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HP-UX 11i OE 

 

HP-UX 11i OE インストールから Serviceguard クラスター構築手順等、様々な設定時に有益なヒント集です。 

 

―目次― 

HP-UX 11i OE インストール作業手順 

ここでは、HP-UX 11i の 新規インストール(コールドインストール)について HP-UX 11i v2 を例に、標準的な手順をまとめま

す。 

 

HP-UX 11i ネットワークの設定 

システムのホスト名や IP アドレスなどはインストール時に指定・設定を行ないます。 開発環境やテスト機を使っている場合な

ど、これらの設定をインストール後に変更することもは起こり得ます。ここでは、主な設定項目についての変更方法を説明しま

す。 

 

HP-UX でのカーネルの再構築方法 

カーネルパラメータの変更を行なうための方法を提供しています。 

 

HP-UX 11i バックアップの取得 

HP-UX での標準的なバックアップ/リストアについて解説します。 

 

 

 

HP-UX 11i OE インストール作業手順 

 

はじめに 

HP-UX 11i には、PA-RISC プロセッサーを搭載した HP9000 サーバー用 OS である HP-UX 11i v1 と HP9000 サーバーと

Itanium®プロセッサを搭載した Integrity サーバーの両方で動作する OS である HP-UX 11i v2 の 2 種類があります。HP-UX 

11i v1 のインストール手順については、マニュアルライブラリ より「HP-UX 11i バージョン 1 インストール・アップデートガ

イド」を参照ください。 

 

このページでは、HP-UX 11i v2 の 新規インストール(コールドインストール)について標準的な手順をまとめます。 

 

この方法では、インストール先のディスクの情報がすべて上書きされます。そのため、新規で導入するシステム、およびルート

(/)ボリュームが上書きされてもアプリケーションやデータを損失しない既存のシステムに対してのみ、この方法でインストール

をおこなってください。 
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HP-UX 11i v2 のビジネス向けオペレーティング環境(OE)には以下の種類があります。 

 

 Foundation OE (基本機能含む) 

 Enterprise OE (基本機能 + エンタープライズ向けソフトウェア) 

 Mission Critical OE (基本機能 + ミッションクリティカル環境向けソフトウェア) 

 

ここでは、Foundation OE をインストールする手順を紹介します。 

 

HP-UX の導入 

OE/オプションソフトウェアの導入 

パッチの入手と導入 

 

必要なシステム環境 

HP-UX 11i v2 をコールドインストールするには、次のシステムやメディアを用意する必要があります。 

 

 HP-UX 11i v2 でサポートされるサーバーとワークステーション 

• Integrity rx16X0 server 

• Integrity rx26X0 server 

• Integrity rx4640 server 

• Integrity rx5670 server 

• Integrity rx76X0 server 

• Integrity rx86X0 server 

• Integrity Superdome server 

• Workstation zx2000 （2005 年 5 月版まで） 

• Workstation zx6000 （2005 年 5 月版まで） 

 HP-UX 11i v2 OE およびアプリケーションのメディア(2 DVD セット) 

 1GB のメモリー(最小) 

 1GB のスワップスペース(最小) 

 

HP-UX リリース ID と製品名について 

HP-UX 11i 以前の HP-UX リリースは、HP-UX 10.20 および HP-UX 11.00 のように、HP-UX 開発組織が割り当てるリリース

ID に応じて命名されていました。2000 年には、HP は HP-UX の名前を変更し、リリースを識別する方法を変更しました。HP-

UX は HP-UX 11i という名前に変更され、各リリースには以下のような名前が与えられました。  

 

リリース ID 製品名 

B.11.11 HP-UX 11i (2003 年 1 月まで。 PA-RISC のみサポート) 

B.11.11 HP-UX 11i v1(2003 年 1 月以降。PA-RISC のみサポート) 

B.11.22 HP-UX 11i v1.6 (Itanium のみサポート) 
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B.11.23 HP-UX 11i v2 (Itanium、PA-RISC サポート) 

 

Integrity サーバーのブート - インストーラの起動 

1. システムの電源を入れ、直ちにインストールメディア(DVD)をセットします。  

 

2. EFI Boot Manager が起動し次の画面が表示されます。 

この画面では 10 秒間キー入力を待ちますが、 その間に入力が無ければ自動的にシステムのブートが開始されます。 

目的のインストール作業を行うには、10 秒以内にスペースキーなどを押し自動ブートのカウントダウンを解除します。 

 

 

 

3. [Boot option maintenance menu]を選択します。 

(カーソル[↑]または[↓]キーで移動し、目的の項目で[Enter]キーを押します) 
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4. 必要であれば、ここで出力先コンソールの設定をおこないます。 シリアルコンソール、VGA コンソールへの出力が設定可能

です。 

必要が無ければ、6. の手順に進んでください。 

 

[Select Active Standard Output Devices]を選択します。 

 

 

 

5. VGA コンソールを有効にするには Acpi(HW00002,700)Pci(2|0)を選択します。 

行頭に"*"記号がついているものが選択中のデバイスです。 
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"*"記号のついている項目を再度選択すると"*"記号が消え、未選択状態になります。 

1 つの I/O デバイスにつき 1 種の設定を選択できますが、シリアルコンソールと VGA コンソールを同時に選択すると HP-

UX ブート後の出力はシリアルコンソールのみの出力となりますので、VGA コンソールで HP-UX を使用する場合にはシリ

アルコンソールは未選択状態にします。 

 

 

 

設定を変更した場合は[Save Settings to NVRAM]を選択して、設定を保存します。 

目的の Output Device が設定できたら Exit を選択して、前の画面に戻ります。  

 

6. 表示されたメニューの中から[Boot from a File]を選択します。 

 



7 

HP-UX システム環境設定時のヒント集 

 
 

 

 

7. IA64_EFI [Acpi(HWP0002,0)/Pci(2|0)/Ata(Primary,Master)/CDROM(Entry0)] を選択します。 

行末(右側)表示されていない場合は、右カーソルでスクロールし表示を確認することができます。 

 

 

 

8. 次のように表示されているので、上下カーソルで INSTALL.EFI を選択し[Enter]キーで実行します。 
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9. インストーラが起動しますので、次項の「HP-UX の導入」に進んでください。 

 

HP-UX の導入 

 

1. HP-UX 11i v2 インストーラが起動すると、以下の画面が現れます。 

 

日本語キーボードを使用する場合は 13 を選択します。 
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2. HP-UX 11i v2 インストーラのメイン画面が表示されます。 

 

 

 

[ Install HP-UX ]を選択して、次の画面に進みます。  

 

3. オプション画面が表示されます。 

 

 

 

[Tab]キーでカーソルを[Advanced Installation]に合わせ、 スペースバーで選択し"*"を付けます。[OK]にカーソルを移動

し [Enter]キーを押します。  
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4. 表示された画面の上部にあるタブメニューの[Basic]にカーソルを合わせ [Enter]キーを押します。 

カーソルを移動するには、カーソルキーおよび[Tab]キーを使用します。 

 

 

 

ここでインストールする オペレーティング環境(OE)バンドルが表示されています。  

 

5. [Root Disk...] を選択します。下記のようにディスクの一覧が表示されるので、HP-UX をインストールするドライブを選択

してください。 

 

  

 

6. [ Languages... ] を選択します。開いたウィンドウで [Japanese]を選択し[Enter]キーを押し marked?を Yes にします。 
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marked? Yes を解除する場合は、その行をスペースバーで選択し"u" を押します。 

[OK]を選択します。 

 

 

 

7. [ Keyboards... ]に合わせ[Enter]キーを押すと [Language Specific Keyboards]ウィンンドウが開きます。 使用するキ

ーボードを選択し[OK]を選択します。 

 

日本語キーボードの場合：USB_PS2_DIN_JIS_109  

英語キーボードの場合：USB_PS2_DIN_US_English 
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8. タブメニューの[Software]にカーソルを合わせ[Enter]キーを押します。 

ここでインストールするソフトウェアコンポーネントを選択します。 

 

HP-UX 11i v2 の場合には、 ここで Install Time Security を設定します。 

Install Time Security を設定するには、Category の SecurityChoices を選択します。すると、以下の選択肢が表示され

ますので、 適切なセキュリティレベルを設定します。それぞれの設定内容は以下のとおりです。  

 

Sec00Tools 
Bastille、SSH、Security Patch Check および IPFilter のインストールのみを行います。(設定は行われ

ません。従来の HP-UX と同等) 

Sec10Host 約 50 の host ベースのロックダウンを行います。(telnet、ftp の通信は許可されます) 

Sec20MngDMZ 
いくつかのセキュアなプロトコル(SSH、IDS、WBEM、Webmin などからの通信)のみを接続可能にしま

す。(ping リクエストも受け付けません) 

Sec30DMZ SSH 以外の受信コネクションをブロックします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  
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10. タブメニューの[System]にカーソルを合わせ[Enter]キーを押します。 

 

 

 

11. ネットワーク情報、パスワードなどを入力します。  

 

12. タイムゾーンを設定します。[Set Time Zone[ (None) ...] を選び、 General Locations[ ]の中から[Asia]を選択します。 

更に、[Japan JST-9] を選び、[OK]を押します。 

 

 

 

13. [Set Root Password]から root のパスワードを設定してください。 

例：password: [ password ] 



14 

HP-UX システム環境設定時のヒント集 

 
 

 

 

 

14. タブメニューの[File System]にカーソルを合わせ[Enter]キーを押します。  

 

 

 

15. File System のサイズを設定します。 変更後は必ず [Modify] を実行してください。  

 

設定例：(入力値はご利用の環境に合わせて適宜変更してください。) 
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/tmp Size:[Fixed MB ->][2000] 

/usr Size:[Fixed MB ->][4000] 

/opt Size:[Fixed MB ->][4000] 

/var Size:[Fixed MB ->][4000] 

 

16. [Go!] を選択します  

 

17. VGA 画面にログイン画面が表示されるか、シリアルコンソールに Console Login:等が表示されれば、インストール終了で

す。 

インストールメディアを取り出してください。 

 

OE/オプションソフトウェアの導入 

 

1. まず、現在のインストール済みプログラムを確認してください。 

# swlist  

 

2. アプリケーションソフトウェアメディア(CD/DVD)をセットします。  

 

3. sam を起動します。 

# sam 

 

4. [Software Management]を開きます。  

 

5. [Install Software to Local Host]を開きます。  

 

6. [Specify Source]ウィンドウが開いたら、[Find Local CD] をクリックし、[OK]を選択します。 

インストール可能なソフトウェアの一覧が表示されます。 

 

S700 : ワークステーション用 

S800 : サーバー用 

を意味しますので、Integrity サーバーでは [s800] を選んでください。 
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7. マウス左ボタンで選択し、行を反転表示させた後、マウス右ボタンのプルダウンメニューより[Mark For Install]を選びま

す。Marked? 欄が[はい]に変ります。  

 

8. [Tab]キーで上部メニューの Action を選択し、プルダウンメニューより[Install...]を実行します。  

 

9. [Install Analysys]画面が表示されますが、[OK]にて続行し、Time Left : 0 になったら完了です。[Done]を選択してウィ

ンドウを閉じます。  

 

10. [File]メニューより[Exit]を選択し、sam を終了します。  

 

11. アプリケーションソフトウェアメディア(CD/DVD)を抜きます。  

 

12. インストール済みプログラムを確認してください。 

# swlist 

 

パッチの入手と導入 

パッチへのアクセスは、有効な SW（ソフトウェア） サポート契約をお持ちのお客様に限り HPSC（HP サポートセンター） より

行えます。 

 

 

 

HP-UX 11i ネットワークの設定 

 

はじめに 
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ここで説明する設定の変更は、HP-UX 11i v1、v1.6、v2 で共通です。 

 

インストール後のネットワーク関連の設定 

システムのホスト名や IP アドレスなどはインストール時に指定・設定を行ないます。 

 

開発環境やテスト機を使っている場合など、これらの設定をインストール後に変更することもは起こり得ます。ここでは、主な設

定項目についての変更方法を説明します。 

 

項目 設定方法 参照 

ホスト名 

# /etc/set_parms hostname 

 

上記のコマンドを実行して、質問に答える形でホスト名を入

力します。 

set_parms(1M) 

IP アドレス 

# /etc/set_parms ip_address 

 

上記のコマンドを実行して、質問に答える形で IP アドレスを

入力します。 

サブネットワーク・マスク 

/etc/rc.config.d/netconf ファイルの以下の項目を編集し

ます。 

 

SUBNET_MASK[0]="サブネットワーク・マスク" 

 

NFS の起動設定 

/etc/rc.config.d/nfsconf ファイルの以下の項目を編集しま

す。  

 

クライアント設定の場合 --> NFS_CLIENT=1  

サーバー設定の場合--> NFS_SERVER=1 

nfsd(1M) 

NFS のエクスポートの設定 
/etc/exports ファイルを作成後、エクスポートするファイル

システムのエントリを追加します。 

exports(4) , 

exportfs(1M) 

デフォルトゲートウェイの設定 

sam コマンドを起動して 

 

--> Networking and Communications --> Routes のメニ

ューを選択して設定します。 

route(1M) , 

routing(7) 

http://h20180.www2.hpe.com/apps/Nav?h_pagetype=s-003&h_lang=en&h_cc=us&h_product=3200137&h_page=hpcom
http://h20180.www2.hpe.com/apps/Nav?h_pagetype=s-003&h_lang=en&h_cc=us&h_product=3200137&h_page=hpcom
http://h20180.www2.hpe.com/apps/Nav?h_pagetype=s-003&h_lang=en&h_cc=us&h_product=3200137&h_page=hpcom
http://h20180.www2.hpe.com/apps/Nav?h_pagetype=s-003&h_lang=en&h_cc=us&h_product=3200137&h_page=hpcom
http://h20180.www2.hpe.com/apps/Nav?h_pagetype=s-003&h_lang=en&h_cc=us&h_product=3200137&h_page=hpcom
http://h20180.www2.hpe.com/apps/Nav?h_pagetype=s-003&h_lang=en&h_cc=us&h_product=3200137&h_page=hpcom
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または、 /etc/rc.config.d/netconf ファイルの以下の項目

を編集します。  

 

ROUTE_GATEWAY[0]= ゲートウェイの IP アドレス 

DNS Resolver の設定 

sam コマンドを起動して 

 

--> Networking and Communications --> DNS（Bind) --

> DNS Resolver のメニューを選択して設定します。 

resolver(4) 

または、/etc/resolv.conf ファイルを作成後、以下の項目を

編集追加します。  

 

search ドメイン名  

nameserver ネームサーバーの IP アドレス 

ネームサービスの検索順 

インストール直後のデフォルトではホスト名の検索順が、

（１）DNS （２）NIS+ （３）/etc/hosts ファイル になって

います。この検索の順番を変更する場合は、 sam コマンドを

起動して 

 

--> Networking and Communications --> Name Service 

Switch のメニューを選択して設定します。 

nsswitch.conf(4) 

または、/etc/nsswitch.conf ファイルを作成後、編集しま

す。 

以下の項目の一括設定 

 

・ サブネットワーク・マスク 

・ デフォルトゲートウェイ 

・ ローカル・ドメイン名 

・ DNS サーバー 

・ NIS ドメイン名 

・ NIS サーバー 

#/etc/set_parms addl_netwrk 

 

上記のコマンドを実行して、質問に答える形でそれぞれの設

定値を入力します。 

set_parms(1M) 

 

 

 

http://h20180.www2.hpe.com/apps/Nav?h_pagetype=s-003&h_lang=en&h_cc=us&h_product=3200137&h_page=hpcom
http://h20180.www2.hpe.com/apps/Nav?h_pagetype=s-003&h_lang=en&h_cc=us&h_product=3200137&h_page=hpcom
http://h20180.www2.hpe.com/apps/Nav?h_pagetype=s-003&h_lang=en&h_cc=us&h_product=3200137&h_page=hpcom
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HP-UX 11i でのカーネルの再構築方法 

 

はじめに 

このページでは、HP-UX 11i ではカーネルパラメータの変更を行なうための方法について説明します。カーネルパラメータの変

更は、HP-UX 11i v1、v2、v3 とバージョンによって使うコマンドが違います。以下のように GUI（Graphical User 

Interface）で設定を行なう方法と、コマンドラインから設定を行なう方法があります。 

 

sam(System Aadministration Manager) （HP-UX 11.0、11i v1、11i v2 対応） 

sam は、X ウィンドベースの GUI（Graphical User Interface）と、端末ベースのツールがあり、ユーザアカウントの設定、デ

ィスク・ファイルシステムの設定、ネットワークの設定などのシステム管理を行なうツールです。この中にカーネルの設定を行な

うメニューがあるのでそこからカーネル設定の画面を起動します。 

 

kcweb （HP-UX 11i v2、11i v3 対応） 

kcweb はカーネルパラメータの調整・監視・アラームの設定や、カーネルモジュールの設定などの管理作業を行う Web ベース

の使いやすい HP-UX カーネル構成ツールです。管理者はこのツールを使用することによって、カーネル構成コマンドおよびモジ

ュールや調整可能パラメータの正確な名前を覚えていない場合でも、カーネルの構成および管理が行えます。 

  

kctune （HP-UX 11 iv2、11i v3 対応） 

kctune コマンドは、簡単にカーネルパラメータの値を参照および、変更することが出来ます。現在実行中のカーネル構成または

保存されたカーネル構成に対して、コマンドを実行することが出来ます。 

 

kmtune （HP-UX 11i v1 対応） 

kmtune コマンドは、簡単にカーネルパラメータの値を参照および、変更することが出来ます。現在実行中のカーネル構成また

は保存されたカーネル構成に対して、コマンドを実行することが出来ます。 

 

kctune と kcweb の詳細については、HP-UX11i v2 におけるカーネル構成管理 をご覧ください。  

 

各パラメータの説明は、HP-UX 11i 構成可能カーネルパラメータを参照下さい。 

また、動的調整パラメータ（Dynamic Tunable Kernel Parameter）は、システムをリブートせずに直ちに設定値が有効になる

のでアプリケーションを起動したままでもシステムのチューニングを行なうことができるので、作業の効率化とシステムの可用性

の向上に貢献しています！ 

 

Dynamic Tunable Kernel Parameter 一覧 

Dynamic Tunable Kernel Parameter は、システムをリブートせずに値を変更できる、カーネルパラメータです。以下の様に

HP-UX のバージョンが新しくなる毎に、パラメータの数が増えてきました。これにより、最新の HP-UX ではシステムの再起動

の必要性が低減し、チューニング・メンテナンス作業の効率やシステムの可用性の向上に貢献しています。（注：HP-UX11.0 は

未対応です。） 
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＊印のパラメターは、J2EE 環境でのチューニング時によく変更されるものです。 

 

sam(system administration manager) GUI ツールを使う場合 

（HP-UX11.0、HP-UX 11i v1） 

 

1. root でログインし、sam コマンドを起動します。 

 X ウィンドが使用できる環境の場合、X ベースの GUI ツールが起動します。 

 X ウィンドが使用できない場合、端末ベースのツールが起動します。 

 

2. X ベースの sam が起動した画面 
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3. このメニューから、"Kernel Configuration"を選択すると、以下の表示に替わります。 
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4. 次に、"Confiigurable Parameters"を選択すると、パラメータ一覧のウィンドが開きます。 

 

 

5. パラメータを選択すると、子ウィンドが開くのでパラメータの値を変更します。 

 

 

OK ボタンで変更が終了します。 

パラメータ一覧のウィンドに戻り、プルダウンメニューの 

Actions --> Process New Kernel を選択してカーネルを再構築（リコンパイル）します。 

 

6. 端末ベースの sam が起動した画面（以降の手順は X ベースと同様です） 
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kcweb GUI ツールを使う場合（HP-UX 11i v2、11i v3 対応） 

kcweb へのアクセスは、以下のいずれかの方法で行えます。 

 kcweb コマンドを使用してコマンドラインからアクセス 

 Systems Insight Manager（SIM）からアクセス 

 SAM の Kernel Config（kcweb）メニュー 

 あらかじめ起動されている kcweb サーバーの URL を使用して Web ブラウザからアクセス 

• （例） https://ホスト名：1188/casey/top.cgi 

 

いずれの方法もスーパーユーザー（root）の権限が必要になります。 

 

1. sam コマンドを起動した状態。ここから"Kernel Config(kcweb)"をさらに起動します。 

 

kcweb を起動したら、kcweb のログイン画面が表示されるので、ユーザー名（root）とパスワードを入力します。 
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2. ログイン後に表示される kcweb の画面。（例で使われているブラウザは HP-UX 11i v2 に付属の Mozilla1.2） 

 

3. 次にパラメータ（例えば、maxdsize）を選択すると、詳細が表示されます。またここで、マンページのボタンを選択する

とパラメータのマニュアルを表示します。 
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4. "maxdsiz を変更．．．"のボタンを押してパラメータの変更画面に移ります。 

 

ここで、"次回のブート（式）"のカラムに 値を入力し、"了解"ボタンを選択することによりパラメータの変更が行なえます。ダイ

ナミックなカーネルパラメータについては、"変更のモード"の"すぐに変更"のボタンを選択し"了解"ボタンを選択すると、リブー

トせずに直ちに新しい値に変更されます。リブートを行なう場合には、左側にある"HP-UX カーネル構成"メニューの、"システム

のリブート"を選択して行います。 

 

5. カーネルのモジュールを変更する場合は左側の”HP-UX カーネル構成”のタブの”モジュール”を選択し、変更作業を行ないま

す。 
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kctune コマンドを使う場合（HP-UX 11i v2、11i v3） 

kctune コマンドは、HP-UX カーネル調整可能パラメータの管理に使用されます。このパラメータはカーネルの動作を制御する

変数です。用途はさまざまですが、一般的な用途はシステムリソースの配分の制御やカーネルパフォーマンスの状態の調整などで

す。kctune では現在実行中の構成または保存された構成のすべての調整可能パラメータの値を以下のように、表示または変更で

きます。パラメータの値の変更にはスーパーユーザー権限が必要です。 

 

kctune 全カーネルパラメータのリスト 

kctune -S デフォルト設定以外のパラメータのリスト 

kctune tunable 指定したカーネルパラメータのリスト 

kctune tunable= 指定したカーネルパラメータをデフォルト値に設定 

kctune tunable=Default 指定したカーネルパラメータをデフォルト値に設定 

kctune tunable=value 指定したカーネルパラメータを value の値に設定 

kctune tunable+=value 指定したカーネルパラメータを value だけ追加 

kctune tunable>=value 指定したカーネルパラメータの現在の値が value より小さい場合だけ、その値を設定 

 

kmtune コマンドを使う場合（HP-UX 11i v1） 
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kmtune コマンドは、HP-UX カーネル調整可能パラメータを照会、設定、リセットするための管理用のツールです。パラメータ

の値の変更にはスーパーユーザー権限が必要です。 

 

kmtune 全カーネルパラメータのリスト 

kmtune -q tunable 指定したカーネルパラメータのリスト 

kmtune -r tunable 指定したカーネルパラメータをデフォルト値に設定 

kmtune -s tunable=value 指定したカーネルパラメータを value の値に設定 

kmtune -s tunable+value 指定したカーネルパラメータを value だけ追加 

 

 

 

HP-UX 11i バックアップの取得 

 

バックアップとリストア 

はじめに 

バックアップ作業は、不測の事態により個人の、あるいはシステムのデータが失われてしなうなどの事態に備えて実施する大切な

作業のひとつです。 

 

不測の事態とは、もちろんハードウェアの障害や、地震などの天災なども含みますが、それ以外の原因、たとえばコマンドのちょ

っとした打ち間違いなどによってもデータは簡単に失われてしまいます。そのようなとき、個人で、あるいはシステム管理者が定

期的にバックアップをとっていれば、少なくとも過去のある時点まではデータを戻すことが可能であり、全てのデータを一から作

り直さなければならない、あるいはあきらめるといった最悪の事態は回避できます。 

 

ここでは、主として個人またば少人数で使用される小さなシステムのためのバックアップの方法について説明します。大規模なシ

ステムのバックアップには OpenView Storage Data Protector を推奨します。 

 

バックアップ / リストアコマンド 

現在、HP-UX 11i では次のバックアップ / リストアコマンドをサポートしています。 

 

tar 

cpio 

ftio 

fbackup、frecover 

 

これらについて順番に見ていきましょう。 
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tar 

tar という名前は tape archive からきています。バックアップユーティリティの中でも最も古いものでしょう。そのため、ほと

んどの UNIX に移植され、使用可能です。複数のファイルを 1 つにまとめたり、そのファイルにあらたにファイルを追加した

り、指定したファイルをとりだしたりといったことができます。 

 

$ cd /home/foo 

$ tar cvf /dev/rmt/0m doc doc 以下を /dev/rmt/0m にコピー 

$ tar tvf /dev/rmt/0m  内容確認 

$ tar rvf /dev/rmt/0m src src 以下を上記のアーカイブ 

 

src/emacs-21.2/ 以下のファイルを消去してしまったがまた必要になったとし 

ます。バックアップテープからリストアします。 

 

$ tar xvf /dev/rmt/0m src/emacs-21.2 

 

その他の使い方 

 

$ tar cvf - doc | tar xvf - -C ~/project 

 

/home/foo/doc を /home/foo/project/ 以下にコピーします。 

 

このように簡単に使えて便利な tar ですが、元々通常ファイルのアーカイブをとるために作成されたコマンドであるため、スペシ

ャルファイルのバックアップは行えないなどの制限があります。一般ユーザが個人でバックアップをとるためのツールとして使用

するのに適しています。 

 

例: HP-UX 11i 上で /dev の tar アーカイブを作成してみます。 

 

# cd /dev 

# tar cvf /var/tmp/test/dev.tar . 

a ./config 0 blocks 

a ./null 0 blocks 

a ./console 0 blocks 

a ./kmem 0 blocks 

a ./mem 0 blocks 

a ./rroot 0 blocks 

. . . . . . . . 

 

tar: ./log.un is not a file. Not dumped 

 

最後にエラーメッセージがでています。/dev/log.un はどのようなファイルか調べてみると、 

 

# ll /dev/log.un 
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srw-rw-rw- 1 root  root  0 Aug 25 16:44 /dev/log.un 

 

ソケットファイルであることがわかります。 

 

# cd /var/tmp/test 

# tar tvf dev.tar | grep log.un 

# 

 

当然ですが、/dev/log.un のバックアップは tar アーカイブ内にはふくまれ 

ていません。 

 

では /var/tmp/test 以下にこの tar アーカイブを展開してみましょう。 

 

# cd /var/tmp/test 

# mkdir dev 

# tar xvf dev.tar -C dev 

# tar xvf dev.tar -C dev 

# ll dev 

total 0 

 

なぜか展開できません。しかし、次のようにすると展開はできます。しかし、のきなみエラーメッセージが出力されます。 

 

# cd dev 

# tar xvf ../dev.tar 

tar: ./config couldn't create character device 

tar: ./null couldn't create character device 

tar: ./console couldn't create character device 

tar: ./kmem couldn't create character device 

tar: ./mem couldn't create character device 

tar: ./rroot couldn't create character device 

. . . . . . . . 

 

# ll 

total 0 

crw-r----- 1 bin sys 188 0x001000 Nov 1 2002 c0t1d0 

crw-r----- 1 bin sys 188 0x004000 Apr 1 05:22 c0t4d0 

crw-r----- 1 bin sys 188 0x01f000 Jul 16 16:58 c1t15d0 

crw-r----- 1 bin sys 188 0x03f000 Nov 1 2002 c3t15d0 

crw-r----- 1 bin sys 188 0x040000 Jul 15 13:58 c4t0d0 

crw-r----- 1 bin sys 188 0x040100 Apr 28 03:49 c4t0d1 

. . . . . . . . 

 

一応デバイスファイルらしきものは作成されています。 
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# dd if=/var/tmp/test/dev/dsk/c1t15d0 of=/var/tmp/test/x count=2 

# ll /var/tmp/test/x 

-rw-rw-rw-  1 root  sys 1024 Sep 9 12:13 x 

 

ディスクファイルからのよみだしもできます。 

 

しかし, 結論として, ソケットファイルのバックアップがとれないこと、アーカイブの展開の仕方に制限があること (-C オプション

がきかない) から tar でスペシャルファイルのバックアップ、特にシステムのバックアップをとることは避けた方がいいでしょ

う。さらにいえば, HP-UX では, いくつかのデバイススペシャルファイルのバックアップは取れますが、他のシステムの tar で

は、デバイススペシャルファイルのバックアップが取れない場合もあります. そもそも tar というコマンド事態が通常ファイルの

アーカイブを作成するためのツールだからです。 

 

あくまで個人データのバックアップツールとして使用するのが適切な使い方だとおもいます。 

 

cpio 

cpio は Copy Input to Output の略で、標準入力からファイル名のリストをよみ, その内容を標準出力に出力します。これも古

くから UNIX にそなわっているコマンドです。 

 

$ find /etc -print | cpio -ocx > /dev/rmt/0m 

 

/etc ディレクトリの内容をテープへ保存します。 

 

$ cpio -icdmuvx < /dev/rmt/0m 

current </etc/mnttab> newer 

current </etc/group> newer 

current </etc/passwd> newer 

current </etc/magic> newer 

current </etc/ioconfig> newer 

current </etc/services> newer 

current </etc/fstab> newer 

. . . . . . . . 

 

保存した内容をリストアします。 

 

# find /etc -depth -print | cpio -pd ./backup 

 

/etc ディレクトリの内容を backup ディレクトリ以下にコピーします。これは次のようにしてもおなじです。 

 

# find /etc -depth -print | cpio -ocv | (cd ./backup; cpio -icdmuvx) 
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cpio はスペシャルファイルのバックアップをとることが可能です。これにより、システムのバックアップをとることもできま

す。 

 

# find / -print | cpio -icdmuvx > /dev/rmt/0m 

 

システム全体 (/ 以下すべて) のバックアップをとっています。 

 

ただ、cpio にはファイルシステム毎のバックアップをとるというような柔軟性がありません。たとえば上で、/ と /usr が別々の

ファイルシステムの場合、/ 以下と /usr 以下のみのパックアップをとるということができません。ただし、一般に tar よりも高

速であり, 手軽であるという点で、個人用のバックアップツールとしては適しているといえます。 

 

ftio 

ftio (Faster Tape IO) は HP-UX 独自のコマンドで、cpio との互換性を持っています。cpio の出力を ftio の入力とすることが

できますし、ftio の出力を cpio の入力とすることもできます。またリモートマシンにあるテープデバイスに対してバックアップ

イメージを保存することも可能です。 

 

# ftio -ox foo:/dev/rmt/0m / 

 

システム全体 (/ 以下すべて) をリモートマシン foo の /dev/rmt/0m にバックアップしている例です。 

 

# ftio -idxE foo:/dev/rmt/0m 

 

上でとったバックアップからリストアしています。 

 

fbackup / frecover 

fbackup、frecover は HP-UX 独自のコマンドで、システムのバックアップをとるために作成されたものです、フルバックアッ

プのみならず、インクリメンタルバックアップをサポートしています。リモートマシン上のデバイスへのバックアップも可能で

す。fbackup でとったバックアップのリストアは frecover コマンドにより行います。 

 

最初に簡単な使い方の例をしめします。 

 

# fbackup -f /dev/rmt/0m -i /usr 

 

/usr 以下のファイルのバックアップを /dev/rmt/0m にとっています。 

 

# fbackup -f /dev/rmt/0m -i /usr -e /usr/local/games 

 

/usr 以下の、/usr/local/games 以下のファイルをのぞくすべてのファイルのバックアップを /dev/rmt/0m にとっています。 

 

# frecover -r -f /dev/rmt/0m 

 

上でとったバックアップ全体をリストアしています。 
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fbackup ではグラフファイルを作成しておくと便利です. たとえば, システムのバックアップをとるためのグラフファイルとし

て、 

 

i / 

e /usr/local/games 

e /var 

e /home 

 

という内容のグラフファイル /var/adm/fbackupfiles/graph を作成しておくと、/usr/local/games と /var と /home を除

いたすべてのファイルのバックアップをとることができます。 

 

# fbackup -0 -u -f /dev/rmt/0m -g /var/adm/fbackupfiles/graph 

 

ここで -0 はフルバックアップの指定です。-u オプションは/var/adm/fbackupfiles/dates というデータベースファイルを更新

する指定です。 

 

上で -0 によってフルバックアップの指定を行っていますが、インクリメンタルバックアップをおこなうこともできます。それが 

fbackup のバックアップレベルオプションです。 

 

バックアップレベルとしては、0 から 9 までの整数を指定することができます。 

 

レベル 0: フルバックアップ 

レベル 1: フルバックアップをとった以降、変更されたファイルのバックアップのみをとります。 

レベル 2: レベル 1 のバックアップをとった以降、変更されたファイルのバックアップのみをとります。 

. . . . . . . . 

