg 

ボブ先生： 

うん、HA クラスターができあがったところで、その上で実際にアプリケーシ

ョンがフェイルオーバーできるように設定を進めよう。つまりは「パッケージ

の構成」だね。 
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NODE_NAME serverA 

NODE_NAME serverB 

 

RUN_SCRIPT /etc/cmcluster/cifs/cifs-pkg.sh 

HALT_SCRIPT /etc/cmcluster/cifs/cifs-pkg.sh 

 

SERVICE_NAME cifs 

 

ここで PACKAGE_NAME 属性には、このパッケージの名称「cifs-pkg」を設定しています。また NODE_NAME 属性を 2 行続

けて記述することで、パッケージを稼働させるプライマリ・ノード（serverA）とセカンダリ・ノード（serverB）をそれぞれ指

定します。 

 

RUN_SCRIPT 属性と HALT_SCRIPT 属性は、アプリケーションの起動時と停止時に呼び出される「パッケージ・コントロール・

スクリプト」として、/etc/cmcluster/cifs/cifs-pkg.sh を指定します。このパッケージ・コントロール・スクリプトについては

後述します。 

 

最後の SERVICE_NAME 属性は、各サービスの固有の名前を指定します。各サービスに一つの SERVICE＿NAME エントリを定義

します。１つのパッケージにつき最大 30 個のサービス、1 つのクラスターにつき最大 900 個のサービスを構成できます。  

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

パッケージのリカバリ手順を理解する 

続いては、パッケージ構成ファイルで指定したパッケージ・コントロール・スクリプトを作成します。その説明に入る前に、

Serviceguard における「パッケージのリカバリ」の手順について理解しておきましょう。 

 

Serviceguard のフェイルオーバーの最終段階では、以下の手順でパッケージのリカバリが実行されます。 

 

1. スタンバイ・ノードの決定 

2. IP アドレスの引き継ぎ 

3. ディスク・ボリュームの引き継ぎ 

石ノ上君： 

先生、パッケージ構成ファイルのひな形にはたくさんの設定が並んでいるので

すが、実際に編集する部分はこれだけでよいのですか？なんだか割と簡単です

ね！ 

ボブ先生： 

そうだね、パッケージ構成ファイルの標準設定のままでよければ、あまり変更

する必要はないよ。Oracle RAC のように複数のノードを同時に稼働させたい

場合とか、各種のタイムアウト値を微調整したいような場合に、必要に応じて

変更すればいいんだ。 
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4. アプリケーションの起動 

 

まずは、パッケージ構成ファイルの設定に基づき、フェイルオーバー先となるスタンバイ・ノードとして適切なノードが選択され

ます。 

 

つぎに、プライマリ・ノードで障害直前まで用いられていた IP アドレスをスタンバイ・ノードに移行します。Serviceguard で

は、個々のノードに対して「ステーショナリ（固定）IP」と「リロケータブル（移動可能）IP」という 2 種類の IP アドレスを割

り当てています。ハートビートなどの送受信には前者を用い、パッケージ内のアプリケーションへのアクセスには後者を用いま

す。 

 

 

図 1：パッケージとリロケータブル IP 

 

フェイルオーバー時、Serviceguard は、このリロケータブル IP をプライマリからスタンバイに移動します（図 1 を参照のこ

と）。具体的には、ARP（Address Resolution Protocol）のブロードキャストを配信し、LAN 上のすべてのデバイスに対して

同 IP がスタンバイ・ノードに移行したことを告知します。これにより、障害直前までアプリケーションに接続していたクライア

ントが同じ IP アドレスを継続して利用できる仕組みです（ただし TCP コネクションは再接続が必要です）。 

 

また IP アドレスの移行と同時に、共有ディスク上のボリュームの移行も行われます。Serviceguard では、ボリューム・マネー

ジャとして HP-UX の LVM（Logical Volume Manager）および VERITAS の VxVM（Veritas Volume Manager）をサポー

