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はじめに
ネットワークの可用性を高めることで，OpenVMS クラスタに関連する他の高可用性機能を補完
することができます。OpenVMS ネットワークでは，いくつかの高可用性テクノロジを，個別に
適用することもできますが，それらを組み合わせることで，さらに多くの要件を満たす高可用性
ソリューションを提供することができます。
どのような高可用性ソリューションを構成する場合にも，「シンプルに」という理念による慎重
な計画がキーとなります。障害が発生しそうな個所はどこか，どのような種類の障害であれば許
容でき，許容できない障害はどのようなものかを理解してください。重大な障害が発生した場合
の影響と，適切な予防策によりシステムへの影響をどれだけ軽減できるかを考えることが大切で
す。
TCP/IP の高可用性ソリューションには，以下のテクノロジがあります。
•

failSAFE IP1 – 代替インタフェースへのアドレス・フェイルオーバ

•

IP Cluster Alias – IP Cluster Alias の機能は failSAFE IP でも提供されています

•

Load Broker と Metric Server – 利用可能なアドレスで動的にアップデートされる DNS 別名

•

LAN Failover2,3

このドキュメントでは，これらのテクノロジの主な相違点と，適用するのに最適な環境について
説明します。

原典：Configuring TCP/IP for High Availability
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failSAFE IPは，TCP/IP V5.4 で導入されました 。
LAN Failoverは，OpenVMS V7.3-2 で導入されました 。
3
LAN Failoverの詳細は，このドキュメントでは説明しません。OpenVMS V7.3-2 のドキュメントを参照して
ください。
2
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高可用性テクノロジの比較
各テクノロジについて，表 1に簡単にまとめます。この表は，機能を比較し，環境に最適なソリ
ューションやソリューションの組み合わせを選択するのに役立ちます。各テクノロジの詳細は，
この後の項で説明します。

表 1 高可用性ネットワーク・テクノロジ
failSAFE IP

IP Cluster Alias

DNS Alias
(Load Broker /
Metric Server)

LAN Failover

保護対象

すべての IP アドレ
ス

クラスタ・アドレ
スとして指定され
た 1 個の IP アドレ
ス

最も空き具合の高
い IP アドレスのリ
ストを持つ DNS
Alias

MAC アドレス

プロトコル

IP のみ

IP のみ

IP のみ

すべての LAN プロ
トコル

適用範囲

ノードまたはクラ
スタ内のインタフ
ェース

クラスタ内のノー
ドごとに 1 個のイ
ンタフェース

DNS 名ルックアッ
プ

ノード内のインタ
フェース

NIC

インタフェース・
タイプに依存しな
い

インタフェース・
タイプに依存しな
い

該当しない

DE600 と DEGXA

負荷バラン
シング

すべてのインタフ
ェースがアクティ
ブで，発信接続を
分散し，スループ
ットが高い

クラスタ内の 1 個
のインタフェース
がクラスタ・アド
レスに割り当てら
れ，負荷バランシ
ングは行われない

DNS 別名アドレス
間で着信接続の負
荷を分散させる

ノード内の 1 個の
インタフェースが
アクティブ，他の
インタフェースは
スタンバイで，負
荷バランシングは
行われない

検出対象

障害と回復:
インタフェース，
ケーブル，スイッ
チ，ノード

ノード障害

最も空き具合の高
いノード

障害が発生したイ
ンタフェース，ケ
ーブル，スイッチ

アドレッシ
ング

クラスタごとに追
加の IP アドレスが
必要となることが
ある

クラスタごとに追
加のアドレスが 1
個必要

DNS 別名としてリ
ストされている複
数アドレス

自動的に生成され
た LAN 仮想インタ
フェース・アドレ
ス

注意

見かけ上の障害を
避けるために，
LAN 上のインタフ
ェースを少なくと
も 3 つ監視する

failSAFE IP に置き
換えられた

マルチホーム・ホ
ストのすべてのイ
ンタフェース障害
から保護するわけ
ではない

提供される
バージョン

TCP/IP V5.4 で導
入

TCP/IP Services で
長年提供されてい
る機能

TCP/IP Services で
長年提供されてい
る機能
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で導入
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failSAFE IP
ネットワーク・インタフェース・コントローラ(NIC)は，多くの場合ネットワーク内の単一障害
点(Single Point of Failure:SPOF)であると見なされます。一般的な障害としては，NIC 障害，ケー
ブルの接続不良や切断，スイッチ上のデッド・ポートがあります。failSAFE IP は，HP TCP/IP
Services for OpenVMS の Version 5.4 から導入されました。