 

たとえば、毎週月曜日にフルバックアップをとり、それ移行の曜日はインクリメンタルバックアップをとるためのバックアップレ

ベルの指定は次のようになります。 

 

月曜日: レベル 0 

火曜日: レベル 1 

水曜日: レベル 2 

木曜日: レベル 3 

金曜日: レベル 4 

 

このようにして fbackup でとったバックアップイメージからのリストアは frecover コマンドを使用しておこないます。バック

アップイメージすべてをリストアすることも可能ですし、グラフファイルをもちいて、特定のファイルのみをリストアすることも

可能です。 

 

# frecover -r -f /dev/rmt/0m 

 

すべてのバックアップイメージのリストアを行います。 
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# frecover -x -g /var/adm/fbackupfiles/graph-restore 

 

/var/adm/fbackupfiles/graph-restore ファイルに記述されたすべてのファイルのリストアを行います。 

 

このような柔軟性から、システムのバックアップをとる際には fbackup、 

frecover を使用することが最も適切な選択でしょう。 
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ハイアベイラビリティ 

 

―目次― 

Serviceguard クラスター構築手順 

Serviceguard クラスターを構築する際に注意すべき点や留意すべき点なども含めて、実際に 構築が行えることの詳細な手順を

まとめます。 

 

 

 

Serviceguard クラスター構築手順 

 

はじめに 

このドキュメントは Serviceguard クラスターの構築手順を説明したものです。Serviceguard バージョン A.11.18 に対応して

います。Serviceguard クラスターの構築手順については、マニュアル “Managing Serviceguard” (B3936-90117) に記載さ

れていますが、このドキュメントはそこに記載された手順に加えて、Serviceguard クラスターを構築する際に注意すべき点や留

意すべき点なども含めて、実際に Serviceguard クラスターの構築が行えることを目的として作成されました。 

 

目次 

1 システム構成 

2 オペレーティングシステムのインストール 

3 オペレーティングシステムボリュームのミラー化 

4 データディスクの設定 

4.1 ディスクの見え方 

5 Serviceguard クラスターの構築 

5.1 セキュリティファイルの編集 

5.2 /.rhosts を使用しない場合の設定 

5.3 名前解決の設定 

6 ネットワークタイムプロトコルの使用 

7 共有ディスク上のファイルシステムの作成 

7.1 PV-link によるディスクアレイ上のボリュームグループの作成 

7.2 他のノードへのボリュームグループの配布 

7.3 追加ボリュームグループの作成 

8 クラスターの構成 

8.1 クラスター構成ファイルのテンプレートの作成 

8.2 クラスターロックディスクを使用する場合 

8.3 クォーラムサーバーを使用する場合 
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8.4 使用するパッケージ数の指定 

8.5 その他のパラメータの編集 

8.6 クラスター構成ファイルの検証 

8.7 バイナリクラスター構成ファイルの作成と配布 

9 パッケージの作成 

9.1 レガシーパッケージによるパッケージの作成 

9.1.1 パッケージ構成ファイルの作成 

9.1.2 パッケージコントロールスクリプトの作成 

9.1.3 パッケージコントロールスクリプトの配布 

9.1.4 パッケージ構成ファイルの整合性の検証 

9.1.5 パッケージの構築 

9.2 モジュラーパッケージによるパッケージの作成 

9.2.1 パッケージモジュール 

9.2.2 パッケージ構成ファイルの作成 

9.2.3 パッケージ構成ファイルの整合性の検証 

9.2.4 外部スクリプトの配布 

9.2.5 パッケージの構築 

10 クラスターの管理 

10.1 Serviceguard A.11.17 またはそれ以前のバージョン 

10.2 Serviceguard A.11.18 以降のバージョン 

 

 

1.システム構成 

図 1.1、図 1.2 に今回構成を行う Serviceguard クラスターの図を示します。どちらも 2 ノードクラスターですが、両者の違い

はタイブレーカとしてクラスターロックディスクを使用するかクォーラムサーバーを使用するかです。3 台以上のクラスター構成

についても本文中で適宜コメントします。 
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図 1.2 2 ノード Serviceguard クラスタ(クォーラムサーバ使用) 

 

 

図 1.2 2 ノード Serviceguard クラスター(クォーラムサーバー使用) 

 

 クラスターを構成するノード:fred.jpn.hp.com、ginger.jpn.hp.com 

 システムディスクはミラー化する。 

 データ LAN: lan0 と lan4 でプライマリ、スタンバイ構成とする。データ LAN には heartbeat メッセージは流さない。 

 Heartbeat LAN:lan1 と lan8 の 2 系統を専用線として使用する。 

 共有のデータディスクに対するインターフェースは 2 系統持たせる。 

 ボリュームマネージャとしては LVM を使用する。 
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 クォーラムサーバー:qs.jpn.hp.com (クォーラムサーバーを使用する場合のみ) 

 

2. オペレーティングシステムのインストール 

オペレーティングシステムとしては HP-UX 11i v2、あるいは HP-UX 11i v3 (Integrity サーバー (Itanium ®) 、HP 9000 

(PA-RISC) Mission Critical Operating Environment を各ノードのシステムディスクにインストールしてください。詳細はオ

ペレーティングシステムのインストール手順書にしたがってください。 

 

なお、クラスター内の全てのノードに対して適用するパッチは同一のものにしておくことを推奨します。 

 

3. オペレーティングシステムボリュームのミラー化 

システムディスクのオペレーティングシステムボリュームをミラー化することは、Serviceguard クラスターのアベイラビリティ

を高める上で必須です。ここでは LVM (Logical Volume Manager: 論理ボリュームマネージャ) 上に HP-UX をインストール

した場合のオペレーティングシステムボリュームのミラー化の手順について説明します。詳細はマニュアル “Managing 

Systems and Workgroup'', Chapter 6: Administering a System: Managing Disks and Files, Managing File Systems, 

Managing Mirrored File Systems のセクション (HP-UX 11iv2)、あるいは “HP-UX 11i Version 3 HP-UX System 

Administrator’s Guide: Logical Volume Management", Chapter 3: Administering LVM: Moving and Reconfiguring 

Your Disks, Mirroring the Boot Disk のセクション (HP-UX 11iv3) を参照してください。 

 

LVM は物理ディスクにアクセスするディスクドライバとファイルシステムまたは raw デバイスとの間に位置し、I/O 制御を担う

サブシステムです。LVM は、下記の概念から構成されています。 

 

 物理ボリューム (PV: Physical Volume) 

 LVM 用にフォーマットされた物理ディスク。 

 物理エクステント (PE: Physical Extent) 

 フォーマット時のディスクの一区分。デフォルトは 4 MB。 

 論理エクステント (LE: Logical Extent) 

 実態は PE だが、LVM により論理的に扱われるエクステント。 

 ボリュームグループ (VG: Volume Group) 

 1 つ以上の物理ボリュームをグループ化したもの。物理エクステントの集合体。 

 論理ボリューム (LV: Logical Volume) 

 物理エクステントの一を意識することなく、あたかも 1 つのデバイスとして見えるように論理的に構成された論理エクステ

ントの集合。 

 

LVM を使用することによって、物理ディスクのサイズに制限されることなく、必要なサイズの論理ボリュームを作成することが

できます。また、必要に応じてボリュームグループに新しい物理ボリュームを追加したり、論理ボリュームのサイズを拡張、削減

することが可能です。 

 

オペレーティングシステムボリュームのミラー化にあたっては、最低限 root、boot、primary swap ボリュームのコピーをミラ

ー化の対象となるディスク上に作成します。ここでは、オペレーティングシステムをインストールした物理ボリュームが

/dev/dsk/c1t15d0、ミラー化を行う物理ボリュームが/dev/dsk/c3t15d0 であるとします。 
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ルートファイルシステムをミラー化するためには、ブート可能な LVM ディスク (この場合 /dev/dsk/c3t15d0) を追加する必要

があります。  

 

1. pvcreate(1M)コマンドの-B オプション(ブートエリア作成オプション)を用いて/dev/dsk/c3t15d0 上に物理ボリュームを

作成します。 

pvcreate -B /dev/rdsk/c3t15d0 

 

これでうまくいかない場合は、-B オプションのかわりに-Bf オプション(f は force オプションです)を使用してみてくださ

い。 

 

2. 1 で作成した物理ボリュームを vgextend コマンドを使用して OS ボリュームである/dev/vg00 に含めます。 

vgextend /dev/vg00 /dev/dsk/c3t15d0 

 

3. mkboot(1M)コマンドを使用して、物理ボリューム/dev/dsk/c3t15d0 のブートエリアにブートユーティリティを作成し

ます。 

mkboot /dev/rdsk/c3t15d0 

 

4. mkboot -a を使用してブートエリアに AUTO ファイルを追加します。 

mkboot -a "hpux (;0)/stand/vmunix" /dev/rdsk/c3t15d0 

 

5. 論理ボリュームのミラー化を行います。/dev/vg00/lvol1 がブートボリューム(/stand)、 

/dev/vg00/lvol2 がプライマリスワップ、/dev/vg00/lvol3 がルートボリューム(/)であるとします。これらを順次ミラー

化していきます。 

 

6. ブートボリュームをミラー化します。 

lvextend -m 1 /dev/vg00/lvol1 /dev/dsk/c3t15d0 

 

7. プライマリスワップをミラー化します。 

lvextend -m 1 /dev/vg00/lvol2 /dev/dsk/c3t15d0 

 

8. ルートボリュームをミラー化します。 

lvextend -m 1 /dev/vg00/lvol3 /dev/dsk/c3t15d0 

 

これでオペレーティングシステムボリュームのミラー化は完了です。ルート、ブート、プライマリスワップのボリュームの片方が

故障したとしても、オペレーティングシステムは稼動し続けます。必要に応じて/dev/vg00 内の他の論理ボリュームのミラー化

を行ってください。 

 

ミラーの構築がうまく行えているかどうかは、lvlnboot コマンドにより行えます。 

 

# lvlnboot -v 

Boot Definitions for Volume Group /dev/vg00: 

Physical Volumes belonging in Root Volume Group: 

        /dev/dsk/c1t15d0 (0/0/1/1.15.0) -- Boot Disk 

        /dev/dsk/c3t15d0 (0/0/2/1.15.0) -- Boot Disk 

Boot: lvol1     on:     /dev/dsk/c1t15d0 

                        /dev/dsk/c3t15d0 

Root: lvol3     on:     /dev/dsk/c1t15d0 
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                        /dev/dsk/c3t15d0 

Swap: lvol2     on:     /dev/dsk/c1t15d0 

                        /dev/dsk/c3t15d0 

Dump: lvol2     on:     /dev/dsk/c1t15d0, 0 

 

4. データディスクの設定 

データディスクの設定は、Serviceguard クラスターの共有ディスク上に使用可能なボリュームマネージャ (LVM、VERITAS 

VxVM) .を用いて必要なサイズの LUN を作成し、必要ならばそれらの上にファイルシステムを構築する作業です。EVA 

(Enterprise Virtual Array)、XP などディスクの種類によって作業が異なるので、この部分は個々のディスクのマニュアルにし

たがって作業を進めてください。 

 

なお、共有のデータディスクを持たない Serviceguard クラスターを構築することも可能です。この場合、2 ノードクラスター

であればタイブレーカとしてクラスター外部にクォーラムサーバーを置くことが必須となります。 

 

タイブレーカとしてのクォーラムサーバー、あるいはクラスターロックディスクの設定については後述します。 

 

4.1. ディスクの見え方 

図 1.1、図 1.2 にも示したようにクラスターの各ノードから共有のデータディスクへの接続は二重化されています。つまり、1 つ

のノードにデータディスクに接続するための HBA (Host Bus Adapter) が 2 枚挿入されています。ですから、ioscan コマンド

でディスクを見た場合、各 HBA から共有のデータディスクが別の名前で見えることになります。たとえば以下のような具合で

す。 

 

  # ioscan -fnC disk 

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

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

  disk      9  0/0/1/0.2.0     sdisk    CLAIMED     DEVICE       HP      DVD-ROM 305 

                           /dev/dsk/c0t2d0    /dev/rdsk/c0t2d0 

  disk      1  0/0/1/1.15.0    sdisk    CLAIMED     DEVICE       HP 73.4GMAN3735MC 

                           /dev/dsk/c1t15d0   /dev/rdsk/c1t15d0 

  disk      2  0/0/2/1.15.0    sdisk    CLAIMED     DEVICE       HP 73.4GMAN3735MC 

                           /dev/dsk/c3t15d0   /dev/rdsk/c3t15d0 

┌────────────────────────────────────────────┐ 

│disk      3  0/6/0/0.1.0.42.0.0.0  sdisk    CLAIMED     DEVICE       HP      A6188A     │ 

│                         /dev/dsk/c4t0d0   /dev/rdsk/c4t0d0                             │ 

│disk      5  0/6/0/0.1.0.42.0.0.1  sdisk    CLAIMED     DEVICE       HP      A6188A     │ 

│                         /dev/dsk/c4t0d1   /dev/rdsk/c4t0d1                         (1) │ 

│disk      7  0/6/0/0.1.0.42.0.0.2  sdisk    CLAIMED     DEVICE       HP      A6188A     │ 

│                         /dev/dsk/c4t0d2   /dev/rdsk/c4t0d2                             │ 

│disk     11  0/6/0/0.1.0.42.0.0.3  sdisk    CLAIMED     DEVICE       HP      A6188A     │ 

│                         /dev/dsk/c4t0d3   /dev/rdsk/c4t0d3                             │ 

├────────────────────────────────────────────┤ 

│disk      4  0/6/2/0.1.0.39.0.0.0  sdisk    CLAIMED     DEVICE       HP      A6188A     │ 

│                         /dev/dsk/c6t0d0   /dev/rdsk/c6t0d0                             │ 

│disk      6  0/6/2/0.1.0.39.0.0.1  sdisk    CLAIMED     DEVICE       HP      A6188A     │ 

│                         /dev/dsk/c6t0d1   /dev/rdsk/c6t0d1                         (2) │ 

│disk      8  0/6/2/0.1.0.39.0.0.2  sdisk    CLAIMED     DEVICE       HP      A6188A     │ 

│                         /dev/dsk/c6t0d2   /dev/rdsk/c6t0d2                             │ 

│disk     10  0/6/2/0.1.0.39.0.0.3  sdisk    CLAIMED     DEVICE       HP      A6188A     │ 

│                         /dev/dsk/c6t0d3   /dev/rdsk/c6t0d3                             │ 

└────────────────────────────────────────────┘ 
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ここで、(1)の四角形で囲まれたディスクのリストが HBA 0/6/0 から見た共有ディスクであり、(2)の四角形で囲まれたディスク

のリストがもう一方の HBA 0/6/2 から見た共有ディスクになります。 

 

5. Serviceguard クラスターの構築 

Serviceguard の構成は、構成ノードと呼ばれる一つのノード上から行われます。そこで構成された設定のバイナリファイルが各

ノードに送信され、全体に行き渡る仕組みになっています。 

 

Serviceguard クラスターの構築自体は、Serviceguard コマンドか、SMH (System Management Homepage)による GUI 

のいずれかから行うことができます。ここでは、コマンドを使用してクラスターを構築することにします。 

 

以下の説明は、マニュアルの 5 章、6 章を基に、記述を行っています。 

 

5.1. セキュリティファイルの編集 

以下の作業は、クラスターを構成する全てのノードで行います。 

 

クラスターを構成する各ノードにおいて、root ユーザは透過な権限を与えられなければなりません。これは後でクラスター構成

バイナリファイルを rcp(1)コマンドでクラスターの各ノードに配布するためです。そこで、両方のノードの/.rhosts ファイルに

以下の記述を行います。 

 

# more /.rhosts 

fred root 

ginger root 

 

5.2. /.rhosts を使用しない場合の設定 

以下の作業は、クラスターを構成する全てのノードで行います。 

主としてセキュリティ上の理由から/.rhosts の使用を避けたい場合があります。その場合、両方のノードで

/etc/cmcluster/cmclnodelist ファイルを以下のように作成、編集します。  

 

# more /etc/cmcluster/cmclnodelist 

fred root 

ginger root 

 

5.3. 名前解決の設定 

以下の作業は、クラスターを構成する全てのノードで行います。 

 

上述の fred や ginger といったノード名はクラスター内で名前解決されている必要があります。つまり、fred や ginger の IP ア

ドレスが与えられたときに、それらの IP アドレスが fred や ginger に対応するものであることがわからなければなりません。も

し、fred とその IP アドレスの対応、および ginger とその IP アドレスの対応がネームサーバーに登録されていれば DNS を使用

することができます。ネームサーバーへの登録が行われておらず、DNS が使用できない場合には/etc/hosts ファイルを使用する

ことで名前解決が行えます。 

 

ネームサービスへの登録がなされているものとして、以下に必要なファイルの設定を記述します。 
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1. /etc/resolv.conf の編集 

 

もし、クラスター内の各ノードに/etc/resolv.conf が存在しない場合、/etc/resolv.conf を次の内容で作成します。 

# more /etc/resolv.conf 

domain  jpn.hp.com 

nameserver 192.39.41.1 # nameserver 

 

ここで、jpn.hp.com はクラスターを構成するノード fred、ginger が属するドメイン名です。また 192.39.41.1 はネーム

サーバーの IP アドレスです。これらの設定がわからない場合はシステム管理者に確認ください。 

 

2. /etc/nsswitch.conf ファイルの編集 

 

名前解決の際、最初に/etc/hosts ファイルを参照し、もしこのファイル内に解決すべき名前が存在しない場合には DNS を

利用するように設定します。 

# more /etc/nsswitch.conf 

hosts: files [NOTFOUND=continue] dns 

 

3. /etc/hosts ファイルの編集 

 

/etc/hosts ファイルに次の 2 行を追加します。ここで 192.39.51.91 はノード fred の、192.39.51.92 はノード ginger

の IP アドレスです。 

192.39.51.91    fred 

192.39.51.92    ginger 

 

6. ネットワークタイムプロトコルの使用 

クラスターを構成するノードでは、各ノードの時刻を合わせておくことが強く推奨されています。これによって各ノードのログフ

ァイルのタイムスタンプが一致するなどの利点があるからです。ネットワークタイムプロトコル(NTP)のデーモンプロセス xntpd

は、/etc/rc.config.d/netdaemons というファイル内で、XNTPD=1 と設定することによりシステムのブート時に自動的に起

動されるようになります。次に、NTP により時刻サーバーとの同期をとるような設定をする必要があります。時刻サーバーの名

前についてはシステム管理者に聞いてください。ここでは japan.ntp.hp.com が時刻サーバーであるものとします。時刻サーバ

ーがわかったら、クラスター内の各ノードの/etc/ntp.conf に次の 1 行を追加します。 

 

server japan.ntp.hp.com 

 

これは、/etc/ntp.conf をこのように記述したノードが、時刻サーバーjapan.ntp.hp.com から時刻を取得してくるという指定

になっています。詳細は、マニュアル”HP-UX Internet Services Administrator's Guide”を参照してください。 

 

NTP の状態は ntpq コマンドにより確認できます。 

 

# ntpq -p 

     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset    disp 

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

 japan.cns.hp.co 0.0.0.0         16 -    -   64    0     0.00    0.000 16000.0 
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7. 共有ディスク上のファイルシステムの作成 

共有ディスクは、論理ボリュームとして構成される必要があります。その際利用できる形態として、LVM と VERITAS VxVM の

2 種類があります。ここでは LVM を使用して共有ボリュームを作成することにします。具体的には、LVM を使用して共有ディ

スク上に論理ボリュームを作成し、その上にファイルシステムを作成するという作業を行います。 

 

先に 4.1 節で、各ノードから共有ディスクに接続されている HBA が 2 枚あるので ioscan によりディスクが 2 重に見えているこ

とを述べました。今回の Serviceguard クラスターでは、これら 2 系統の共有ディスクに対する接続を PV-link 機能により、プ

ライマリ、スタンバイとして設定します。これにより、通常はプライマリの接続を使用して I/O を行い、プライマリの接続に故

障が発生して I/O を行うことが不可能になった場合には、自動的にスタンバイ側の接続を使用して I/O が継続されるようになり

ます。 

 

共有ディスク上にボリュームグループを作成するためには、大きくわけて以下の 3 段階の作業が必要になります。 

 

1. PV-link によるディスクアレイ上のボリュームグループの作成 

2. 他のノードへのボリュームグループ情報の配布 

3. 追加ボリュームグループの作成 

 

7.1. PV-link によるディスクアレイ上のボリュームグループの作成 

共有ディスクアレイ上の大容量記憶装置を使用するボリュームグループを構成している場合は、各ノードから冗長 I/O チャネル

を使用して、アレイ上の別々のポートに接続する必要があります。このようにすると、アレイ上に定義した LUN または論理ディ

スクへの代替リンク(PV-link)を定義できます。 

 

以下の例では、LVM コマンドを使用して代替リンクを構成します。この例では、次のようなディスク構成を想定しています。 

 

0/6/0/0.1.0.42.0.0.0 /dev/dsk/c4t0d0  /* I/O Channel 4 (0/6/0) SCSI address 0 LUN 0 */ 

0/6/0/0.1.0.42.0.0.1 /dev/dsk/c4t0d1  /* I/O Channel 4 (0/6/0) SCSI address 0 LUN 1 */ 

0/6/0/0.1.0.42.0.0.2 /dev/dsk/c4t0d2  /* I/O Channel 4 (0/6/0) SCSI address 0 LUN 2 */ 

0/6/0/0.1.0.42.0.0.3 /dev/dsk/c4t0d3  /* I/O Channel 4 (0/6/0) SCSI address 0 LUN 3 */ 

 

0/6/2/0.1.0.39.0.0.0 /dev/dsk/c6t0d0  /* I/O Channel 6 (0/6/2) SCSI address 0 LUN 0 */ 

0/6/2/0.1.0.39.0.0.1 /dev/dsk/c6t0d1  /* I/O Channel 6 (0/6/2) SCSI address 0 LUN 1 */ 

0/6/2/0.1.0.39.0.0.2 /dev/dsk/c6t0d2  /* I/O Channel 6 (0/6/2) SCSI address 0 LUN 2 */ 

0/6/2/0.1.0.39.0.0.3 /dev/dsk/c6t0d3  /* I/O Channel 5 (0/6/2) SCSI address 0 LUN 3 */ 

 

このように構成されたディスクアレイに対して、ioscan コマンドを実行すると、同じ LUN(論理ディスク: この場合 0 番)に対し

て以下のデバイスファイルが表示されます。 

 

/dev/dsk/c4t0d0 

/dev/dsk/c6t0d0 

 

この LUN を vgdata という新しく作成するボリュームグループ配下の lvol1 という論理ボリュームとして構成します。手順は以

下のとおりです。作業は、クラスター内のノードの 1 つの上で行います。ここでは、クラスターとして構成する 2 つのノード、

fred、ginger のうち fred の上で作業を行うものとします。 

 

1. まず/dev/vgdata というディレクトリを作成します。 
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# mkdir /dev/vgdata 

 

2. 次に、/dev/vgdata ディレクトリに group という制御ファイルを作成します。 

# mknod /dev/vgdata/group c 64 0xhh0000 

 

メジャー番号は常に 64 で、16 進のマイナー番号は以下の形式になります。 

0xhh0000 

 

hh は、作成するボリュームグループに固有でなくてはなりません。すでに構成されているボリュームグループの番号のより

後ろにあり、システムで次に使用できる番号を 16 進にして使用します。構成済みボリュームグループのリストを表示する

には、次のコマンドを使用します。  

# ls -l /dev/*/group 

 

3. LUN に関連したデバイスファイルのうちの 1 つに対して pvcreate コマンドを使用して LVM の物理ボリュームとして LUN

を定義します。  

# pvcreate /dev/rdsk/c4t0d0 

 

これでうまくいかない場合には -f オプション (force オプション) を指定して pvcreate を実行してみてください。LUN に

関連したデバイスファイル(/dev/dsk/c4t0d0、/dev/dsk/c6t0d0)のうちの 1 つに対してのみこの処理を行う必要があり

ます。 

 

4. 次のコマンドを使ってボリュームグループを作成し、物理ボリュームを追加します。 

# vgcreate /dev/vgdata /dev/dsk/c4t0d0 

# vgextend /dev/vgdata /dev/dsk/c6t0d0 

 

vgdisplay -v コマンドを入力すると、一次リンクと代替リンクが表示されます。この時点で LVM は、/dev/dsk/c4t0d0

で示される I/O チャネルを一次リンクとして認識しています。一次リンクに障害が発生すると、LVM は自動的にリンクを

/dev/dsk/c6t0d0 で示される代替 I/O チャネルに切り替えます。 

 

論理ボリュームを作成する 

論理ボリュームを作成するには、次のコマンドを使用します。(例では/dev/vgdata の論理ボリューム) 

# lvcreate -L 120 /dev/vgdata 

 

このコマンドは、lvol1 という 120MB の論理ボリュームを作成します。このボリューム名は、コマンドでボリューム名が

省略されたときのデフォルトのボリューム名です。  

 

ファイルシステムを作成する 

上で作成した論理ボリューム/dev/vgdata/lvol1 をファイルシステムとして使用する場合は、この論理ボリューム上にファイル

システムを作成します。そして、作成したファイルシステムをマウントするディレクトリを定義します。手順は以下のとおりで

す。 

 

1. 新しく作成した論理ボリューム上に、ファイルシステムを作成します。 

# newfs -F vxfs /dev/vgdata/rlvol1 

 

ここでは、論理ボリュームの raw デバイスファイルを使用しています。 
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2. ディスクをマウントするディレクトリを作成します。 

ここでは/mnt1 というディレクトリ名にしていますが、環境に合わせて適宜変更してください。 

# mkdir /mnt1 

 

3. ここまでの作業を確認するために、ディスクをマウントします。 

# mount /dev/vgdata/lvol1 /mnt1 

 

mount コマンドでは、論理ボリュームのブロック型デバイスファイルを使用しています。 

 

4. 以下のコマンドを使用して、構成を確認します。 

# vgdisplay -v /dev/vgdata 

 

7.2．他のノードへのボリュームグループの配布 

クラスターデータ用のボリュームグループを作成した後、作成したボリュームグループを他のクラスター内のノードからもアクテ

ィブ化して使用できるように、ボリュームグループを配布します。 

 

ボリュームグループの非アクティブ化 

ボリュームグループを作成した時点で、そのボリュームグループは、構成ノード(fred)上でアクティブになっています。もう一方

のノード(ginger)で使用するためにボリュームグループをセットアップする前に、まずボリュームグループにあるファイルシス

テムのすべてのマウントを外し、それから非アクティブ化しなければなりません。なお、クラスターの実行時には、ボリュームグ

ループのアクティブ化とファイルシステムのウントは、パッケージコントロールスクリプトで行われます。(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。) 

前項の例に続き、fred 上で次のように実行します。 

 

# umount /mnt1 

# vgchange -a n /dev/vgdata 

 

LVM コマンドを使用してボリュームグループを配布する 

同じボリュームグループを他のクラスターノード上にセットアップするには、次のコマンドを使用します。この例のコマンドで

は、ginger に新しいボリュームグループをセットアップして、fred で作成した物理ボリュームを使用できるようにします。 

 

ginger 上にボリュームグループをセットアップするには、以下の手順に従います。  

 

1. fred 上で、指定したファイルにボリュームグループのマッピングのコピーを作成します。これにより fred 上に

/tmp/vgdata.map というファイルが作成されます。このファイルをマップファイルと呼びます。 

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

 

2. fred 上で、マップファイルを ginger へコピーします。 

# rcp /tmp/vgdata.map ginger:/tmp/vgdata.map 

 

3. ginger 上で、ボリュームグループのディレクトリを作成します。 

# mkdir /dev/vgdata 

 

4. ginger 上で、/dev/vgdata ディレクトリに group という制御ファイルを作成します。 
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# mknod /dev/vgdata/group c 64 0xhh0000 

 

メジャー番号は常に 64 で、16 進のマイナー番号は次の形式になります。 

0xhh0000 

 

hh は、生成するボリュームグループに固有でなくてはなりません。可能な場合は、fred 上の group ファイルと同じ番号を

使用してください。ボリュームグループのリストを表示するには、次のコマンドを使用します。 

# ls -l /dev/*/group 

 

5. マップファイルを使用して、ノード fred からボリュームグループのデータをインポートします。そのためにはノード

ginger 上で、次のように入力します。 

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

 

ginger 上のディスクデバイス名は、fred 上のディスクデバイス名と異なる場合があるので注意します。クラスター内で物

理ボリューム名に矛盾がないことを確かめてください。 

# strings /etc/lvmtab 

 

6. fred のボリュームグループを非アクティブ化したことを確認してから、ginger のボリュームグループを使用可能にしま

す。 

# vgchange -a y /dev/vgdata 

 

7. ディスクをマウントするディレクトリを作成します。 

# mkdir /mnt1 

 

8. ginger のボリュームグループをマウントして、確認します。 

# mount /dev/vgdata/lvol1 /mnt1 

 

9. ginger のボリュームグループのマウントを外します。 

# umount /mnt1 

 

10. ginger のボリュームグループを非アクティブ化します。 

# vgchange -a n /dev/vgdata 

 

7.3. 追加ボリュームグループの作成 

前項では、Serviceguard で使用するボリュームグループと論理ボリュームを作成する一般的な方法について説明しました。さら

にボリュームグループを追加するには、ボリュームグループ名、論理ボリューム名、物理ボリューム名を他の名前に置き換えて同

様の手順を繰り返し、必要なだけボリュームグループを作成してください。ただしディスクデバイス名には注意が必要です。例え

ば、あるノード上では/dev/dsk/c0t2d0 という名前のディスクデバイスが、他のノード上でも同じ名前であるとは限りません。 

 

8. クラスターの構成 

基本的な準備が整ったので、いよいよ Serviceguard クラスターの構築を行います。ここではまずアプリケーションを持たない

空のクラスターを作成します。次章でアプリケーションをパッケージという形でクラスターに組み込みます。作業はノード fred

上で行うものとします。 

8.1. クラスター構成ファイルのテンプレートの作成 
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コマンド cmquerycl を使用してクラスター構成ファイルのテンプレートを作成します。 

 

# cmquerycl -v -C /etc/cmcluster/cmclconfig.ascii -n fred -n ginger 

 

-n オプションでクラスターを構成するノードを指定します。cmquerycl コマンドはハードウェア構成をチェックし、-C オプシ

ョンで指定されたクラスター構成ファイルのテンプレート/etc/cmcluster/cmclconfig.ascii を作成します。これはテキストフ

ァイルで、次のような内容が記述されています。 

 

# ********************************************************************** 

# ********* HIGH AVAILABILITY CLUSTER CONFIGURATION FILE *************** 

# ***** For complete details about cluster parameters and how to ******* 

# ***** set them, consult the Serviceguard manual. ********************* 

# ********************************************************************** 

 

# Enter a name for this cluster.  This name will be used to identify the 

# cluster when viewing or manipulating it. 

 

CLUSTER_NAME  cluster1 

 

 

# Cluster Lock Parameters 

# The cluster lock is used as a tie-breaker for situations 

# in which a running cluster fails, and then two equal-sized 

# sub-clusters are both trying to form a new cluster.  The 

# cluster lock may be configured using only one of the 

# following alternatives on a cluster:  

#          the LVM lock disk 

#          the lock LUN 

#          the quorom server 

# 

# 

# Consider the following when configuring a cluster. 

# For a two-node cluster, you must use a cluster lock.  For 

# a cluster of three or four nodes, a cluster lock is strongly 

# recommended.  For a cluster of more than four nodes, a 

# cluster lock is recommended.  If you decide to configure 

# a lock for a cluster of more than four nodes, it must be 

# a quorum server. 

 

# Lock Disk Parameters.  Use the FIRST_CLUSTER_LOCK_VG and 

# FIRST_CLUSTER_LOCK_PV parameters to define a lock disk. 

# The FIRST_CLUSTER_LOCK_VG is the LVM volume group that 

# holds the cluster lock. This volume group should not be 

# used by any other cluster as a cluster lock device.   

 

# LUN lock disk parameters. Use the  CLUSTER_LOCK_LUN parameter 

# to define the device on a per node basis. The device may only 

# be used for this purpose and by only a single cluster. 

# 

# Example for a FC storage array cluster disk 

# CLUSTER_LOCK_LUN /dev/dsk/c1t2d3s1 

# For 11.31 and later versions of HP-UX 

# CLUSTER_LOCK_LUN /dev/disk/disk4_p2 

 

# Quorum Server Parameters. Use the QS_HOST, QS_ADDR, QS_POLLING_INTERVAL, 

# and QS_TIMEOUT_EXTENSION parameters to define a quorum server. The QS_HOST 
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# and QS_ADDR are either the host name or IP address of the system that is 

# running the quorum server process. More than one IP address can be 

# configured for the quorum server. When one subnet fails, Serviceguard 

# uses the next available subnet to communicate with the quorum server. 

# QS_HOST is used to specify the quorum server and QS_ADDR can be used to 

# specify additional IP addresses for the quorum server. The QS_HOST entry 

# must be specified (only once) before any other QS parameters. Only  

# one QS_ADDR entry is used to specify the additionalIP address. 

# Both QS_HOST and QS_ADDR should not resolve to the same IP address. 

# Otherwise cluster configuration will fail. All subnets must be up  

# when you use cmapplyconf and cmquerycl to configure the cluster. 

# The QS_POLLING_INTERVAL is the interval (in microseconds) at which 

# Serviceguard checks to sure the quorum server is running. You can use 

# the optional QS_TIMEOUT_EXTENSION to increase the time interval (in 

# microseconds) after which the quorum server is marked DOWN. 

#  

# The default quorum server timeout is calculated from the 

# Serviceguard cluster parameters, including NODE_TIMEOUT and 

# HEARTBEAT_INTERVAL.  If you are experiencing quorum server 

# timeouts, you can adjust these parameters, or you can include 

# the QS_TIMEOUT_EXTENSION parameter. 

# 

# The value of QS_TIMEOUT_EXTENSION will directly effect the amount of 

# time it takes for cluster reformation in the event of failure. For 

# example, if QS_TIMEOUT_EXTENSION is set to 10 seconds, the cluster 

# reformation will take 10 seconds longer than if the QS_TIMEOUT_EXTENSION 

# was set to 0. This delay applies even if there is no delay in contacting 

# the Quorum Server.  The recommended value for QS_TIMEOUT_EXTENSION is 0, 

# which is used as the default and the maximum supported value is 30000000 

# (5 minutes). 

# 

# For example, to configure a quorum server running on node "qs_host" 

# with the additional IP address "qs_addr" and with 120 seconds for the 

# QS_POLLING_INTERVAL and to add 2 seconds to the system assigned value 

# for the quorum server timeout, enter 

# 

# QS_HOST qs_host 

# QS_ADDR qs_addr 

# QS_POLLING_INTERVAL 120000000 

# QS_TIMEOUT_EXTENSION 2000000 

 

FIRST_CLUSTER_LOCK_VG  /dev/vgdata 

 

 

# Definition of nodes in the cluster. 

# Repeat node definitions as necessary for additional nodes. 

# NODE_NAME is the specified nodename in the cluster. 

# It must match the hostname and both cannot contain full domain name. 

# Each NETWORK_INTERFACE, if configured with IPv4 address, 

# must have ONLY one IPv4 address entry with it which could  

# be either HEARTBEAT_IP or STATIONARY_IP. 

# Each NETWORK_INTERFACE, if configured with IPv6 address(es) 

# can have multiple IPv6 address entries(up to a maximum of 2, 

# only one IPv6 address entry belonging to site-local scope 

# and only one belonging to global scope) which must be all 

# STATIONARY_IP. They cannot be HEARTBEAT_IP.  

 

 

NODE_NAME   fred 
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  NETWORK_INTERFACE lan0 

    HEARTBEAT_IP  192.39.51.91 

  NETWORK_INTERFACE lan4 

  NETWORK_INTERFACE lan1 

    STATIONARY_IP  192.168.0.10 

  NETWORK_INTERFACE lan8 

    STATIONARY_IP  192.168.1.11 

#  CLUSTER_LOCK_LUN  

  FIRST_CLUSTER_LOCK_PV /dev/dsk/c4t0d0 

 

# Possible standby Network Interfaces for lan0: lan4. 

# Warning: There are no standby network interfaces for lan1,lan8. 

 

NODE_NAME   ginger 

  NETWORK_INTERFACE lan0 

    HEARTBEAT_IP  192.39.51.92 

  NETWORK_INTERFACE lan4 

  NETWORK_INTERFACE lan1 

    STATIONARY_IP  192.168.0.20 

  NETWORK_INTERFACE lan8 

    STATIONARY_IP  192.168.1.21 

#  CLUSTER_LOCK_LUN  

  FIRST_CLUSTER_LOCK_PV /dev/dsk/c4t0d0 

 

# Possible standby Network Interfaces for lan0: lan4. 

# Warning: There are no standby network interfaces for lan1,lan8. 

 

 

# Cluster Timing Parameters (microseconds). 

 

# The NODE_TIMEOUT parameter defaults to 2000000 (2 seconds). 

# This value is recommended for installations in which the highest 

# priority is to reform the cluster as fast as possible in 

# case of failure. But this value can sometimes lead to reformations 

# caused by short-lived system hangs or network load spikes.  If your 

# highest priority is to minimize reformations, consider using 

# a higher setting. For a significant portion of installations, 

# a setting of 5000000 to 8000000 (5 to 8 seconds) is appropriate. 

# The maximum value recommended for NODE_TIMEOUT is 30000000 

# (30 seconds). 

 

HEARTBEAT_INTERVAL 1000000 

NODE_TIMEOUT  2000000 

 

 

# Configuration/Reconfiguration Timing Parameters (microseconds). 

 

AUTO_START_TIMEOUT  600000000 

NETWORK_POLLING_INTERVAL 2000000 

 

# Network Monitor Configuration Parameters. 

# The NETWORK_FAILURE_DETECTION parameter determines how LAN card failures are detected. 

# If set to INONLY_OR_INOUT, a LAN card will be considered down when its inbound 

# message count stops increasing or when both inbound and outbound 

# message counts stop increasing. 

# If set to INOUT, both the inbound and outbound message counts must 

# stop increasing before the card is considered down. 

NETWORK_FAILURE_DETECTION  INOUT 
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# Package Configuration Parameters. 