トしています。よってフェイルオーバー時には、これらのマネージャが管理するボリュームをスタンバイ・ノードにマウントし、

プライマリからのデータの引き継ぎを行います。 

 

2 時間目：パッケージ・コントロール・スクリプトの作成 

1 時間目で学んだパッケージのメカニズムをふまえた上で、パッケージ・コントロール・スクリプトを作成しましょう。まずは

cmmakepkg コマンドを使用し、同スクリプトのテンプレートを作成します。 

 

# cmmakepkg -s /etc/cmcluster/cifs/cifs-pkg.sh 

Package control script is created. 

This file must be edited before it can be used. 
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つづいて、同スクリプトの必要箇所を編集します。まずは、共有ボリュームに関する設定を以下のように記述します。 

 

VG[0]="vg02" 

LV[0]="/dev/vg02/lvol1" 

FS[0]="/CIFS-test" 

FS_MOUNT_OPT[0]="" 

FS_UMOUNT_OPT[0]="" 

FS_FSCK_OPT[0]="" 

FS_TYPE[0]="vxfs" 

 

ここでは、cifs パッケージが用いるボリュームグループ名（vg02）をはじめ、論理ボリューム名（/dev/vg02/lvol1）、そして

ファイルシステム名（/CIFS-test）とファイルシステムの種類（vxfs）を指定しています。 

 

つづいては、ネットワークに関する設定を以下のように記述します。  

 

IP[0]="10.1.2.13" 

SUBNET[0]="10.1.2.0" 

 

この例では、cifs パッケージが利用するリロケータブル IP として 10.1.2.13 を指定しています。よってフェイルオーバー時に

は、この IP アドレスがプライマリ・ノードからセカンダリ・ノードへと引き継がれます。 

 

最後に、サービスに関連する設定を以下のように記述します。 

 

SERVICE_NAME[0]="cifs" 

SERVICE_CMD[0]="/opt/samba/bin/smbstart.sh 

SERVICE_RESTART[0]="" 

 

上記の例では、サービス名（cifs）を指定し、またアプリケーションの起動に用いるスクリプト名を指定しています。 

 

パッケージの検証とクラスターへの組み込み 

以上の作業で、パッケージの構成は完了です。ここで以下のコマンドを実行して、パッケージ構成ファイルの整合性を検証しま

す。 

 

# cmcheckconf -v -P /etc/cmcluster/cifs/cifs-pkg.conf 

Begin package verification... 

＜中略＞ 

cmcheckconf: Verification completed with no errors found. 

 

整合性が確認されたならば、cmapplyconf コマンドを使用して、パッケージをクラスターに組み込みます。途中、「Modify 

the package configuration ([y]/n)?」と聞かれますので、「y」と入力します。 

 

# cmapplyconf -v -P /etc/cmcluster/cifs/cifs-pkg.conf  

Begin package verification... 
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＜中略＞ 

Adding the package configuration for package cifs-pkg. 

Modify the package configuration ([y]/n)? y 

Completed the cluster update 

 

これにより、cifs パッケージがクラスターに組み込まれました。cmviewcl コマンドを使用すると、パッケージの組み込み状態を

確認できます。 

 

# cmviewcl 

CLUSTER        STATUS        

cluster1       down          

   

  NODE           STATUS       STATE         

  serverA       down         unknown       

  serverB       down         unknown       

     

UNOWNED_PACKAGES 

    PACKAGE        STATUS        STATE         AUTO_RUN     NODE         

    cifs-pkg       down          halted        enabled      unowned 

 

このように、cifs-pkg パッケージが登録され停止状態であることがわかります。続いて、CIFS サーバのプロセス（今回は smbd

を対象とします）を監視するスクリプトを、以下のように作成します。 

 

#vi smb-start.sh 

"smb-start.sh" [New file] 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"smb-start.sh" [New file] 