failSAFE IP の概要
failSAFE IPを使用すると，複数のインタフェース上に同じIPアドレスを構成することにより，IPア
ドレスの冗長性を提供することができます。アクティブな状態になるのは常に，各IPアドレスの
いずれか 1 つのインスタンスだけです。他の重複するIPアドレスは，スタンバイ・モードになり
ます4。スタンバイIPアドレスは，同じノード内の複数のインタフェースや，クラスタ内の複数の
インタフェース上に構成することができます。failSAFEサービスは，各インタフェースが正常に
動作しているかを監視し，インタフェースの障害や回復を検出すると，適切な動作を実行します。
インタフェースに障害が発生した場合，そのインタフェース上にあるアクティブな IP アドレス
は削除され，スタンバイ IP アドレスがアクティブになります。スタンバイ IP アドレスが構成さ
れていない場合は，障害が発生したインタフェースが回復するまで，そのインタフェースからア
ドレスが削除されます。障害が発生したインタフェース上の静的ルートも削除され，ネットワー
クから到達可能なインタフェースへ移行されます。
障害が発生したインタフェースが復旧すると，そのIPアドレスの復帰を要求することができます。
IPアドレスが復帰できるのは，回復したインタフェースが 1 個以上のアドレスのホーム・インタ
フェースとして構成されている場合に限ります。ホーム・インタフェースが回復すると，現在の
アドレス保持者に対してそのアドレスを手放すように要求します5。ホーム・インタフェースの
概念については，「ホーム・インタフェース」の項で説明しています。
現在のアドレス保持者は，アドレスの解放によって接続が切断される場合や，自分自身もそのア
ドレスのホーム・インタフェースとして指定されている場合は，そのアドレスを解放しません。
このような場合、管理者の介入によってアドレスを強制的に削除することもできます。

failSAFE IP の構成の要件
failSAFE IP を構成するには，次の 2 つの手順が必要です。
1. 同じIPアドレスを複数のインタフェースに割り当てます。このアドレスのインスタンス
は，1 つだけアクティブになります。他のすべてのインスタンスは，スタンバイ・モー
ドになります。簡単な構成の場合は，TCPIP$CONFIGの[Core Environment]メニューを使
用して，1 つのIPアドレスを複数のインタフェースに割り当てます。詳細は，『日本語
HP TCP/IP Services for OpenVMSインストレーション/コンフィギュレーション・ガイ
ド』を参照してください。または，より広範な管理操作が可能なifconfigユーティリティ
を使用してください。詳細は，表 2を参照してください。
2. failSAFE IP サービスを有効にします。このサービスは，インタフェースが正常に動作
しているかどうかを監視し，インタフェースの障害や回復を検出すると，適切な動作を
実行します。このサービスを有効にするには，TCPIP$CONFIG の[Optional Components]
メニューを使用します。

4

1 つのクラスタ内でアクティブなIPアドレスのインスタンスを 1 つだけにするために，OpenVMSの分散ロ
ック・マネージャが使用されます。例外として，ループバック・インタフェース‘LO0’ に割り当てられている
アドレスがあります。たとえば，localhostのアドレス 127.0.0.1 は，クラスタ内の各ノードに構成されていな
ければなりません。詳細は，「管理ユーティリティ」の項を参照してください。
5
1 つのIPアドレスに，複数のホーム・インタフェースを構成できます。省略時の設定では，プライマリ・ア
ドレスは，ホーム・インタフェースとしてマークされているインタフェースに構成されます。
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failSAFE IP サービス – インタフェース・ヘルス・モニタ
failSAFE IP サービスは，インタフェースが正しく動作しているかどうかを監視し，障害や回復の
検出時に，適切な動作を実行します。このサービスは TCPIP$CONFIG を使用して有効にし，サ
ービスの起動と停止は TCP/IP Services の起動およびシャットダウン・プロシージャで行われま
す。また，次のコマンドを使用してこのサービスの起動と停止を行うこともできます。
SYS$STARTUP:TCPIP$FAILSAFE_STARTUP.COM
SYS$STARTUP:TCPIP$FAILSAFE_SHUTDOWN.COM
failSAFE IP サービスは，以下の処理を行います。
• 「受信バイト数」カウンタを定期的に読み取ることによって，インタフェースが正常に動作
しているか監視します。
•