# Enter the maximum number of packages which will be configured in the cluster. 

# You can not add packages beyond this limit. 

# This parameter is required. 

MAX_CONFIGURED_PACKAGES  150 

 

 

# Access Control Policy Parameters. 

# 

# Three entries set the access control policy for the cluster: 

# First line must be USER_NAME, second USER_HOST, and third USER_ROLE. 

# Enter a value after each.  

# 

# 1. USER_NAME can either be ANY_USER, or a maximum of  

#    8 login names from the /etc/passwd file on user host. 

#    The following special characters are NOT supported for USER_NAME 

#    ' ', '/', '\', '*' 

# 2. USER_HOST is where the user can issue Serviceguard commands.  

#    If using Serviceguard Manager, it is the COM server. 

#    Choose one of these three values: ANY_SERVICEGUARD_NODE, or  

#    (any) CLUSTER_MEMBER_NODE, or a specific node. For node,  

#    use the official hostname from domain name server, and not  

#    an IP addresses or fully qualified name. 

# 3. USER_ROLE must be one of these three values: 

#    * MONITOR: read-only capabilities for the cluster and packages 

#    * PACKAGE_ADMIN: MONITOR, plus administrative commands for packages 

#      in the cluster 

#    * FULL_ADMIN: MONITOR and PACKAGE_ADMIN plus the administrative 

#      commands for the cluster. 

# 

# Access control policy does not set a role for configuration  

# capability. To configure, a user must log on to one of the 

# cluster's nodes as root (UID=0). Access control  

# policy cannot limit root users' access. 

#  

# MONITOR and FULL_ADMIN can only be set in the cluster configuration file,  

# and they apply to the entire cluster. PACKAGE_ADMIN can be set in the   

# cluster or a package configuration file. If set in the cluster  

# configuration file, PACKAGE_ADMIN applies to all configured packages.  

# If set in a package configuration file, PACKAGE_ADMIN applies to that 

# package only. 

#  

# Conflicting or redundant policies will cause an error while applying  

# the configuration, and stop the process. The maximum number of access 

# policies that can be configured in the cluster is 200. 

# 

# Example: to configure a role for user john from node noir to 

# administer a cluster and all its packages, enter: 

# USER_NAME  john 

# USER_HOST  noir 

# USER_ROLE  FULL_ADMIN 

 

 

# List of cluster aware LVM Volume Groups. These volume groups will 

# be used by package applications via the vgchange -a e command. 

# Neither CVM or VxVM Disk Groups should be used here. 

# For example:  

# VOLUME_GROUP  /dev/vgdatabase 

# VOLUME_GROUP  /dev/vg02 
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VOLUME_GROUP  /dev/vgdata 

 

このテンプレートファイルを編集して、実際のクラスターの構成にあわせます。編集すべき項目として以下のものがあります。 

 

1. クラスターロックディスクの指定 

2. クォーラムサーバーの指定 

3. 使用するアプリケーションパッケージ数の指定 

4. その他のパラメータの指定 

 

1.と 2.はユーザがどちらか一方を選択するものです。つまり、クラスターのタイブレーカとしてクラスターロックディスクを使用

するか、クォーラムサーバーを使用するかを決定し、クラスターロックディスクを使用する場合には 1 を、クォーラムサーバー

を使用する場合には 2 の作業を行います。クラスターロックディスクとクォーラムサーバーを同時に使用することはできませ

ん。 

 

8.2. クラスターロックディスクを使用する場合 

クラスターロックディスクはクラスター内の全てのノードからアクセス可能なボリュームグループ上に設定します。2 ノードクラ

スターでは必須、3 ノードクラスターでは推奨、4 ノードクラスターではオプショナル、5 ノード以上のクラスターではサポート

されません。ここではすでにクラスターのノード fred と ginger からアクセス可能な/dev/vgdata というボリュームグループが

存在するのでこれをクラスターロックディスクにしてもよいのですが(クラスターロックディスクはボリュームグループのヘッダ

情報のみを使用するため、実際にデータを置くボリュームグループをクラスターロックディスクとして指定してもかまいませ

ん)、ここではクラスターロックディスクのための専用のボリュームグループ/dev/vglock を作成することにします。作成方法は

/dev/vgdata を作成したときとほぼ同様です。 

 

ノード fred 上で以下の作業を行います。 

 

# mkdir /dev/vglock 

# mknod /dev/vglock/group -c 64 0xhh0000 

 

ここで hh が他の group ファイルのものと重複しないようにします。 

 

# pvcreate /dev/rdsk/c4t0d1 

# vgcreate /dev/vglock /dev/dsk/c4t0d1 

# vgchange -a n /dev/vglock 

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

# rcp /tmp/vglock.map ginger:/tmp/vglock.map 

 

/dev/vglock に対しては、PV-link の指定を行っていないことに注意してください。Serviceguard クラスターはクラスターロ

ックディスクにアクセスする際、上で定義した物理ボリューム/dev/dsk/c4t0d1 に直接アクセスします。代替パス

/dev/dsk/c6t0d1 は使用しません。そのため PV-link の設定は必要ありません。 

 

マップファイル/tmp/vglock.map を ginger にコピーしたので、今度はノード ginger で以下の作業を行います。 

 

# mkdir /dev/vglock 

# mknod /dev/vglock/group -c 64 0xhh0000 
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ここでも hh が他の group ファイルのものと重複しないようにします。 

 

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

 

これでクラスターロックディスク用のボリュームグループ/dev/vglock の設定は終了しました。 

 

この情報をクラスター構成ファイルのテンプレートに書き込みます。太字で示した行がクラスターロックディスクの指定です。 

 

# Cluster Lock Parameters 

# The cluster lock is used as a tie-breaker for situations 

# in which a running cluster fails, and then two equal-sized 

# sub-clusters are both trying to form a new cluster.  The 

# cluster lock may be configured using only one of the 

# following alternatives on a cluster:  

#          the LVM lock disk 

#          the lock LUN 

#          the quorom server 

# 

# 

# Consider the following when configuring a cluster. 

# For a two-node cluster, you must use a cluster lock.  For 

# a cluster of three or four nodes, a cluster lock is strongly 

# recommended.  For a cluster of more than four nodes, a 

# cluster lock is recommended.  If you decide to configure 

# a lock for a cluster of more than four nodes, it must be 

# a quorum server. 

 

# Lock Disk Parameters.  Use the FIRST_CLUSTER_LOCK_VG and 

# FIRST_CLUSTER_LOCK_PV parameters to define a lock disk. 

# The FIRST_CLUSTER_LOCK_VG is the LVM volume group that 

# holds the cluster lock. This volume group should not be 

# used by any other cluster as a cluster lock device.   

 

# LUN lock disk parameters. Use the  CLUSTER_LOCK_LUN parameter 

# to define the device on a per node basis. The device may only 

# be used for this purpose and by only a single cluster. 

# 

# Example for a FC storage array cluster disk 

# CLUSTER_LOCK_LUN /dev/dsk/c1t2d3s1 

# For 11.31 and later versions of HP-UX 

# CLUSTER_LOCK_LUN /dev/disk/disk4_p2 

 

# Quorum Server Parameters. Use the QS_HOST, QS_ADDR, QS_POLLING_INTERVAL, 

# and QS_TIMEOUT_EXTENSION parameters to define a quorum server. The QS_HOST 

# and QS_ADDR are either the host name or IP address of the system that is 

# running the quorum server process. More than one IP address can be 

# configured for the quorum server. When one subnet fails, Serviceguard 

# uses the next available subnet to communicate with the quorum server. 

# QS_HOST is used to specify the quorum server and QS_ADDR can be used to 

# specify additional IP addresses for the quorum server. The QS_HOST entry 

# must be specified (only once) before any other QS parameters. Only  

# one QS_ADDR entry is used to specify the additionalIP address. 

# Both QS_HOST and QS_ADDR should not resolve to the same IP address. 

# Otherwise cluster configuration will fail. All subnets must be up  

# when you use cmapplyconf and cmquerycl to configure the cluster. 

# The QS_POLLING_INTERVAL is the interval (in microseconds) at which 
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# Serviceguard checks to sure the quorum server is running. You can use 

# the optional QS_TIMEOUT_EXTENSION to increase the time interval (in 

# microseconds) after which the quorum server is marked DOWN. 

#  

# The default quorum server timeout is calculated from the 

# Serviceguard cluster parameters, including NODE_TIMEOUT and 

# HEARTBEAT_INTERVAL.  If you are experiencing quorum server 

# timeouts, you can adjust these parameters, or you can include 

# the QS_TIMEOUT_EXTENSION parameter. 

# 

# The value of QS_TIMEOUT_EXTENSION will directly effect the amount of 

# time it takes for cluster reformation in the event of failure. For 

# example, if QS_TIMEOUT_EXTENSION is set to 10 seconds, the cluster 

# reformation will take 10 seconds longer than if the QS_TIMEOUT_EXTENSION 

# was set to 0. This delay applies even if there is no delay in contacting 

# the Quorum Server.  The recommended value for QS_TIMEOUT_EXTENSION is 0, 

# which is used as the default and the maximum supported value is 30000000 

# (5 minutes). 

# 

# For example, to configure a quorum server running on node "qs_host" 

# with the additional IP address "qs_addr" and with 120 seconds for the 

# QS_POLLING_INTERVAL and to add 2 seconds to the system assigned value 

# for the quorum server timeout, enter 

# 

# QS_HOST qs_host 

# QS_ADDR qs_addr 

# QS_POLLING_INTERVAL 120000000 

# QS_TIMEOUT_EXTENSION 2000000 

 

FIRST_CLUSTER_LOCK_VG  /dev/vglock 

 

 

# Definition of nodes in the cluster. 

# Repeat node definitions as necessary for additional nodes. 

# NODE_NAME is the specified nodename in the cluster. 

# It must match the hostname and both cannot contain full domain name. 

# Each NETWORK_INTERFACE, if configured with IPv4 address, 

# must have ONLY one IPv4 address entry with it which could  

# be either HEARTBEAT_IP or STATIONARY_IP. 

# Each NETWORK_INTERFACE, if configured with IPv6 address(es) 

# can have multiple IPv6 address entries(up to a maximum of 2, 

# only one IPv6 address entry belonging to site-local scope 

# and only one belonging to global scope) which must be all 

# STATIONARY_IP. They cannot be HEARTBEAT_IP.  

 

 

NODE_NAME   fred 

  NETWORK_INTERFACE lan0 

    HEARTBEAT_IP  192.39.51.91 

  NETWORK_INTERFACE lan4 

  NETWORK_INTERFACE lan1 

    STATIONARY_IP  192.168.0.10 

  NETWORK_INTERFACE lan8 

    STATIONARY_IP  192.168.1.11 

#  CLUSTER_LOCK_LUN  

  FIRST_CLUSTER_LOCK_PV /dev/dsk/c4t0d1 

 

# Possible standby Network Interfaces for lan0: lan4. 

# Warning: There are no standby network interfaces for lan1,lan8. 
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NODE_NAME   ginger 

  NETWORK_INTERFACE lan0 

    HEARTBEAT_IP  192.39.51.92 

  NETWORK_INTERFACE lan4 

  NETWORK_INTERFACE lan1 

    STATIONARY_IP  192.168.0.20 

  NETWORK_INTERFACE lan8 

    STATIONARY_IP  192.168.1.21 

#  CLUSTER_LOCK_LUN  

  FIRST_CLUSTER_LOCK_PV /dev/dsk/c4t0d1 

 

# Possible standby Network Interfaces for lan0: lan4. 

# Warning: There are no standby network interfaces for lan1,lan8. 

 

パラメータ FIRST_CLUSTER_LOCK_PV の指定は、ノード fred と ginger の両側から行います。ノードが異なるとディスクの物

理ボリューム名が異なることがあるので注意してください。 

 

8.3. クォーラムサーバーを使用する場合 

クォーラムサーバーは、役割としてはクラスターロックディスクと全く同様のタイブレーカです。ただし、以下の特徴を持ってい

ます。 

 

1. クォーラムサーバーは、クラスターの外のノードである(クラスターには属さない)。 

2. 1 つのクラスターに対して 1 つの IP アドレスを割り当てる。クラスターはこの IP アドレスを使用してクォーラムサーバー

にアクセスする。 

3. クォーラムサーバー上ではクォーラムサーバーのデーモンプロセスがリアルタイムプロセスとして動作する。 

4. クォーラムサーバーを使用する場合、2 ノードクラスターでは必須、3 ノードクラスターでは推奨、4 ノードクラスター以上

(5 ノード以上のクラスターも含む)ではオプショナルとされている。 

5. クォーラムサーバーのためのハードウェアとしては Integrity サーバー(Itanium ®)、HP 9000 サーバー(PA-RISC)、

Linux サーバーがサポートされている。 

6. 1 台のクォーラムサーバーで 50 クラスター、100 ノードまでをサポートできる。 

7. クォーラムサーバーはクラスターと同一サブネット上に存在する必要はないが、クラスターがクォーラムサーバーをすばや

く獲得するためには同一サブネット上に置いた方がよい。 

 

クォーラムサーバー名を qs とした場合、クラスター構成ファイルのテンプレートを以下のように書き換えます。太字で示した箇

所が編集した部分です。なお、qs というノード名のかわりにそれに対応する IP アドレスを記述してもかまいません。 

 

# Cluster Lock Parameters 

# The cluster lock is used as a tie-breaker for situations 

# in which a running cluster fails, and then two equal-sized 

# sub-clusters are both trying to form a new cluster.  The 

# cluster lock may be configured using only one of the 

# following alternatives on a cluster:  

#          the LVM lock disk 

#          the lock LUN 

#          the quorom server 

# 

# 

# Consider the following when configuring a cluster. 

# For a two-node cluster, you must use a cluster lock.  For 
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# a cluster of three or four nodes, a cluster lock is strongly 

# recommended.  For a cluster of more than four nodes, a 

# cluster lock is recommended.  If you decide to configure 

# a lock for a cluster of more than four nodes, it must be 

# a quorum server. 

 

# Lock Disk Parameters.  Use the FIRST_CLUSTER_LOCK_VG and 

# FIRST_CLUSTER_LOCK_PV parameters to define a lock disk. 

# The FIRST_CLUSTER_LOCK_VG is the LVM volume group that 

# holds the cluster lock. This volume group should not be 

# used by any other cluster as a cluster lock device.   

 

# LUN lock disk parameters. Use the  CLUSTER_LOCK_LUN parameter 

# to define the device on a per node basis. The device may only 

# be used for this purpose and by only a single cluster. 

# 

# Example for a FC storage array cluster disk 

# CLUSTER_LOCK_LUN /dev/dsk/c1t2d3s1 

# For 11.31 and later versions of HP-UX 

# CLUSTER_LOCK_LUN /dev/disk/disk4_p2 

 

# Quorum Server Parameters. Use the QS_HOST, QS_ADDR, QS_POLLING_INTERVAL, 

# and QS_TIMEOUT_EXTENSION parameters to define a quorum server. The QS_HOST 

# and QS_ADDR are either the host name or IP address of the system that is 

# running the quorum server process. More than one IP address can be 

# configured for the quorum server. When one subnet fails, Serviceguard 

# uses the next available subnet to communicate with the quorum server. 

# QS_HOST is used to specify the quorum server and QS_ADDR can be used to 

# specify additional IP addresses for the quorum server. The QS_HOST entry 

# must be specified (only once) before any other QS parameters. Only  

# one QS_ADDR entry is used to specify the additionalIP address. 

# Both QS_HOST and QS_ADDR should not resolve to the same IP address. 

# Otherwise cluster configuration will fail. All subnets must be up  

# when you use cmapplyconf and cmquerycl to configure the cluster. 

# The QS_POLLING_INTERVAL is the interval (in microseconds) at which 

# Serviceguard checks to sure the quorum server is running. You can use 

# the optional QS_TIMEOUT_EXTENSION to increase the time interval (in 

# microseconds) after which the quorum server is marked DOWN. 

#  

# The default quorum server timeout is calculated from the 

# Serviceguard cluster parameters, including NODE_TIMEOUT and 

# HEARTBEAT_INTERVAL.  If you are experiencing quorum server 

# timeouts, you can adjust these parameters, or you can include 

# the QS_TIMEOUT_EXTENSION parameter. 

# 

# The value of QS_TIMEOUT_EXTENSION will directly effect the amount of 

# time it takes for cluster reformation in the event of failure. For 

# example, if QS_TIMEOUT_EXTENSION is set to 10 seconds, the cluster 

# reformation will take 10 seconds longer than if the QS_TIMEOUT_EXTENSION 

# was set to 0. This delay applies even if there is no delay in contacting 

# the Quorum Server.  The recommended value for QS_TIMEOUT_EXTENSION is 0, 

# which is used as the default and the maximum supported value is 30000000 

# (5 minutes). 

# 

# For example, to configure a quorum server running on node "qs_host" 

# with the additional IP address "qs_addr" and with 120 seconds for the 

# QS_POLLING_INTERVAL and to add 2 seconds to the system assigned value 

# for the quorum server timeout, enter 

# 
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QS_HOST    qs 

# QS_ADDR qs_addr 

QS_POLLING_INTERVAL  12000000 

QQS_TIMEOUT_EXTENSION  200000 

QS_POLLING_INTERVAL  12000000 

QS_TIMEOUT_EXTENSION  2000000 

 

# FIRST_CLUSTER_LOCK_VG 

 

 

# Definition of nodes in the cluster. 

# Repeat node definitions as necessary for additional nodes. 

# NODE_NAME is the specified nodename in the cluster. 

# It must match the hostname and both cannot contain full domain name. 

# Each NETWORK_INTERFACE, if configured with IPv4 address, 

# must have ONLY one IPv4 address entry with it which could  

# be either HEARTBEAT_IP or STATIONARY_IP. 

# Each NETWORK_INTERFACE, if configured with IPv6 address(es) 

# can have multiple IPv6 address entries(up to a maximum of 2, 

# only one IPv6 address entry belonging to site-local scope 

# and only one belonging to global scope) which must be all 

# STATIONARY_IP. They cannot be HEARTBEAT_IP.  

 

 

NODE_NAME   fred 

  NETWORK_INTERFACE lan0 

    HEARTBEAT_IP  192.39.51.91 

  NETWORK_INTERFACE lan4 

  NETWORK_INTERFACE lan1 

    STATIONARY_IP  192.168.0.10 

  NETWORK_INTERFACE lan8 

    STATIONARY_IP  192.168.1.11 

#  CLUSTER_LOCK_LUN  

#  FIRST_CLUSTER_LOCK_PV 

 

# Possible standby Network Interfaces for lan0: lan4. 

# Warning: There are no standby network interfaces for lan1,lan8. 

 

NODE_NAME   ginger 

  NETWORK_INTERFACE lan0 

    HEARTBEAT_IP  192.39.51.92 

  NETWORK_INTERFACE lan4 

  NETWORK_INTERFACE lan1 

    STATIONARY_IP  192.168.0.20 

  NETWORK_INTERFACE lan8 

    STATIONARY_IP  192.168.1.21 

#  CLUSTER_LOCK_LUN  

#  FIRST_CLUSTER_LOCK_PV 

 

# Possible standby Network Interfaces for lan0: lan4. 

# Warning: There are no standby network interfaces for lan1,lan8. 

 

ここではクォーラムサーバー名の指定パラメータ QS_HOST のみを書き換え、クラスターがクォーラムサーバーが正常に動作し

ているかどうかポーリングをかける間隔を指定するパラメータ QS_POLLING_INTERVAL はデフォルトの 120 秒に、ポーリング

をかけてクォーラムサーバーからの応答がなく、クラスターがクォーラムサーバーがダウンしたと判断するまでの時間を指定する

パラメータ QS_TIMEOUT_EXTENSION もデフォルトの 2 秒のままとしてあります。また、クラスターロックディスク関連のパ

ラメータ FIRST_CLUSTER_LOCK_VG、FIRST_CLUSTER_LOCK_PV はコメントアウトしてあります。 
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8.4. 使用するパッケージ数の指定 

クラスター構成ファイルのテンプレートでは、定義可能なアプリケーションパッケージの個数を指定するパラメータ

MAX_CONFIGURED_PACKAGES が 150 になっています。このままデフォルトの設定を使用しても構わないのですが、ここで

はこのパラメータを 5 と設定します。 

 

# Package Configuration Parameters. 

# Enter the maximum number of packages which will be configured in the cluster. 

# You can not add packages beyond this limit. 

# This parameter is required. 

MAX_CONFIGURED_PACKAGES         5 

 

8.5. その他のパラメータの編集 

まず、heartbeat メッセージを流すネットワークと流さないネットワークの指定を行います。第 1 章の「システム構成」で、 

 

 データ LAN (lan0 と lan4 のプライマリ、スタンバイ構成) には heartbeat メッセージを流さない。 

 lan1 と lan8 は heartbeat 専用 LAN とする。 

 

と定めました。その設定は、クラスター構成ファイルの NODE_NAME の箇所で太字で示したように指定します。 

 

# Definition of nodes in the cluster. 

# Repeat node definitions as necessary for additional nodes. 

# NODE_NAME is the specified nodename in the cluster. 

# It must match the hostname and both cannot contain full domain name. 

# Each NETWORK_INTERFACE, if configured with IPv4 address, 

# must have ONLY one IPv4 address entry with it which could 

# be either HEARTBEAT_IP or STATIONARY_IP. 

# Each NETWORK_INTERFACE, if configured with IPv6 address(es) 

# can have multiple IPv6 address entries(up to a maximum of 2, 

# only one IPv6 address entry belonging to site-local scope 

# and only one belonging to global scope) which must be all 

# STATIONARY_IP. They cannot be HEARTBEAT_IP. 

 

 

NODE_NAME  fred 

  NETWORK_INTERFACE lan0 

    STATIONARY_IP  192.39.51.91 

  NETWORK_INTERFACE lan4 

  NETWORK_INTERFACE lan1 

    HEARTBEAT_IP  192.168.0.10 

  NETWORK_INTERFACE lan8 

    HEARTBEAT_IP  192.168.1.11 

 

＜中略＞ 

 

 

NODE_NAME  ginger 

  NETWORK_INTERFACE lan0 

    STATIONARY_IP  192.39.51.92 

  NETWORK_INTERFACE lan4 

  NETWORK_INTERFACE lan1 

    HEARTBEAT_IP  192.168.0.20 
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  NETWORK_INTERFACE lan8 

    HEARTBEAT_IP  192.168.1.21 

 

ここで、lan0 と lan4 の行の間の、 

 

STATIONARY_IP  192.39.51.* 

 

という行は、このネットワークに heartbeat メッセージを流さないようにする指定です。一方、lan1 の行の次の、 

 

HEARTBEAT_IP  192.168.0.* 

 

という行と、lan8 の行の次の、 

 

HEARTBEAT_IP  192.168.1.* 

 

という行は、これらのネットワークに heartbeat メッセージを流すという指定です。 

 

次にクラスターが使用するボリュームグループの設定を行います。 

 

# List of cluster aware LVM Volume Groups. These volume groups will 

# be used by package applications via the vgchange -a e command. 

# Neither CVM or VxVM Disk Groups should be used here. 

# For example:  

VOLUME_GROUP  /dev/vgdata 

VOLUME_GROUP  /dev/vglock 

 

また、必要に応じて heartbeat メッセージの送信間隔を指定するパラメータ NODE_TIMEOUT(デフォルト:1 秒)、heartbeat

メッセージに対する応答がない場合に何秒間たったら、その応答がなかったノードがダウンしたとみなすかを指定するパラメータ

NODE_TIMEOUT(デフォルト:2 秒。このパラメータは HEARTBEAT_INTERVAL の 2 倍以上でなければなりません)ネットワー

クインターフェースが正常かどうかのポーリングをかける間隔を指定するパラメータ NETWORK_POLLING_INTERVAL(デフォ

ルト:2 秒)などをカスタマイズしてください。 

 

特に注意すべきパラメータとしては NODE_TIMEOUT があります。Serviceguard のマニュアルでは、このパラメータは 5～8

秒に設定することを推奨しています。ところが、このパラメータは Serviceguard クラスターのフェイルオーバーの際のクラス

ター再構成時間の決定に関係していて、大きくすればするほど再構成時間が長くなる、つまりフェイルオーバーにかかる時間が長

くなり、結果としてサービスの停止時間が長くなってしまうという特徴を持っています。一方短くしすぎると(NODE_TIMEOUT

は 0.1 秒単位で指定可能です)ネットワークに高負荷がかかって、heartbeat の応答がとどかず、誤ったフェイルオーバーが発生

してしまう可能性があります。いち早いサービスの切り替えを要求するシステムでは、実際にこのパラメータの値を変更して検証

作業を行って適切な値を設定することをお薦めします。 

 

8.6. クラスター構成ファイルの検証 

ここまでで実際の構成に合わせたクラスター構成ファイル/etc/cmcluster/cmclconfig.ascii が作成されたことになります。こ

のクラスター構成ファイルを元に、実際にクラスターが使用するバイナリクラスター構成ファイルを作成するわけですが、その前

に編集したクラスター構成ファイルの内容に誤りや不整合がないかどうかを cmcheckconf コマンドにより検証します。 

 

# cmcheckconf -v -C /etc/cmcluster/cmclconfig.ascii 
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これでエラーが出なければ、バイナリクラスター構成ファイルの作成と配布のステップに進みます。 

 

8.7. バイナリクラスター構成ファイルの作成と配布 

次の手順でバイナリクラスター構成ファイルの作成と配布を行います。 

 

# vgchange -a y /dev/vglock （クラスターロックディスク使用の場合のみ） 

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

 

すると cmapplyconf を実行したノード fred 上にバイナリクラスター構成ファイル/etc/cmcluster/cmclconfig が作成され、

これがクラスターの他のノード ginger に/etc/cmcluster/cmclconfig として自動的に配布されます。 

 

クラスターロックディスクを使用している場合には上でアクティブにしたボリュームグループ/dev/vglock を非アクティブ化し

てください。 

 

# vgchange -a n /dev/vglock 

 

クラスターが正常に起動するかどうかを cmruncl コマンドで確認してください。クラスターが正常に起動しない場合、画面に出

力されるメッセージと/var/adm/syslog/syslog.log 内のメッセージを参照すると多くの場合、正常起動しない原因がわかりま

す。 

 

# cmruncl -v 

 

クラスターの状態は cmviewcl コマンドにより確認できます。 

 

# cmviewcl -v 

 

クラスターの停止は cmhaltcl コマンドにより行います。 

 

# cmhaltcl –v 

 

9. パッケージの作成 

最後に Serviceguard パッケージを作成します。パッケージとは、アプリケーションを Serviceguard クラスター管理下に置く

ためのリソースの集まりです。つまり、アプリケーションが使用する共有ボリューム、IP アドレス、サービス(個々のアプリケー

ションプロセスのようなイメージです)などがまとまったものです。ここでは、xclock をサービスとして持つ簡単な

Serviceguard パッケージを作成します。 

 

Serviceguard A.11.18 から、モジュラーパッケージの概念が導入されました。モジュラーパッケージにおいては、必要なモジ

ュールを選択してパッケージを作成します。従来からのパッケージはレガシーパッケージと呼ばれます。以下では、最初に従来の

方法、つまりレガシーパッケージを使用したパッケージの作成方法を説明します。次に新しいモジュラーパッケージを使用したパ

ッケージの作成方法を説明します。 

 

9.1. レガシーパッケージによるパッケージの作成 
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従来からの方法でパッケージを構築するためには、次の 2 つのファイルが必要です。 

 

1. パッケージ構成ファイル 

パッケージ名、パッケージタイプ(1 ノード上で動作するパッケージか、複数ノードで動作するパッケージか)、フェイルオー

バーのポリシー、パッケージが動作するノード、パッケージコントロールスクリプトの場所、サービス名(パッケージコント

ロールスクリプト内のサービス名と対応しています)などを記述します。 

2. パッケージコントロールスクリプト 

PATH 環境変数、LVM ボリューム名、LVM ボリュームをマウントするポイント、マウントオプション、パッケージが使用

する IP アドレス(パッケージ IP もしくはリロケータブル IP と呼ばれます)、サブネット、サービス名、サービスを起動する

コマンド、サービスを再起動する方法などを記述します。 

 

この 2 つのファイルを作成した後でクラスター構築時のように cmcheckconf コマンドによりパッケージ構成ファイルの整合性

を検証し、最後に cmapplyconf コマンドにより、パッケージをクラスターに組み込みます。クラスター構成ファイルを作成し

たときと同様に、作業はノード fred 上で行うものとします。 

 

9.1.1. パッケージ構成ファイルの作成 

パッケージ構成ファイルは、まず cmmakepkg コマンドを使用してパッケージ構成ファイルのテンプレートを作成し、後からこ

れを修正するという方法で作成します。以下に手順を示します。 

 

パッケージ名を pkg1 とすることにし、/etc/cmcluster 以下に pkg1 という名前のディレクトリを作成します(実際には任意の

場所、任意の名前でよいのですが管理を簡単にするためにこのようにします)。また、ディレクトリパーミッションは 755 に設定

します。 

 

# mkdir /etc/cmcluster/pkg1 

# chmod 755 /etc/cmclusger/pkg1 

# cmmakepkg -p /etc/cmcluster/pkg1/pkg1.conf 

 

これで/etc/cmcluster/pkg1/pkg1.conf という名前でパッケージ構成ファイルのテンプレートが作成されます。このファイル

を編集して以下のようにします。太字で示した行が編集した部分です。 

 

# ********************************************************************** 

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

# ********************************************************************** 

# ******* Note: This file MUST be edited before it can be used. ******** 

# * For complete details about package parameters and how to set them, * 

# * consult the Serviceguard manual.  

# ********************************************************************** 

#  

# "PACKAGE_NAME" is the name that is used to identify the package. 

#      

# This name will be used to identify the package when viewing or 

# manipulating it. Package names must be unique within a cluster. 

#  

#      

# Legal values for PACKAGE_NAME: 

#   Any string that starts and ends with an alphanumeric character, and  

#   contains only alphanumeric characters, dot(.), dash(-), or underscore(_)  

#   in between. 
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#   Maximum length is 39 characters.  

#        

 

PACKAGE_NAME   pkg1 

 

# "PACKAGE_TYPE" is the type of package. 

#      

# The PACKAGE_TYPE attribute specifies the desired behavior for this 

# package. Legal values and their meaning are described below: 

#  

#     FAILOVER     package runs on one node at a time and if a failure 

#                  occurs it can switch to an alternate node. 

#  

#     MULTI_NODE   package runs on multiple nodes at the same time and 

#                  can be independently started and halted on 

#                  individual nodes. Failures of package components such 

#                  as services, EMS resources  or subnets, will cause 

#                  the package to be halted only on the node on which the 

#                  failure occurred. Relocatable IP addresses cannot be 

#                  assigned to "multi_node" packages. 

#  

#     SYSTEM_MULTI_NODE 

#                  package runs on all cluster nodes at the same time. 

#                  It cannot be started and halted on individual nodes. 

#                  Both "NODE_FAIL_FAST_ENABLED" and "AUTO_RUN"  

#                  must be set to "YES" for this type of package. All  

#                  "SERVICES" must have "SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED" set  

#                  to "YES". SYSTEM_MULTI_NODE packages are only 

#                  supported for use by applications provided by 

#                  Hewlett-Packard. 

#  

#  

#       Since "MULTI_NODE" and "SYSTEM_MULTI_NODE" packages can run on more 

#       than one node at a time and do not failover in the event of a 

#       package failure, the following parameters cannot be 

#       specified when configuring packages of these types: 

#  

#          FAILOVER_POLICY 

#          FAILBACK_POLICY 

#  

#       Since an IP address cannot be assigned to more than one node at 

#       a time, relocatable IP addresses cannot be assigned to 

#       "MULTI_NODE" packages. If volume groups are used in a 

#       "MULTI_NODE" package, they must be activated in shared mode, 

#       leaving the application responsible for data integrity. 

#  

#       Shared access requires a shared volume manager. 

#  

#       The default value for "PACKAGE_TYPE" is "FAILOVER". 

#      

# Legal values for PACKAGE_TYPE: FAILOVER, MULTI_NODE, SYSTEM_MULTI_NODE. 

 

PACKAGE_TYPE   FAILOVER 

 

# "NODE_NAME" specified which nodes this package can run on. 

#      

# Enter the names of the nodes configured to run this package, repeat 

# this line for each cluster member node configured to run this package.  

#  
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# NOTE: The order in which the nodes are specified here determines the 

# order of priority when Serviceguard is deciding where to run the 

# package. 

#         

# Example : NODE_NAME  first_priority_node 

#           NODE_NAME  second_priority_node 

#  

# If all nodes in the cluster can run the package, and order is not 

# important, specify "NODE_NAME *". 

#  

# Example : NODE_NAME  * 

#      

# Legal values for NODE_NAME: 

#   "*", or any node name in the cluster. 

#   Node name is any string that starts and ends with an alphanumeric  

#   character, and contains only alphanumeric characters, dot(.), dash(-),  

#   or underscore(_) in between. 

#   Maximum name length is 39 characters.  

#        

 

NODE_NAME   fred 

NODE_NAME   ginger 

 

# "AUTO_RUN" defines whether the package is to be started when the 

# cluster is started, and if it will fail over automatically. 

#      

# Possible values are "YES" and "NO". 

# The default for "AUTO_RUN" is "YES", meaning that the package will be 

# automatically started when the cluster is started, and that, in the 

# event of a failure the package will be started on an adoptive node. If 

# "AUTO_RUN" is "NO", the package is not started when the cluster 

# is started, and must be started with the cmrunpkg command. 

#  

# "AUTO_RUN" replaces "PKG_SWITCHING_ENABLED". 

#      

# Legal values for AUTO_RUN: YES, NO. 

 

AUTO_RUN   YES 

 

# "NODE_FAIL_FAST_ENABLED" will cause node to fail if package fails. 

#      

# Possible values are "YES" and "NO". 

# The default for "NODE_FAIL_FAST_ENABLED" is "NO".  In the event of 

# failure, if "NODE_FAIL_FAST_ENABLED" is set to "YES", Serviceguard 

# will halt the node on which the package is running. All 

# "SYSTEM_MULTI_NODE" packages must have "NODE_FAIL_FAST_ENABLED" set to 

# "YES". 

#  

#      

# Legal values for NODE_FAIL_FAST_ENABLED: YES, NO. 

 

NODE_FAIL_FAST_ENABLED   NO 

 

# "RUN_SCRIPT" is the script that starts a package. 

# "HALT_SCRIPT" is the script that stops a package. 

#      

# Enter the complete path for the run and halt scripts. The scripts must 

# be located in directory with "cmcluster" in the path name. In most cases 

# the run script and halt script specified here will be the same script, 
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# the package control script generated by the cmmakepkg command.  This 

# control script handles the run(ning) and halt(ing) of the package. 

#      

# Legal values for RUN_SCRIPT: 

#   Full path name for the run script with "cmcluster" in the path name. 

#   The maximum length for the path name is MAXPATHLEN characters long. 

#    

 

RUN_SCRIPT   /etc/cmcluster/pkg1/pkg1.sh 

 

# Legal values for HALT_SCRIPT: 

#   Full path name for the halt script with "cmcluster" in the path name. 

#   The maximum length for path name MAXPATHLEN characters long. 

#    

 

HALT_SCRIPT   /etc/cmcluster/pkg1/pkg1.sh 

 

# "RUN_SCRIPT_TIMEOUT" is the number of seconds allowed for the package to start. 

# "HALT_SCRIPT_TIMEOUT" is the number of seconds  allowed for the package to halt. 

#      

#  

# If the start or halt function has not completed in the specified 

# number of seconds, the function will be terminated. The default for 

# each script timeout is "NO_TIMEOUT". Adjust the timeouts as necessary 

# to permit full execution of each function. 

#  

# Note: The "HALT_SCRIPT_TIMEOUT" should be greater than the sum of 

# all "SERVICE_HALT_TIMEOUT" values specified for all services. 

#      

# Legal values for RUN_SCRIPT_TIMEOUT: NO_TIMEOUT, (value > 0). 

 

RUN_SCRIPT_TIMEOUT   NO_TIMEOUT 

 

# Legal values for HALT_SCRIPT_TIMEOUT: NO_TIMEOUT, (value > 0). 

 

HALT_SCRIPT_TIMEOUT   NO_TIMEOUT 

 

# "SUCCESSOR_HALT_TIMEOUT" limits the amount of time Serviceguard waits 

# for packages that depend on this package ("successor packages") to 

# halt, before running the halt script of this package. 

#       

# SUCCESSOR_HALT_TIMEOUT limits the amount of time 

# Serviceguard waits for successors of this package to 

# halt, before running the halt script of this package. 

# This is an optional parameter. 

# Permissible values are 0 - 4294 (specifying the maximum 

# number of seconds Serviceguard will wait). 

# The default value is "NO_TIMEOUT", which means Serviceguard 

# will wait for as long as it takes for the successor package to halt. 

# The timeout of 0 indicates, that this package will halt without 

# waiting for successors packages to halt 

# Example: \n" 

# SUCCESSOR_HALT_TIMEOUT   NO_TIMEOUT 

# SUCCESSOR_HALT_TIMEOUT   60 

#       

# Legal values for SUCCESSOR_HALT_TIMEOUT: NO_TIMEOUT, ( (value >= 0) && (value <= 4294) ). 

 

SUCCESSOR_HALT_TIMEOUT   NO_TIMEOUT 
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# "SCRIPT_LOG_FILE" is the full path name for the package control script 

# log file. The maximum length of the path name is MAXPATHLEN characters long. 

#      

# If not set, the script output is sent to a file named by appending 

# ".log" to the script path. 

#      

# Legal values for SCRIPT_LOG_FILE:  

 

#SCRIPT_LOG_FILE    

 

# "FAILOVER_POLICY" is the policy to be applied when package fails. 

#      

# This policy will be used to select a node whenever the package needs 

# to be started or restarted.  The default policy is "CONFIGURED_NODE". 

# This policy means Serviceguard will select nodes in priority order 

# from the list of "NODE_NAME" entries. 

#  

#  

# The alternative policy is "MIN_PACKAGE_NODE". This policy means 

# Serviceguard will select from the list of "NODE_NAME" entries the 

# node, which is running fewest packages when this package needs to 

# start. 

#      

# Legal values for FAILOVER_POLICY: CONFIGURED_NODE, MIN_PACKAGE_NODE. 

 

FAILOVER_POLICY   CONFIGURED_NODE 

 

# "FAILBACK_POLICY" is the action to take when a package is not running 

# on its primary node. 

#      

# This policy will be used to determine what action to take when a 

# package is not running on its primary node and its primary node is 

# capable of running the package. The default policy is "MANUAL".  The 

# "MANUAL" policy means no attempt will be made to move the package back 

# to its primary node when it is running on an adoptive node. 

#  

# The alternative policy is "AUTOMATIC". This policy means Serviceguard 

# will attempt to move the package back to its primary node as soon as 

# the primary node is capable of running the package. 

#  

#      

# Legal values for FAILBACK_POLICY: MANUAL, AUTOMATIC. 

 

FAILBACK_POLICY   MANUAL 

 

# "PRIORITY" specifies the PRIORITY of the package. 

#      

# This is an optional parameter. Valid values are a number between 

# 1 and 3000 or NO_PRIORITY.  Default is NO_PRIORITY. 

# A smaller number indicates higher priority. A package with a 

# numerical priority has higher priority than a package with NO_PRIORITY. 

#  

# If a number is specified, it must be unique in the cluster. 

# To help assign unique priorities, HP recommends you use 

# priorities in increments of 20. This will allow you 

# to add new packages without having to reassign priorities. 

#  

# Multi-node and System multi node packages cannot be assigned a priority.  

#  
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# This parameter is used only when a package depends on other packages, 

# or other packages depend on this package, but can be specified even 

# when no dependencies have yet been configured. 

# If priority is not configured, the package is assigned the default 

# priority value, NO_PRIORITY. 

#  

# Serviceguard gives preference to running the higher priority package. 

# This means that, if necessary and if package switching is enabled, 

# Serviceguard will halt a lower priority package which is already 

# running, and restart it on another node, in order to run a higher 

# priority package that directly or indirectly depends on it. 

#  

# For example, suppose package pkg1 depends on package pkg2 

# to be up on the same node, both have package switching enabled 

# and both are currently up on node node1. If pkg1 needs to 

# fail over to node2, it will also need pkg2 to move to node2. 

# If pkg1 has higher priority than pkg2, it can force pkg2 to  

# move to node2. Otherwise, pkg1 cannot fail over because pkg2 is 

# running on node1. 

# Examples of package priorities and failover results: 

#  

#        pkg1 priority     pkg2 priority    results 

#        20                40               pkg1 is higher; fails over 

#        40                20               pkg1 is lower; will not fail over 

#        any number        NO_PRIORITY      pkg1 is higher; fails over 

#        NO_PRIORITY       NO_PRIORITY      equal priority; will not fail over 

#        NO_PRIORITY       any number       pkg1 is lower; will not fail over 

#      

# Legal values for PRIORITY: NO_PRIORITY, ( (value >= 1) && (value <= 3000) ). 

 

PRIORITY   NO_PRIORITY 

 