#!/usr/bin/sh 

/opt/samba/bin/startsmb 

while true 

do 

  line=`ps -ef | grep smbd | grep -v grep | wc -l` 

  if [ $line = 0 ] 

  then 

    break 

  fi 

done 

 

# chmod 755 smb-start.sh 

 

以上で、必要なすべてのスクリプトが作成されました。ここまで作成したすべてスクリプトをセカンダリ・ノードへ転送し、適切

なディレクトリに配置しておきます。 

 

ではさっそく、Serviceguard 上でパッケージを起動してみましょう。 
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# cmruncl 

cmruncl: Validating network configuration... 

cmruncl: Network validation complete 

Waiting for cluster to form ..... done 

Cluster successfully formed. 

Check the syslog files on all nodes in the cluster to verify that no warnings  

occurred during startup. 

 

パッケージを起動後、その稼働状態を cmviewcl コマンドで確認します。 

 

# cmviewcl 

 

CLUSTER      STATUS        

cluster1         up            

   

  NODE          STATUS    STATE         

  serverA         up          running       

 

    PACKAGE      STATUS     STATE     AUTO_RUN    NODE         

    cifs-pkg          up           running    enabled        serverA 

  

  NODE          STATUS      STATE         

  serverB         up            running 

 

 

             

 

 

 

 
 

 

             

 

 

 

石ノ上君： 

パッケージが起動しました！これでやっと HA クラスターの完成ですね！ 

ボブ先生： 

ご苦労さんだったね！でも、まだこの段階では HA クラスターの構築がすべて

終わったとは言えないよ。やはりきちんとした障害テストを実施して、どんな

状況でも HA クラスターが正しく動作することを確認して初めて完成なんだ。 

石ノ上君： 

……たしかにせっかくの高可用性クラスターも、ちゃんとテストしなければ絵

に描いた餅ですね。では喜ぶのは次回までのお預けとしましょう！ 
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練習問題 

 

第 1 問：フェイル・オーバ後もパッケージで起動しているサービスにアクセスを続けるために

は、どの IP アドレスでサービスにアクセスすればよいでしょうか？ 

a) ServerA(プライマリ・サーバ)の IP アドレス 10.1.2.11 

b) ServerB(スタンバイ・サーバ)の IP アドレス 10.1.2.12 

c) リロケータブル IP アドレス 10.1.2.13 

d) 自分で新たに作成した任意の IP アドレス 

 

c) 

リロケータブル IP アドレスにアクセスすることによって、プライマリ・スタンバイのサーバ上のどちらでパッケージが起動して

いても、サービスに接続することができます。 

 

第 2 問：パッケージを構成する際には、どのファイルが必要になるのでしょうか？ 

a) パッケージ構成ファイルとパッケージ・コントロールスクリプト 

b) パッケージ構成ファイルのみ 

c) パッケージ・コントロールスクリプトのみ 

d) クラスター構成ファイルに追加すればよい。 

 

a)  

パッケージ構成ファイルとパッケージ・コントロールスクリプトが必要です。 

 

第 3 問：パッケージの中で実際に起動するプロセスを監視したい場合にはどのように定義したら

よいでしょうか？ 

a) サービス 

b) プロセス 

c) パッケージ名 

d) ノード名 

 

a)  

パッケージの中で、サービスという単位で定義します。 

 

第 4 問：クラスターの中でパッケージが起動中かどうか、どのコマンドで状態確認が可能でしょ

うか？ 

a) cmviewpkg 

b) cmviewcl 

c) cmmakepkg 

d) cmcheckpkg 
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b)  

クラスターの状態確認は cmviewcl コマンドで行います。 

 

 

 

第 6 回 

障害テストを実施する 

2009 年 2 月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 

 