必要に応じて，障害または回復のマークをインタフェースに付けます。

•

インタフェースの障害や回復の後に静的ルートが保持されるように管理します。

• TCPIP$FAILSAFE_RUN.LOG へのすべてのメッセージを記録します。重要なイベントは，
OPCOM にも送信します。
• 実体のない障害を避けるためのトラフィックを生成します (「実体のない障害の回避」の項
を参照)。
• 図 1の星印 (*) の付いている遷移時に，ユーザ作成のコマンド・プロシージャを起動します
• (サイト固有のコマンド・プロシージャについての詳細は，「failSAFE IPのサイト固有のカス
タマイズ」を参照してください)。
failSAFE IPサービスの状態遷移図を，図 1に示します。
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INFO 状態

ERROR 状態

WARN 状態

INFO_POLL
タイムアウト

WARN_POLL
タイムアウト

受信
バイト数

受信
バイト数

Yes

No
リトライ
上限 = 0

ERROR_POLL
タイムアウト

No
No*

No*

Yes*

受信
バイト数

Yes*

No

リトライ
上限

Yes*

Yes*

* サイト固有のコマンド・
プロシージャを起動する

図 1 failSAFE IP サービスの状態遷移図（FSM –インタフェース・ヘルス・モニタ）

failSAFE IPサービスが有効になっていない場合は，複数のノード上でfailSAFE IPアドレスを構成
すると，IP Cluster Alias (「IP Cluster Alias」の項を参照) と同等の機能が提供されます。

failSAFE IP サービスの構成
省略時の設定では，failSAFE IP サービスはシステム上のすべての TCP/IP インタフェースを監視
し，省略時のポーリング間隔で定期的に各インタフェースをポーリングします。論理名
TCPIP$FAILSAFE で定義されている構成ファイルを編集することで，ポーリング間隔を変更する
ことができます。この構成ファイルは，省略時の設定では次のとおりです。
SYS$SYSDEVICE:[TCPIP$FSAFE]TCPIP$FAILSAFE.CONF6
構成可能なパラメータを，次の表に示します。

6

TCPIP$CONFIGでサービスを構成した場合は，テンプレート・ファイルが用意されています。このテンプ
レートでも，構成ファイルの構文について説明しています。
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パラメータ

説明

INTERFACE_LIST

failSAFE が監視するインタフェースのリスト。

[省略時の値: すべてのイ
ンタフェース]

INFO_POLL
[省略時の値: 3 秒]

WARN_POLL
[省略時の値: 2 秒]

RETRY_WARN
[省略時の値: 1 リトラ
イ]

ERROR_POLL
[省略時の値: 15 秒]

インタフェースが機能している場合に使用されるポーリング
間隔。INFO_POLL が 2 回タイムアウトになると，インタフェ
ースが応答していないか調べる必要がある。このとき，ポー
リング間隔には，WARN_POLL が設定される。
インタフェースが最初に応答を停止したときに使用されるポ
ーリング間隔。ポーリングは RETRY_WARN 回まで試され，
それでも応答がないときはインタフェースが機能していない
と見なされる。このとき，ポーリング間隔に ERROR_POLL が
設定され，フェイルオーバーが発生する。
インタフェースが機能していないと見なされて，関連する IP
アドレスが削除されるまでに行われる，警告ポーリングの回
数。値が 0 の場合は，WARN_POLL サイクルが省略される。
インタフェースが機能していないと見なされた場合に使用さ
れるポーリング間隔。failSAFE IP は，インタフェースが回復
したと判断できるまで，機能していないインタフェースをこ
の間隔で監視する。回復時には，ポーリング間隔として
INFO_POLL が再度設定される。