# The package dependency parameters are "DEPENDENCY_NAME", 

# "DEPENDENCY_CONDITION" and "DEPENDENCY_LOCATION". 

#      

#  Dependencies are used to describe the relationship between packages 

#  To define a dependency, all three attributes are required. 

#  

#  "DEPENDENCY_NAME" must have a unique identifier for the dependency. 

#  

#  "DEPENDENCY_CONDITION" 

#           This is an expression describing what must be true for 

#           the dependency to be satisfied. 

#  

#           The syntax is:  = up, where  

#           depends on the type of the predecessor. 

#  

#    A multi-node package can depend on another multi- 

#           node or system multi-node package. 

#  

#           A failover package with the FAILOVER_POLICY with 

#           MIN_PACKAGE_NODE can depend on a multi-node or 

#           system multi-node package. 

#  

#           A failover package with the FAILOVER_POLICY with 

#           CONFIGURED_NODE can depend on a multi-node, system 

#           multi-node or another failover package with the 

#           FAILOVER_POLICY set to CONFIGURED_NODE. 

#  
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#  "DEPENDENCY_LOCATION" 

#           This describes where the condition must be satisfied. 

#           The only possible value for this attribute is "same_node" 

#  

#  NOTE:  

#  If dependencies are used on a CFS cluster, these are automatically 

#  setup in the system_multi_node and multi_node packages created for 

#  disk groups and mount points. 

#  

#  Example :  

#            DEPENDENCY_NAME         SG-CFS-MP-1_dep  

#            DEPENDENCY_CONDITION    SG-CFS-MP-1=up 

#            DEPENDENCY_LOCATION     same_node 

#      

# Legal values for DEPENDENCY_NAME: 

#   Any string that starts and ends with an alphanumeric character, and  

#   contains only alphanumeric characters, dot(.), dash(-), or underscore(_)  

#   in the middle. 

#   Maximum string length is 39 characters.  

#        

# Legal values for DEPENDENCY_CONDITION:  

# Legal values for DEPENDENCY_LOCATION: same_node. 

 

#DEPENDENCY_NAME    

#DEPENDENCY_CONDITION    

#DEPENDENCY_LOCATION    

 

# "LOCAL_LAN_FAILOVER_ALLOWED" will allow LANs to be switched locally. 

#      

# Possible values are "YES" and "NO". 

# The default for "LOCAL_LAN_FAILOVER_ALLOWED" is "YES".  In the event of a 

# failure, this permits the Serviceguard to switch LANs locally 

# (transfer to a standby LAN card).  Adjust as necessary. 

#  

# "LOCAL_LAN_FAILOVER_ALLOWED" replaces "NET_SWITCHING_ENABLED". 

#      

# Legal values for LOCAL_LAN_FAILOVER_ALLOWED: YES, NO. 

 

LOCAL_LAN_FAILOVER_ALLOWED   YES 

 

# "MONITORED_SUBNET" specifies the addresses of subnets that are to be  

#  monitored for this package. 

#      

# Enter the network subnet name that is to be monitored for this package. 

# Repeat this line as necessary for additional subnet names.  If any of 

# the subnets defined goes down, the package will be switched to another 

# node that is configured for this package and has all the defined subnets 

# available. 

#  

# "MONITORED_SUBNET" replaces "SUBNET". 

#  

# The MONITORED_SUBNET names can be IPv4 or IPv6, or a mix of both. 

#  

#  Example :  

#     MONITORED_SUBNET           192.10.25.0    # (netmask=255.255.255.0) 

#     MONITORED_SUBNET           2001::/64      # (netmask=ffff:ffff:ffff:ffff::) 

#     MONITORED_SUBNET           2001::         # (netmask=ffff:ffff:ffff:ffff::) 

#      

# Legal values for MONITORED_SUBNET:  
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MONITORED_SUBNET   192.39.48.0 

 

# "CLUSTER_INTERCONNECT_SUBNET" specifies subnets that are to be monitored for  

#  a SGERAC multi-node package. 

#      

#  

# This parameter requires an IPV4 address. CLUSTER_INTERCONNECT_SUBNETs  

# can be configured only for multi_node packages in SGeRAC configurations. 

#  

#  

# Legal values for CLUSTER_INTERCONNECT_SUBNET:  

 

#CLUSTER_INTERCONNECT_SUBNET    

 

# "SERVICE_NAME" is a long lived (daemon) executable which 

# Serviceguard will monitor while the package is up. 

#  

# "SERVICE_NAME", "SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED" and "SERVICE_HALT_TIMEOUT"  

# specify a service for this package. 

#      

# The value for "SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED" can be either "yes" or  

 

# "no".  The default is "no". If "SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED" is set to 

# "yes", and the service fails, Serviceguard will halt the node on which 

# the service is running. 

#  

#  

# "SERVICE_HALT_TIMEOUT" is a number of seconds. This timeout is used 

# to determine the length of time the Serviceguard will wait for the 

# service to halt before a SIGKILL signal is sent to force the 

# termination of the service. In the event of a service halt, 

# Serviceguard will first send a SIGTERM signal to terminate the 

# service.  If the service does not halt, Serviceguard will wait for the 

# specified "SERVICE_HALT_TIMEOUT", then send the SIGKILL signal to 

# force the service to terminate. This timeout value should be large 

# enough to allow all cleanup processes associated with the service to 

# complete. If the "SERVICE_HALT_TIMEOUT" is not specified, a zero 

# timeout will be assumed, meaning the cluster software will not wait at 

# all before sending the SIGKILL signal to halt the service. 

#     

#  

# Example:  

#     SERVICE_NAME               service_1a            

#     SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED  no                    

#     SERVICE_HALT_TIMEOUT       300                   

#  

#     SERVICE_NAME               service_1b 

#     SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED  no                    

#     SERVICE_HALT_TIMEOUT       300                   

#  

#     SERVICE_NAME               service_1c 

#     SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED  no                    

#     SERVICE_HALT_TIMEOUT       300                   

#  

# Note: No environmental variables will be passed to the service command, this 

# includes the PATH variable. Absolute path names are required for the 

# service command definition. Default shell is /usr/bin/sh. 

#      
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# Legal values for SERVICE_NAME: 

#   Any string that starts and ends with an alphanumeric character, and  

#   contains only alphanumeric characters, dot(.), dash(-), or underscore(_)  

#   in between. 

#   Maximum string length is 39 characters.  

#        

# Legal values for SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED: yes, no. 

# Legal values for SERVICE_HALT_TIMEOUT: (value >= 0). 

 

SERVICE_NAME   xclock 

SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED NO 

SERVICE_HALT_TIMEOUT  300 

 

# Event Monitoring Service Resource Dependencies 

#  

# Event monitoring service resource dependencies are specified with the 

# following parameters: "RESOURCE_NAME", "RESOURCE_POLLING_INTERVAL",  

# "RESOURCE_START" and "RESOURCE_UP_VALUE". 

#      

# To define a package resource dependency, a "RESOURCE_NAME" line with  

# a fully qualified resource path name, and one or more  

# "RESOURCE_UP_VALUE" lines are required. "RESOURCE_POLLING_INTERVAL" and 

# the "RESOURCE_START" are optional, and will default as described 

# below if not specified.      

#  

# The "RESOURCE_POLLING_INTERVAL" indicates how often, in seconds, the    

# resource is to be monitored.  The default is 60 seconds. 

#  

# The "RESOURCE_START" option can be set to either "automatic" or "deferred". 

# The default is "automatic". "automatic" means Serviceguard will  

# start up resource monitoring for this resource automatically when the  

# node starts up. If "deferred" is specified, Serviceguard will not  

# attempt to start this resource at node start up.  User   

# should specify all the "deferred" resources in the package run script   

# so that these "deferred" resources will be started up from the package  

# run script during package run time.                                   

#  

# "RESOURCE_UP_VALUE" requires an operator and a value.  This defines     

# the resource 'UP' condition.  The operators are =, !=, >, <, >=,      

# and <=, depending on the type of value.  Values can be string or      

# numeric.  If the type is string, then only = and != are valid         

# operators.  If the string contains white space, it must be enclosed    

# in quotes.  String values are case sensitive.  For example,           

#  

#                                       Resource is up when its value is 

#                                       -------------------------------- 

#     RESOURCE_UP_VALUE  = UP           "UP" 

#     RESOURCE_UP_VALUE  != DOWN        Any value except "DOWN" 

#     RESOURCE_UP_VALUE  = "On Course"  "On Course" 

#  

# If the type is numeric, then it can specify a threshold, or a range to 

# define a resource up condition.  If it is a threshold, then any operator 

# may be used.  If a range is to be specified, then only > or >= may be used 

# for the first operator, and only < or <= may be used for the second operator. 

# For example, 

#                                       Resource is up when its value is 

#                                       -------------------------------- 

#     RESOURCE_UP_VALUE  = 5            5                   (threshold) 

#     RESOURCE_UP_VALUE  > 5.1          greater than 5.1    (threshold) 
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#     RESOURCE_UP_VALUE  > -5 and <     10       between -5 and 10   (range) 

#  

# Note that "and" is required between the lower limit and upper limit to 

# specify a range.  The upper limit must be greater than the lower 

# limit.  If "RESOURCE_UP_VALUE" is repeated within a "RESOURCE_NAME" 

# block, then they are inclusively OR'd together.  (Additional package 

# resource dependencies are defined by repeating the entire 

# "RESOURCE_NAME" block.) 

#  

# Example : RESOURCE_NAME               /net/interfaces/lan/status/lan0 

#           RESOURCE_POLLING_INTERVAL   120 

#           RESOURCE_START              automatic 

#           RESOURCE_UP_VALUE           = running  

#           RESOURCE_UP_VALUE           = online  

#  

#           Means that the value of resource /net/interfaces/lan/status/lan0 

#           will be checked every 120 seconds, and is considered to 

#           be 'up' when its value is "running" or "online". 

#  

# Uncomment the following lines to specify package resource dependencies. 

#      

# Legal values for RESOURCE_NAME:  

# Legal values for RESOURCE_POLLING_INTERVAL: ( (value > 0) && (value <= 86400) ). 

# Legal values for RESOURCE_START: automatic, deferred. 

# Legal values for RESOURCE_UP_VALUE:  

 

#RESOURCE_NAME    

#RESOURCE_POLLING_INTERVAL    

#RESOURCE_START    

#RESOURCE_UP_VALUE    

 

# "STORAGE_GROUP" specifies CVM specific disk group used in this package. 

#       

# Enter the names of the storage groups configured for this package. 

# Repeat this line as necessary for additional storage groups. 

#  

# Storage groups are only used with CVM disk groups. Neither 

# VxVM disk groups or LVM volume groups should be listed here. 

# By specifying a CVM disk group with the "STORAGE_GROUP" keyword 

# this package will not run until the CVM system multi node package is 

# running and thus the CVM shared disk groups are ready for 

# activation. 

#  

# Example : STORAGE_GROUP "dg01" 

#           STORAGE_GROUP "dg02" 

#           STORAGE_GROUP "dg03" 

#           STORAGE_GROUP "dg04" 

#       

# Legal values for STORAGE_GROUP: 

#   Any string that starts and ends with an alphanumeric character, and  

#   contains only alphanumeric characters, dot(.), dash(-), or underscore(_)  

#   in the middle. 

#   Maximum string length is 39 characters.  

#        

 

#STORAGE_GROUP    

 

# Access Control Policy Parameters. 

#  
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# "USER_NAME", "USER_HOST" and "USER_ROLE" specify who can administer  

# this package. 

#      

# Three entries set the access control policy for the package: the 

# first line must be "USER_NAME", the second "USER_HOST", and the third "USER_ROLE". 

# Enter a value after each.  

#  

# 1. "USER_NAME" can either be "ANY_USER", or a maximum of  

#     8 login names from the /etc/passwd file on user host. 

# 2. "USER_HOST" is where the user can issue Serviceguard commands.  

#     Choose one of these three values: "ANY_SERVICEGUARD_NODE",  

#     or (any) "CLUSTER_MEMBER_NODE", or a specific node. For node,  

#     use the name portion of the official hostname supplied by the  

#     domain name server, not the IP addresses or fully qualified name. 

# 3. "USER_ROLE" must be "PACKAGE_ADMIN". This role grants permission 

#     to "monitor", plus for administrative commands for the package. 

#  

# These policies do not affect root users. Access Policies defined in 

# this file must not conflict with policies defined in the cluster 

# configuration file. 

#  

# Example: to configure a role for user john from node noir to 

# administer the package, enter: 

#    USER_NAME  john 

#    USER_HOST  noir 

#    USER_ROLE  package_admin 

#      

# Legal values for USER_NAME: 

#   A string of tokens each of which starts with an alphanumeric character and contains 

#   only alphanumeric and underscore(_) characters. The tokens must be separated by a space  

#   or a tab character.  

#   Maximum length of each user_name is 39 character.  

#        

# Legal values for USER_HOST: 

#   Any string that starts and ends with an alphanumeric character, and  

#   contains only alphanumeric characters, dot(.), dash(-), or underscore(_)  

#   in the middle. 

#   Maximum length is 39 character.  

#    

# Legal values for USER_ROLE: package_admin. 

 

#USER_NAME    

#USER_HOST    

#USER_ROLE  

 

パッケージ名は pkg1 なので、パラメータ PACKAGE_NAME は pkg1 に設定します。pkg1 は通常はノード fred 上で動作し、

fred にノード障害が発生した場合は ginger にフェイルオーバーするものとします。したがって、PACKAGE_TYPE はデフォル

トの FAILOVER を使用します。FAILOVER_POLYCY はパッケージのフェイルオーバーの仕方を指定するものです。パッケージ

構成ファイルの中で指定した NODE_NAME の順にフェイルオーバーさせたい場合は CONFIGURED_NODE を、動作しているパ

ッケージ数が最も少ないノードにフェイルオーバーさせたい場合は MIN_PACKAGE_NODE を指定します。ここでは、

NODE_NAME のならび(fred、ginger)の順番にフェイルオーバーさせることとし、CONFIGURED_NODE を選択しています。

MIN_PACKAGE_NODE はパッケージ数の多い大規模なクラスターで使用すると効果的な場合があります。FAILBACK_POLICY

はフェイルオーバーしたパッケージの元のノードへの切り戻しを行う際に、手動(MANUAL)で行うか、自動(AUTOMATIC)で行

うかを指定するパラメータです。ここでは手動、つまり MANUAL を選択しています。NODE_NAME の行が fred と ginger と

2 行存在します。これはこのパッケージが通常はノード fred で動作し、fred 上でパッケージが動作できなくなった場合(fred の
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ノード障害など)には ginger にフェイルオーバーするという指定になっています(FAILOVER_POLICY を CONFIGURED_NODE

としているためです)。クラスター起動時にパッケージも一緒に起動するようにパラメータ AUTO_RUN を YES に設定していま

す。このパッケージのデータ LAN 用の LAN カードは二重化してあり、Serviceguard のローカルスイッチを有効にするためにパ

ラメータ LOCAL_LAN_FAILOVER を YES に設定しています。パラメータ NODE_FAIL_FAST_ENABLED が NO に設定してあり

ますが、このように設定しておくと、パッケージ内のアプリケーションになんらかの障害が発生した場合、後述するパッケージコ

ントロールスクリプト内で指定されたパッケージ停止の処理を行ってから代替ノードへのフェイルオーバーを行います。このパラ

メータを YES に設定すると、パッケージ内のアプリケーションになんらかの障害が発生した場合、そのノードはただちに TOC に

より停止します。つまり、フェイルオーバーの時間を短くすることができます。RUN_SCRIPT と HALT_SCRIPT でパッケージを

起動させるスクリプトと停止させるスクリプトを指定しています。ここではどちらもパッケージコントロールスクリプトを指定し

ています。それぞれのスクリプトのタイムアウト時間を指定する RUN_SCRIPT_TIMEOUT と HALT_SCRIPT_TIMEOUT はここ

ではデフォルトの NO_TIMEOUT(タイムアウトなし)にしています。 

 

パラメータ MONITORED_SUBNET は pkg1 が使用しているネットワークのサブネットアドレスです。 

 

パラメータ SERVICE_NAME には xclock を指定しています。この名前は任意に指定できますが、pkg1 が xclock をサービスと

して持つパッケージなのでこの名前を使用しています。SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED は NO に指定しています。このパラメ

ータを YES に指定すると、サービス(この場合 xclock プロセス) に障害(ダウンなど)が発生した場合に Serviceguard は TOC を

発生させて当該ノードをただちに停止させます。また、パラメータ SERVICE_HALT_TIMEOUT を 300 秒に指定しています。

Serviceguard はサービスを停止させる際、最初に SIGTERM シグナルをそのサービスのプロセスに送付します。

SERVICE_HALT_TIMEOUT で指定した 300 秒を過ぎてもサービスプロセスが停止していない場合、Serviceguard は当該プロ

セスに SIGKILL シグナルを送付します。 

 

その他のパラメータは Serviceguard と EMS(Event Monitoring Services)との統合、パッケージの依存関係設定のためのパラ

メータです。ここではこれらの説明は省きます。詳細は Serviceguard のマニュアルを参照してください。 

 

9.1.2. パッケージコントロールスクリプトの作成 

パッケージコントロールスクリプトも、パッケージ構成ファイルと同様、cmmakepkg コマンドで作成したテンプレートを元に

修正するという方法で作成します。管理の簡便性を考慮して、パッケージコントロールスクリプトもパッケージ構成ファイルと同

じ/etc/cmcluster/pkg1 ディレクトリに置くことにします。 

 

# cmmakepkg -s /etc/cmcluster/pkg1/pkg1.sh 

 

これで/etc/cmcluster/pkg1/pkg1.sh というパッケージコントロールスクリプトのテンプレートが作成されます。これを以下

のように編集します。パッケージコントロールスクリプトは長いので、必要な部分のみ抜き出しています。太字で示した行が編集

した部分です。 

 

# @(#) A.11.18.00 Date: 09/19/07 PHSS_36998 $ 

# ********************************************************************** 

# *                                                                    *  

# *        HIGH AVAILABILITY PACKAGE CONTROL SCRIPT (template)         *  

# *                                                                    * 

# *       Note: This file MUST be edited before it can be used.        * 

# *                                                                    * 

# ********************************************************************** 

 

# The environment variables PACKAGE, NODE, SG_PACKAGE,  
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# SG_NODE and SG_SCRIPT_LOG_FILE are set by Serviceguard  

# at the time the control script is executed. 

# Do not set these environment variables yourself! 

# The package may fail to start or halt if the values for 

# these environment variables are altered. 

 

# NOTE: Starting from 11.17, all environment variables set by  

# Serviceguard implicitly at the time the control script is 

# executed will contain the prefix "SG_". Do not set any variable 

# with the defined prefix, or the control script may not 

# function as it should. 

 

. ${SGCONFFILE:=/etc/cmcluster.conf} 

 

# UNCOMMENT the variables as you set them. 

 

# Set PATH to reference the appropriate directories. 

PATH=$SGSBIN:/usr/bin:/usr/sbin:/etc:/bin 

 

# VOLUME GROUP ACTIVATION:  

# Specify the method of activation for volume groups. 

# Leave the default (VGCHANGE="vgchange -a e") if you want volume 

# groups activated in exclusive mode. This assumes the volume groups have 

# been initialized with 'vgchange -c y' at the time of creation. 

# 

# Uncomment the first line (VGCHANGE="vgchange -a e -q n"), and comment  

# out the default, if you want to activate volume groups in exclusive mode 

# and ignore the disk quorum requirement. Since the disk quorum ensures  

# the integrity of the LVM configuration, it is normally not advisable 

# to override the quorum. 

# 

# Uncomment the second line (VGCHANGE="vgchange -a e -q n -s"), and comment  

# out the default, if you want to activate volume groups in exclusive mode, 

# ignore the disk quorum requirement, and disable the mirror  

# resynchronization. Note it is normally not advisable to override the  

# quorum. 

# 

# Uncomment the third line (VGCHANGE="vgchange -a s"), and comment 

# out the default, if you want volume groups activated in shared mode.  

# This assumes the volume groups have already been marked as sharable 

# and a part of a Serviceguard cluster with 'vgchange -c y -S y'. 

# 

# Uncomment the fourth line (VGCHANGE="vgchange -a s -q n"), and comment  

# out the default, if you want to activate volume groups in shared mode 

# and ignore the disk quorum requirement. Note it is normally not  

# advisable to override the quorum. 

# 

# Uncomment the fifth line (VGCHANGE="vgchange -a y") if you wish to  

# use non-exclusive activation mode. Single node cluster configurations 

# must use non-exclusive activation. 

# 

# VGCHANGE="vgchange -a e -q n" 

# VGCHANGE="vgchange -a e -q n -s" 

# VGCHANGE="vgchange -a s" 

# VGCHANGE="vgchange -a s -q n" 

# VGCHANGE="vgchange -a y" 

VGCHANGE="vgchange -a e"  # Default 

 

# CVM DISK GROUP ACTIVATION:  
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# Specify the method of activation for CVM disk groups. 

# Leave the default 

# (CVM_ACTIVATION_CMD="vxdg -g \$DiskGroup set activation=exclusivewrite") 

# if you want disk groups activated in the exclusive write mode. 

# 

# Uncomment the first line 

# (CVM_ACTIVATION_CMD="vxdg -g \$DiskGroup set activation=readonly"), 

# and comment out the default, if you want disk groups activated in 

# the readonly mode. 

# 

# Uncomment the second line 

# (CVM_ACTIVATION_CMD="vxdg -g \$DiskGroup set activation=sharedread"), 

# and comment out the default, if you want disk groups activated in the 

# shared read mode. 

# 

# Uncomment the third line 

# (CVM_ACTIVATION_CMD="vxdg -g \$DiskGroup set activation=sharedwrite"), 

# and comment out the default, if you want disk groups activated in the 

# shared write mode. 

# 

# CVM_ACTIVATION_CMD="vxdg -g \$DiskGroup set activation=readonly" 

# CVM_ACTIVATION_CMD="vxdg -g \$DiskGroup set activation=sharedread" 

# CVM_ACTIVATION_CMD="vxdg -g \$DiskGroup set activation=sharedwrite" 

CVM_ACTIVATION_CMD="vxdg -g \$DiskGroup set activation=exclusivewrite"  

         

# VOLUME GROUPS 

# Specify which volume groups are used by this package. Uncomment VG[0]=""  

# and fill in the name of your first volume group. You must begin with  

# VG[0], and increment the list in sequence. 

# 

# For example, if this package uses your volume groups vg01 and vg02, enter: 

#         VG[0]=vg01 

#         VG[1]=vg02 

# 

# The volume group activation method is defined above. The filesystems 

# associated with these volume groups are specified below. 

# 

VG[0]="vgdata" 

 

# CVM DISK GROUPS 

# Specify which cvm disk groups are used by this package. Uncomment 

# CVM_DG[0]="" and fill in the name of your first disk group. You must  

# begin with CVM_DG[0], and increment the list in sequence. 

# 

# For example, if this package uses your disk groups dg01 and dg02, enter: 

#         CVM_DG[0]=dg01 

#         CVM_DG[1]=dg02 

# 

# The cvm disk group activation method is defined above. The filesystems 

# associated with these volume groups are specified below in the CVM_* 

# variables. 

# 

#CVM_DG[0]="" 

 

# NOTE: Do not use CVM and VxVM disk group parameters to reference 

# devices used by CFS (cluster file system).  CFS resources are 

# controlled by the Disk Group and Mount Multi-node packages. 

#  

# VxVM DISK GROUPS 
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# Specify which VxVM disk groups are used by this package. Uncomment 

# VXVM_DG[0]="" and fill in the name of your first disk group. You must  

# begin with VXVM_DG[0], and increment the list in sequence. 

# 

# For example, if this package uses your disk groups dg01 and dg02, enter: 

#         VXVM_DG[0]=dg01 

#         VXVM_DG[1]=dg02 

# 

# The cvm disk group activation method is defined above. 

# 

#VXVM_DG[0]="" 

 

# 

# NOTE: A package could have LVM volume groups, CVM disk groups and VxVM  

#       disk groups. 

# 

# NOTE: When VxVM is initialized it will store the hostname of the 

#       local node in its volboot file in a variable called 'hostid'. 

#       The Serviceguard package control scripts use both the values of 

#       the hostname(1m) command and the VxVM hostid. As a result 

#       the VxVM hostid should always match the value of the 

#       hostname(1m) command. 

# 

#       If you modify the local host name after VxVM has been 

#       initialized and such that hostname(1m) does not equal uname -n, 

#       you need to use the vxdctl(1m) command to set the VxVM hostid 

#       field to the value of hostname(1m). Failure to do so will 

#       result in the package failing to start. 

 

# VOLUME GROUP AND DISK GROUP DEACTIVATION RETRY COUNT 

# Specify the number of deactivation retries for each disk group and volume 

# group at package shutdown. The default is 2. 

DEACTIVATION_RETRY_COUNT=2 

 

 

# RAW DEVICES 

# If you are using raw devices for your application, this parameter allows 

# you to specify if you want to kill the processes that are accessing the 

# raw devices at package halt time. If raw devices are still being accessed 

# at package halt time, volume group or disk group deactivation can fail, 

# causing the package halt to also fail. This problem usually happens when 

# the application does not shut down properly. 

# Note that if you are using Oracle's Cluster Ready Service, killing this 

# service could cause the node to reboot. 

# The legal values are "YES" and "NO". The default value is "NO". 

# The value that is set for this parameter affects all raw devices associated 

# with the LVM volume groups and CVM disk groups defined in the package. 

KILL_PROCESSES_ACCESSING_RAW_DEVICES="NO" 

 

# FILESYSTEMS 

# Filesystems are defined as entries specifying the logical volume, the 

# mount point, the mount, umount and fsck options and type of the file system. 

# Each filesystem will be fsck'd prior to being mounted. The filesystems  

# will be mounted in the order specified during package startup and will  

# be unmounted in reverse order during package shutdown. Ensure that  

# volume groups referenced by the logical volume definitions below are  

# included in volume group definitions above. 

# 

# Specify the filesystems which are used by this package. Uncomment  
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# LV[0]=""; FS[0]=""; FS_MOUNT_OPT[0]=""; FS_UMOUNT_OPT[0]=""; FS_FSCK_OPT[0]="" 

# FS_TYPE[0]="" and fill in the name of your first logical volume,  

# filesystem, mount, umount and fsck options and filesystem type  

# for the file system. You must begin with LV[0], FS[0], 

# FS_MOUNT_OPT[0], FS_UMOUNT_OPT[0], FS_FSCK_OPT[0], FS_TYPE[0] 

# and increment the list in sequence. 

# 

# Note: The FS_TYPE parameter lets you specify the type of filesystem to be  

# mounted. Specifying a particular FS_TYPE will improve package failover time.   

# The FSCK_OPT and FS_UMOUNT_OPT parameters can be used to include the  

# -s option with the fsck and umount commands to improve performance for  

# environments that use a large number of filesystems. (An example of a  

# large environment is given below following the decription of the  

# CONCURRENT_MOUNT_AND_UMOUNT_OPERATIONS parameter.) 

# 

# Example: If a package uses two JFS filesystems, pkg01a and pkg01b,  

# which are mounted on LVM logical volumes lvol1 and lvol2 for read and  

# write operation, you would enter the following: 

#      LV[0]=/dev/vg01/lvol1; FS[0]=/pkg01a; FS_MOUNT_OPT[0]="-o rw"; 

#      FS_UMOUNT_OPT[0]=""; FS_FSCK_OPT[0]=""; FS_TYPE[0]="vxfs" 

# 

#      LV[1]=/dev/vg01/lvol2; FS[1]=/pkg01b; FS_MOUNT_OPT[1]="-o rw" 

#      FS_UMOUNT_OPT[1]=""; FS_FSCK_OPT[1]=""; FS_TYPE[1]="vxfs" 

# 

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

FS[0]="/mnt1" 

FS_MOUNT_OPT[0]="" 

FS_UMOUNT_OPT[0]="" 

FS_FSCK_OPT[0]="" 

FS_TYPE[0]="vxfs" 

# 

# VOLUME RECOVERY 

# 

# When mirrored VxVM volumes are started during the package control 

# bring up, if recovery is required the default behavior is for 

# the package control script to wait until recovery has been 

# completed. 

# 

# To allow mirror resynchronization to ocurr in parallel with 

# the package startup, uncomment the line 

# VXVOL="vxvol -g \$DiskGroup -o bg startall" and comment out the default. 

# 

# VXVOL="vxvol -g \$DiskGroup -o bg startall" 

VXVOL="vxvol -g \$DiskGroup startall"      # Default 

 

# FILESYSTEM UNMOUNT COUNT 

# Specify the number of unmount attempts for each filesystem during package 

# shutdown.  The default is set to 1. 

FS_UMOUNT_COUNT=1 

 

# FILESYSTEM MOUNT RETRY COUNT. 

# Specify the number of mount retrys for each filesystem.  

# The default is 0. During startup, if a mount point is busy  

# and FS_MOUNT_RETRY_COUNT is 0, package startup will fail and  

# the script will exit with 1.  If a mount point is busy and 

# FS_MOUNT_RETRY_COUNT is greater than 0, the script will attempt  

# to kill the user responsible for the busy mount point  

# and then mount the file system.  It will attempt to kill user and 

# retry mount, for the number of times specified in FS_MOUNT_RETRY_COUNT. 
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# If the mount still fails after this number of attempts, the script 

# will exit with 1. 

# NOTE: If the FS_MOUNT_RETRY_COUNT > 0, the script will execute 

# "fuser -ku" to freeup busy mount point. 

FS_MOUNT_RETRY_COUNT=0 

 

# 

# Configuring the concurrent operations below can be used to improve the  

# performance for starting up or halting a package.  The maximum value for  

# each concurrent operation parameter is 1024.  Set these values carefully.   

# The performance could actually decrease if the values are set too high  

# for the system resources available on your cluster nodes.  Some examples  

# of system resources that can affect the optimum number of concurrent  

# operations are: number of CPUs, amount of available memory, the kernel  

# configuration for nfile and nproc. In some cases, if you set the number  

# of concurrent operations too high, the package may not be able to start 

# or to halt.  For example, if you set CONCURRENT_VGCHANGE_OPERATIONS=5  

# and the node where the package is started has only one processor, then  

# running concurrent volume group activations will not be beneficial.  

# It is suggested that the number of concurrent operations be tuned  

# carefully, increasing the values a little at a time and observing the  

# effect on the performance, and the values should never be set to a value  

# where the performance levels off or declines.  Additionally, the values  

# used should take into account the node with the least resources in the  

# cluster, and how many other packages may be running on the node.   

# For instance, if you tune the concurrent operations for a package so  

# that it provides optimum performance for the package on a node while  

# no other packages are running on that node, the package performance  

# may be significantly reduced, or may even fail when other packages are  

# already running on that node. 

# 

# CONCURRENT VGCHANGE OPERATIONS 

# Specify the number of concurrent volume group activations or 

# deactivations to allow during package startup or shutdown.  

# Setting this value to an appropriate number may improve the performance 

# while activating or deactivating a large number of volume groups in the 

# package. If the specified value is less than 1, the script defaults it  

# to 1 and proceeds with a warning message in the package control script  

# logfile.  

CONCURRENT_VGCHANGE_OPERATIONS=1 

 

# CONCURRENT FSCK OPERATIONS 

# Specify the number of concurrent fsck to allow during package startup.  

# Setting this value to an appropriate number may improve the performance 

# while checking a large number of file systems in the package. If the 

# specified value is less than 1, the script defaults it to 1 and proceeds  

# with a warning message in the package control script logfile.  

CONCURRENT_FSCK_OPERATIONS=1 

 

# CONCURRENT MOUNT AND UMOUNT OPERATIONS 

# Specify the number of concurrent mounts and umounts to allow during  

# package startup or shutdown.  

# Setting this value to an appropriate number may improve the performance 

# while mounting or un-mounting a large number of file systems in the package. 

# If the specified value is less than 1, the script defaults it to 1 and 

# proceeds with a warning message in the package control script logfile.  

CONCURRENT_MOUNT_AND_UMOUNT_OPERATIONS=1 

 

# Example:  If a package uses 50 JFS filesystems, pkg01aa through pkg01bx, 
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# which are mounted on the 50 logical volumes lvol1..lvol50 for read and write  

# operation, you may enter the following: 

# 

#      CONCURRENT_FSCK_OPERATIONS=50 

#      CONCURRENT_MOUNT_AND_UMOUNT_OPERATIONS=50 

# 

#      LV[0]=/dev/vg01/lvol1; FS[0]=/pkg01aa; FS_MOUNT_OPT[0]="-o rw"; 

#      FS_UMOUNT_OPT[0]="-s"; FS_FSCK_OPT[0]="-s"; FS_TYPE[0]="vxfs" 

# 

#      LV[1]=/dev/vg01/lvol2; FS[1]=/pkg01ab; FS_MOUNT_OPT[1]="-o rw" 

#      FS_UMOUNT_OPT[1]="-s"; FS_FSCK_OPT[1]="-s"; FS_TYPE[0]="vxfs" 

#         :           :          : 

#         :           :          : 

#         :           :          : 

#      LV[49]=/dev/vg01/lvol50; FS[49]=/pkg01bx; FS_MOUNT_OPT[49]="-o rw" 

#      FS_UMOUNT_OPT[49]="-s"; FS_FSCK_OPT[49]="-s"; FS_TYPE[0]="vxfs" 

# 

# IP ADDRESSES 

# Specify the IP and Subnet address pairs which are used by this package. 

# You could specify IPv4 or IPv6 IP and subnet address pairs. 

# Uncomment IP[0]="" and SUBNET[0]="" and fill in the name of your first 

# IP and subnet address. You must begin with IP[0] and SUBNET[0] and  

# increment the list in sequence. 

# 

# For example, if this package uses an IP of 192.10.25.12 and a subnet of  

# 192.10.25.0 enter: 

#          IP[0]=192.10.25.12  

#          SUBNET[0]=192.10.25.0 

#          (netmask=255.255.255.0) 

# 

# Hint: Run "netstat -i" to see the available subnets in the Network field. 

# 

# For example, if this package uses an IPv6 IP of 2001::1/64  

# The address prefix identifies the subnet as 2001::/64 which is an available 

# subnet. 

# enter: 

#          IP[0]=2001::1 

#          SUBNET[0]=2001::/64 

#          (netmask=ffff:ffff:ffff:ffff::) 

# Alternatively the IPv6 IP/Subnet pair can be specified without the prefix  

# for the IPv6 subnet. 

#          IP[0]=2001::1 

#          SUBNET[0]=2001:: 

#          (netmask=ffff:ffff:ffff:ffff::) 

# 

# Hint: Run "netstat -i" to see the available IPv6 subnets by looking 

# at the address prefixes 

# IP/Subnet address pairs for each IP address you want to add to a subnet  

# interface card.  Must be set in pairs, even for IP addresses on the same 

# subnet. 

# 

IP[0]="192.39.51.100" 

SUBNET[0]="192.39.48.0" 

 

# SERVICE NAMES AND COMMANDS. 

# Specify the service name, command, and restart parameters which are  

# used by this package. Uncomment SERVICE_NAME[0]="", SERVICE_CMD[0]="", 

# SERVICE_RESTART[0]="" and fill in the name of the first service, command, 

# and restart parameters. You must begin with SERVICE_NAME[0], SERVICE_CMD[0], 
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# and SERVICE_RESTART[0] and increment the list in sequence. 

# 

# For example: 

#          SERVICE_NAME[0]=pkg1a  

#          SERVICE_CMD[0]="/usr/bin/X11/xclock -display 192.10.25.54:0" 

#          SERVICE_RESTART[0]=""  # Will not restart the service. 

# 

#          SERVICE_NAME[1]=pkg1b 

#          SERVICE_CMD[1]="/usr/bin/X11/xload -display 192.10.25.54:0" 

#          SERVICE_RESTART[1]="-r 2"   # Will restart the service twice. 

# 

#          SERVICE_NAME[2]=pkg1c 

#          SERVICE_CMD[2]="/usr/sbin/ping" 

#          SERVICE_RESTART[2]="-R" # Will restart the service an infinite  

#                                    number of times. 

# 

# Note: No environmental variables will be passed to the command, this  

# includes the PATH variable. Absolute path names are required for the 

# service command definition.  Default shell is /usr/bin/sh. 

# 

SERVICE_NAME[0]="xclock" 

SERVICE_CMD[0]="/usr/bin/X11/xclock -display 192.39.51.96:0.0" 

SERVICE_RESTART[0]="" 

 

# DEFERRED_RESOURCE NAME 

# Specify the full path name of the 'DEFERRED' resources configured for 

# this package.  Uncomment DEFERRED_RESOURCE_NAME[0]="" and fill in the 

# full path name of the resource. 

# 

#DEFERRED_RESOURCE_NAME[0]="" 

        

# DTC manager information for each DTC. 

# Example: DTC[0]=dtc_20 

#DTC_NAME[0]= 

        

# HA_NFS_SCRIPT_EXTENSION 

# If the package uses HA NFS, this variable can be used to alter the 

# name of the HA NFS script.  If not set, the name of this script is 

# assumed to be "hanfs.sh".  If set, the "sh" portion of the default 

# script name is replaced by the value of this variable.  So if 

# HA_NFS_SCRIPT_EXTENSION is set to "package1.sh", for example, the name 

# of the HA NFS script becomes "hanfs.package1.sh".  In any case, 

# the HA NFS script must be placed in the same directory as the package 

# control script.  This allows multiple packages to be run out of the 

# same directory, as needed by SGeSAP. 

#HA_NFS_SCRIPT_EXTENSION="" 

  

# Setting the log file 

log_file=${SG_SCRIPT_LOG_FILE:-$0.log} 

 

# START OF CUSTOMER DEFINED FUNCTIONS 

 

# This function is a place holder for customer define functions. 

# You should define all actions you want to happen here, before the service is 

# started.  You can create as many functions as you need.   

 

function customer_defined_run_cmds 

{ 

# ADD customer defined run commands. 
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: # do nothing instruction, because a function must contain some command. 