前回までの作業で、HA クラスターの構築に必要なすべての設定作業が完了しました。しかし HA クラスターには「障害テスト」

が不可欠です。今回は、アプリケーション障害、ノード障害、LAN 障害のそれぞれを実際に試し、パッケージが正しくフェイル

オーバーすることを確認します。また、フェイルオーバー後の事後処理となるフェイルバックの手順も紹介します。いずれの作業

でも、Web ベースの GUI 管理ツール「Serviceguard Manager」が威力を発揮します。 

 
 

             
 

 

 

 
 

 

 

 

1 時間目：Serviceguard Manager でクラスター管理 

今回のテスト作業では、Serviceguard のクラスターを管理するツールとして、「Serviceguard Manager」を使用します。こ

れは HP SMH（System Management Homepage）に統合された Web ベースの管理ツールであり、Serviceguard の管理に

必要なほとんどすべての作業を GUI 操作だけで実施できる特徴があります。具体的には、クラスターの構成管理をはじめ、ノー

ド管理、パッケージ管理、ログ表示などを実行できます。 

石ノ上君： 

先生、前回までの作業で、Serviceguard のひととおりの構築作業が完了した

と思いますが、残る作業は何でしょうか？ 

ボブ先生： 

うん、やっぱり「テスト」をきちんと実施しなくては、せっかくの HA クラス

ターも絵に描いた餅だからね。今回はクラスターが正しくフェイルオーバーす

るか、実際にさまざまなケースで試してみよう。 
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Serviceguard がインストールされた HP-UX マシンにおいて SMH のトップページを開くと、画面左下に「Serviceguard」と

いう項目が表示されます。ここから Serviceguard Manager のページを表示できます。  

 

 

図 1：Serviceguard Manager のメインページ 

 

 

図 2：cifs-pkg の詳細ページ 

 

図 2 の例では、本連載を通じて構築してきた CIFS サーバー（Samba サーバー）のパッケージである「cifs-pkg」が稼働中であ

ることが表示されています。また画面下を見ると、同パッケージが稼働可能なノードとして「serverA」と「serverB」が構成さ

れており、いずれのノードもアップ状態であること、そして cifs-pkg パッケージは serverA にて稼働していることがわかりま

す。 

 

 

             

石ノ上君： 

なるほど、この画面を見ればクラスターの稼働状況が一目瞭然ですね！ 
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プロセスダウンによるフェイルオーバーをテストする 

では最初に、アプリケーション・プロセスのダウンを再現し、クラスターがきちんとフェイルオーバーするか確かめてみましょ

う。今回のテスト対象は CIFS サーバーのクラスターですので、プライマリ・ノード（serverA）にて動作する CIFS サーバーの

主要プロセスを kill コマンドで強制停止させてみます。つづいて、Web ブラウザで Serviceguard Manager の画面をリロード

し、最新の状態を表示させてみると、以下のようにフェイルオーバーが行われたことがわかります。  

 

 

図 3：プロセスダウンによるフェイルオーバー結果 

 

ここでは、「ノードのパッケージステータス」としてセカンダリ・ノード（serverB）がアップ状態であり、プライマリ・ノード

はダウン状態であると表示されています。つまり、セカンダリにて CIFS サーバーが正常に起動しており、プライマリでは CIFS

サーバーが停止している状況です。また、いずれのノードも「ノードステータス」はアップ状態であることに注意してください。

つまり、アプリケーションの障害によってフェイルオーバーが実行されたものの、ハートビート停止のようなノード障害ではなく

プライマリ・ノードは依然「起動中」と認識されていることがわかります。 

 

 

             

 

 

 

 

 

 
 
 

 

             

 

 