検出可能な障害
failSAFE IP サービスは，ネットワーク・インタフェース・カード (NIC) の「受信バイト数」カウ
ンタを定期的に読み取り，インタフェースが正常に動作しているか調べます。このカウンタは，
LANCP を使用して表示できるカウンタと同じものです。たとえば，すべてのインタフェースの
「受信バイト数」カウンタを表示するには，次のコマンドを使用します。
$ pipe mcr lancp show device/count | search sys$pipe “Bytes received”/exact

failSAFE IP は，「受信バイト数」カウンタが変更されなくなったり，結果的に IP アドレスを削除
するようなイベントからシステムを保護します。このようなイベントの例を，以下に示します。
•

インタフェース・ハードウェアの障害

•

物理リンクの切断

•

TCP/IP 管理コマンドによるインタフェースのシャットダウン

•

TCP/IP Services のシャットダウン

•

ノードのシャットダウン
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アプリケーション
failSAFE IP を利用すると，IP アドレスの高可用性を必要とするすべての環境で利点があります。
次の 2 つの障害シナリオについて考えてみます。
1. 同じノード上のインタフェースに IP アドレスが移行した場合，既存のトラフィック・フロー
は中断することなく継続され，着信接続と発信接続のどちらも維持されます。
2. 別のクラスタ・メンバ上のインタフェースに IP アドレスが移行した場合，既存の接続は切断
されます。ただし，リモート・クライアントは，新しい接続をすぐに確立できます。このシ
ナリオでは，UDP アプリケーションや，IP アドレスを恒久的にキャッシュするアプリケーシ
ョンに対しては，failSAFE IP アドレスが適しています。failSAFE IP アドレスを同じノード内
の複数のインタフェースにわたって構成するか，複数のクラスタ・メンバにわたって構成す
るかは，ネットワーク管理者の判断によります。
failSAFE IP は常に，複数のクラスタ・ノードにわたるアドレスのフェイルオーバよりも同じノー
ド内のインタフェースへのフェイルオーバを優先します。

管理ユーティリティ
多くの場合，failSAFE IP は，TCPIP$CONFIG による初期構成以外の管理作業を必要としません。
この項では，failSAFE IP サービスで使用する新しい管理コマンドや，IP アドレスの割り当てを手
作業で行う場合にシステム管理者が使用する新しい管理コマンドについて説明します。
failSAFE IP アドレスは，TCPIP$CONFIG を使用して構成することも，TCPIP 管理コマンドを使用
して手作業で構成することもできます。たとえば，インタフェース IE0 上に IP アドレス
10.10.10.1 を設定し，インタフェース IE1 (擬似インタフェース IEB0) 上にスタンバイ別名アド
レスを設定するには，次のコマンドを使用できます (比較のため，ifconfig コマンドも記載してい
ます)。
$ TCPIP
TCPIP> SET INTERFACE IE0/HOST=10.10.10.1
TCPIP> SET INTERFACE IEB0/HOST=10.10.10.1

! ifconfig ie0 10.10.10.1
! ifconfig ie1 alias 10.10.10.1

スタンバイ・アドレスを表示するには，ifconfig コマンドを使用する必要があります。例を次に
示します。
$ ifconfig -a
IE0: flags=c43<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,SIMPLEX>
*inet 10.10.10.1 netmask ff000000 broadcast 10.255.255.255
IE1: flags=c03<UP,BROADCAST,MULTICAST,SIMPLEX>
failSAFE IP Addresses:
inet 10.10.10.1 netmask ff000000 broadcast 10.255.255.255 (on HUFFLE IE0)

インタフェース IE1 には failSAFE IP アドレスが表示され，ノード HUFFLE 上のインタフェース
IE0 でアクティブになっています。
ifconfigコマンドを使用すると，failSAFE IPアドレスをさらに細かく制御できます。failSAFE IPを
サポートするifconfigのオプションを表 2に示します。
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表 2 failSAFE IP 用の新しい ifconfig オプション
オプション

説明

[-]fail

fail オプションを使用してインタフェースを停止させるか，–fail オプション
を使用してインタフェースを回復させる。

[-]home

IP アドレスの作成時に使用される。特に指定しなければ，すべてのプライマ
リ IP アドレスが，ホーム・インタフェースありで作成される。別名アドレス
がホーム・インタフェースありで作成されるようにするには，home オプシ
ョンを使用しなければならない。