 

 test_return 51 

} 

        

# This function is a place holder for customer define functions. 

# You should define all actions you want to happen here, after the service is 

# halted. 

 

function customer_defined_halt_cmds 

{ 

# ADD customer defined halt commands. 

: # do nothing instruction, because a function must contain some command. 

 test_return 52 

} 

        

# END OF CUSTOMER DEFINED FUNCTIONS 

 

変更点について説明します。 

 

本来、xclock 自体は共有ディスク上のデータを必要としなくとも動作するのですが、今回は共有ボリュームグループもパッケー

ジの一部にすることとして、あらかじめ作成しておいたボリュームグループ/dev/vgdata がアクティブ化されるように指定しま

す。 

 

VG[0]="vgdata" 

 

また、パッケージの起動時に論理ボリューム/dev/vgdata/lvol1 上のファイルシステムが/mnt1 にマウントされるような指定

をします。  

 

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

FS[0]="/mnt1" 

FS_MOUNT_OPT[0]="" 

FS_UMOUNT_OPT[0]="" 

FS_FSCK_OPT[0]="" 

FS_TYPE[0]="vxfs" 

 

パッケージに付与する一意的な IP アドレス(リロケータブル IP)と、パッケージが使用するデータ LAN のサブネットアドレスを指

定します。このリロケータブル IP は、パッケージ pkg1 がフェイルオーバーすると一緒に代替ノードに移動します。 

 

IP[0]="192.39.51.100" 

SUBNET[0]="192.39.48.0" 

 

最後にパッケージ構成ファイルで指定したサービス xclock を起動させるコマンドを指定します。 

 

SERVICE_NAME[0]="xclock" 

SERVICE_CMD[0]="/usr/bin/X11/xclock -display 192.39.51.96:0.0" 

SERVICE_RESTART[0]="" 

 

SERVICE_RESTART[0]はここでは何も指定していません。これは、xclock が通常稼動しているノード fred 上でダウンした場

合、同一ノード fred 上で何回まで xclock の再起動を試みさせるかの指定を行うパラメータです。何も指定していなければ(今回

のケース)、xclock がノード fred 上でダウンするとただちに代替ノード ginger にフェイルオーバーします。
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SERVICE_RESTART[0]="-r 3"のように指定すると同一ノード上で 3 回まで再起動を試み、4 回目にダウンしたときに初めて代替

ノード ginger にフェイルオーバーします。さらに、SERVICE_RESTART[0]="-R"と指定すると同一ノード上で何回でも再起動を

試みます。 

 

9.1.3. パッケージコントロールスクリプトの配布 

パッケージ構成ファイルの整合性の検証が行われたら、パッケージコントロールスクリプトをクラスターの各ノードに配布しま

す。今回の場合、ここまでの作業はノード fred 上で行っているため、/etc/cmcluster/pkg1/pkg1.sh は fred 上にのみ存在し

ます。これをノード ginger にコピーします。 

 

まず ginger 上に/etc/cmcluster/pkg1 というディレクトリを作成して、ディレクトリパーミッションを 755 に設定します。 

 

# mkdir /etc/cmcluster/pkg1 

# chmod 755 /etc/cmcluster/pkg1 

 

次に fred 上から ginger にパッケージコントロールスクリプトをコピーします。 

 

# rcp /etc/cmcluster/pkg1/pkg1.sh ginger:/etc/cmcluster/pkg1/pkg1.sh 

 

なお、パッケージ構成ファイルはクラスター内の各ノードに存在する必要はありません。しかし、バックアップという意味で、あ

るいは ginger 上でもパッケージの構築操作を行えるようにしておきたいという場合には、パッケージ構成ファイルも ginger に

コピーしておくとよいでしょう。 

 

9.1.4. パッケージ構成ファイルの整合性の検証 

cmcheckconf コマンドにより、パッケージ構成ファイルの整合性の検証を行います。 

 

# cmcheckconf -v -P /etc/cmcluster/pkg1/pkg1.conf 

 

ここで、整合性の検証が行われているのがパッケージ構成ファイルのみであり、パッケージコントロールスクリプトについては検

証は行われないことに注意してください。パッケージコントロールスクリプトの記述に問題がある場合には、パッケージが正しく

起動しなかったりといった問題が発生します。その場合には、パッケージコントロールスクリプトのデバッグを行うわけですが、

その際、パッケージコントロールスクリプトのログファイル (今回の場合、/etc/cmcluster/pkg1/pkg1.sh.log という名前で作

成されます) の内容が参考になります。 

 

9.1.5. パッケージの構築 

最後に cmapplyconf コマンドによりパッケージを構築してクラスターに組み込みます。 

 

# cmapplyconf -v -P /etc/cmcluster/pkg1/pkg1.conf 

 

以上でパッケージの構築作業は終了です。クラスターを cmruncl コマンドによって起動すると、パッケージが自動的に起動しま

す。 

 

# cmruncl -v 
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9.2. モジュラーパッケージによるパッケージの作成 

 

9.2.1. パッケージモジュール 

モジュラーパッケージでは、各々のパッケージは、パッケージモジュールとして管理されます。Serviceguard が提供しているモ

ジュールには、パッケージを作成する場合に使用する cmmakepkg コマンド実行時に必ず指定しなければならない基本モジュー

ルと、必要に応じて指定するオプショナルモジュールがあります。基本モジュールには以下のものがあります。 

 

 failover 

作成するパッケージがフェイルオーバパッケージであることを指定します。 

 multi_node 

作成するパッケージがマルチノードパッケージであることを指定します。 

 system_multi_node 

作成するパッケージがシステムマルチノードパッケージであることを指定します。 

 

オプショナルモジュールには以下のものがあります。 

 

 dependency 

作成するパッケージが、他の 1 個または複数個のパッケージに依存する場合に指定します。 

 monitor_subnet 

作成するパッケージに対して監視するサブネットが存在する場合に指定します。 

 package_ip 

作成するフェイルオーバパッケージに対して与えるリロケータブル IP アドレスが存在する場合に指定します。 

 service 

作成するパッケージ内でアプリケーションプログラムを実行する場合に、そのアプリケーションのサービスを指定します。 

 resource 

作成するパッケージに対して、EMS(Event Monitoring Service)を使用してリソースを監視する場合に指定します。 

 volume_group 

作成するパッケージが LVM または VxVM 上のファイルシステムをマウントする場合、あるいは CVM を使用し、かつ CFS

を使用しない場合に指定します。 

 filesystem 

作成するパッケージが使用するファイルシステムに対するパラメータ(ファイルシステム名、マウントポイントなど)を指定し

ます。 

 pev 

作成するパッケージが使用する外部スクリプトに渡す環境変数を指定します。 

 external_pre 

作成するパッケージの起動中にはボリュームグループおよびディスクグループがアクティブ化される直前に、停止中にはボ

リュームグループおよびディスクグループが非アクティブ化された直後に実行されるスクリプトを指定します。 

 external 

作成するパッケージの起動時、および停止時に実行される外部スクリプトを指定します。 

 acp 

作成するパッケージに対するアクセスコントロールポリシーを指定します。 
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 all 

作成するパッケージに対するすべてのパラメータを設定可能にしたい場合に指定します。 

 default 

cmmakepkg コマンドを基本モジュールを指定せずに実行する場合に指定します。このモジュールは all モジュールへのシ

ンボリックリンクとなっています。 

 

モジュラーパッケージにおいては、cmmakepkg コマンドの実行時に必要なパッケージのモジュールを選択してパッケージ構成

ファイルのテンプレートを作成した後に、これを編集し、cmcheckconf コマンドと cmapplyconf コマンドによって実際にパ

ッケージを作成すればいいことになります。 

 

9.2.2. パッケージ構成ファイルの作成 

xclock をサービスとして持つパッケージを pkg1 という名前で作成します。パッケージ構成ファイルは上述のレガシーパッケー

ジの場合と同様に、まず cmmakepkg コマンドを使用してパッケージ構成ファイルのテンプレートを作成し、後からこれを修正

するという方法で作成します。以下に手順を示します。 

 

/etc/cmcluster 以下に pkg1 という名前のディレクトリを作成してディレクトリパーミッションを 755 に設定します。 

 

# mkdir /etc/cmcluster/pkg1 

# chmod 755 /etc/cmcluster/pkg1 

 

パッケージ構成ファイルのテンプレートを作成します。パッケージ pkg1 はフェイルオーバタイプのパッケージなので基本モジュ

ールとして failover を指定します。また、以下のオプショナルモジュールを指定します。 

 

 package_ip 

パッケージ IP アドレスを使用するために指定します。 

 monitor_subnet 

使用するサブネットを監視するために指定します。 

 service 

サービス用のアプリケーションプログラム xclock を使用するために指定します。 

 volume_group 

パッケージ用のデータのためのボリュームグループを使用するために指定します。 

 filesystem 

共有データをファイルシステム上に置くために指定します。 

 

以上のモジュールを指定して、cmmakepkg によりパッケージ構成ファイルのテンプレートを作成します。 

 

# cmmakepkg -n pkg1 \ 

-m sg/failover \ 

-m sg/package_ip \ 

-m sg/monitor_subnet \ 

-m sg/service \ 

-m sg/volume_group \ 

-m sg/filesystem /etc/cmcluster/pkg1/pkg1.conf 
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これで/etc/cmcluster/pkg1/pkg1.conf という名前でパッケージ構成ファイルのテンプレートが作成されます。このファイル

を編集して以下のようにします。太字で示した行が編集した部分です。 

 

# ********************************************************************** 

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

# ********************************************************************** 

# ******* Note: This file MUST be edited before it can be used. ******** 

# * For complete details about package parameters and how to set them, * 

# * consult the Serviceguard manual.  

# ********************************************************************** 

#  

# "package_name" is the name that is used to identify the package. 

#      

# Package names must be unique within a cluster. 

#      

# Legal values for package_name: 

#   Any string that starts and ends with an alphanumeric character, and  

#   contains only alphanumeric characters, dot(.), dash(-), or underscore(_)  

#   in between. 

#   Maximum length is 39 characters.  

#        

 

package_name   pkg1 

 

# "module_name" specifies the package module from which  

# this package was created. Do not change the module_name.  

#  

# "module_version" indicates the version of the module included in the 

# package configuration file. Do not change "module_version". 

#      

# Legal values for module_name:  

# Legal values for module_version: (value >=  0). 

 

module_name   sg/basic 

module_version   1 

module_name   sg/failover 

module_version   1 

module_name   sg/priority 

module_version   1 

module_name   sg/package_ip 

module_version   1 

module_name   sg/monitor_subnet 

module_version   1 

module_name   sg/service 

module_version   1 

module_name   sg/volume_group 

module_version   1 

module_name   sg/filesystem 

module_version   1 

 

# "package_type" is the type of package. 

#      

# The package_type attribute specifies the behavior for this 

# package. Legal values and their meanings are: 

#  

#     failover     package runs on one node at a time and if a failure 

#                  occurs it can switch to an alternate node. 

#  
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#     multi_node   package runs on multiple nodes at the same time and 

#                  can be independently started and halted on 

#                  individual nodes. Failures of package components such 

#                  as services, EMS resources  or subnets, will cause 

#                  the package to be halted only on the node on which the 

#                  failure occurred. Relocatable IP addresses cannot be 

#                  assigned to "multi_node" packages. 

#  

#     system_multi_node 

#                  package runs on all cluster nodes at the same time. 

#                  It cannot be started and halted on individual nodes. 

#                  Both "node_fail_fast_enabled" and "auto_run"  

#                  must be set to "yes" for this type of package. All  

#                  "services" must have "service_fail_fast_enabled" set  

#                  to "yes". system_multi_node packages are only 

#                  supported for use by applications provided by 

#                  Hewlett-Packard. 

#  

#  

#       Since "multi_node" and "system_multi_node" packages can run on more 

#       than one node at a time and do not failover in the event of a 

#       package failure, the following parameters cannot be 

#       specified when configuring packages of these types: 

#  

#          failover_policy 

#          failback_policy 

#  

#       Since an IP address cannot be assigned to more than one node at a 

#       time, relocatable IP addresses cannot be assigned to "multi_node" 

#       packages.  If volume groups are used in a "multi_node" package, 

#       they must be activated in a shared mode, leaving the application 

#       responsible for data integrity.  

#  

#       Shared access requires a shared volume manager. 

#  

#       The default value for "package_type" is "failover". 

#      

# Legal values for package_type: failover, multi_node, system_multi_node. 

 

package_type   failover 

 

# "node_name" specified which nodes this package can run on. 

#      

# Enter the names of the nodes configured to run this package, repeat 

# this line for each cluster member node configured to run this package.  

#  

# NOTE: The order in which the nodes are specified here determines the 

# order of priority when Serviceguard is deciding where to run the 

# package. 

#         

# Example : node_name  first_priority_node 

#           node_name  second_priority_node 

#  

# If all nodes in the cluster can run the package, and order is not 

# important, specify "node_name *". 

#  

# Example : node_name  * 

#      

# Legal values for node_name: 
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#   "*", or any node name in the cluster. 

#   "node name" is any string that starts and ends with an alphanumeric  

#   character, and contains only alphanumeric characters, dot(.), dash(-),  

#   or underscore(_) in between. 

#   Maximum name length is 39 characters.  

#        

 

node_name   fred 

node_name   ginger 

 

# "auto_run" defines whether the package is to be started when the 

# cluster is started, and if it will fail over automatically. 

#      

# Possible values are "yes" and "no". 

# The default for "auto_run" is "yes", meaning that the package will be 

# automatically started when the cluster is started, and that, in the 

# event of a failure the package will be started on an adoptive node. 

# If "auto_run is "no", the package is not started when the cluster 

# is started, and must be started with the cmrunpkg command. 

#  

# "auto_run" replaces "pkg_switching_enabled". 

#      

# Legal values for auto_run: yes, no. 

 

auto_run   yes 

 

# "node_fail_fast_enabled" will cause the node to fail if the package fails. 

#      

# Possible values are "yes" and "no".  The default for 

# "node_fail_fast_enabled" is "no".  In the event of failure, if 

# "node_fail_fast_enabled" is set to "yes", Serviceguard will halt the 

# node on which the package is running. All system multi-node packages 

# must have "node_fail_fast_enabled" set to "yes". 

#   

#      

# Legal values for node_fail_fast_enabled: yes, no. 

 

node_fail_fast_enabled   no 

 

# "run_script_timeout" is the number of seconds allowed for the package to start. 

# "halt_script_timeout" is the number of seconds  allowed for the package to halt. 

#      

# If the start or halt function has not completed in the specified 

# number of seconds, the function will be terminated. The default is 

# "no_timeout".  Adjust the timeouts as necessary to permit full 

# execution of each function. 

#  

# Note: The "halt_script_timeout" should be greater than the sum of 

# all "service_halt_timeout" values specified for all services. 

#      

# Legal values for run_script_timeout: no_timeout, (value > 0). 

 

run_script_timeout   no_timeout 

 

# Legal values for halt_script_timeout: no_timeout, (value > 0). 

 

halt_script_timeout   no_timeout 

 

# "successor_halt_timeout" limits the amount of time 
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# Serviceguard waits for packages that depend on this package  

# ("successor packages") to halt, before running the halt script of this  

# package. 

#       

# Permissible values are 0 - 4294 (specifying the maximum 

# number of seconds Serviceguard will wait). 

# The default value is "no_timeout", which means Serviceguard 

# will wait as long as it takes for the successor packages to halt. 

# A timeout of 0 indicates that this package will halt without 

# waiting for successors packages to halt 

# Example:  

# successor_halt_timeout   no_timeout 

# successor_halt_timeout   60 

#       

# Legal values for successor_halt_timeout: no_timeout, ( (value >= 0) && (value <= 4294) ). 

 

successor_halt_timeout   no_timeout 

 

# "script_log_file" is the full path name for the package control script log  

# file. The maximum length of the path name is MAXPATHLEN characters long. 

#      

# If this parameter is not set, script output is sent to 

# $SGRUN/log/.log. 

#  

#      

# Legal values for script_log_file:  

 

script_log_file   $SGRUN/log/$SG_PACKAGE.log 

 

# "operation_sequence" defines the order in which the individual script  

# programs will be executed in the package start action. The package halt action 

# will be executed in the reverse order. 

#  

# This attribute or list must not be modified. It is not supported if modified.  

#      

# Legal values for operation_sequence:  

 

operation_sequence   $SGCONF/scripts/sg/volume_group.sh 

operation_sequence   $SGCONF/scripts/sg/filesystem.sh 

operation_sequence   $SGCONF/scripts/sg/package_ip.sh 

operation_sequence   $SGCONF/scripts/sg/service.sh 

 

# "log_level" controls the amount of information printed 

# during validation and package startup or shutdown time.  

#       

# "log_level" controls the amount of information printed to stdout when 

# the package configuration is validated, and to the script_log_file 

# when the package starts up and shuts down. Legal values are 0 through 

# 5, where 0 is the least amount of logging and 5 is the most. log_level 

# 5 includes all information from level 0 to 5.  The default value is 0. 

#  

#  

#      Level 0 : user visible informative messages 

#      Level 1 : slightly more detail user visible informative messages 

#      Level 2 : messages provide logic flow 

#      Level 3 : messages provide detailed data structure information 

#      Level 4 : debugging information that provides detailed data 

#      Level 5 : function call flow 

#      
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# Legal values for log_level: ( (value >= 0) && (value <= 5) ). 

 

#log_level    

 

# "failover_policy" is the policy to be applied when package fails. 

#      

# This policy will be used to select a node whenever the package needs 

# to be started or restarted.  The default policy is "configured_node". 

# This policy means Serviceguard will select nodes in priority order 

# from the list of "node_name" entries. 

#  

# The alternative policy is "min_package_node". This policy means 

# Serviceguard will select from the list of "node_name" entries the 

# node, which is running fewest packages when this package needs to 

# start. 

#      

# Legal values for failover_policy: configured_node, min_package_node. 

 

failover_policy   configured_node 

 

# "failback_policy" is the action to take when a package is not running 

# on its primary node. 

#      

# This policy will be used to determine what action to take when a 

# package is not running on its primary node and its primary node is 

# capable of running the package. The default policy is "manual".  The 

# "manual" policy means no attempt will be made to move the package back 

# to its primary node when it is running on an adoptive node. 

#  

# The alternative policy is "automatic". This policy means Serviceguard 

# will attempt to move the package back to its primary node as soon as 

# the primary node is capable of running the package. 

#  

#      

# Legal values for failback_policy: manual, automatic. 

 

failback_policy   manual 

 

# The "priority" parameter specifies the priority of the package. 

#      

# This is an optional parameter. Valid values are a number between 

# 1 and 3000 or no_priority.  Default is no_priority. 

# A smaller number indicates higher priority. A package with a 

# numerical priority has higher priority than a package with no_priority. 

#  

# If a number is specified, it must be unique in the cluster. 

# To help assign unique priorities, HP recommends you use 

# priorities in increments of 20. This will allow you 

# to add new packages without having to reassign priorities. 

#  

# Multi-node and System multi-node package cannot be assigned a priority.  

#  

# This parameter is used only when a package depends on other packages, 

# or other packages depend on this package, but can be specified even 

# when no dependencies have yet been configured. 

# If priority is not configured, the package is assigned the default 

# priority value, no_priority. 

#  

# Serviceguard gives preference to running the higher priority package. 
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# This means that, if necessary and if package switching is enabled, 

# Serviceguard will halt a lower priority package which is already 

# running, and restart it on another node, in order to run a 

# higher priority package that directly or indirectly depends on it. 

#  

# For example, suppose package pkg1 depends on package pkg2 to 

# be up on the same node, both have package switching enabled 

# and both are currently up on node node1. If pkg1 needs to 

# fail over to node2, it will also need pkg2 to move to node2. 

# If pkg1 has higher priority than pkg2, it can force pkg2 to  

# move to node2. Otherwise, pkg1 cannot fail over because pkg2 is 

# running on node1. 

# Examples of package priorities and failover results: 

#  

#        pkg1 priority     pkg2 priority    results 

#        20                40               pkg1 is higher; fails over 

#        40                20               pkg1 is lower; will not fail over 

#        any number        no_priority      pkg1 is higher; fails over 

#        no_priority       no_priority      equal priority; will not fail over 

#        no_priority       any number       pkg1 is lower; will not fail over 

#      

# Legal values for priority: no_priority, ( (value >= 1) && (value <= 3000) ). 

 

priority   no_priority 

 

# ip subnets and addresses 

#  

# "ip_subnet" and "ip_address" specify subnets and  

# IP addresses used by this package. 

#       

# Enter the network subnet name that is to be used by this package, 

# along with all the relocatable IP addresses on this subnet to be used  

# by this package. Repeat these lines as necessary for additional subnet  

# names and relocatable IP addresses. The subnets and relocatable  

# addresses can be IPv4 or IPv6, or a mix of both. 

#  

# For example, if this package uses a subnet 192.10.25.0 and 2 IP  

# addresses 192.10.25.12 and 192.10.25.13 enter: 

#     ip_subnet           192.10.25.0 

#     # (netmask=255.255.255.0) 

#     ip_address          192.10.25.12 

#     ip_address          192.10.25.13 

#  

# Hint: Run "netstat -i" and look at the Network field to see the  

# available subnets. 

#  

# For example, if this package uses two IPv6 addresses 2001::1/64 and 2001::2/64,  

# the address prefix identifies the subnet as 2001::/64, which is an available 

# subnet. 

# Enter: 

#     ip_subnet           2001::/64 

#     # (netmask=ffff:ffff:ffff:ffff::) 

#     ip_address          2001::1 

#     ip_address          2001::2 

#  

# Alternatively the IPv6 IP/Subnet pair can be specified without the prefix  

# for the IPv6 subnet. 

# Enter: 

#     ip_subnet           2001::  
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#     # (netmask=ffff:ffff:ffff:ffff::) 

#     ip_address          2001::1 

#     ip_address          2001::2 

#  

# Hint: In this case, run "netstat -i" and look at the address prefixes 

# to find the available IPv6 subnets. 

#  

# Note that "ip_address" specifies a relocatable IP address, which will  

# be added and removed when the package starts and halts. 

#  

# "ip_subnet" replaces the legacy package control script parameter "subnet". 

# "ip_address" replaces the legacy package control script parameter "ip". 

#       

# Legal values for ip_subnet: ＜Any String＞ 

# Legal values for ip_address: ＜Any String＞ 

 

ip_subnet   192.39.48.0 

ip_address   192.39.51.100 

 

# "local_lan_failover_allowed" will allow LANs to be switched locally. 

#      

# Possible values are "yes" and "no". 

# The default for "local_lan_failover_allowed" is "yes".  In the event of a 

# failure, this permits the Serviceguard to switch LANs locally 

# (transfer to a standby LAN card).  Adjust as necessary. 

#  

# "local_lan_failover_allowed" replaces "net_switching_enabled". 

#      

# Legal values for local_lan_failover_allowed: yes, no. 

 

local_lan_failover_allowed   yes 

 

# "monitored_subnet" specifies the addresses of subnets that are to be 

#  monitored for this package. 

#      

# Enter the network subnet name that is to be monitored for this package. 

# Repeat this line as necessary for additional subnet names.  If any of 

# the subnets defined goes down, the package will be switched to another 

# node that is configured for this package and has all the defined subnets 

# available. 

#  

# "monitored_subnet" replaces "subnet". 

#  

# The monitored_subnet names can be IPv4 or IPv6, or a mix of both. 

#  

#  Example :  

#     monitored_subnet           192.10.25.0    # (netmask=255.255.255.0) 

#     monitored_subnet           2001::/64      # (netmask=ffff:ffff:ffff:ffff::) 

#     monitored_subnet           2001::         # (netmask=ffff:ffff:ffff:ffff::) 

#      

# Legal values for monitored_subnet:  

 

monitored_subnet   192.39.48.0 

 

# "cluster_interconnect_subnet" specifies subnets that are to be monitored for  

#  a SGeRAC multi-node package. 

#      

# This parameter requires an IPV4 address. cluster_interconnect_subnets  

# can be configured only for multi_node packages in SGeRAC configurations. 
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#  

# Legal values for cluster_interconnect_subnet:  

 

#cluster_interconnect_subnet    

 

# Services: A service is an long lived (daemon) executable which 

# Serviceguard will monitor while the package is up. 

#  

# "service_name", "service_cmd", "service_restart", "service_fail_fast_enabled"  

# and "service_halt_timeout" specify a service for this package. 

#      

# "service_cmd" is the command line to be executed to start the service. 

#  

# The value for "service_restart" can be "unlimited", "none" or any 

# positive integer value. If the value is "unlimited" the service will be 

# restarted an infinite number of times. If the value is "none", the 

# service will not be restarted. If the value is a positive integer, 

# the service will be restarted the specified number of times 

# before failing. The default is "none". 

#  

# The value for "service_fail_fast_enabled" can be either "yes" or  

# "no".  The default is "no". If "service_fail_fast_enabled" is set to  

# "yes", and the service fails, Serviceguard will halt the node on which 

# the service is running. 

#  

# "service_halt_timeout" is a number of seconds. 

# This timeout is used to determine the length of time      

# Serviceguard will wait for the service to halt before a SIGKILL signal  

# is sent to force the termination of the service.  In the event of a  

# service halt, Serviceguard will first send a SIGTERM signal to  

# terminate the service.  If the service does not halt, Serviceguard will 

# wait for the specified "service_halt_timeout", then send 

# the SIGKILL signal to force the service to terminate.  

# This timeout value should be large enough to allow all cleanup 

# processes associated with the service to complete.  If the    

# "service_halt_timeout" is not specified, a zero timeout will be 

# assumed, meaning the cluster software will not wait at all    

# before sending the SIGKILL signal to halt the service.        

#  

# Example:  

#     service_name               service_1a            

#     service_cmd                "/usr/bin/X11/xclock -display 192.10.25.54:0" 

#     service_restart            none 

#     service_fail_fast_enabled  no                    

#     service_halt_timeout       300                   

#  

#     service_name               service_1b 

#     service_cmd                "/usr/bin/X11/xload -display 192.10.25.54:0" 

#     service_restart            2 

#     service_fail_fast_enabled  no                    

#     service_halt_timeout       300                   

#  

#     service_name               service_1c 

#     service_cmd                "/usr/sbin/ping node_a" 

#     service_restart            unlimited 

#     service_fail_fast_enabled  no                    

#     service_halt_timeout       300                   

#  

# Note: Default shell is /usr/bin/sh. 
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#      

# Legal values for service_name: 

#   Any string that starts and ends with an alphanumeric character, and  

#   contains only alphanumeric characters, dot(.), dash(-), or underscore(_)  

#   in between. 

#   Maximum string length is 39 characters.  

#        

# Legal values for service_cmd:  

# Legal values for service_restart: none, unlimited, (value > 0). 

# Legal values for service_fail_fast_enabled: yes, no. 

# Legal values for service_halt_timeout: (value >= 0). 

 

service_name   xclock 

service_cmd   "/usr/bin/X11/xclock -display 192.39.51.96:0.0" 

service_restart   none 

service_fail_fast_enabled  no 

service_halt_timeout  300 

 

# "concurrent_vgchange_operations" is the number of concurrent volume  

# group operations allowed. 

#       

# Volume, CVM disk and VxVM disk groups 

#  

# concurrent vgchange operations 

# Specify the number of concurrent volume group activations or 

# deactivations to allow during package startup or shutdown. The default 

# is 1.  Setting this value to an appropriate number may improve 

# performance when the package needs to activate or deactivate a large 

# number of volume groups. 

#       

# Legal values for concurrent_vgchange_operations: (value > 0). 

 

concurrent_vgchange_operations   1 

 

# "vgchange_cmd" is the method of activation for LVM volume groups. 

#       

# volume group activation:  

# Specify the method of activation for volume groups. 

# Leave the default (vgchange_cmd  "vgchange -a e") if you want volume 

# groups activated in exclusive mode. This assumes the volume groups have 

# been initialized with "vgchange -c "' at the time of creation. 

#  

# Uncomment the first line (vgchange_cmd  "vgchange -a e -q n"), and comment  

# out the default, if your disks are mirrored on separate physical paths, 

#  

# Uncomment the second line (vgchange_cmd  "vgchange -a e -q n -s"), and  

# comment out the default, if your disks are mirrored on separate physical 

# paths, and you want the mirror resynchronization to occur in parallel 

# with the package startup. 

#  

# Uncomment the third line (vgchange_cmd  "vgchange -a s"), and comment 

# out the default, if you want volume groups activated in shared mode.  

#  

# Uncomment the fourth line (vgchange_cmd  "vgchange -a s -q n"), and comment  

# out the default, if you want volume groups activated in shared mode,  

# and your disks are mirrored on separate physical paths, 

#  

# Uncomment the fifth line (vgchange_cmd  "vgchange -a y") if you wish to  

# use non-exclusive activation mode. Single node cluster configurations 
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# must use non-exclusive activation. 

#  

# vgchange_cmd              "vgchange -a e -q n" 

# vgchange_cmd              "vgchange -a e -q n -s" 

# vgchange_cmd              "vgchange -a s" 

# vgchange_cmd              "vgchange -a s -q n" 

# vgchange_cmd              "vgchange -a y" 

#  

# "vgchange_cmd" replaces the legacy package control script parameter "vgchange". 

#       

# Legal values for vgchange_cmd:  

 

vgchange_cmd   "vgchange -a e" 

 

# "cvm_activation_cmd" is the method of activation for CVM disk groups. 

#       

# CVM disk group activation:  

# Specify the method of activation for CVM disk groups. 

# Leave the default 

# (cvm_activation_cmd  vxdg -g \${DiskGroup} set activation=exclusivewrite) 

# if you want disk groups activated in the exclusive write mode. 

#  

# Uncomment the first line 

# (cvm_activation_cmd  vxdg -g \${DiskGroup} set activation=readonly), 

# and comment out the default, if you want disk groups activated in 

# the readonly mode. 

#  

# Uncomment the second line 

# (cvm_activation_cmd  vxdg -g \${DiskGroup} set activation=sharedread), 

# and comment out the default, if you want disk groups activated in the 

# shared read mode. 

#  

# Uncomment the third line 

# (cvm_activation_cmd  vxdg -g \${DiskGroup} set activation=sharedwrite), 

# and comment out the default, if you want disk groups activated in the 

# shared write mode. 

#  

# cvm_activation_cmd  "vxdg -g \${DiskGroup} set activation=readonly" 

# cvm_activation_cmd  "vxdg -g \${DiskGroup} set activation=sharedread" 

# cvm_activation_cmd  "vxdg -g \${DiskGroup} set activation=sharedwrite" 

#       

# Legal values for cvm_activation_cmd:  

 

cvm_activation_cmd   "vxdg -g \${DiskGroup} set activation=exclusivewrite" 

 

# Volume Recovery 

#  

# "vxvol_cmd" is the method of recovery for mirrored VxVM volumes. 

#       

# When mirrored VxVM volumes are started during the package control 

# startup, and mirror resynchronization is required, the default behavior is for 

# the package control script to wait until the resynchronization has been 

# completed. 

#  

# To allow mirror resynchronization to occur in parallel with 

# the package startup, uncomment the line 

# vxvol_cmd  "vxvol -g \${DiskGroup} -o bg startall" and comment  

# out the default. 

#  
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# vxvol_cmd  "vxvol -g \${DiskGroup} -o bg startall" 

#  

# "vxvol_cmd" replaces the legacy package control script parameter "vxvol". 

#       

# Legal values for vxvol_cmd:  

 

vxvol_cmd   "vxvol -g \${DiskGroup} startall" 

 

# "vg" is used to specify which volume groups are used by this package. 

#       

# volume groups 

#  

# Specify which volume groups are used by this package that do not yet  

# have file systems mounted on them. Copy one of the example vg configuration 

# line and change the name of the volume group. Add additional VG  

# specifications for additional volume groups. 

#  

# For example, if this package uses your volume groups vg01 and vg02, enter: 

#     vg       vg01 

#     vg       vg02 

#  

# The volume group activation method is defined above. Use the parameters 

# in the filesystem module (fs_name, etc.) to specify the filesystems 

# associated with these volume groups. 

#       

# Legal values for vg: /^[0-9A-Za-z\/][0-9A-Za-z_.\-\/]*[0-9A-Za-z]$/, /^[0-9A-Za-z]$/. 

 

vg   vgdata 

 

# CVM disk groups 

#  

# "cvm_dg" is to specify which cvm disk groups are used by this package. 

#       

# Specify which CVM disk groups are used by this package. Copy the one 

# of the line from the example and change the name to be your first  

# disk group. You must specify cvm disk groups whether file systems  

# are mounted or not.  Add additional "cvm_dg" specifications for  

# additional cvm disk groups. 

#  

# For example, if this package uses your disk groups dg01 and dg02, enter: 

#     cvm_dg    dg01 

#     cvm_dg    dg02 

#  

# The CVM disk group activation method is defined above. The filesystems 

# associated with these volume groups can be specified with the filesystem 

# module. 

#       

# Legal values for cvm_dg: /^[0-9A-Za-z][0-9A-Za-z_.\-]*[0-9A-Za-z]$/, /^[0-9A-Za-z]$/. 

 

#cvm_dg    

 

# VxVM disk groups 

#  

# "vxvm_dg" is used to specify which VxVM disk groups are used by this package. 

#       

# Enter the name of VxVM disk group that is used by this package and 

# that does not have file systems mounted on it. Repeat this line for 

# each additional VxVM disk group. 

#  
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# For example, if this package uses your disk groups dg01 and dg02, enter: 

#     vxvm_dg    dg01 

#     vxvm_dg    dg02 

#  

# The cvm disk group activation method is defined above. 

#  

# NOTE: A package can have a mix of LVM volume groups, CVM disk groups and VxVM  

#       disk groups. 

#  

# NOTE: When VxVM is initialized it will store the hostname of the 

#       local node in its volboot file in a variable called 'hostid'. 

#       The Serviceguard package control scripts use both  

#       the hostname(1m) command and the VxVM hostid. This means you  

#       must make sure that the VxVM hostid matches the output of the 

#       hostname(1m) command. 

#  

#       If you modify the local host name after VxVM has been 

#       initialized and such that hostname(1m) does not equal the 

#       name returned by uname -n, you need to use the vxdctl(1m)  

#       command to set the VxVM hostid field to the value of  

#       hostname(1m). Failure to do so will result in the package  

#       failing to start. 

#       

# Legal values for vxvm_dg: /^[0-9A-Za-z][0-9A-Za-z_.\-]*[0-9A-Za-z]$/, /^[0-9A-Za-z]$/. 

 

#vxvm_dg    

 

# "deactivation_retry_count" specifies the number of deactivation retries 

# at package shutdown.. 

#       

# volume group and disk group deactivation retry count 

#  

# Specify the number of deactivation retries for each disk group and volume  

# group. 

#  

# The default is 2.  

#      

# Legal values for deactivation_retry_count: (value >= 0). 

 

deactivation_retry_count   2 

 

# "kill_processes_accessing_raw_devices" specifies whether to kill processes  

# accessing raw devices at package halt time. 

#       

# Raw Devices 

#  

# If raw devices are still being accessed at package halt time, volume 

# group or disk group deactivation can fail, causing the package halt to 

# also fail. This problem usually happens when the application does not 

# shut down properly. 

#  

# Note that if you are using Oracle's Cluster Ready Service, killing this  

# service could cause the node to reboot.  

#  

# The value that is set for this parameter affects all raw devices associated  

# with the LVM volume groups and CVM disk groups defined in the package.  

#  

# The default is "no".  

#      
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# Legal values for kill_processes_accessing_raw_devices: yes, no. 