ボブ先生： 

そうだね。クラスターの構築作業では小回りのきくコマンド操作を用いるケー

スが多いけれど、日々の運用ではこうした GUI ツールを使うとシステム全体の

状況を把握できてとても便利だね。 

石ノ上君： 

プライマリ・ノードは稼働しているのですから、自動的にプライマリ側にパッ

ケージをフェイルバック（フェイルオーバー処理の逆戻し）したりはしないの

ですか？ 

ボブ先生： 

うん、図 3 でプライマリの「ノード切り替え」が無効となっているのがわかる

だろう。一度フェイルオーバーしたパッケージは、手動で「ノード切り替え」

を有効に設定して、フェイルバックさせる必要があるんだ。プライマリ側にパ

ッケージを問題なく戻すことができることを正しく確認してから戻さないと、

不要なシステムダウンを招く可能性があるからね。 

石ノ上君： 

では、もしこの状態でセカンダリに障害が発生しても、プライマリにフェイル

バックしたりはしないのですか？ 
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手動によるフェイルバックを実行するには、Serviceguard Manager で「パッケージの移動」を実行します。これにより、セカ

ンダリ側でのパッケージの停止をはじめ、プライマリ側での「ノード切り替え」の有効化、そしてプライマリ側でのパッケージ起

動まで一連のフェイルバック処理が一括して実行されます。 

 

2 時間目：ノード障害と LAN 障害のテスト 

つづいては、プライマリ・ノード全体のダウンを想定したテストを実施します。クラスターのノードにて一般的なシャットダウン

操作が実施された場合は、パッケージとノードが正常に終了し、フェイルオーバーが開始します。一方、ここに示すようにプライ

マリ・ノードが異常終了した場合は、ハードビートの喪失によってクラスターのメンバーから外され、フェイルオーバーが開始し

ます。この場合、Serviceguard Manager では「ノードステータス」がダウン状態として表示されます。 

 

 

図 4：ノード障害によるフェイルオーバー結果 

 

図 4 の例では、プライマリ・ノードがダウン状態として認識され、cifs-pkg パッケージはセカンダリ・ノードにて稼働している

状態が表示されています。 

 

こうしたノード障害からクラスターのフェイルバックを実行する場合は、まず Serviceguard Manager にてプライマリ・ノード

に対して「ノードの起動」を実行してノードステータスをアップ状態に戻したのち、「パッケージの移動」を実行してフェイルバ

ックを行います。 

 

LAN 障害によるフェイルオーバーのテスト 

では最後に、LAN 障害によるフェイルオーバーを再現して、テスト作業の締めくくりとします。もっとも、本連載で紹介してき

たとおり、今回構築したクラスターでは LAN 接続が二重化されており、プライマリ・ノードの LAN ケーブルを 1 本抜いたとし

てもトラフィックへの影響は起こらず、フェイルオーバーも開始しません。そこで今回は 2 本同時に抜いてみましょう。 

 

この場合、プライマリ・ノードの Serviceguard にて TOC（Transfer of Control）と呼ばれる緊急停止が実行され、パッケー

ジとノードの稼働が直ちに停止します。一方、図 5 のように、セカンダリ側の Serviceguard Manager からは、プライマリ側

からのハートビートの喪失によって「ネットワークインタフェースステータス」が「不明」と認識され、フェイルオーバーが開始

します。  

 

ボブ先生： 

そのとおり。だから、フェイルオーバーが発生したら、できるだけ速やかに手

作業でフェイルバックを実施する必要があるね。 
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図 5：LAN 障害によるフェイルオーバー結果 

 
 

 

             

 

 

 

 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

             

 

練習問題 

 

第 1 問：Serviceguard Cluster の状態を GUI で管理する製品は次のどれでしょうか？ 

a) Cluster Manager 

b) Serviceguard Manager 

c) Cluster View 

d) Systems Insight Manager 

石ノ上君： 

先生、ひととおりの障害状況を再現してみました。いずれのケースでも問題な

くフェイルオーバーが実行されて、その後のフェイルバック操作も滞りなく実

施できました。 

ボブ先生： 

おめでとう！！これで石ノ上君の HA クラスター構築はやっと完了だね。 

今まで本当にご苦労様。 

石ノ上君： 

何もわからないところからここまでこぎ着けたのも、先生のおかげです

（涙）。 

でも、ひとつひとつ着実に理解していけば、HA クラスターもそれほど手強く

ないのかなと感じました。 

ボブ先生： 

そのとおり。もちろん、Oracle RAC 対応や大規模クラスターなどもっともっ

と複雑な HA クラスターも多いけれど、ここで理解できた基本はどれも同じ。

つねに基本を思い出しながら、あとは現場で経験値を高めていってほしいな。 

石ノ上君： 

はい、どうもありがとうございました！  
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b) 