[-]fs

省略時の設定ではすべての IP アドレスが failSAFE アドレスとして作成され
る。ただし，localhost のアドレス 127.0.0.1 など，ループバック・インタフ
ェース LO0 に割り当てられているアドレスは除く。failSAFE が管理しないア
ドレスを作成するには，-fs オプションを使用する。

ホーム・インタフェース
failSAFE IP アドレスは，ホーム・インタフェースを指定して作成することもできます。省略時の
設定では，すべてのプライマリ IP アドレスは，ホーム・インタフェースありで作成されます。
ホーム・インタフェースの目的は，優先するフェイルオーバおよび回復ターゲットを用意し，常
にホーム・インタフェースに IP アドレスを移行できるようにすることです。これにより，IP アド
レスがどのようにインタフェースに割り当てられるかを，ネットワーク管理者がより細かく制御
できるようになります。ifconfig 管理ユーティリティを使用すると，ホーム・インタフェースの
あるアドレスの作成や表示ができます。たとえば，次の 3 つのアドレスを作成するとします。
$ ifconfig ie0 10.10.10.1
! primary has home interface by default
$ ifconfig ie0 alias 10.10.10.2
! alias does not
$ ifconfig ie0 home alias 10.10.10.3 ! create alias with home interface

TCPIP SET INTERFACE コマンドを使用して，プライマリ・アドレスと別名アドレスを作成するこ
ともできます。ただし，このコマンドは，home alias アドレスの作成はサポートしていません。
このようなアドレスを作成するには，ifconfig を使用しなければなりません。

ifconfig ユーティリティでアドレスを表示すると，ホーム・インタフェースのあるアドレスは，
アスタリスク(*) 付きで表示されます。たとえば，上記のコマンドで作成されたアドレスを表示
すると，次のようになります。
$ ifconfig ie0
IE0: flags=c43<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,SIMPLEX>
*inet 10.10.10.1 netmask ff000000 broadcast 10.255.255.255
inet 10.10.10.2 netmask ff000000 broadcast 10.255.255.255
*inet 10.10.10.3 netmask ff000000 broadcast 10.255.255.255

アスタリスク文字は，アドレス 10.10.10.1 と 10.10.10.3 に，IE0 のホーム・インタフェースが
あることを示しています。TCPIP SHOW INTERFACE では，アドレスにホーム・インタフェース
があるかどうかはわかりません。
ホーム・インタフェースのある IP アドレスを作成すると，複数のインタフェース上に IP アドレ
スを分散させるときに役立ちます。これは，負荷バランシングを行い，全体的なスループットを
向上させるときには重要です。ホーム・インタフェースが障害後に回復すると，回復後のホー
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ム・インタフェースにアドレスを復帰させることができます。これにより，利用可能なインタフ
ェース全体に各アドレスを分散させることができます。
アドレスを移行すると TCP/IP 接続が切断される場合は，アドレスはホーム・インタフェースに
移行されないことに注意してください。

failSAFE IPのサイト固有のカスタマイズ
failSAFE IPサービスの有限状態機械では，一部の遷移時に，ユーザ定義のプロシージャを起動す
ることができます。サイト固有のコマンド・プロシージャを呼び出す状態遷移については，図 1
を参照してください。これらの遷移は，次の 3 つのイベントのいずれかを示しています。
1. インタフェースが初めて応答を停止したと思われる場合。これは，障害が発生しているかも
しれないという最初の警告ですが，IP アドレスのフェイルオーバのアクションはまだ行われ
ません。
2. インタフェース上でのトラフィックの生成に失敗した場合。リトライ上限に達した後，この
インタフェースは動作していないと見なされ，このインタフェースから IP アドレスが削除さ
れます。また，フェイルオーバが発生します。
3. インタフェースが回復した場合。
このプロシージャは，次の 2 つの文字列パラメータを指定して呼び出されます。
P1 = TCP/IP インタフェース名(例: “IE0”)
P2 = 状態 (“INFO_STATE”, “WARN_STATE”, “ERROR_STATE”)
サイト固有のプロシージャは，論理名 TCPIP$SYFAILSAFE で定義できます。定義しなかった場合
に使用される省略時のファイルは，次のとおりです。
SYS$MANAGER:TCPIP$SYFAILSAFE.COM