 

kill_processes_accessing_raw_devices   no 

 

# "concurrent_fsck_operations" specifies the number of concurrent fsck 

# operations. 

#       

# FILESYSTEMS 

#  

# Filesystems are defined by entries specifying the logical volume, the 

# mount point, the options for mount, umount and fsck, and the type of 

# the file system. 

# Each filesystem will be fsck'd prior to being mounted. The filesystems  

# will be mounted in the order specified during package startup and will  

# be unmounted in reverse order during package shutdown. Ensure that  

# volume groups referenced by the logical volume definitions below are  

# included in volume group definitions ("vg") above. 

#  

# concurrent_fsck_operations 

#  

# Specify the number of concurrent fsck operation to allow during 

# package startup.  Setting this value to an appropriate number may 

# improve performance if a large number of file systems need to be 

# checked. The default is 1. 

#       

# Legal values for concurrent_fsck_operations: (value > 0). 

 

concurrent_fsck_operations   1 

 

# "concurrent_mount_and_umount_operations" specifies 

# the number of concurrent mounts and umounts to allow during 

# package startup and shutdown. 

#       

# Setting this value to an appropriate number may improve the performance 

# if the package needs to mount and un-mount a large number of file 

# systems. The default is 1. 

#  

# Example:  If a package uses 50 JFS filesystems, pkg01aa through pkg01bx, 

# which are mounted on the 50 logical volumes lvol1..lvol50 for read and write 

# operation, you may enter the following: 

#  

#      concurrent_fsck_operations 50 

#      concurrent_mount_and_umount_operations 50 

#  

#      fs_name /dev/vg01/lvol1 

#      fs_directory /pkg01aa 

#      fs_mount_opt "-o rw" 

#      fs_umount_opt "-s" 

#      fs_fsck_opt "-s" 

#      fs_type "vxfs" 

#  

#      fs_name /dev/vg01/lvol2 

#      fs_directory /pkg01ab 

#      fs_mount_opt "-o rw" 

#      fs_umount_opt "-s" 

#      fs_fsck_opt "-s" 

#      fs_type "vxfs" 

#  

#      : 
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#      : 

#      : 

#  

#      fs_name /dev/vg01/lvol50 

#      fs_directory /pkg01bx 

#      fs_mount_opt "-o rw" 

#      fs_umount_opt "-s" 

#      fs_fsck_opt "-s" 

#      fs_type "vxfs" 

#       

# Legal values for concurrent_mount_and_umount_operations: (value > 0). 

 

concurrent_mount_and_umount_operations   1 

 

# "fs_mount_retry_count" specifies the number of mount retries. 

#       

# The default is 0. During startup, if a mount point is busy  

# and "fs_mount_retry_count" is 0, package startup will fail and  

# the script will exit with 1.  If a mount point is busy and 

# "fs_mount_retry_count" is greater than 0, the script will attempt  

# to kill the user process responsible for the busy mount point  

# ("fuser -ku") and then mount the file system.  It will  

# do this the number of times specified in "fs_mount_retry_count". 

# If the mount still fails after this number of attempts, the script 

# will exit with 1. 

#  

#       

# Legal values for fs_mount_retry_count: (value >= 0). 

 

fs_mount_retry_count   0 

 

# "fs_umount_retry_count" specifies the number of unmount retries for 

# each filesystem during package shutdown. 

#       

# The default is 1.  During package halt time, if a mount point is busy 

# the script will attempt to kill the user responsible for the busy 

# mount point and then umount the file system.  It will attempt to kill 

# user and retry umount, for the number of times specified in 

# "fs_umount_retry_count".  If the umount still fails after this number 

# of attempts, the script will exit with 1. 

#  

# NOTE: The script will execute "fuser -ku" to free up busy mount point by 

# default. 

#  

# "fs_umount_retry_count" replaces the legacy package control script 

# parameter "fs_umount_count". 

#       

# Legal values for fs_umount_retry_count: (value > 0). 

 

fs_umount_retry_count   1 

 

# "fs_name", "fs_directory", "fs_mount_opt", "fs_umount_opt", "fs_fsck_opt", and  

# "fs_type" specify the filesystems which are used by this package. 

#       

# Note: The "fs_type" parameter lets you specify the type of filesystem to be  

# mounted. Specifying a particular "fs_type" will improve package failover time.   

# The "fsck_opt" and "fs_umount_opt" parameters can be used to include the  

# -s option with the fsck and umount commands to improve performance for  

# environments that use a large number of filesystems. (An example of a  
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# large environment is given below following the description of the  

# "concurrent_mount_and_umount_operations" parameter.) 

#  

# Example: If a package uses two JFS filesystems, pkg01a and pkg01b,  

# which are mounted on LVM logical volumes lvol1 and lvol2 for read and  

# write operation, you would enter the following: 

#  

#     fs_name          /dev/vg01/lvol1 

#     fs_directory     /pkg01a 

#     fs_type          "vxfs" 

#     fs_mount_opt     "-o rw" 

#     fs_umount_opt    "" 

#     fs_fsck_opt      "" 

#  

#     FS_NAME          /dev/vg01/lvol2 

#     FS_DIRECTORY     /pkg02a 

#     FS_TYPE          "vxfs" 

#     FS_MOUNT_OPT     "-o rw" 

#     FS_UMOUNT_OPT    "" 

#     FS_FSCK_OPT      "" 

#  

# "fs_name" replaces the legacy package control script parameter "lv". 

#  

# "fs_directory" replaces the legacy package control script parameter "fs". 

#       

# Legal values for fs_name: /^[^"|]+$/. 

# Legal values for fs_directory: /^[^"|]+$/. 

# Legal values for fs_type:  

# Legal values for fs_mount_opt:  

# Legal values for fs_umount_opt:  

# Legal values for fs_fsck_opt:  

 

fs_name   /dev/vgdata/lvol1 

fs_directory  /mnt1 

fs_type   "vxfs" 

fs_mount_opt  "-o rw" 

fs_umount_opt  "" 

fs_fsck_opt  "" 

 

パッケージ名 pkg1 は cmmakepkg コマンドの実行時に指定したとおり pkg1 に設定されています。pkg1 は通常はノード

fred 上で動作し、fred にノード障害が発生した場合は ginger にフェイルオーバーするものとします。したがって、

package_type は failover を使用します。faioover_policy はパッケージのフェイルオーバーの仕方を指定するものです。パッ

ケージ構成ファイルの中で指定した node_name の順にフェイルオーバーさせたい場合は configured_node を、動作している

パッケージ数が最も少ないノードにフェイルオーバーさせたい場合は min_package_node を指定します。ここでは、

node_name のならび(fred、ginger)の順番にフェイルオーバーさせることとし、configured_node を選択しています。

failback_policy はフェイルオーバーしたパッケージの元のノードへの切り戻しを行う際に、手動(manual)で行うか、自動

(automatic)で行うかを指定するパラメータです。ここでは手動、つまり manual を選択しています。クラスター起動時にパッ

ケージも一緒に起動するようにパラメータ auto_run を yes に設定しています。このパッケージのデータ LAN 用の LAN カード

は二重化してあり、Serviceguard のローカルスイッチを有効にするためにパラメータ local_lan_failover を yes に設定してい

ます。パラメータ node_fail_fast_enabled が no に設定してありますが、このように設定しておくと、パッケージ内のアプリケ

ーションになんらかの障害が発生した場合、後述するパッケージコントロールスクリプト内で指定されたパッケージ停止の処理を

行ってから代替ノードへのフェイルオーバーを行います。このパラメータを yes に設定すると、パッケージ内のアプリケーショ
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ンになんらかの障害が発生した場合、そのノードはただちに TOC により停止します。つまり、フェイルオーバーの時間を短くす

ることができます。 

 

モジュラーパッケージの場合は、パッケージの起動は /etc/cmcluster/scripts/mscripts 以下に存在するマスターコントロール

スクリプトによって行われます (これを編集する必要はありません)。このスクリプトのタイムアウト時間を指定する

run_script_timeout と halt_script_timeout はここではデフォルトの no_timeout(タイムアウトなし)にしています。 

 

パッケージに付与する一意的な IP アドレス (リロケータブル IP) と、パッケージが使用するデータ LAN のサブネットアドレスを

指定します。このリロケータブル IP は、パッケージ pkg1 がフェイルオーバーすると一緒に代替ノードに移動します。 

 

ip_subnet   192.39.48.0 

ip_address  192.39.51.100 

 

pkg1 が使用するサブネットを monitored_subnet パラメータに設定して Serviceguard により監視が行われるようにしま

す。 

 

monitored_subnet  192.39.48.0 

 

サービスを定義します。パッケージ構成ファイルで指定したサービス xclock を起動させるコマンドを指定します。 

 

service_name   xclock 

service_cmd   "/usr/bin/X11/xclock -display 192.39.51.96:0.0" 

service_restart   none 

service_fail_fast_enabled  no 

service_halt_timeout  300 

 

パラメータ service_name には xclock を指定しています。この名前は任意に指定できますが、pkg1 が xclock をサービスとし

て持つパッケージなのでこの名前を使用しています。service_restart にはここでは none を指定しています。これは、xclock 

が通常稼動しているノード fred 上でダウンした場合、同一ノード fred 上で何回まで xclock の再起動を試みさせるかの指定を行

うパラメータです。none を指定した場合 (今回のケース)、xclock がノード fred 上でダウンするとただちに代替ノード ginger 

にフェイルオーバーします。service_restart を 3 のように指定すると同一ノード上で 3 回まで再起動を試み、4 回目にダウンし

たときに初めて代替ノード ginger にフェイルオーバーします。さらに、service_restart を unlimited と指定すると同一ノード

上で何回でも再起動を試みます。service_fail_fast_enabled は no に指定しています。このパラメータを yes に指定すると、サ

ービス(この場合 xclock プロセス)に障害(異常終了など)が発生した場合に Serviceguard は TOC を発生させて当該ノードをた

だちに停止させます。また、パラメータ service_halt_timeout を 300 秒に指定しています。Serviceguard はサービスを停止

させる際、最初に SIGTERM シグナルをそのサービスのプロセスに送付します。service_halt_timeout で指定した 300 秒を過

ぎてもサービスプロセスが停止していない場合、Serviceguard は当該プロセスに SIGKILL シグナルを送付します。 

 

本来、ここで作成するパッケージ自体は共有ディスク上のデータを必要としなくとも動作するのですが、今回は共有ボリュームグ

ループもパッケージの一部にすることとして、あらかじめ作成しておいたボリュームグループ /dev/vgdata がアクティブ化され

るように指定します。 

 

vg   vgdata 
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また、パッケージの起動時に論理ボリューム /dev/vgdata/lvol1 上のファイルシステムが /mnt1 にマウントさせるような指定

をします。  

 

fs_name   /dev/vgdata/lvol1 

fs_directory  /mnt1 

fs_type   "vxfs" 

fs_mount_opt  "-o rw"  

fs_umount_opt  "" 

fs_fsck_opt  "" 

 

その他のパラメータは Serviceguard と EMS(Event Monitoring Services)との統合のためのパラメータ、パッケージ依存関係

設定のパラメータです。ここではこれらの説明は省きます。詳細は Serviceguard のマニュアルを参照してください。 

 

9.2.3. パッケージ構成ファイルの整合性の検証 

cmcheckconf コマンドにより、パッケージ構成ファイルの整合性の検証を行います。 

 

# cmcheckconf -v -P /etc/cmcluster/pkg1/pkg1.conf 

 

ここで、整合性の検証が行われているのがパッケージ構成ファイルのみであり、パッケージコントロールスクリプトについては検

証は行われないことに注意してください。パッケージコントロールスクリプトの記述に問題がある場合には、パッケージが正しく

起動しなかったりといった問題が発生します。その場合には、パッケージコントロールスクリプトのデバッグを行うわけですが、

その際、パッケージコントロールスクリプトのログファイル (今回の場合、/var/adm/cmcluster/log/pkg1/pkg1.sh.log と

いう名前で作成されます) の内容が参考になります。 

 

9.2.4. 外部スクリプトの配布 

今回の例では外部スクリプトのモジュール external_script は指定していませんが、サービスの起動などを外部スクリプトで行っ

ている場合には、そのためのスクリプトファイルをクラスターの各ノードに配布します。 

 

なお、パッケージ構成ファイルはクラスター内の各ノードに存在する必要はありません。しかし、バックアップという意味で、あ

るいは ginger 上でもパッケージの構築操作を行えるようにしておきたいという場合には、パッケージ構成ファイルも ginger に

コピーしておくとよいでしょう。 

 

9.2.5. パッケージの構築 

最後に cmapplyconf コマンドによりパッケージを構築してクラスターに組み込みます。 

 

# cmapplyconf -v -P /etc/cmcluster/pkg1/pkg1.conf 

 

以上でパッケージの構築作業は終了です。クラスターを cmruncl コマンドによって起動すると、パッケージも自動的に起動しま

す。 

 

# cmruncl -v 

 

10.クラスターの管理 
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10.1.Serviceguard A.11.17 またはそれ以前のバージョン 

クラスターの管理のために、Serviceguard Manager と呼ばれる GUI 製品があります。これは、http://software.hp.com よ

り無償でダウンロードすることが可能です。 

 

Serviceguard Manager のインストールが終了したら、 

 

# /opt/sgmgr/bin/sgmgr  -c  <clustername> 

 

を実行すると下図のような画面が現れます。Serviceguard Manager の画面からはクラスターの起動、停止、構成やパッケージ

の起動、停止、構成などの管理作業を行うことができます。 

 

 

Serviceguard Manager 

 

10.2.Serviceguard A.11.18 以降のバージョン 

Serviceguard 製品に Serviceguard Manager の最新バージョンがバンドルされています。このバージョンから Serviceguard 

Manager はシステム管理ツールである SMH(System Management Homepage)のプラグインとなっているため Web ブラウ

ザから SMH にサインインした後、クラスターの任意のノードを指定して起動することができます。 

 

Serviceguard Manager をシステムのブート時から使用可能にするためにはクラスターのノード上で次を実行します。 

 

# smhstartconfig -a off -b on 

# /sbin/init.d/hpsmh start 

Serviceguard Manager を起動するためには次の URL にアクセスします。ここで nodename はクラスターの任意のノードで

す。 

 

https://nodename:2381/ (SSL) 

http://nodename:2301/ (no SSL) 

 

SMH にサインオンしてから、Serviceguard という項目内にあるクラスターの欄を選択してください。 

Serviceguard Manager からは、クラスターの監視、管理、構成を行うことができます。 
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ネットワーク＆セキュリティ 

 

―目次― 

HP-UX Secure Shell による安全なリモートアクセス 

このページでは、ホストへの安全なリモートアクセスを提供する HP-UX Secure Shell の紹介および代表的な使用方法につい

て記述します。 

 

Apache-based Web Server インストール 

このページでは、Apache-based Web Server (以下 apache) のインストールと設定について主に HP-UX に依存した部分に

ついてまとめています。 

 

Apache-based Web Server チューニング 

このチューニングノートでは、ディレクティブとモジュールを使用して Apache-based Web Server を構成する方法と、HP-

UX 環境のチューニング方法について説明します。 

 

Apache-based Web Server セキュリティ強化 

HP-UX での標準的なバックアップ/リストアについて解説します。 

 

LDAP による HP-UX アカウントの管理 

LDAP サーバー(Red Hat Directory Server 7.1)を利用して HP-UX のユーザ・アカウント情報を一元管理する方法についてま

とめます。 

 

Tomcat 3.3 チューニング 

Tomcat ベースのサイトを公開する前に必要な手順について説明します。 

 

HP-UX 11i v2 Install Time Security 

HP-UX 11i v2 では、Install Time Security という機能が導入されました。これにより、OS インストール時に数種類のセキュ

リティ設定が選択できます。もちろん、インストール後にセキュリティ設定を運用状況に合わせて、細かく再設定することも可

能です。 

 

HP-UX Network Server Accelerator for HTTP 

HP-UX Network Server Accelerator for HTTP(NSA HTTP) は アクセスされたウェブ・ページの カーネル内部キャッシュを

維持することにより、ウェブサーバーの処理速度を改善するネットワーク機能です。ここでは、インストールの方法や構成例に

ついて説明しています。 
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HP-UX Secure Shell による安全なリモートアクセス 

 

はじめに 

HP-UX Secure Shell は、業界標準の暗号化機能を使って安全なネットワーク経由のデータアクセスを実現し、インターネットを

介した個々の UNIX ホストへのアクセス、ログイン、リモート・シェルの実行、ファイルの転送、および X11 接続やその他の

TCP トラフィックなどを保護します。 

この章では、ホストへの安全なリモートアクセスを提供する HP-UX Secure Shell の紹介および代表的な使用方法について記述

します。 

 

より詳しい使用方法につきましては、マニュアルページやリリースノートなどをご覧ください。 

 

概要 

HP-UX Secure Shell は OpenSSH をベースにしており、以下の機能が提供されます。 

 

 盗聴や改竄がされない、安全なネットワークの利用 

SSH はすべての通信を暗号化します。またトンネリング機能により、telnet や POP3, IMAP など安全でないプロトコルを

暗号化した通信路で使うことも可能です。  

 

 パスワードなどの認証情報をネットワークに流さずに認証を行う 

SSH の証明書認証ではパスワードをネットワークに流しません。  

 

 IP アドレスの詐称や DNS 詐称の検出 

SSH にはホストの認証情報が変化したかどうか調べる機能があります。 

 

 通信データの圧縮(gzip)による遅い回線の効率的な利用 

SSH にはデータを gzip で圧縮して送受信するオプションがあります。 

 

HP-UX Secure Shell の必要性 

Unix のシステムをリモートで使用する際、よく使われるコマンドには、telnet、rlogin、rcp、rexec などがあります。しかし

これらのコマンドには、セキュリティ上の決定的な脆弱性があります。それは、通信されるデータが暗号化されておらずログイン

情報(アカウント名、パスワード)を含む通信内容が そのままネットワーク上を流れてしまうということです。 

 

そのため、第三者がネットワーク上を流れるデータを Sniffer などで直接覗いてログイン情報を入手するといった事が簡単に出来

てしまいます。さらに、インターネットを経由する場合は、目的のホストに対するなりすましといった危険性もあります。また、

内部ネットワークであっても、DNS の設定ミスや IP アドレスの重複などで目的以外のホストに接続してしまうケースもありま

す。 

 

こういった危険性を排除するために、HP-UX 11i では HP-UX Secure Shell が標準的にインストールされるようになりました。 
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HP-UX Secure Shell は、ログイン情報を含め通信されるデータは暗号化されますので、盗聴に非常に強くなります。また、接続

する際そのホストの fingerprint を確認しますので、なりすましなどで不正なホストへ接続されることを防ぎます。 

 

 

 

また、HP-UX 11iv2 から Install Time Security の機能が追加されました。この機能は、HP-UX インストール時に基本的なセ

キュリティの設定を行うものですが、Install Time Security の 4 段階のレベルの内、セキュリティ設定を行わない Sec00Tools

以外の レベルでインストールされた HP-UX へのログオンは、SSH プロトコルでのアクセスが必要になります。 

 

レベル SSH 以外のリモートログイン 

Sec00Tools ○ (すべてのユーザで telnet などのリモートログインが可) 

Sec10Host △ (root のリモートログインには SSH が必要、一般ユーザは telnet 可) 

Sec20MngDMZ × (すべてのユーザのリモートログインに SSH が必要) 

Sec30DMZ × (すべてのユーザのリモートログインに SSH が必要) 

 

このように、Install Time Security を使用してインストールをした hp-ux では、多くの場合で SSH プロトコルでのアクセスが

必要となります。 

 

HP-UX 11iv1 用の HP-UX Secure Shell も http://www.software.hp.com/ からダウンロードすることができます。(11i v2 

/ v3 用の最新の Secure Shell も提供されています。) HP-UX Secure Shell は OpenSSH を ベースにしています。OpenSSH

はバージョンアップによりセキュリティ強化や不具合の修正などが行われ、その変更は随時 HP-UX Secure Shell に反映されま

す。その為 HP-UX Secure Shell がバージョンアップされた際は、 http://www.software.hp.com/ から 新しいバージョンを

入手し、更新することをお勧めします。 

 

インストール 

HP-UX Secure Shell をインストールするには、以下の手順で 

行います。 

 

1. root ユーザとしてログインします。 
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2. http://www.software.hp.com/ から、最新版の HP-UX Secure Shell をダウンロードします。 

 

3. 以下のコマンドを実行します。 

# swinstall -s ＜ダウンロードされた HP-UX Secure Shell デポのフルパス＞ 

 

4. 表示されるソフトウェアリストから T1471AA を選択し、Action メニューから Mark for Install を選択します。 

 

5. マークされたら、Action メニューから Install を選択します。 

 

6. Install Analysis ウィンドウで Status フィールドが Ready になったら OK を選択します。 

 

7. Yes を選択するとインストールが開始され、HP-UX Secure Shell のファイルがコピーされます。 

 

注：インストールの後、sshd デーモンが自動的に実行されます。また、HP-UX Secure Shell のコマンドは /opt/ssh/ディレク

トリにインストールされます 

 

クライアントプログラム 

HP-UX Secure Shell では 以下のクライアントプログラムが/opt/ssh/bin/に提供されます。 

 

ssh ― 安全な通信環境で telnet、rlogin、rexec に代わる機能を提供  

sftp ― 安全な通信環境で ftp に代わる機能を提供  

scp ― 安全な通信環境で rcp に代わる機能を提供 

 

例: ssh [ユーザ名@]ホスト名 

 

それぞれのコマンドについての詳しいコマンドシンタックスは マニュアルページをご覧ください。 

 

接続するホストの fingerprint 

 

登録される fingerprint 情報について 

Secure Shell クライアントを使用する場合は、telnet や rlogin なとを使用する方法と大きくは異なりませんが、最初の接続の

際に接続しようとしているホストの fingerprint の確認を求められます。 

 

$ ssh root@server21 

The authenticity of host 'server21 (XXX.XXX.XXX.XXX)' can't be established. 

RSA key fingerprint is c7:82:85:c9:73:0d:12:a6:91:fb:23:fc:a8:fd:47:9e. 

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? 

 

この確認プロンプトは最初の接続時のみに出力され、yes を選択するとこの fingerprint 情報はローカルファイルに保存され次回

からはプロンプトは出力されません。以降の通信ではホストの fingerprint 情報と記録されている情報とが異なれば、Secure 

Shell クライアントはホストへの接続を拒否します。 
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接続しようとするホストの OS が再インストールされたりすると、fingerprint が変更されてしまいますので、この時はローカル

に保存されている接続対象ホストの fingerprint 情報を削除します。そうするとまた接続時に、対象の fingerprint の確認プロン

プトが出力されます。 

 

HP-UX Secure Shell では、ホストの fingerprint 情報は クライアントマシンのローカルなファイル ＜ホームディレクトリ＞

/.ssh/known_hosts に格納されていますが、このファイルにはそのユーザが Secure Shell で接続したすべてのホストの 

fingerprint 情報が含まれています。そのため fingerprint 情報を削除する場合には エディタでそのファイルを編集し、該当する

ホストの行だけを削除します。ファイルごと削除してしまうとすべての登録済みホストに対する fingerprint 情報が消えてしまい

ますので注意してください。 

 

目的のホストの fingerprint の確認方法 

Secure Shell では最初の接続時に、fingerprint の確認が行われますが、この時正しくないホストを登録してしまっては意味が

ありません。接続するホストの fingerprint を安全な方法で入手しておき、初回接続の際にそれを確認します。 

 

HP-UX Secure Shell では、SSH サーバーの RSA 公開鍵が 以下のディレクトリに登録されています。fingerprint はこの公開鍵

を 変換し 16 進数形式で表現したものです。 

 

/opt/ssh/etc/ssh_host_rsa_key.pub 

 

このファイルの中身は、公開鍵そのものですので、このファイルをそのまま参照しても fingerprint としては、識別できません 

ssh-keygen コマンドを使用して、公開鍵を fingerprint として出力できます。 

 

# ssh-keygen -l -f /opt/ssh/etc/ssh_host_rsa_key.pub 

1024 c7:82:85:c9:73:0d:12:a6:91:fb:23:fc:a8:fd:47:9e /opt/ssh/etc/ssh_host_rsa_key.pub 

 

ssh で接続を行う前に、これを改ざんされない安全な方法で入手しておきます。セキュリティの保たれた電子媒体を使用しても良

いですし、紙に出力して郵送するなどもよい方法でしょう。 

 

代表的な使用方法 

 

認証方法について 

HP-UX Secure Shell の認証にはいくつかの方式がサポートされています。以下はその代表的な認証方法です。(これ以外にもあ

ります) 

 

Password 認証 通常の Password 認証を暗号化したもの。認証の際のパスワードは暗号化されて通信を行う 

Hostbased 認証 
RSA(公開鍵)認証とクライアントホストの認証方法を組み合わせたホスト認証で、RSA 認証と

rsh の.rhosts(.shosts)ファイルを使用した認証方式を用いる。（ホスト単位で認証） 



106 

HP-UX システム環境設定時のヒント集 

 
 

PublicKey 認証 

RSA 公開鍵式暗号を利用し、公開鍵と秘密鍵のペアでユーザ個人の認証を行う。公開鍵はサ

ーバー側で管理し、秘密鍵とパスフレーズは個人で管理。（SSH を利用した暗号化認証で

は、この方式が最もセキュア） 

対話的認証(S/Key 認証また

は PAM 認証) 
毎回異なるパスワード(one-time パスワード)を用いる。（チャレンジレスポンス認証） 

 

ここでは、簡単な設定方法の Password 認証と、Secure Shell の認証でもっともセキュリティ強度の高い PublicKey 認証を使

用する設定について説明します。 

 

Password 認証のための設定 

これは、通常の unix ログオンと同じく、アカウント名およびパスワードを指定してログオンする方法です。ただし、Password

認証は、アカウント名およびパスワードを知っている人は誰でもログインできてしまうので、セキュリティ強度は強くありませ

ん。 

 

 HP-UX Secure Shell クライアントでの設定 

特に必要ありません。初回接続時のホスト fingerprint 確認のみ 

 HP-UX Secure Shell サーバー設定 

HP-UX Secure Shell サーバーのデフォルト設定では、Password 認証を使ってログイン可能になっています。明示的に設

定する場合は設定ファイル /etc/opt/ssh/sshd_config 内で 以下の設定を行います。 

 

PasswordAuthentication yes 

 

これにより、ssh や sftp などのコマンドで Password 認証でのログインが可能になります。 

 

PublicKey 認証のための設定 

PublicKey 認証では、クライアントの秘密鍵、公開鍵、パスフレーズを使って認証を行います。ログインのためには、クライア

ント上には秘密鍵、サーバー上にはクライアントの公開鍵、ログオン時にパスフレーズの入力が必要になりますので、たとえ第三

者がパスフレーズを入手しても別のクライアントからはログインすることができません。 

 

 HP-UX Secure Shell クライアントでの設定 

以下のコマンドにより、クライアント上で公開鍵、秘密鍵のペアを作成します。作成時にはパスフレーズを指定します。

PublicKey 認証でログインする際にはパスワードの代わりにこのパスフレーズを入力する事になります。 

 

ssh-keygen -t dsa 

 

このコマンドで ＜ホームディレクトリ＞/.ssh/ に公開鍵 id_dsa.pub と 秘密鍵 id_dsa が作成されます。この秘密鍵は誰に

も知られないように管理します。(パーミッションはデフォルトで 600 になっていますので変更しないようにしてくださ

い。) 
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公開鍵 id_dsa.pub は、ログインするサーバーに転送して登録します。公開鍵はその性質上盗聴されても問題ありません

が、転送途中で改ざんされてしまうとそのクライアントからのログインが出来なくなってしまうので、sftp や scp などを使

うほうがよいでしょう。 

 HP-UX Secure Shell サーバー設定 

クライアントで作成された公開鍵の内容を SSH サーバーの 

＜ホームディレクトリ＞/.ssh/authorized_keys ファイルに追加します。authorized_keys には複数のクライアントの公

開鍵がまとめて登録されますので、authorized_keys に id_dsa.pub を直接上書きせず、アペンドするようにします。(ク

ライアントの公開鍵を初めて登録する場合には authorized_keys は存在しません。) 

公開鍵ですので、他の人に見られることは問題ありませんが、壊されると PublicKey 認証でのリモートログインが出来なく

なりますので パーミッションは 600 などにしておきます。 

HP-UX Secure Shell サーバーのデフォルト設定では、PublicKey 認証を使ってのログインも可能になっています。明示的

に設定する場合は設定ファイル /etc/opt/ssh/sshd_config 内で 以下の設定を行います。 

 

PubkeyAuthentication yes 

 

これで、登録されたクライアントから PublicKey 認証でログオン可能になりますが、この状態では、登録されてないクライ

アントからの Password 認証も可能な状態ですので、PublicKey 認証が正常に設定できたら、

/etc/opt/ssh/sshd_config 内で以下のように設定して、Password 認証でのログインを禁止する事をお勧めします。 

 

PasswordAuthentication no 

 

これで、登録されたクライアントからしか リモートログイン出来ない状態になり、よりセキュリティ強度が高まります。 

 

 PublicKey 認証で便利なツール 

HP-UX Secure Shell には他にもいくつかのプログラムが含まれています。  

 

ssh-agent ― PublicKey認証で使われる認証鍵を保持する認証エージェント  

ssh-add ― 認証エージェントに RSA あるいは DSA 秘密鍵を追加 

 

この認証エージェントを使用すると、繰り返し同じホストに対して sftp や scp、 ssh を行う際に、PublicKey 認証のため

のパスフレーズの入力を一度で済ますことが出来ます。 

 認証エージェントを使用しない場合は、その都度パスフレーズの入力が必要になります。 

 認証エージェントは、そのプロセス情報などを環境変数を経由して利用しますので、必ず eval コマンドと併用します。

(eval コマンドが ssh-agent の出力を環境変数に登録します。) 

 

コマンド使用例： 

# eval `ssh-agent` ― 認証エージェントの開始、環境変数などの設定 

# ssh-add ― ここで一度だけパスフレーズの入力が必要 

# ssh host5 ― 以降は、何度 ssh、sftp、scpを使用してもパスフレーズは不要 

: 

# eval `ssh-agent -k` ― 認証エージェントの停止、環境変数のクリア 
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Apache-based Web Server インストール 

 

はじめに 

このページでは、Apache-based Web Server (以下 apache) のインストールと設定について主に HP-UX に依存した部分につ

いてまとめています。apache 自体の詳しい設定方法についてはここでは述べません。  

 

インストール 

アップデート 

設定 

 

インストール 

 

apache のインストール 

HP-UX 11i では、apache は HP-UX OS インストール時にデフォルトでインストールされる設定になっております。そのため、

通常は apache のインストールに関して特別な操作は必要ありません。 

 

もし apache がシステムにインストールされてない場合は、こちら をご覧になり、swinstall を実行して Apache-based Web 

Server をインストールして下さい。また、HP-UX11i v2 以降の場合には、後述する Install Time Security の設定により、

apache を実行/利用できない場合があります。 

 

Install Time Security 

HP-UX 11i v2 では新しく Install Time Security という機能が導入され、 OS インストール時に数種類のセキュリティの設定が

できるようになりました。 Install Time Security は、IP パケットレベルでのフィルタリング、各機能のロックダウンにより OS 

のセキュリティを向上します。  

 

apache は OS のインストール時に標準でインストールされますが、 Install Time Security で Sec10Host 以上のバンドルを選

択した場合、 apache の動作に影響を与えます。  

 

バンドル apache への影響 

Sec00Tools 無し 

Sec10Host deactivate apache 

Sec20MngDMZ deactivate apache + パケットフィルタ（ポート 80 へのアクセス禁止） 

Sec30DMZ deactivate apache + パケットフィルタ（ポート 80 へのアクセス禁止） 
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Sec10Host 以上ではシステム起動時に apache を実行しない設定になります。 (HP-UX 11i コールドインストール直後にはど

のセキュリティレベルでも apache はシステムブート時に起動されない設定になります)  

 

Sec20MngDMZ, Sec30DMZ では apache がデフォルトで使うポート 80 へのアクセスが IPFilter で禁止されるため、外部か

ら apache にアクセスできなくなります。 Sec20MngDMZ 以上のセキュリティレベルを設定し、apache へのアクセスを許可

するためには /etc/opt/sec_mgmt/bastille/ipf.customrules に以下を追加し、ホスト要塞化ツール bastille をバッチモード

で実行します。 

 

pass in quick proto tcp from any to any port = 80 keep state 

 

bastill をバッチモードで実行するには root ユーザで  

 

# /opt/sec_mgmt/bastille/bin/bastille -b 

 

を実行します。 

 

起動と停止 

apache を起動するには root ユーザで  

 

# /opt/hpws/apache/bin/apachectl start 

 

を実行します。  

 

apache を停止するには root ユーザで  

 

# /opt/hpws/apache/bin/apachectl stop 

 

を実行します。  

 

インストール直後の状態では、apache はシステムブート時に起動しません。システムブート時に apache を自動的に起動する

には /etc/rc.config.d/hpws_apacheconf を編集して HPWS_APACHE_START=1 に設定します。  

 

/etc/rc.config.d/hpws_apacheconf  

 

# Apache Web Server configuration file 

 

# Set HPWS_APACHE_START to 1 to have the Apache web-server started by the 

# init process. 

HPWS_APACHE_START=1 ← デフォルトでは 0 (ブート時に起動しない) 

HPWS_APACHE_START_SSL=0  

 

# Set HPWS_APACHE_HOME to the location of the Apache web-server. 

# Default is /opt/hpws/apache 

HPWS_APACHE_HOME=/opt/hpws/apache 

 

ドキュメント 
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Apache-based Web Server のドキュメントは  

 

http://yourserver.com/hp_docs/ 

 

から参照できます。(yourserver.com は apache をインストールしたホスト) 

 

アップデート 

Apache-based Web Server は Open Source の apache をベースにしており、セキュリティ上の問題が発見される事がありま

す。そのため、apache を安全に運用するには HP-UX の Security Bulletein を頻繁に参照し、セキュリティ上問題がある場合

は速やかに新しいバージョンにアップデートしてください。ここでは、apache のアップデート手順を記します。 

 

1. HTML コンテンツ, CGI をバックアップします。 

(注) /opt/hpws/apache/htdocs, /opt/hpws/apache/cgi-bin はアップデートにより上書きされます  

 

2. apache を停止します。  

 

3. # /opt/hpws/apache/bin/apachectl stop 

 

4. 以下の URL から新しい apache のデポファイルをダウンロードします。  

http://www.software.hp.com/cgi-bin/swdepot_parser.cgi/cgi 

/displayProductInfo.pl?productNumber=HPUXWSSUITE  

 

5. swinstall を実行し、apache をインストールします。  

 

6. # swinstall -s <デポファイルの絶対パス> 

 

apache の設定ファイルを変更している場合、新しい設定ファイルは  

 

/opt/hpws/apache/newconfig/<設定ファイルの絶対パス> 

 

にインストールされます。 

 

例えば /etc/rc.config.d/hpws_apacheconf を変更していた場合、新しい hpws_apacheconf は 

/opt/hpws/apache/newconfig/etc/rc.config.d/hpws_apacheconf にインストールされます。 

これは /var/adm/sw/swagent.log から確認できます。  

 

NOTE: A new version of "/etc/rc.config.d/hpws_apacheconf" 

has been placed on the system. 

The new version is located at "/opt/hpws/apache/newconfig/etc/rc.config.d/hpws_apacheconf". 

The existing version of "/etc/rc.config.d/hpws_apacheconf" is not being 

overwritten since it appears that it has been modified by 

the administrator since it was delivered. 

 

必要に応じて /opt/hpws/apache/newconfig/ 以下のファイルを参照して、設定ファイルを修正します。 
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設定 

 

apache のインストール 

apache の設定ファイルは /opt/hpws/apache/conf 以下にインストールされます。 apache の設定を変更するには 

/opt/hpws/apache/conf/httpd.conf を vi などのエディタで直接編集するか、webmin を使って GUI で変更します。ここで

は、webmin による設定方法を紹介します。 

 

まず、root ユーザになり、webmin を起動します。  

 

# /opt/hpws/webmin/webmin-init start 

 

次にブラウザで http://yourserver.com:10000/ にアクセスします。 (yourserver.com は apache をインストールしたホス

ト) 

このときユーザとパスワードの入力を促されるので 、webmin 管理者のユーザとパスワードを入力します。初期設置では、

webmin 管理者のユーザ名とパスワードは以下のようになっています。 

 

User: admin 

Password: hp.com 

 

セキュリティ強化の観点から webmin 管理ユーザのパスワードは必ず変更してください。パスワードを変更するにはブラウザ画

面で>>Admin Settings → Webmin Users とたどり、ユーザリストの admin をクリックします。またこのユーザ設定画面では

Webmin の表示言語を設定できます。表示言語を日本語にするには Language の項目で Japanese（JA_JP.EUC）を選択し、そ

の前のチェックボックスを on にします。 

 

 

 

Apache-based Web Server をクリックします。  
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apache の設定項目が表示され、GUI で簡単に設定を変更できます。 

 

apache を chroot する 

Apache-based Web Server は chroot に対応しています。chroot することにより apache のプロセスが侵入者に乗っ取られ

た場合でも、システムファイルに害を及ぼすことなく最小限の被害に抑えることができます。  

 

apache を chroot するには、bastille(1m)コマンドを実行します。 

(注) HP-UX bastille を GUI で実行するには X サーバーが必要です。  
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左側のペイン(Modules)で Apache を選択し、  

 

Q: Would you like to chroot your Apache Server? 