Serviceguard Manager です。 

 

第 2 問：Serviceguard Manager はクラスター構成のマシン上のどこから起動可能でしょう

か？ 

a) cmviewcl コマンドのオプション 

b) cmruncl コマンドのオプション 

c) SMH(System Management Homepage) 

d) Kcweb 

 

c)  

SMH の Tools メニューから起動可能です。 

 

第 3 問：本文中、図 4 では、cifs-pkg はどこのノードで起動中でしょうか？ 

a) server A 

b) server B 

c) server A と Server B の両方 

d) どこのノードでも起動していない。 

 

b)  

server B で起動しています。 

 

第 4 問：2 ノードクラスター構成時に、片方のノードで、全てのハートビートが途絶えるとクラ

スターはどのような状態になりますか？ 

a) 特に影響なし 

b) ハートビートの途絶えた方で起動中であったパッケージのみ、もう一方のノード上にフェイルオーバーする。両ノードはその

まま稼動を続ける。 

c) 一旦、両方のノードがシャットダウンを実行し、リブート後、クラスターとして正常稼動する。 

d) TOC が発生し、クラスターの再構成後、片方のノードで縮退稼動となる。 

 

d)  

TOC が発生し、クラスターの再構成が行われます。片側のノードでの縮退稼動となります。 
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最終回 

期末試験 

2009 年 4 月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 

 

クラスターウェア Serviceguard による HA クラスター構築について解説してきた「HA クラスターの教科書」(全 6 回)、いかが

でしたか？内容はご理解いただけたでしょうか。 

今回は、「期末試験」として全 10 問の試験を用意しました。いずれもこれまでの連載からの出題ですので、ぜひ挑戦してみてく

ださい。 

 

期末試験 

 

 
 

第 1 問：一般的なサーバーにおいて、その部分が壊れるとシステム全体が停止するような部分を

何と呼ぶでしょうか？ 

a) SPOF 

b) SPOT 

c) STOP 

d) SSHA 

 

a) 

SPOF (Single Point of Failure)です。 

 

第 2 問：Serviceguard クラスターにおいて、ハートビートとは何のための通信でしょうか？ 

a) サーバーの同期をとるため 

b) データ用通信の負荷分散 

c) データバックアップ専用の通信 

d) クラスターの状態を確認するための通信 

 

d) 

ハートビートはクラスターの状態を確認するためにサーバー間で行う通信です。 

 

これまでの授業を理解できたかのおさらいを兼ね、今日は期末試験を用意した

よ。10 問全て今まで学習してきたことだから、満点目指して頑張ってみよう！ 
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第 3 問：Serviceguard クラスターにおいて、ハートビートパケットが途切れると、

Serviceguard クラスターの状態はどのように変化しますか？ 

a) 何も異常はない 

b) アプリケーションの障害が発生 

c) ディスクの障害が発生 

d) ノードの障害(TOC)が発生 

 

d) 

ノードの障害（TOC）が発生し、クラスターの再構成が行われます。このとき、片側のノードでの縮退稼動となります。ハートビ

ートパケットはノードの状態確認を行う通信であり、Serviceguard はアプリケーションやディスクの障害が発生したとは認識し

ません。 

 