論理名
表 3の論理名を使用して，failSAFE IPの動作環境をカスタマイズすることができます。これらの
論理名を有効にするためには，LNM$SYSTEM_TABLE内でその論理名を定義しなければなりませ
ん。

表 3 failSAFE IP の論理名
論理名

説明

TCPIP$FAILSAFE

スタートアップ時に TCPIP$FAILSAFE が読み取る構成フ
ァイル。この論理名が定義されていない場合，次の省略
時の構成ファイルが使用される。
SYS$SYSDEVICE:[TCPIP$FSAFE]TCPIP$FAILSAFE.CONF

この論理名は，failSAFE IP サービスの開始前に定義され
ていなければならない。
TCPIP$FAILSAFE_FAILED_<ifname>

この論理名は，指定したインタフェースの障害をシミュ
レートするために使用する。この論理名は，failSAFE IP
が LAN カウンタを読み取るたびに変換される。TCPIP
SHOW INTERFACE コマンドを使用すると，<ifname>を
調べることができる。
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TCPIP$SYFAILSAFE

次の 3 つの条件のいずれかが発生した場合に起動され
る，サイト固有のコマンド・プロシージャの名前。
•

インタフェースの障害

•

リトライの失敗

•

インタフェースの回復

この論理名が定義されていない場合，次の省略時のプロ
シージャが使用される。
SYS$MANAGER:TCPIP$SYFAILSAFE.COM
TCPIP$FAILSAFE_LOG_LEVEL

OPCOM とログ・ファイルに送信されるログ・メッセー
ジの量を制御する。この論理名が定義されていないか，
値がゼロの場合は，省略時のログ・レベルが使用され
る。これより大きな値は，デバッグ用である。この論理
名は，failSAFE IP がメッセージのログを記録するたびに
変換される。

TCPIP$FSACP_LOG_LEVEL

ACP が OPCOM に送信するログ・メッセージの量を制
御する。この論理名の使用は，カスタマ・サポートから
依頼された場合に限定する必要がある。

静的ルーティングと動的ルーティング
インタフェースに障害が発生すると，failSAFE IP は障害が発生したインタフェースから，すべて
のアドレスと静的ルートを削除します。静的ルートは，ルートのネットワークが到達可能な各イ
ンタフェース上に再度確立されます。これにより，静的ルートが複数のインタフェース上に作成
されることがあります。この現象は，省略時のルートでよく発生します。
利用可能なインタフェースが変更されても動的ルーティング・プロトコルを最新の状態とするた
めには，動的ルーティングを再起動しなければならないことがあります。再起動が必要な場合は，
「failSAFE IPのサイト固有のカスタマイズ」で説明しているように，TCPIP$SYFAILSAFEプロシー
ジャを使用してルーティング・プロセスを再起動します。GATEDの例を次に示します。
$ TCPIP STOP ROUTING /GATED
$ TCPIP START ROUTING /GATED

GATED ユーザの場合，この構成は，変更を検出するためにインタフェースを定期的にスキャン
する，scaninterval オプションをサポートしています。次のコマンドを実行すると，強制的にス
キャンを行うことができます。
$ TCPIP SET GATED/CHECK_INTERFACES

ルーティング・プロトコルについての詳細は，『TCP/IP Services for OpenVMS Management
Guide』の，該当する項を参照してください。
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ベスト・プラクティス
以下に，陥りやすい過ちを回避することにより，ネットワーク管理者がさまざまな角度から
failSAFE IP をすばやく理解するのに役立つ事例を示します。

failSAFE IP の検証
最近の多くのネットワークは非常に安定しており，failSAFE IP を必要とする障害が発生すること
はあまりありません。このため，failSAFE IP を必要とする数少ない機会のために，failSAFE IP を
運用する環境内で，前もって検証しておくことが重要です。この検証を行わないと，重要な局面
で，予期しない問題が発生することがあります。
本当の障害が発生するのは稀で，場合によってはシミュレートが困難なため，論理名
TCPIP$FAILSAFE_FAILED_<ifname>が用意されています。failSAFE IP アドレスを構成し，failSAFE
IP サービスを起動した後で，次のような検証手順を実行します。
1. 接続を確立し，IP トラフィックを生成する。
TELNET または FTP を使用して，サブネットの内外からマルチホーム・ホストへの発信および
着信 TCP 接続を作成します。次のコマンドを使用して，これらの接続が確立されていること
を確認します。
$
$
$
$

2.