 

に A: Yes を選択してください。  

 

apache の実行に必要なファイルが /var/jail 以下にコピーされ、 apache は /var/jail に chroot して実行するように 

httpd.conf が書き換えられます。 

 

 

 

Apache-based Web Server チューニング 

 

はじめに 

ここでは、ディレクティブとモジュールを使用して Apache-based Web Server を構成する方法と、HP-UX 環境のチューニン

グ方法について説明します。 

 

ディレクティブの使用方法 

モジュールの使用方法 

HP-UX 環境の構成方法 

 

リンク 
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本内容は、以下のドキュメントおよびその他の文書と社内テストに基いています。 

The Jakarta Project  

 

ディレクティブの使用方法 

 

ホスト名検索 

http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/core.html#hostnamelookups  

HostNameLookups がオフになっていない場合、各クライアント要求により、少なくとも 1 つの検索要求がネームサーバーに

送信されます。  

 

例： 

HostNameLookups off   ## DNS 検索をオフにする 

 

ロギング 

― デバッグ、情報、および通知レベルの使用を避けます。 

― クライアント情報を追跡する必要がない場合、 referer_log と agent_log を無効にします。 

 

FollowSymLinks と SymLinksIfOwnerMatch 

URL-スペースに、"Options FollowSymLinks"を入力しない場合、または"Options SymLinksIfOwnerMatch"を入力した場

合、symlinks をチェックするために Apache が特別なシステム コールを発行します。ファイル名コンポーネントごとに 1 つの

特別コールが発行されます。以下に例を示します。  

 

DocumentRoot /www/htdocs 

<Directory /> 

Options SymLinksIfOwnerMatch 

</Directory>  

 

URI /index.html に対する要求が出された場合、Apache は/www, /www/htdocs と/www/htdocs/index.html に対して

lstat(2)を実行します。その結果はキャッシュされないため、要求ごとに lstat が実行されます。symlinks によるセキュリティチ

ェックが必要な場合、上記の代わりに以下のように記述します。  

 

DocumentRoot /www/htdocs 

<Directory /> 

Options FollowSymLinks 

</Directory> 

<Directory /www/htdocs> 

Options -FollowSymLinks +SymLinksIfOwnerMatch 

</Directory>  

 

http://httpd.apache.org/docs-2.0/misc/perf-tuning.html#runtime
http://httpd.apache.org/docs-2.0/misc/perf-tuning.html#runtime
http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/core.html#hostnamelookups
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これにより、少なくとも DocumentRoot パスに対するチェックが回避できます。ドキュメントルートの外部に Alias または

RewriteRule パスがある場合、同様のセクションを追加する必要があります。最高のパフォーマンスを保つために、symlink 保

護がない場合は必ず FollowSymLinks を設定し、SymLinksIfOwnerMatch は設定しないでください。 

 

AllowOverride 

URL-スペースに上書きが可能な場合(通常は.htaccess ファイル)、Apache が各ファイル名について.htaccess を開こうとしま

す。最高のパフォーマンスを保つために、ファイルシステムのすべての場所で必ず AllowOverride None を使用してください。 

 

ネゴシエーション 

DirectoryIndex に完全なオプションリストを指定し、使用頻度が高い順に並べます。  

 

例：DirectoryIndex index.cgi index.pl index.shtml index.html 

 

Tune NumServers、StartThreads、MinSpareThreads、MaxSpareThreads、

MaxThreadsPerChild、MaxRequestsPerChild 

Apache は、着信要求を満たす準備がある、予備またはアイドル状態のサーバースレッドプールを維持しようとします。この方法

では、クライアントは、要求を満たす前に新しいスレッドまたはプロセスが作成されるのを待つ必要がありません。Apache がす

べてのプロセス内のアイドル状態の全スレッド数を評価し、MinSpareThreads と MaxSpareThreads で指定された範囲にその

数をとどめるために子プロセスの生成またはプロセスの抹消を実行します。この処理は自動制御されるため、これらのディレクテ

ィブをデフォルト値から変更する必要はほとんどありません。同時にサービスを受けることができるクライアントの最大数は、各

プロセスで作成されるスレッド数 (ThreadsPerChild) と、作成されるサーバープロセスの最大数 (MaxClients) を乗算した値で

す。 

 

モジュールの使用方法 

 

未使用モジュールを無効にする 

必要なモジュールのみ有効にしてください。mod_speling、mod_include、mod_log_config などの前/後処理モジュールに

より、多くのオーバーヘッドを発生させます。構成で使用するモジュールと削除できるモジュールを判断するには、

http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/index.html (一部日本語)を参照してください。 

 

mod_vhost_alias 

このモジュールで使用されるメモリは、同じ構成のバーチャルホストが多数のある時に VirtualHost ディレクティブを使用する

よりも少なくて済みます。 

 

mod_perl 

CGI スクリプトで mod_perl を使用すると、通常の CGI よりも 10 倍速度が向上します。 

 

HP-UX 環境の構成方法 

 

http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/index.html
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OS の調整 

カーネル パラメータ maxproc、shmem、maxfd などを調整します。 

 

メモリの監視 

Web サーバーに十分なメモリがあることを確認します。 

 

renice 

Apache プロセスの優先順位を上げます。 

 

TCP/IP 関連のパラメータの調整 

バッファ容量不足 (ENOBUFS) に関するエラーをクライアントソケットから受信した場合、システムリスンキューの調整が必要

になる場合があります。  

 

HP-UX 11.x のシステムリスンキュー パラメータは、tcp_conn_request_max です。ネットワーク設定の表示/変更用ユーティ

リティは、"ndd"です。  

 

HP-UX 11.x に対応するコマンドを以下に示します。  

 

― システムリスンキューの現行設定を確認するコマンド： 

ndd -get /dev/tcp tcp_conn_request_max  

 

― システムリスンキューのサイズを 256 に調整するコマンド： 

ndd -set /dev/tcp tcp_conn_request_max 256  

 

例： 

パラメータ 有効範囲 デフォルト値 調整後の値 

maxfiles /stand/system 2048 4096 * 

maxfiles_lim /stand/system 2048 4096 * 

tcp_time_wait_interval ndd/dev/tcp 60000 60000 

tcp_conn_request_max ndd/dev/tcp 20 1024 --> 4096 

tcp_ip_abort_interval ndd/dev/tcp 600000 60000 

tcp_keepalive_interval ndd/dev/tcp 72000000 900000 

tcp_rexmit_interval_initial ndd/dev/tcp 1500 1500 

tcp_rexmit_interval_max ndd/dev/tcp 60000 60000 
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tcp_rexmit_interval_min ndd/dev/tcp 500 500 

tcp_xmit_hiwater_def ndd/dev/tcp 32768 32768 

tcp_recv_hiwater_def ndd/dev/tcp 32768 32768 

 

NFS 使用の回避 

NFS 上に配置されているファイルに対して"LockFile"または"Scriptsock"ディレクティブを使用しないでください。使用する

と、システムがハングすることがあります。  

 

例： 

LockFile NON_NFS_PATH/lockfile.lock 

Scriptsock NON_NFS_PATH/logs/cgisock 

 

その他の構成 

 

キャッシュプロキシの使用 

Web ページをキャッシュする場合、キャッシュプロキシを使用します。 

 

 

 

Apache-based Web Server セキュリティ強化 

 

はじめに 

ここでは、HP-UX WebServer Suite を利用してセキュアな Web サーバーを構築する方法について述べます。ここで述べられる

技術情報は、オペレーティング・システムとして HP-UX 11i v1 および v2 を対象としています。 

 

セキュリティ強化 

Web サーバーの設定 

サーバー管理 

付録：セキュリティ機能 

 

Web サーバーを運用する際のセキュリティ強化 
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Web サーバーは、とても便利な機能であり、現在ではインターネットを介しての広い情報発信や、企業内での Intra-net などに

たいへん役立っています。しかしながら、インターネットを介して不特定のクライアントからアクセス可能な Web サーバーは、

常に悪意のある攻撃者から狙われている可能性があります。 

 

ここでは、以下の観点から Web サービスのセキュリティを強化する方法についてまとめます。 

 

 Web サービスに関する OS でのセキュリティ強化 

 セキュリティを強化する Web サーバーの設定 

 セキュリティを保つサーバー管理 

 

Web サービスに関する OS でのセキュリティ強化 

ここでは、ネットワークなどを介する攻撃や不正な侵入者に対する OS のセキュリティ強化について述べます。 

  

 不必要なサービスの停止または削除 

不必要なポートがオープンされていると、侵入者に不正利用されてしまう場合があります。 

 

プロトコル ポート番号 攻撃の可能性 

FTP 20、21 高 - ファイルシステムにたいするアクセスの危険性 

Telnet 23 高 - 不正コマンド実行の危険性、パスワードの漏洩 

TFTP 69 高 - 不正データの書き込みなど 

Finger 79 中 

RPC 111、135 高 - 不正プロセス起動の危険性 

RSH 514 高 - 不正アクセスの危険性 

 

 サービスを停止するには、root ユーザで /etc/services ファイルの該当する行をコメントアウト 

(行頭に '#'記号を挿入)して保存し、/usr/sbin/inetd -c コマンドを実行します。 

 

 不必要なシェルやインタープリターの削除 

 

CGI で Perl が不必要な場合などは、Perl をアンインストールします。 

 

※HP-UX 11i では、Perl はデフォルトでインストールされるようになっています。コンポーネントを削除するには、

root ユーザで /usr/sbin/swremove コマンドを起動し、perl コンポーネントを選択します。 

 

 攻撃者に利用されやすいコマンドなどの削除 
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例）finger, whois, nslookup, NIS など 

これらのファイルは、ベース OS に含まれているので swremove で削除することは推奨されません。このコマンドを含む

プロダクトを swremove すると他の重要なコマンドも削除されてしまいます。直接 /usr/bin/などにあるコマンドファイ

ルから実行権限パーミッションを消すか、ファイルを削除します。 

 

 ファイルパーミッションは厳密に設定する。 

 

要塞化ツール bastille を使用すると、システムの全ユーザに対してデフォルト umask を設定することができます。これに

より Web コンテンツオーナーがあやまったファイルパーミッションを設定する可能性を減らせます。 

デフォルトの umask を設定するには以下のいずれかの方法を実行します。 

 

root ユーザで/opt/sec_mgmt/bastille/bin/bastille コマンドを実行し、以下の設問に Yes と答え、次の設問で

umask の値を指定し、設定をシステムに反映させる。 

Q: Do you want to set the default umask? 

 

Install Time Security で Sec10Host または Sec20MngDMZ、Sec30DMZ のいずれかを選択する。(HP-UX 11i v2

以降) 

このとき自動的に設定される umask の値は 027 です。 

 

 脆弱性のあるサービスを強固なものに変更する。 

 

• telnet や rlogin、rsh コマンドは削除し、ssh コマンドを使用する。 

• FTP、TFTP は削除し、Secure Shell に含まれる SFTP を使用する。 

• rcp は削除し、Secure Shell に含まれる scp を使用する。 

• サーバー/クライアント間は 暗号化された通信を使用する。 

• SSH コマンドは暗号化された通信を行います。 

※HP-UX 11i v2 から、Secure Shell は Foundation OE に含まれています。 

 

 パスワードの保護 

 

• 長くて複雑なパスワードを使用し、定期的に更新する。 

 

パスワードポリシーを設定するには以下の方法を実行します。 

root ユーザで /opt/sec_mgmt/bastille/bin/bastille コマンドを実行し、以下の設問に Yes と答え、設定をシス

テムに反映させる。 

Q: Do you want to setup password policies? 

• /etc/passwd ファイルは、すべてのユーザからハッシュされたパスワードが参照可能なので、shadow パスワードに

切換える 

 

shadow パスワードに切換えるためには以下のいずれかの方法を実行します。  

・ root ユーザで /opt/sec_mgmt/bastille/bin/bastille コマンドを実行し、以下の設問に Yes と答えて設定をシ

ステムに反映させる。 

・ Q: Would you like to hide the encrypted passwords on this system?  
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・ root ユーザで /usr/sbin/pwconv コマンドを実行する。 

・ Install Time Security で Sec10Host または Sec20MngDMZ、Sec30DMZ のいずれかを選択する。(HP-UX 

11i v2 以降) 

 アプリケーションに対する chroot 設定 

 

chroot の機能は UNIX システムだけが持つものです。chroot 機能とはファイルシステムのルートディレクトリの位置を変

更するもので、chroot するとそのプロセスと全ての子プロセスは chroot したディレクトリ階層より上のファイルを開くこ

とができなくなります。 

これにより、もし Web サーバーがバッファーオーバフロー攻撃などで悪意あるユーザに攻撃され制御をのっとられたとして

も、その攻撃者は chroot 指定されたディレクトリ以外にはアクセスできず機密性の高いファイルを参照したりシステムコ

マンドを実行できないため、被害を最低限に食い止めることができます。 

HP-UX Apache-based Web Server を chroot するには以下の方法を実行します。 

 

root ユーザで /opt/sec_mgmt/bastille/bin/bastille コマンドを実行し、以下の設問に Yes と答え、設定をシステ

ムに反映させる。 

Q: Would you like to chroot your Apache Server? 

 

以下は、この章で紹介されたセキュリティに関する設定項目と、Install Time Security で自動設定される項目について一覧表に

まとめたものです。 

 

セキュリティ項目 

Install Time Security での設定項目 
bastille による設

定 
Sec10HOST Sec20MngDMZ Sec30DMZ 

サービスの停止(telnet、ftp) - ○ ○ 可 

サービスの停止(finger、tftp、rsh、

rexec) 
○ ○ ○ 可 

ポートの制御のための IPFilter 設定 - ○ ○ 可 

不必要なシェルやインタープリターの

削除 
- - - × 

攻撃者に利用されやすいコマンドの削

除 
- - - × 

ファイルパーミッション - umask の設

定 
○ ○ ○ 可 

パスワードポリシーの設定 - - - 可 

shadow パスワード機能の適用 ○ ○ ○ 可 
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HP-UX Apache-based Web Server

の chroot 
- - - 可 

Security Patch Checker の自動実行

設定(セキュリティを保つサーバー管理

参照) 

○ ○ ○ 可 

 

セキュリティを強化する Web サーバーの設定 

あなたの組織のセキュリティ・ニーズに基づき、必要な Web サーバーの設定を行ってください。 

 

脆弱性を排除するために、運用で不要な機能は無効にします 

 Perl や PHP などの CGI 実行、シンボリックリンク先のアクセス、自動ディレクトリ・リスティング、ユーザドキュメン

ト・ディレクトリの機能など。 

 

例) 自動ディレクトリ・リスティングの機能が不必要な場合は、設定ファイル httpd.conf から以下の Indexes オプション

を取り除きます。 

 

修正前: Options ExecCGI Indexes MultiViews 

修正後: Options ExecCGI MultiViews 

 

SSL(Secure Socket Layer)通信 

 Web サーバーと ブラウザ間の通信で 傍受などの危険性を排除するためには、SSL での通信を行う様に設定します。 

通常、公開鍵暗号を使った暗号化・復号には時間がかかりますが、Itanium 搭載の Integrity Server で実行される 

Apache-based Web Server ではそれを高速に処理します。 

 

• Apache-based Web Server を SSL 対応で起動する。 

• SSL 証明書と key ファイルは、DocumentRoot には置かないようにする。 

• SSL 証明書と key ファイルのアクセス権は、所有者および root ユーザだけに限定する。 

• (例: chmod 400 *.crt) 

• 暗号化に使用するサーバーのプライベート・キーとパスフレーズは第三者に知られないように厳重に管理する。 (パス

フレーズは復号を行うときに必要となります) 

 

Web サーバーのファイル/ディレクトリの保護 

 ドキュメント・ディレクトリ、ルート・ディレクトリ、config ファイルはウェブサーバー管理者のみが書き込み可能にしま

す。 

 Web サーバー・デーモン(httpd)およびそのディレクトリは group/other ユーザからの書き込みを禁止します。(chmod 

0755) 

 

※ HP-UX Apache-based Web Server では、インストール時にこのパーミッションに設定されます。 
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強固なパスワードの適用 

 長く複雑なパスワードを設定する。 

 

 /etc/passwd ファイルは、すべてのユーザからハッシュデータが 参照可能なので、shadow パスワードシステムを導入す

る。 

(shadow パスワードシステムは、bastille および Install Time Security で設定可能です) 

 

 または、Web サーバーのアクセス認証情報を LDAP で管理する。 

 

シンボリック・リンク先へのアクセスは禁止する 

例 1) 設定ファイル httpd.conf 内で、オプションをコメントアウトし、無効にする。 

# Options FollowSymLinks 

 

例 2) 設定ファイル httpd.conf で、オプションに -FollowSymLinks を指定し、シンボリック・リンク先のアクセスを禁止す

る。 

Options Indexes -FollowSymLinks 

 

chroot(change root)機能を使用するよう HP-UX Apache-based Web Server を構築する 

 

 HP-UX Apache-based Web Server の chroot は、bastille および Install Time Security で設定可能です。(chroot は 

OS の機能です)  

 

 Web サーバーに対して root ディレクトリが設定されると、Web サーバーの各プロセスはそれ以外のディレクトリにはアク

セスができなくなるので、仮に攻撃者が Web サーバーのプロセスをのっとったとしても被害の拡大を防ぐことができます。 

 

CGI (Common Gateway Interface) 

 CGI を有効にする場合は、正当な権利者が正しくアクセスでき、かつ管理者が容易に監視できるよう、CGI スクリプトは各

ユーザのディレクトリに設置するよう設定します。 

 

 セキュリティホールに対する警戒 

 

• 広く配布されている CGI スクリプトにセキュリティ上の脆弱性が見つかっていないか定期的に確認する。 

• 信頼性の低い場所からのスクリプトをダウンロードしない。 

• ユーザの CGI にセキュリティホールがないかチェックする。 

• 例) ID やパスワードを直書きしていないか？ system コマンドの実行が行われていないか? など 

 suEXEC の機能を利用し Web サーバーID で CGI スクリプトが実行されないようにする。 

 

 hp-ux の chroot 機能を利用して、スクリプトのアクセス範囲を特定のディレクトリ内に制限する。 

 

 CGI の実行が必要ないディレクトリではその機能を無効にする。 

例）設定ファイル httpd.conf で、オプションを無効に設定  
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Options -ExecCGI 

 

SSI (Server Side Includes) 

 SSI を利用していることが、すぐ識別できるように SSI ファイルの拡張子は.shtml として運用します。 

 

例）設定ファイル httpd.conf で、拡張子を追加する例 

 

AddType text/html .shtml 

AddHandler server-parsed .shtml 

 

 SSI の実行が必要ないディレクトリ(ユーザディレクトリなど)ではその機能を無効にする。 

 

例）設定ファイル httpd.conf で、オプションを無効に設定 

 

Options –Includes 

 

 必要がなければ SSI から CGI スクリプトおよび Shell コマンドの実行を禁止する。 

 

例）設定ファイル httpd.conf で、オプションを無効に設定 

 

Options IncludesNoExec 

 

 suEXEC を使用する。 

 

セキュリティを保つサーバー管理 

 

システムの管理 

 常に最新のセキュリティ情報に目を通します。 

Web サーバーだけでなく 稼動しているすべてのプロダクトに関するセキュリティ情報について注意しておきます。 

 

 パッチが提供された場合は、早急に適用します。 

定期的にベンダーからの情報をチェックし、最新のパッチを適用します。 

 

 不測の事態に備え、リカバリーテープを作成しておきます。 

 

 Security Patch Check を実行し、セキュリティ・パッチの適用もれがないことを確認します。 

 

 IPFilter など セキュリティを強化する HP-UX のプロダクトを適用します。 

 

※ Install Time Security(HP-UX 11i v2 のみ) および ホスト要塞化ツール bastille で IPFilter の設定や、Security Patch 

Check の自動実行などの設定が行えます。 
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Web サーバーの管理 

リモートでのサーバー管理は、セキュリティの確保された手段で行います。 

 

 リモートでの管理コマンドの実行は SSH を使用する。 

 

 GUI で管理を行う場合は、Webmin SSL モードなどセキュリティの確保された GUI を使用する。 

 

 管理者権限を付与する場合は、必要最低限なタスクに限定する。 

 

 インターネット Web サーバーとイントラネットサーバーの間の NFS ファイル転送は使用せず、sftp などを使用する。 

 

システムの監視 

 "rm"や "login"などのコマンドが実行されていないか監視する。また CGI などを許可していない場合には "perl"、

"/bin/sh"などのコマンドも監視する。 

 

 RPC サービスの監視には、"rpcinfo"コマンドを使用する。 

 

 定期的にシステムログを監視する。 

 

 インターネット Web サーバーとイントラネットサーバーの間の NFS ファイル転送は使用せず、sftp などを使用する。 

 

• 見知らぬドメイン/IP アドレスからの多数のアクセス 

• 不完全なログの記録 

• 不自然なタイムスタンプのログ 

 setUID または setGID されたシェルスクリプトのモニター 

 

以下のコマンドで setUID または setGID されたファイルのリストが可能です。定期的に確認して不自然なファイルが存在し

ないか確認します。 

# find / -type f -perm -4000 -o -perm -2000 

 

数が多い場合には該当するファイルの数を確認するのも良いでしょう。 

# find / -type f -perm -4000 -o -perm -2000 | wc -l  

 

ユーザのために書き込み許可としているファイル・システムに対しては /etc/fstab 中で nosuid オプションを指定します。 

 

 "tail"や "last"、"lastcomm"、"netstat"などのコマンドを使い、定期的に侵入の試みを探査します。 

 

システムファイルや分散ソフトウェアの設定の不自然な変更 

数多く繰り返された Login の試み 

システムパフォーマンスの低下 

バックグラウンドで実行されている見慣れないプロセス 

ファイル・パーミッションや ファイル名、ファイルサイズなどの変更 
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通常起こらないエラーメッセージ 

 

Web サーバーの監視 

 シンボリック・リンク 

 

以下のようなコマンドを利用して、Root ディレクトリや、Document Root ディレクトリ、あるいはプログラムの実行可

能なディレクトリにシンボリックリンクが張られてないことを確認します。 

# find /opt/hpws/apache/htdocs -type l 

 

 ユーザ・ディレクトリの検査 

 

• CGI や SSI スクリプトの潜在的 脆弱性 

• 重要なシステム情報などが反映されたファイル 

• シンボリック・リンク 

 各設定ファイル(httpd.conf、ldap.conf、ssl.conf)が改ざんされていない事を定期的に確認します。 

 

以下は、Web サーバー・ログファイルの検知例です 

 

アクセス不可クライアントからの接続要求エラーの検知例) 

 

# grep "client denied" error_log | tail -n 10 

[Thu Jul 11 17:18:39 2002] [error] [client foo.bar.com] client denied by server 

configuration:/apache/.htpasswd 

 

認証エラー時のログの例) 

 

[Wed Jul 16 12:54:19 2003] [error] [client foo.bar.com] user admin: authentication failure 

for "/mycgi.exe": Password Mismatch 

[Wed Jul 16 12:55:03 2003] [error] [client foo.bar.com] user foo not found: /mycgi.exe 

 

 

 

付録：HP-UX Apache-based Web Server セキュリティ機能 

 

機能 詳細 

強力な暗号化機能 •  SSL/TLS 

mod_ssl - Apache 組み込みの SSL/TLS インターフェース。OpenSSL を使用 

 

RSA BSAFE Crypto-C library (algorithms) 
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• PA-RISC & IA64 に最適化 

• Crypto - DES,3DES, RC4 (HP-UX 用にパフォーマンスをチューン), RC2, IDEA 

entire server および virtual server でも有効 

認証 •  SSL/TLS Certificate 

 

X509 準拠 

Hash 機能 - MD5、SHA、SHA1 

 

SSL Certificate Generation Utility - Private キー、証明書発行リクエスト(CSR)、および CA(認証局)

やサーバー、クライアントのための証明書を生成します。 

•  LDAP 認証 

User 名/パスワードは LDAP サーバーに格納 

Stunnel ユーティリティにより SSL/TLS で通信 

•  Basic 認証 

User 名/パスワードは通常ファイルに格納 

プレーンテキストでの通信 

•  Digest 認証 

User 名/パスワードは通常ファイルに格納 

MD5 digest での通信 

•  DBM 認証 

User 名/パスワードはデータベースファイルに格納 

プレーンテキストでの通信 

アクセス制御 •  ユーザ・ドキュメントごとの封じ込め 

ユーザのホームディレクトリ下に設定 (デフォルト設定: public_html ディレクトリ) 

•  Limit 機能 

Location、directory、HTTP メソッド(GET、POST など)、クライアントの IP アドレス/ホスト名に

よる Limit 

CGI は、各自ディレクトリ以下に制限可 (cgi_bin) 

•  無効化機能 

シンボリック・リンク、ディレクトリ・リスティング、CGI 実行、SSI によるプログラム実行 
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•  Web サーバーは非特権ユーザとして実行 

•  ディレクトリごとのアクセスコントロールが可能 (.htaccess) 

グローバル・アクセスコントロールより優先 

chroot 機能 •  Chroot 

chroot ディレクトリに必要な Apache ファイルをコピーするスクリプトを提供。(chroot_os_cp.sh: 

bastille はこのスクリプトを使用) 

Apache 設定ファイルにより有効/無効 

SUID wrapper •  suEXEC 

Web サーバーのユーザ ID とは異なる ID で CGI や SSI プログラムを実行 

セキュアなリモート

管理 

•  Webmin GUI 

SSL は Perl Net::SSLeay.pm モジュールを使用 

•  SSH 

SSL を介したセキュアなコマンドライン 

ログ機能 各ログは、書き込み制限された個別のディレクトリが指定可能 

•  access log 

クライアント・アドレス、日付、ファイル名など、高度なカスタマイズが可能 

•  error log 

" Warning"レベルから "debug"レベルまで広範囲なログレベル 

•  SSL log 

プロトコル・バージョン、暗号、クライアント証明書タイトルおよび発行者、証明書立証エラーなど 

•  LDAP 認証 log 

" Warning"レベルから "debug"レベルまで広範囲なログレベル 

•  suexec log 

トランザクションと audit/debug エラー 

 

 

 

LDAP による HP-UX アカウントの管理 
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はじめに 

今日、企業を取り巻くビジネス環境はたえず大きく変化し、企業はその変化にすばやく対応していかなければなりません。提供す

る商品/サービスが大きくかわれば、それに対応する組織も変化します。 

アカウントの管理者は、組織の変更によるグループ情報の変更や、新しい社員のための新規アカウントの作成、退職/契約終了に

伴うアカウントの停止などを迅速にすべてのホストに対して行う必要があります。特に社員が退職/契約終了したにもかかわら

ず、そのアカウントが残されていると重大なセキュリティホールとなりえます。 

アカウントを一元管理せず個々の UNIX マシンでアカウントをローカルに管理している場合、そのアカウント情報を常に最新に

するコストは非常に大きなものになります。  

 

ここでは、LDAP サーバー(Red Hat Directory Server 7.1)を 利用して HP-UX のユーザ・アカウント情報を一元管理する方法

についてまとめます。 

 

Red Hat Directory Server 7.1 サーバーのプラットフォームは Integrity Server、OS として HP-UX 11i v3 を想定していま

す。 

また、クライアントは OS として HP-UX 11i v3 あるいは v2、LDAP 用クライアントソフトウェアとして LDAP-UX 

Integration を使用して解説を行います。 

 

ここでのインストールや設定方法などは、一般的な手法についてのみ紹介します。 

 

目次 

HP-UX でのユーザ・アカウント情報 

アカウント情報管理サーバーでの Red Hat Directory Server の インストール 

Red Hat Directory Server の 管理 

クライアントでの LDAP-UX Integration の インストール 

アカウント情報の Directory Server での管理 

 

HP-UX でのユーザ・アカウント情報 

通常、標準的な UNIX では ユーザ・アカウント情報は /etc/passwd ファイルを参照するようになっています。HP-UX も初期状

態ではこのファイルからユーザアカウント情報を取り出すようになっています。 

HP-UX には PAM（Pluggable Authentication Module）の機能があり、これを利用することによって Directory Server か

らのユーザアカウント情報の取得が可能になります。 

 

PAM とは各種の認証処理を実行するモジュール群とそれを利用するための標準的なライブラリからなるユーザー認証システム

で、アプリケーションはこの PAM の API を通して PAM モジュールに認証処理を依頼することができます。 

 

HP-UX 版 LDAP 用 PAM モジュールは、LDAP-UX Integration というコンポーネントで提供されます。そのため HP-UX で 

LDAP によるアカウント情報の一元管理を行うためには、LDAP-UX Integration を 各クライアントにインストールする必要があ

ります。 

 

PAM には以下のようなメリットがあります。 
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 アプリケーションは PAM の API を利用するだけで認証が行え、アプリケーションから認証処理を独立させることができる 

 PAM は API が標準化されており、システムが異なってもソースの互換性が保たれる 

 PAM モジュールを入れ替えることで、アプリケーションに手を加えずに認証方式を動的に変更可能 

 

同じ UNIX アカウントの一元管理として NIS/NIS+があります。しかしながら以下のような理由で現在はあまり使われていませ

ん。また、HP-UX 11iv3 では NIS+のサポートはなくなりました。 

 

 NIS は、セキュリティ上の脆弱性がある 

 脆弱面を排した NIS＋は、高度な専門知識を要し保守のコストが高い 

 NIS、NIS+ともに Windows アカウントと統合管理するのが難しい 

 

アカウント情報管理サーバーでの Red Hat Directory Server のインストール 

Red Hat Directory サーバーを インストールするには 目的のサーバーに root ユーザでログインし以下の作業を行います。 

 

1. Red Hat Directory Server パッケージインストール 

インストールメディアから あるいは http://software.hp.com よりローカルディスクにパッケージをダウンロードして、

Red Hat Directory Server パッケージを展開します。 

 

展開するには以下のコマンドを実行します。(このときファイルのパスはマウントされたメディア、あるいはダウンロードさ

れたファイルのパスを指定してください。また、ファイル名は Red Hat Directory Server のバージョン、OS のバージョン

によって異なりますので注意してください) 

 

# swinstall -s /tmp/NSDirSvr7_B.07.10.30_HP-UX_B.11.31_IA+PA.depot 

 

2. Red Hat Directory Server セットアップ 

展開されたパッケージのセットアップを行います。 

ディレクトリ /var/opt/netscape/server7/setup/に移動し、setup コマンドを実行します。 

(setup コマンドでは、多くのパラメータの入力を行います。特に管理ツール用のポート番号は、インストールごとに変化し

ますので、入力したパラメータを記録しておくことをお勧めします。setup コマンドに -k オプションを指定すると、同じデ

ィレクトリに install.inf というファイルが作成されます。ただし、このファイルには管理者のパスワードなども記録されま

すので、取り扱いには注意してください) 

 

# cd /var/opt/netscape/server7/setup 

# ./setup -k 

 

また、ここでディレクトリ・ルートとして dc=jp,dc=hp,dc=com が指定されたものとして話を進めます。設定の際は実際

に運用されるディレクトリ・ルートに置き換えてください。 

 

3. Red Hat Directory Server 起動/停止/再起動 

setup コマンド実行後は、自動的にサーバーは起動されていますが、以下のコマンドで、任意に停止したり起動したりでき

ます。 

 

起動) /var/opt/netscape/server7/slapd-＜サーバー名＞/start-slapd 

停止) /var/opt/netscape/server7/slapd-＜サーバー名＞/stop-slapd 
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再起動) /var/opt/netscape/server7/slapd-＜サーバー名＞/restart-slapd 

 

※＜サーバー名＞には、ディレクトリサーバー名(通常はマシンのホスト名)が入ります。 

 

Red Hat Directory Server の管理 

 

1. Red Hat Directory Server 管理コンソールの起動 

管理コンソールを起動するには、サーバーで以下のコマンドを実行します。 このツールは X-Window アプリケーションで

すので、使用するには X-Display の環境が必要です。 

 

# /var/opt/netscape/servers/startconsole 

 

コマンドを実行すると、以下のようなダイアログが出力されますので、インストールの際に設定した管理者の User-ID とパ

スワードを入力します。 

 

 

 

管理コンソールが起動したら、Servers and Applications タグ内のツリーに表示される Server Group の中から対象の

Directory Server を選択し Open を実行します。 

 

2. 管理コンソールでの UNIX アカウント Profile 用エントリの作成 

Profile 情報を格納するためのエントリを作成します。 

Open された Directory Server の管理画面で、Directory タグを選択します。 

ディレクトリルートを選択し、ポップアップメニューからマウスの右クリックを行い、New → Organizational Unit...を選

択します。 
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続くダイアログで UNIX アカウントプロファイル用エントリの名前を入力し、[OK]を押し、エントリを作成します。 

 

(ここでは、ldapuxprofile という名前で作成したと仮定します) 
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3. 管理コンソールでのユーザ/グループ情報格納用エントリの作成 

同様にしてユーザ情報 およびグループ情報を格納するエントリを作成します。 

ここでは、ユーザ情報格納用エントリとして People という名前で ou(Organizational Unit)を、グループ情報として 

Groups という ou を使用すると仮定します) 

 

クライアントでの LDAP-UX Integration のインストール 

LDAP-UX Integration をインストールするには目的のクライアントに root ユーザでログインし以下の作業を行います。 

 

1. swinstall による LDAP-UX Integration パッケージのインストール 

インストールメディアから、あるいは http://software.hp.com よりローカルディスクにパッケージをダウンロードして、

LDAP-UX Integration パッケージを展開します。 

 

展開するには以下のコマンドを実行します。(このときファイルのパスはマウントされたメディア、あるいはダウンロードさ

れたファイルのパスを指定してください。また、ファイル名は LDAP-UX Integration のバージョン、OS のバージョンに

よって異なりますので注意してください) 

 

# swinstall -s /tmp/LDAPUX_B.04.15_HP-UX_B.11.31_IA+PA.depot 

 

2. setup プログラムの実行による LDAP-UX Integration の設定 

展開されたパッケージのセットアップを行います。セットアップを行うには/opt/ldapux/config/setup コマンドを実行し

ます。 

 

# /opt/ldapux/config/setup 

 

ここでは、以下の情報などを入力します。 

 

 Directory Server の 種類 

Red Hat Directory または、Windows 2000/2003 Active Directory が選択可能です。ここでは Red Hat 

Directory を選択します。 

 Directory Server のホスト名 

 ポート番号 

 アカウント Profile の DN(Distinguished Name:識別名)  

指定するエントリの親エントリはすでに存在しているエントリを指定します。ここでは、前章で作成した 

ou=ldapuxprofile, dc=... を 親エントリとして指定するものとします。 

Profile DN 設定例： cn=profile,ou=ldapuxprofile,dc=jp,dc=hp,dc=com 

 bind/authenticate メソッド(SIMPLE または SASL Digest-MD5) 

 アカウント情報のベース DN 

 ベース DN 設定例： ou=People,dc=jp,dc=hp,dc=com 

setup コマンド完了後、Profile が Directory サーバーの指定のエントリにインポートされ、LDAP-UX クライアントのデー

モンが自動実行されます。 

すでに Profile が Directory サーバーにインポートされている場合(2 台目以降のクライアント設定の場合)、Profile は

Directory サーバーからダウンロードされますので一部の質問(アカウント情報のためのベース DN など)は省略されます。 
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3. HP-UX 認証ファイルの設定 

以下のファイルを LDAP 認証用に変更します。  

 

 /etc/pam.conf 

 /etc/nsswitch.conf 

LDAP 認証用のサンプルファイルが用意されていますので、ここではこれを使用します。 

 

# cp /etc/pam.ldap /etc/pam.conf 

# cp /etc/nsswitch.ldap /etc/nsswitch.conf 

 

 

4. Profile 参照先情報(servicesearchdescriptor)の変更 

この作業は必須項目ではありませんが、後で紹介する アカウント情報移行用スクリプトを使用すると、ユーザ情報は 

ou=People,dc=...、グループ情報は ou=Groups,dc=...などの個別のエントリにインポートされるように ldif ファイルが作

成されます。(デフォルトでの参照先は、手順 2 で指定したアカウント情報のベース DN になります。) 

移行ツールとの整合性を保つために参照先(servicesearchdescriptor)を変更する方法を紹介します。 

 

1. Directory Server 上に保管されている Profile の ServiceSearchDescriptor の DN を Red Hat Directory Server

管理コンソールで修正。 

※この作業は Direcotry サーバーに登録されている情報の修正ですので Directory サーバーで行います。 管理コンソ

ールの起動方法は Red Hat Directory Server の 管理をご覧ください。 

 

Open された Directory Server の管理画面で、Directory タブのディレクトリツリーから Profile(ここでは、

cn=profile,ou=ldapuxprofile,dc=jp,dc=hp,dc=com)を選択し、マウスの右クリックで [Properties...]を選択しま

す。 

Property Editor が起動したら、servicesearchdescriptor の内容を変更します。 
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変更する ServiceSearchDescriptor の例 

passwd:ou=People,dc=jp,dc=hp,dc=com?sub?(objectclass=posixaccount) 

shadow:ou=People,dc=jp,dc=hp,dc=com?sub?(objectclass=shadowaccount) 

group:ou=Groups,dc=jp,dc=hp,dc=com?sub?(objectclass=posixgroup) 

pam:ou=People,dc=jp,dc=hp,dc=com?sub?(objectclass=posixaccount) 

rpc:ou=Rcp,dc=jp,dc=hp,dc=com?sub?(objectclass=oncrpc) 

protocols:ou=Protocols,dc=jp,dc=hp,dc=com?sub?(objectclass=ipprotocol) 

networks:ou=Networks,dc=jp,dc=hp,dc=com?sub?(objectclass=ipnetwork) 

hosts:ou=Hosts,dc=jp,dc=hp,dc=com?sub?(objectclass=iphost) 

services:ou=Services,dc=jp,dc=hp,dc=com?sub?(objectclass=ipservice) 

netgroup:ou=Netgroup,dc=jp,dc=hp,dc=com?sub?(objectclass=nisnetgroup) 

 

2. LDAP-UX の setup では、Directory サーバーにすでに Profile が存在する場合その Profile をダウンロードし使用

します。よって Profile 変更後に LDAP-UX Integration をインストールするクライアントについては以降の作業は

必要ありません。 Profile 変更前に setup を行ったクライアントで以降の作業を行います。  

 

クライアントで、Directory Server から Profile を再ダウンロードする。 

 

# /opt/ldapux/config/get_profile_entry -s nss 

 

3. クライアントで、ダウンロードした Profile からキャッシュを再作成する。 

 