第 4 問：本番系の LAN（プライマリ LAN）の IP アドレスとして、「10.1.2.11」を設定しまし

た。予備系の LAN（スタンバイ LAN）はどのように設定したらよいでしょうか？ 

a) 何も設定しない。 

b) 10.1.2.11 を IP アドレスとして設定する。 

c) 10.1.2.12 を IP アドレスとして設定する。 

d) 自分で決めた任意のアドレスを IP アドレスとして設定する。 

 

a) 

何も設定しない。スタンバイ LAN はプライマリ LAN が使用不可能になった際には、同じ IP アドレスを引き継ぐので何も設定し

ません。 

 

第 5 問：ノードの障害により、クラスターが分断されてしまい、それぞれのノードでクラスター

が起動してしまう現象を何と呼ぶでしょうか？ 

a) スプリット・ブレイン 

b) クラスター・ロック 

c) クォーラム・サーバー 

d) フェイル・オーバー 

 

a) 

スプリット・ブレインといいます。 

 

第 6 問：スプリット・ブレインを防ぐための仕組みとして、クォーラムが不要な構成は次のどれ

でしょうか？ 

a) 2 ノードクラスター 

b) 3 ノードクラスター 

c) 4 ノードクラスター 

d) 8 ノードクラスター 
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b) 

3 ノードクラスター。他のクラスターは偶数ノード構成なので、スプリット・ブレインが発生してしまいます 

 

第 7 問：Serviceguard クラスターにおいて、パッケージにつける IP アドレスはリロケータブ

ル IP アドレスです。2 ノードクラスター（アクティブ、スタンバイ）構成の場合、これはどのよ

うな IP アドレスでしょうか？ 

a) アクティブサーバー側の IP アドレス 

b) スタンバイサーバー側の IP アドレス 

c) スタンバイサーバー側の IP アドレス 

d) パッケージ固有の IP アドレスで両方のノード上で使用可能 

 

d) 

パッケージ固有の IP アドレス。パッケージがどちらのノードで動作中でも、この IP アドレスに対してサービスを定義するので、

サービスは起動を続けます。 

 

第 8 問：2 ノードクラスターにおいて、プライマリノードに障害が発生し、パッケージがスタン

バイノードにフェイルオーバーしました。プライマリノードの修理が終了し、正常にノードが起

動したとき、スタンバイで起動しているパッケージはどのようになりますか？ 

a) 自動的にプライマリノードにフェイルバックする 

b) フェイルバック可能な通知が管理者宛に届くので、その通知によってフェイルバックを実行する 

c) フェイルバックはせずに、スタンバイノードで起動を続ける 

d) パッケージが停止する 

 

c) 

スタンバイノードで起動を続けます。自動でフェイルバックは実行しません。また、管理者宛に通知も届きません。 

 

第 9 問：2 ノードクラスターにおいて、メンテナンスを実行することになりました。しかし、プ

ライマリノード上でクラスターを停止せずに、誤って、shutdown コマンドを実行してしまいま

した。スタンバイノードはメンテナンス中も稼動を許可されています。すべてのパッケージはス

タンバイノードにフェイルオーバするように設定済みです。このとき、プライマリノード上で起

動していたパッケージはどのようになりますか？ 

a) すべてのパッケージが停止し、サービスが停止する 

b) 一部のパッケージは停止し、一部のパッケージのみフェイルオーバする 

c) すべてのパッケージがスタンバイノードにフェイルオーバする 

d) どのようになるのか予測ができない 

 

c) 

設定されたフェイルオーバ先で起動します。 
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HP-UX 

www.hpe.com/jp/hpux 
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第 10 問：クラスターが構成済みの HP-UX において、GUI でクラスターを管理する

Serviceguard Manager を起動できるツールはどれでしょうか？ 

a) SMH 

b) Kcweb 

c) SMIT 

d) Ncweb 

 

a) 

SMH(System Management Homepage)から Serviceguard Manager を起動できます。 

 

http://www.hpe.com/jp/hpux