@sys$manager:tcpip$define_commands
ifconfig -a ! Check the interface addresses
netstat -nr ! Check the routing table
netstat -n
! identify which interface(s) are being used

障害をシミュレートし観察する。
障害をシミュレートし，OPCOM とログ・ファイル・メッセージを観察します。障害は，次
のコマンドでシミュレートできます。
$ define/system tcpip$failsafe_failed_<ifname> 1

! or disconnect the cable

フェイルオーバが発生するまで待ちます。フェイルオーバの発生は，OPCOM メッセー
ジによってシグナル通知されます。ここでフェイルオーバの効果を観察し，TCP 接続が
確立されたままで，データを転送できることを確認します。たとえば，TELNET セッショ
ンが，キーボード入力に対して応答しなければなりません。
$ ifconfig -a
$ netstat -nr

! Observe how the addresses have migrated
! Observe how the routing table has changed

3. 回復させ観察する。
シミュレートした障害から回復させ，OPCOM メッセージを観察します。
$ deassign/system tcpip$failsafe_failed_<ifname> ! or reconnect the cable
$ ifconfig –a ! Observe how the addresses have migrated
$ netstat –nr ! Observe how the routing table has changed

再度，TCP 接続が確立されたままで，データを転送できることを確認します。
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論理名 TCPIP$FAILSAFE_FAILED_<ifname>による障害のシミュレーションは，マシンへの物理接
続を切断しないため，実際にフェイルオーバが発生したときにサービスが動作し続けることを保
証するものではありません。このため，1 個以上のインタフェースからネットワーク・ケーブル
を物理的に外した状態で，この手順をもう一度実行する必要があります。この操作では，ネット
ワーク・サービスが中断する可能性があるため，中断が許されるメンテナンス時に計画的にこの
操作を実行する必要があります。

failSAFE IP サービスの構成
failSAFE IP サービスの構成でキーとなる事項は，障害の検出に要する時間と，スタンバイ IP アド
レスがアクティブになるのに要する時間です。failSAFE IP 構成の目的の 1 つは既存のコネクショ
ンの中断を避けることなので，フェイルオーバ時間は，接続タイムアウト時間内でなければなり
ません。
フェイルオーバ時間は，次のように算出します。
INFO_POLL + (WARN_POLL * RETRY) < failover time < (2 * INFO_POLL) + (WARN_POLL * RETRY)

変数の説明については，図 1を参照してください。省略時の値 (INFO_POLL=3，WARN_POLL=2，
RETRY=1) では，フェイルオーバ間隔の範囲が 5〜8 秒になります。この値は，システムの負荷
を考慮していないことに注意してください。
回復時間は，ERROR_POLL間隔 (省略時の値は 30 秒)よりも短くなります。failSAFE IPの構成パラ
メータについての詳細は，「failSAFE IPサービスの構成」の項を参照してください。

実体のない障害の回避
NIC が正常に動作しているかどうかは，NIC の「受信バイト数」カウンタを監視することで判断
されます。このカウンタを使用すると，プロトコルに依存せずに NIC カウンタを参照できます。
ただし，トラフィックの少ないネットワークでは，フェイルオーバ検出時間内に「受信バイト
数」カウンタが常に変更されるほど十分なトラフィックがないことがあり，実体のない障害が発
生することがあります。この問題に対処するために，failSAFE サービスは MAC 層ブロードキャ
スト・メッセージを生成します。このメッセージは，送信元のインタフェース以外のすべての
LAN 上のインタフェースで受信されます。
この結果，failSAFE サービスが監視するインタフェースが 2 つだけの，トラフィックの少ないネ
ットワークでは，1 つの NIC の障害によって，他の NIC の実体のない障害も引き起こされるこ
とがあります。これは，残った NIC が，自身の「受信バイト数」カウンタを増加させることが
できないためです。
トラフィックの少ないネットワークでは，LAN 上に少なくとも 3 つのインタフェースがある
failSAFE IP を構成することで，実体のない障害を減少させることができます。1 つのインタフェ
ースで障害が発生しても，残ったインタフェースで，お互いの「受信バイト数」カウンタを維持
し続けることができるためです。