# /opt/ldapux/config/create_profile_cache 
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4. クライアントで、ldapux クライアント デーモンを再起動する。  

 

# /opt/ldapux/bin/ldapclientd -k 

# /opt/ldapux/bin/ldapclientd 

 

アカウント情報の Directory Server での管理 

ユーザやグループの追加および削除、パスワードの変更などは、Red Hat Directory Server 管理コンソールからも行えますが、

ここでは主に HP-UX クライアントからコマンド操作で行う方法を紹介します。 

ホームディレクトリの作成や、パーミッションの変更を行うためには、root ユーザでクライアントにログインしている必要があ

ります。 

 

 グループの Directory サーバーへの新規追加 

Directory サーバーへグループ情報を新規作成するには、ldapentry コマンドを使用します。  

 

# LDAP_BINDDN=＜LDAP管理者 DN＞ 

# export LDAP_BINDDN 

# LDAP_HOST=＜ディレクトリサーバー名＞ 

# export LDAP_HOST 

 

(使用している shell によっては環境変数の設定方法が異なります。また上記の値は環境変数でなく ldapentry の 引数とし

て指定する事もできます)  

 

# /opt/ldapux/bin/ldapentry -a group ＜新規グループ名＞ 

 

Directory 管理者のパスワード入力の後、エディタが立ち上がりますので、gidnumber:を入力します。必要があればその

他の項目を変更します。保存後、パスワードの設定が促されますが、特にパスワードを設定する必要はありません。 

 

 グループ情報の確認 

以下のコマンドをつかってユーザ情報が正しく取得できることを確認します。 

 

# grget -n ＜LDAPグループ名＞ 

 

正しく設定されていれば以下のような出力がされます。(番号などは入力した gidnumber 値によって変わります) 

 

＜LDAPグループ名＞:*:25: 

 

 ユーザの Directory サーバーへの新規追加 

Directory サーバーへユーザ情報を新規作成するには、ldapentry コマンドを使用します。 

 

# LDAP_BINDDN=＜LDAP管理者 DN＞ 

# export LDAP_BINDDN 

# LDAP_HOST=＜ディレクトリサーバー名＞ 

# export LDAP_HOST 
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(使用している shell によっては環境変数の設定方法が異なります。また上記の値は環境変数でなく ldapentry の 引数とし

て指定する事もできます) 

 

# /opt/ldapux/bin/ldapentry -a passwd ＜新規ユーザ名＞ 

 

管理者パスワード入力の後、エディタが立ち上がりますので、uidnumber:、gidnumber:を入力します。必要があればそ

の他の項目を変更します。保存後、パスワードの設定が促されますので設定します。 

また、ログインのために指定したホームディレクトリを作成し、適切なパーミッション/オーナーに設定します。 

 

 ユーザ情報の確認 

以下のコマンドをつかってユーザ情報が正しく取得できることを確認します。 

 

# pwget -n ＜LDAPユーザ名＞ 

 

正しく設定されていれば以下のような出力がされます。(番号などは入力した uidnumber 値などによって変わります)  

 

＜LDAPユーザ名＞:*:30001:20::/home/ldapuser1:/usr/bin/ksh 

 

 

また、以下のコマンドを使って確認することもできます。  

 

# nsquery passwd ＜LDAPユーザ名＞ ldap 

 

問題なければ、Directory サーバー上に登録されたアカウント情報を使って HP-UX にログインすることができます。 

 

 既存アカウント情報の Directory Server への移行 

LDAP-UX Integration には、既存のアカウント情報を Directory Server へ移行するためのスクリプトが付属しています。

以下はそのスクリプトです。 

 

スクリプト名 概要 

migrate_all_online.sh 
LDAP サーバーへ アカウント情報を登録します。(下のスクリプトを呼び出して使用しま

す。) 

migrate_all_nis_online.sh 
LDAP サーバーへ NIS map 情報を登録します。(下のスクリプトを呼び出して使用します。

) 

migrate_aliases.pl /etc/aliases の情報を LDIF ファイルとして出力します。 

migrate_base.pl ベース DN 情報を作成します。 

migrate_fstab.pl /etc/fstab の情報を LDIF ファイルとして出力します。 

migrate_group.pl /etc/group の情報を LDIF ファイルとして出力します。 
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migrate_hosts.pl /etc/hosts の情報を LDIF ファイルとして出力します。 

migrate_netgroup.pl /etc/netgroup の情報を LDIF ファイルとして出力します。 

migrate_netgroup_byhost.pl netgroup.byhost の NIS map 情報を LDIF ファイルとして出力します。 

migrate_netgroup_byuser.pl netgroup.buyser の NIS map 情報を LDIF ファイルとして出力します。. 

migrate_networks.pl /etc/networks の情報を LDIF ファイルとして出力します。 

migrate_passwd.pl /etc/passwd の情報を LDIF ファイルとして出力します。 

migrate_protocols.pl /etc/protocols の情報を LDIF ファイルとして出力します。 

migrate_rpc.pl /etc/rpc の情報を LDIF ファイルとして出力します。 

migrate_services.pl /etc/services の情報を LDIF ファイルとして出力します。 

 

 移行用スクリプト使用例  

 

• migrate_all_online.pl 

migrate_all_online.pl スクリプトを使うと、アカウント情報を直接 Directory Server に登録することができます。 

この場合、ベース DN や Directory サーバー名など必要な情報は、スクリプト実行時に入力を促されますので、環境変

数での指定は必要ありません。 

 

# /opt/ldapux/migrate/migrate_all_online.pl 

 

Map Name ディレクトリ位置 

passwd ou=People,＜指定されたベース DN＞ 

group ou=Groups,＜指定されたベース DN＞ 

netgroup ou=Netgroup,＜指定されたベース DN＞ 

hosts ou=Hosts,＜指定されたベース DN＞ 

networks ou=Networks,＜指定されたベース DN＞ 

protocols ou=Protocols,＜指定されたベース DN＞ 

rpc ou=Rcp,＜指定されたベース DN＞ 

services ou=Services,＜指定されたベース DN＞ 
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• migrate_group.pl 

以下は、/etc/group の情報を ldif ファイルに出力する例です。 

グループ情報エントリの Naming Context は、環境変数 LDAP_BASEDN で指定された先の ou=Groups になりま

す。 

 

# LDAP_BASEDN="dc=jp,dc=hp,dc=com" 

# export LDAP_BASEDN 

# /opt/ldapux/migrate/migrate_group.pl /etc/group /tmp/group.ldif 

(出力された ldif ファイルは適宜 Directory Server に import してください。) 

 

• migrate_passwd.pl 

以下は、/etc/passwd の情報を ldif ファイルに出力する例です。 

ユーザ情報エントリの Naming Context は、環境変数 LDAP_BASEDN で指定された先の ou=People になります。 

 

# LDAP_BASEDN="dc=jp,dc=hp,dc=com" 

# export LDAP_BASEDN 

# /opt/ldapux/migrate/migrate_passwd.pl /etc/passwd /tmp/passwd.ldif 

(出力された ldif ファイルは適宜 Directory Server に import してください。) 

 

 

 

Tomcat 3.3 チューニング 

 

はじめに 

標準で、Tomcat は単純な構成で配布されています。これは、初めて Tomcat を使用するお客様がすぐに利用できるための構成

です。ただし、この構成は Tomcat を実際のサイトに展開する最善の方法ではありません。たとえば、実際のサイトでは、パフ

ォーマンス チューニングとサイト固有の設定 (追加パス要素など) が必要になることがあります。ここではまず、Tomcat ベース

のサイトを公開する前に必要な手順について説明します。  

 

JVM 設定 

スレッドプール 

サーブレット 

 

リンク 

本内容は、以下の情報に基いています。 

 

The Jakarta Project  

 

この文書の著者：  Gal Shachor 

協力者 (アルファベット順) ： Jonathan Bnayahu 

http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-3.3-doc/tomcat-ug.html
http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-3.3-doc/tomcat-ug.html


139 

HP-UX システム環境設定時のヒント集 

 
 

Fiona Czuczman 

Costin Manolache 

 

Copyright ©1999 The Apache Software Foundation 

Legal Stuff They Make Us Say  / 問い合わせ  

 

バッチファイルの変更とカスタマイズ 

別のセクションで述べたように、起動スクリプトが用意されています。ただし、展開に必要な起動スクリプトを次の目的で変更す

る必要があります。 

 

 記述子の最大数など、リソース制限を設定する。 

 新しい CLASSPATH エントリ (JDBC ドライバなど) を追加する。 

 新しい PATH/LD_LIBRARY_PATH エントリ (JDBC ドライバ DLL など) を追加する。 

 JVM コマンド行設定を変更する。 

 任意の JVM (コンピュータにインストールされたいくつかの JVM の中から) を使用していることを確認する。 

 UNIX コマンド"su"を使用して root を別のユーザーに切り替える。 

 その他環境固有の理由がある場合。 

 

これらの変更の中には、基本スクリプトを明示的に変更しなくても可能なものがあります。たとえば、tomcat スクリプトで環境

変数 TOMCAT_OPTS を使用すれば、特別なコマンド行パラメータを JVM に設定できます (メモリ設定など)。また、UNIX 上の

ホームディレクトリにファイル".tomcatrc"を作成できます。この場合、Tomcat がこのファイルから PATH、JAVA_HOME、

TOMCAT_HOME、CLASSPATH などの環境情報を引き出します。ただし、NT 上では (JVM コマンド行などを変更する場合は

UNIX 上でも) 起動スクリプトの一部を書き換える必要があります。 

 

デフォルトの JVM 設定の変更 

tomcat スクリプトのデフォルトの JVM 設定は非常に簡単です。すべての設定がデフォルトのままでかまいません。Tomcat の

パフォーマンスを向上するために、次のことを考慮する必要があります。 

 

1. JVM メモリ構成の変更。通常、JVM は Java ヒープの初期サイズを割り当てるだけです。これ以上のメモリ量が必要な場合

でもそうです。しかし、ロードされたサイトで JVM により多くのメモリを提供すると、Tomcat のパフォーマンスが向上し

ます。Java ヒープの最小/最大値を設定するには (そして、パフォーマンスの向上を確認するには)、-Xms/-Xmx/-ms/-mx

などのコマンド行パラメータを使用する必要があります。 

2. JVM スレッド構成の変更。JDK1.2.x for Linux は、グリーンスレッドとネイティブスレッドの両方をサポートします。一般

に、ネイティブスレッドでは I/O を使用するアプリケーションのパフォーマンスが向上し、グリーンスレッドではコンピュ

ータへの負担が軽減することが知られています。この 2 つのスレッドモデルを試し、どちらのモデルがサイトに適している

か確認してください (通常は、ネイティブスレッドの方が適しています)。 

3. タスクに最適な JVM の選択。 

 

Connector の変更 

Tomcat のデフォルト server.xml で構成される Connector には、server.xml の次の部分で構成される 2 つの Connector が

含まれます。 

http://jakarta.apache.org/legal.html
http://jakarta.apache.org/contact.html
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<!-- (1) HTTP Connector for stand-alone operation --> 

<Connector className="org.apache.tomcat.service.PoolTcpConnector"> 

<Parameter name="handler" 

value="org.apache.tomcat.service.http.HttpConnectionHandler"/> 

<Parameter name="port" 

value="8080"/> 

</Connector>  

 

<!-- (2) AJPV12 Connector for out-of-process operation --> 

<Connector className="org.apache.tomcat.service.PoolTcpConnector"> 

<Parameter name="handler" 

value="org.apache.tomcat.service.connector.Ajp12ConnectionHandler"/> 

<Parameter name="port" 

value="8007"/> 

</Connector> 

 

1. 着信 HTTP 要求についてポート 8080 でリスンする Connector です。この Connector はスタンドアロン操作にのみ必要

です。 

2. 着信 AJPV12 要求についてポート 8007 でリスンする Connector です。この Connector は、Web サーバー統合 (外部プ

ロセスサーブレット統合) に必要です。 

 

Tomcat をシャットダウンするには AJPV12 Connector が必要です。しかし、スタンドアロン操作が不要な場合、HTTP 

Connector を削除できます。 

 

Connector でのスレッドプールの使用 

Tomcat はマルチスレッドで動作するサーブレットのコンテナです。したがって、各要求を実行するのにスレッドを 1 つ使用し

ます。Tomcat 3.2 より以前のバージョンでは、デフォルトで、着信する各要求に対応するために新しいスレッドが作成されてい

ました。しかし、次のような理由から、この動作はロードされたサイトで問題になります。 

 

 すべての要求に対してスレッドを起動/停止することが、オペレーティング システムと JVM に余計な負担をかけます。 

 リソース消費量を制限するのは困難です。300 個の要求が同時に着信する場合、Tomcat はその要求に対応するために 300

個のスレッドをオープンし、すべての要求を同時に処理するために必要なリソースをすべて割り当てます。このため、通常

使用するリソースをはるかに上回るリソース (CPU、メモリ、記述子など) が割り当てられ、パフォーマンスの低下したり、

リソースを使い果たしてクラッシュする可能性あります。 

 

このような問題を解決する場合、スレッドプールを使用します (これは Tomcat 3.3 のデフォルト構成です)。スレッドプールを

使用しているサーブレットコンテナが、スレッドを直接管理する負担から解放されます。サーブレットコンテナは、新しいスレッ

ドを割り当てる代わりに、スレッドが必要な場合はプールからスレッドを取得するように要求し、不要になるとスレッドをプール

に戻します。現在では、スレッドプールを利用して次のような高度なスレッド管理手法を実装することができます。 

 

1. スレッドを「オープン」したまま、スレッドを何度も再使用する手法。これにより、スレッドを連続的に作成/破棄した時に

発生する問題が解消されます。 

- 一般的に管理者は、アイドル状態のスレッドの数を適正に保ち、必要に応じてスレッドを解放するようにプールに指示

できます。 
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2. 同時に利用できるスレッド数の上限を設定する手法。これにより、スレッドが無制限に割り当てられる際に発生するリソー

ス割り当て問題を防止できます。 

― コンテナのスレッド数が上限に達した時に新しい要求が着信すると、その要求は別の (以前の) 要求が終了し、別の要求に

使用されていたスレッドが開放されるまで待機しなければなりません。 

 

上記の手法をさまざまな方法で洗練することは可能ですが、あくまで洗練にとどまります。スレッドプールの主要な利点は、スレ

ッドの再利用と同時に利用できるリソース使用量の制限です。  

 

Tomcat でのスレッド プールの利用方法は簡単です。つまり、<Connector>構成で PoolTcpConnector を使用するだけです。

たとえば、server.xml の次の部分でプールを使用した Connector AJPV12 が定義されています。 

 

プールを使用した AJPV12 Connector 

 

<!-- A pooled AJPV12 Connector for out-of-process operation --> 

<Connector className="org.apache.tomcat.service.PoolTcpConnector"> 

<Parameter 

name="handler" 

value="org.apache.tomcat.service.connector.Ajp12ConnectionHandler"/> 

<Parameter 

name="port" 

value="8007"/> 

</Connector> 

 

この部分は非常にシンプルで、デフォルト (上記) のプール動作は次のようになります。 

 

 50 個のスレッドを同時に利用可能。 

 プールにアイドル状態のスレッドが 26 個以上あると、プールがそれらのスレッドを削除し始める。 

 プールの作成時には 10 個のスレッドを保持し、空きのスレッドを 10 個維持しようとする (上限が維持されている限り)。 

 

このデフォルト構成は、平均的な同時要求数が 10～40 個ぐらいの中規模なサイトに適しています。上記の例に当てはまらない

場合、この構成を変更する必要があります (上限を低くするなど)。次に示すように、server.xml の<Connector>要素でプール

を構成できます。 

 

スレッドプールの構成方法 
<!-- A pooled AJPV12 Connector for out-of-process operation --> 

<Connector className="org.apache.tomcat.service.PoolTcpConnector"> 

<Parameter 

name="handler" 

value="org.apache.tomcat.service.connector.Ajp12ConnectionHandler"/> 

<Parameter 

name="port" 

value="8007"/> 

<Parameter 

name="max_threads" 

value="30"/> 

<Parameter 

name="max_spare_threads" 

value="20"/> 
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<Parameter 

name="min_spare_threads" 

value="5" /> 

</Connector> 

 

上記のように、プールには次の 3 つの構成パラメータがあります。 

 

 max_threads - 同時に使用できるスレッド数の上限を定義します。プールはこの数を超えるスレッドを作成しません。 

 max_spare_threads - プールがアイドル状態でも保持するスレッドの最大数を定義します。アイドル状態のスレッド数が

max_spare_threads の値を超えると、プールがスレッドを削除します。 

 min_spare_threads - プールは、新しい着信要求をリスンしているアイドル状態のスレッド数が常にこの数以上になるよう

監視します。min_spare_threads の値は、1 以上でなければなりません。 

 

上記のパラメータを使用して、必要に合わせてプール動作を調整する必要があります。 

 

サーブレット自動再読み込みの無効化 

サーブレットの自動再読み込みは、開発時に大いに役立ちます。しかし、自動再読み込みは代償が大きく (パフォーマンスの低

下)、一部のクラスローダでロードされたクラスが現在使用しているクラスローダでロードされるクラスとともに動作できない場

合はアプリケーションで競合が発生することもあります。  

 

このため、展開時にクラスの再読み込みがどうしても必要な場合を除き、状況に応じて reloadable フラグをオフにしてくださ

い。 

 

 

 

HP-UX 11i v2 Install Time Security 

 

はじめに 

このページでは、HP-UX 11i v2 から採用された Install Time Security 機能についてまとめます。また、Install Time Security

が使用するホスト要塞化ツール Bastille についても解説します。 

 

なお、HP-UX 11i v1 では Install Time Security の機能はサポートされていませんが、このページで触れられているホスト要塞

化ツールやその他のセキュリティツールについては、11i v1 用のものも用意されています。 

 

Install Time Security について 

HP-UX 11i v2 から、Install Time Security という機能が導入されました。これにより、OS インストール時に数種類のセキュ

リティ設定が選択できます。もちろん、インストール後にセキュリティ設定を運用状況に合わせて、細かく再設定することも可能

です。 

 

Install Time Security は、以下のツールを使用して設定を行います。 
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 bastille (HP-UX のセキュリティを強化する要塞化ツール) 

 Security Patch Check (HP-UX システムにインストールされているファイルセットやパッチを分析し報告。bastille は 

Security Patch Check を 定期的に自動実行するよう設定します。) 

 IPFilter (オープンソースをベースとしたステートフルなシステムファイアウォール) 

 SecureShell (業界標準の暗号化機能を使った安全なネットワーク・アクセス) 

 

HP-UX 11i v1 では Install Time Security はサポートされていませんが、上記のツールを個別に使用して、セキュリティの設定

を行なうことができます。 

 

Install Time Security で選択可能な設定 

以下は、Install Time Security で選択可能な項目です。それぞれの設定内容は以下のとおりです。  

 

Sec00Tools 
Bastille、SSH、Security Patch Check および IPFilter のインストールのみを行います。(設定は行われ

ません。従来の HP-UX と同等) 

Sec10Host 約 50 の host ベースのロックダウンを行います。(telnet、ftp の通信は許可されます) 

Sec20MngDMZ 
いくつかのセキュアなプロトコル(SSH、IDS、WBEM、Webmin などからの通信)のみを接続可能にしま

す。(ping リクエストも受け付けません) 

Sec30DMZ SSH 以外の受信コネクションをブロックします。 

 

 Install Time Security は以下のツールを利用し、設定を行う 

• Bastille 

• Security Patch Check 

• IPFilter 

• SecureShell 

 インストール後も、システム管理者が各ツールを使い設定の変更可能 

 Sec00Tools の場合は、各ツールのインストールのみ 

 Install Time Security は以下のツールを利用し、設定を行う 
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Install Time Security は、HP-UX 11i v2 または v3 のインストール時、または アップデート時に指定することができます。 

 

 HP-UX 11i v2 インストール時の選択画面例 

 

 

 

 HP-UX 11i v2 へのアップデート時(Update-UX 実行時)の選択画面例 

 

   

 

ホスト要塞化ツール bastille について 

bastille は HP-UX のセキュリティをより強固に設定する要塞化ツールです。bastille は、以下のような特徴があります。 

HP-UX 11.0 、HP-UX 11i v1、v2 および v3 で利用可能 

 Perl ベースのセキュリティ強化/ロックダウン ツール 
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 対話式に設問に答えるだけで、カスタムなセキュリティ設定が可能 

 HP-UX OE に含まれます。  

 

  

 

bastille の注意点 

ここでは、ホスト要塞化ツールを使用する際に注意する点についてまとめます。 

 bastille の 対話モードは X-Window display が必要です。キャラクター端末モード(bastille -c)は Linux 専用で hp-ux で

はサポートされていません。 

 bastille -r および bastille -b の実行には、X-Window display は必要ありません。(コマンドラインで実行されます) 

 bastille -r により、セキュリティの設定は bastille が実行される前の設定に 戻されます。 

Install Time Security で Sec01Host、Sec02MngDMZ、Sec03DMZ の設定を行った場合、 最初の bastille -r では 

telnet 可能状態になりますが、root の telnet ログインが console からのみに制限される状態に戻ります。ご注意くださ

い。 

(この場合でも、ssh コマンドで root のネットワーク経由でのログイン および 一般ユーザで telnet ログイン後の su コマン

ドによる管理者権限の取得 は可能です) 

 bastille の対話モードでは、常にすべての設問が表示されるわけではありません。 セキュリティレベルを低くする設定は、

表示されないケースがあります。 

例えば、shadow パスワードが無効である場合にはそれを設定する設問 [Would you like to hide the encrypted 

passwords on this system?] が現れますが、既に shadow パスワードが有効になっているシステムでは、 この設問は表

示されません。 

 revert 機能でセキュリティ設定を戻す際、状態によっては一部変更を手動で戻さなければならない場合があります。ファイ

ル/var/opt/sec_mgmt/bastille/TOREVERT.txt には、revert 後に行わなければならない設定が記録されますので、

revert 後は必ずこのファイルをチェックし、必要があれば指定された設定を行なって下さい。 
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HP-UX Network Server Accelerator for HTTP 

 

はじめに 

ここでは、HP-UX Network Server Accelerator for HTTP (以降 NSA HTTP と略します) の HP-UX システムへの導入と それ

によるメリットについてまとめます。NSA HTTP は、HP-UX 11i および HP-UX 11i v2 オペレーティング環境でサポートされ

ます。 

 

HP-UX Network Server Accelerator for HTTP (NSA HTTP) とは 

HP-UX Network Server Accelerator for HTTP(NSA HTTP) は アクセスされたウェブ・ページの カーネル内部キャッシュを維

持することにより、ウェブサーバーの処理速度を改善するネットワーク機能です。静的な Web ページの場合大幅な性能向上が期

待できます。(※性能向上の値は条件により異なります。)  

 

ユーザが NSA HTTP キャッシュに含まれる HTML ページにアクセスした場合、カーネル内部キャッシュから直接ページに渡さ

れ、ウェブサーバーにはこの処理に対する負荷が発生しません。リクエストをユーザスペースの Web サーバープロセスに渡さ

ず、カーネル内部キャッシュから Web ページとして直接処理するため、それにかかる処理は最小限になります。 

 

NSA HTTP の機能と特徴 

NSA HTTP では次の機能を提供します。 

 

 Web サーバーの大幅な性能向上 

 ネットワーク・リクエスト処理を高速化する汎用的なフレームワーク 

 ネットワーク・サーバー加速機能はポート単位で利用可能 

 NSA socket layer 機能拡張 

 Stream キャッシュ 

 HTTP カーネル内部 データキャッシュ 

 HTTP プロトコル処理機能 

 

HP-UX 11i v2 用 NSA HTTP では、上記の機能に加え以下の新しいネットワーク・サーバー加速機能を提供します。 

 

 Virtual Web サーバーを サポート 

 バイナリフォーマットのログ機能 

 ログファイル・フォーマット変換ユーティリティ 

 

HP-UX NSA HTTP のインストール 

HP-UX NSA HTTP 製品は、幅広い HP-UX オペレーティング環境で動作します。 

 

システム要件 
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HP-UX NSA HTTP 製品 NSA HTTP product for HP-UX 11i version 2 

ハードウェア Integrity サーバー、および、HP 9000 サーバー 

OS HP-UX 11i v2 

ダウンロード・ファイル・サイズ 約 500 Kbyte 

 

HP-UX NSA HTTP 製品 NSA HTTP product for HP-UX 11i 

ハードウェア HP 9000 サーバー 

OS HP-UX 11i v1 (32 ビットおよび 64 ビットいずれにも対応) 

ダウンロード・ファイル・サイズ 約 250 Kbyte 

 

※NSA HTTP for HP-UX 11i には、パッチ PHNE_28089(cumulative ARPA Transport patch for 11.11) あるいはその後継

パッチが必要です。このパッチは NSA HTTP ソフトウェアをインストールする前にシステムに適用しておく必要があります。 

 

HP-UX NSA HTTP のインストール 

 

 HP-UX 11i v2 用 NSA HTTP のインストール 

1. NSA HTTP のデポを http://www.software.hp.com/ より インストール対象のサーバーへ ダウンロードします。 

2. 以下のコマンドを実行してインストールを実行します。 

 

swinstall -s [ダウンロードされたデポの絶対パス] NSAHTTP 

 

デポが /tmp ディレクトリにダウンロードされた場合は以下の様になります。 

 

swinstall -s /tmp/NSAHTTP-IPF.depot NSAHTTP 

 

3. HP-UX 11i v2 用 NSA HTTP が 正しくインストールされたことを確認します。 

 

swlist | grep NSAHTTP 

 

(出力結果) 

NSAHTTP  B.11.23.01.01   NSA HTTP Bundle for HP-UX 11i version 2 

 

4. NSA HTTP ソフトウェアの DLKM モジュールが正しく導入されていることを確認します。 

 

kcmodule -q nsamod -P state 
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(出力結果) 

state loaded 

 HP-UX 11i v1 用 NSA HTTP のインストール 

1. インストールする システムに必要なパッチ(PHNE_28089 - cumulative ARPA Transport patch あるいはその後

継パッチ)が適用されているか確認します。 もし適用されていない場合は IT リソースセンターより入手して適用し

ます。 

 

PHNE_28089 が システムに適応されているか調べるには、インストール対象のサーバーで以下のコマンドを実行

します。 

 

swlist | grep PHNE_28089 

2. NSA HTTP のデポを http://www.software.hp.com/より インストール対象のサーバーへ ダウンロードしま

す。 

 

3. 以下のコマンドを実行してインストールを実行します。 

 

swinstall -s [ダウンロードされたデポの絶対パス] NSAHTTP 

 

デポが /tmp ディレクトリにダウンロードされた場合は以下の様になります。 

 

swinstall -s /tmp/NSAHTTP.depot NSAHTTP 

 

4. HP-UX 11i v1 用 NSA HTTP が 正しくインストールされたことを確認します。 

 

swlist | grep NSAHTTP 

 

(出力結果) 

NSAHTTP   B.11.11.01.01   NSA HTTP 11i product bundle 

 

5. NSA HTTP ソフトウェアの DLKM モジュールが正しく導入されていることを確認します。 

 

kmadmin –s 

 

(出力結果) 

Name    ID  Status  Type 

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

nsamod  1   LOADED  STREAMS 

 

※モジュール ID は インストールされたシステムの状態によって異なります 

 

HP-UX NSA HTTP の設定 

1. NSA HTTP サービス用設定ファイル/etc/rc.config.d/nsahttpconf を編集します。この設定ファイルには NSA HTTP のデ

フォルト値が設定されているので必要に応じて値を変更します。 
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2. 以下のコマンドを実行し /etc/rc.config.d/nsahttpconf の設定値を反映させます。 

(システム起動時には設定は自動的に読み込まれますので、システムリブートのたびに毎回実行する必要はありません。) 

 

/sbin/init.d/nsahttp start 

 

3. NSA HTTP サービスを適用させる Web サーバーを再起動します。 Web サーバーが再起動した後は、NSA HTTP で登録さ

れたポートを listen する各ソケットにたいして nsad deamon が起動します。 

以下のコマンドでそれを確認できます。 

 

ps -ef | grep nsad | grep -v grep 

 

HP-UX NSA HTTP の管理ツール 

HP-UX NSA HTTP は、nsahttp 管理ユーティリティを提供します。このユーティリィティは、NSA HTTP 実行に関する統計情

報を表示したり、NSA HTTP を使用するよう登録された TCP ポートの一覧、および他の設定情報や統計情報などを表示すること

ができます。 

 

以下は、管理ユーティリティの機能一覧です。 

 

 NSA を適用するポート番号の設定/表示 

 URI データキャッシュにたいする最大システムメモリ使用率の設定/表示 

 NSA HTTP サービスでキャッシュできる最大 URI データサイズの設定/表示 

 アイドル HTTP TCP コネクション タイムアウト値の設定/表示 

 NSA HTTP キャッシュ エントリータイムアウトの設定/表示 

 統計情報に関する設定/表示 

• 統計収集の開始/停止 およびその状態表示 

• 収集された統計情報 

・ 登録されたポートにたいして受けた TCP コネクションのリクエスト総数 

・ HTTP キャッシュにヒットした数 

・ HTTP キャッシュがミスした数 

・ HTTP キャッシュのバイトサイズ 

 ログに関する設定/表示 

• アクセスログの有効/無効 および その状態表示 

• 記録するログファイルの設定/表示 

• イベントログ用デバッグレベルの設定 

• ログファイルのフォーマット設定(アスキー/バイナリ) および その状態表示 (hp-ux 11i v2 用のみ) 

• バイナリ型ログファイルのアスキー形式への変換 (hp-ux 11i v2 用のみ) 

 

操作方法を簡単に紹介します。詳細な操作方法につきましては、マニュアル・ページをごらんください。 

 NSA の マニュアル・ページを表示するには、以下のコマンドを実行します。 

 

man nsahttp 
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 NSA の設定状態を表示 

以下のコマンドを実行します。 

 

nsahttp 

 

(出力結果例) 

Active NSA HTTP ports: 80 

Max cache percentage: 50 

Max URI data length: 1048576 bytes 

Cache Timeout: 600 seconds 

Persistent connection timeout: 600 seconds 

Log file name: /var/nsa/nsahttp_log 

NSA HTTP logging disabled 

NSA HTTP statistics collection disabled 

 

 NSA を適用するポート番号に関する設定 

ポート番号を設定するには、以下のコマンドを実行します。 

 

nsahttp -p ＜ポート番号＞ 

 

ポート番号を解除するには、以下のコマンドを実行します。 

 

nsahttp -D -p ＜ポート番号＞ 

 

 URI データキャッシュにたいする最大システムメモリ使用率を設定するには、以下のコマンドを実行します。 

 

nsahttp -C ＜最大メモリ使用率＞ 

 

 NSA HTTP サービスでキャッシュできる最大 URI データサイズを設定するには、以下のコマンドを実行します。 

 

nsahttp -m ＜最大データサイズ(K バイト単位)＞ 

 

 アイドル HTTP TCP コネクション タイムアウト値を設定するには、以下のコマンドを実行します。 

 

nsahttp -t ＜接続タイムアウト(秒)＞ 

 

 NSA HTTP キャッシュ エントリータイムアウト値を設定するには、以下のコマンドを実行します。 

 

nsahttp -e ＜キャッシュタイムアウト(秒)＞ 

 

 統計情報の収集に関する設定 

収集を開始するには、以下のコマンドを実行します。 
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nsahttp -S on 

 

収集を停止するには、以下のコマンドを実行します。 

 

nsahttp -S off 

 

 NSA の統計情報を表示 

以下のコマンドを実行します。 

 

nsahttp -s 

 

(出力結果例) 

Number of HTTP connections: 2340 

Number of HTTP cache hits: 2323 

Number of HTTP cache misses: 30 

HTTP cache size (bytes): 59530 

 

HP-UX NSA HTTP 構成例 

NSA HTTP は多くの構成が可能です。ここでは典型的な例として２つのシナリオについて記述します。 

 

NSA HTTP とウェブサーバーを１つのシステムにインストールする 

この構成では NSA HTTP は静的コンテンツに対するリクエスト処理を高速化することができます。NSA HTTP は、通常ユーザ空

間の HTTP サーバーで行われる処理をバイパスしてカーネルで処理する fast path を提供します。つまり、NSA HTTP はそれぞ

れの HTTP リクエストを解析して、カーネル内で処理できるかを判断し、カーネルで処理できないリクエストはユーザ空間のサ

ーバープロセスに処理を任せます。fast path は通常ユーザ空間のサーバープロセスで行われるリクエストに対する解析をカーネ

ル内でも行うというオーバヘッドがありますが、カーネルキャッシュによる高速化に較べると微々たるものです。 
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NSA HTTP を複数のサーバー環境で使用する 

高負荷なウェブサイトでは特定の用途ごとに特化させた複数のサーバーを設置する場合があります。例えば、画像や音声、映像な

ど特定のコンテンツ専用のサーバーを仕立てる場合です。この構成ではそれぞれのサーバーの設定をコンテンツに合わせて最適化

できるメリットがあります。一般的なアプローチとして静的なコンテンツ専用のサーバーと動的なコンテンツ専用のサーバーに分

割する方法があります。 

複数サーバーのシナリオではコンテンツは分離され、NSA HTTP は静的コンテンツ専用のサーバーにインストールします。この

アプローチはあらかじめウェブサイトのコンテンツをそれぞれの専用サーバーに分割しておく場合にのみ有効です。 

ウェブサイトのコンテンツを分割することは特定のコンテンツをそれ専用のサーバーに配置するだけでなく、それぞれのコンテン

ツに対する HTML のリンクを修正する作業が必要となります。従って既に運用されているサイトの場合、サイトの管理者がコン

テンツの分割をしたくない、もしくはできないこともあるため、このシナリオは既存のサイトが既にコンテンツをそれぞれの専用

サーバーに分散させているサイトにとって有用でしょう。 
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HP-UX NSA HTTP 導入による Web サーバーパフォーマンスの向上例 

ここでは、HP-UX NSA HTTP 導入による Web サーバーのパフォーマンスの向上例を紹介します。 

※ NSA HTTP はカーネル内部に設置されるキャッシュの効果により静的 Web ページの配信に効果を発揮しますが、内容の変化

する動的 Web ページにおいてはキャッシュの効果はありません。パフォーマンスの向上度合いについては、その Web サーバー

の状態、コンテンツなどに影響されますので、ご注意ください。 

 

パフォーマンス向上例 その１ 

以下のグラフは、HP-UX NSA HTTP を有効 および 無効にした場合の同時コネクション数をグラフにしたものです。アクセスさ

れるページはすべて静的ページで、返されるファイルのサイズを変更して計測を行っています。この例では、通信量がネットワー

ク機器のボトルネックに達するまでコネクションレートが約 8 倍になっています。 

 

測定方法 

 

 http サーバー上で nsahttp を on/off した場合の、リクエスト処理量をクライアント側で計測 

 http サーバー（Apache）、nsahttp、http クライアント（httperf）はそれぞれインストール時のデフォルト設定のまま 

 http クライアントはそれぞれのクライアントで 8 プロセスを同時に起動し、それぞれ 10000 回サーバーにコネクション

（GET 要求）を繰り返す 

 計測に使用された HTML ファイルのサイズは 1、10、100、1000、10000、50000、100000、200000 バイト（全サ

イズとも NSA HTTP のキャッシュに収まるバイト数） 

 



154 

HP-UX システム環境設定時のヒント集 

 
 

 

 

パフォーマンス向上例 その２ 

こちらは、1 トランザクションでアクセスする URL の内、70%を静的ページ 30%を動的ページとして、 NSA HTTP の効果を比

較したものです。 

 

測定方法 

 

 各サーバー、クライアント、nsahttp の設定 1 と同じ。ただし、Apache には mod_perl を組み込み、動的コンテンツを

生成した。 

 http クライアントはそれぞれのクライアントで 8 プロセスを同時に起動し、それぞれ 10000 回サーバーにコネクション

（GET 要求）を繰り返す。コネクションは 10 回中 7 回が静的コンテンツ、3 回が動的コンテンツへと行った。 

 静的コンテンツは 100 バイトのファイルを使用した。 

 動的コンテンツは 100 バイトのファイルを perl で生成した。 

 

NSA HTTP は静的ページへのアクセスのみにしか有効でないことや、静的ページの処理は動的ページより処理が軽いことなどか

ら効果が現れにくいですが、それでも約 30%の性能向上が見られます。 
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また、キャッシュにヒットした場合は、 Web サーバーの負荷が下がります。以下は、同試験中の CPU の負荷状態にを示すグラ

フです。コネクション数の向上に反して、CPU の負荷が下がっていることがわかります。 
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HP-UX 

www.hpe.com/jp/hpux 
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使用機器 

Webサーバー 

H/W 
Integrity サーバー rx1600 x 1 台 

(Itanium 1GHz x 2、2GB RAM) 

OS HP-UX 11i v2 

I/O 1000BASE-T x 1 

S/W Apache(B.1.0.06.01) 

負荷クライアント 

H/W 

HP 9000 サーバー rp7410 x 1 台  

(vPar1～4 に分割、実働 4 クライアントとして負荷を加える) 

各パーティションにつき PA8700 750MHz x 2、2GB RAM 

OS 各パーティションにつき 1000BASE-T x 1 

I/O HP-UX 11i v1 

S/W httperf version 0.8 

ネットワーク 

スイッチ Procurve switch 5304xl 

I/O 1000BASE-T x 8 

 

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