ホーム・インタフェースのある IP アドレスの作成
省略時の設定では，プライマリ IP アドレスが作成されるインタフェースは，ホーム・インタフ
ェースです。一方，IP 別名アドレスはホーム・インタフェースなしで作成されます。ホーム・イ
ンタフェースありの別名アドレスを作成するには，ifconfg コマンド を使用します。このコマン
ドは，SYS$STARTUP:TCPIP$SYSTARTUP.COM プロシージャに追加しなければなりません。たと
えば，IE0 インタフェース上に 10.10.10.3 の別名アドレスを作成し，IE0 をホーム・インタフェ
ースとして指定するには，次のコマンドを使用します。
$ ifconfig ie0 home alias 10.10.10.3/24
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プライベート・アドレスにクラスタ・ワイドのスタンバイは不可
ここでは，プライベート・アドレスとは，ネットワーク管理に使用され，既知のサービスの既知
のアドレスとしては公開されないアドレスのことを指します。プライベート・アドレスのスタン
バイ・インタフェースは，ホーム・インタフェースと同じノード上に構成しなければなりません。
これにより，クラスタ内の別のノードに対するアクティブな接続がある場合に，ノードがインタ
フェースにアドレスを割り当てることができないという状況を回避できます。詳細は，例 2を参
照してください。
プライベート・アドレスのリストにパブリックDNS別名を関連付ける必要がある場合は，DNS別
名の可用性を高めるために，Load Brokerを使用してください。 Load Brokerについては，「Load
BrokerとMetric Serverを使用するDNS Alias」の項を参照してください。

例
例 1 – 2 つのインタフェースが構成されている単一のノード
IE0 と IE1 という 2 つのインタフェースを備えた HUFFLE というノードがあるとします。各イン
タフェースには固有のプライマリ IP アドレスが構成されており，各インタフェースがお互いの
スタンバイとしても構成されています。アドレスは，10.10.10.1/24 と 10.10.10.2/24 です。
これらのアドレスと failSAFE IP スタンバイ別名は，TCPIP$CONFIG の[Core Environment]メニュ
ーを使用して簡単に作成できます。
明確にするために，TCPIP$CONFIG が使用するコマンドを，次の表に示します。比較のため，
同等の ifconfig コマンドも示します。
IP アドレスの構成:
動作
プライマリ・アドレスの作
成

TCP/IP コマンド

ifconfig コマンド

$ tcpip set interface ie0 –
/host=10.10.10.1 /net=255.255.255.0 /broad=10.10.10.255
$ tcpip set interface ie1 /host=10.10.10.2 /net=255.255.255.0 /broad=10.10.10.255

$ ifconfig ie0 10.10.10.1/24
$ ifconfig ie1 10.10.10.2/24

$ tcpip set interface iea0 –
/host=10.10.10.2 /net=255.255.255.0 /broad=10.10.10.255
$ tcpip set interface ieb0 /host=10.10.10.1 /net=255.255.255.0 /broad=10.10.10.255

$ ifconfig ie0 alias
10.10.10.2/24
$ ifconfig ie1 alias
10.10.10.1/24

この時点で，図 2に示すようにノードが構成されています。
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HUFFLE
スタンバイ
IP アドレス

.2
IE0

アクティブ
IP アドレス

.1*

.1
IE1
.2*

ネットワーク: 10.10.10/24

図 2 簡単な failSAFE IP 構成

ifconfigで構成を調べると，各インタフェースに，アクティブ・プライマリ・アドレスとスタン
バイfailSAFE IPアドレスがどのように構成されているかが分かります。アドレスの横に表示され
るアスタリスクは，そのアドレスのホーム・インタフェースであることを示します。以下の出力
例では，スタンバイfailSAFE IPアドレスに，IPアドレスがどこでアクティブであるかも示されて
います。たとえば，IE0 インタフェースの場合，スタンバイ・アドレス 10.10.10.2 は，ノード
HUFFLEのIE1 インタフェースでアクティブです。アドレスの前のアスタリスクは，対応するイン
タフェースがそのホーム・インタフェースであることを示します。ホーム・インタフェースにつ
いての詳細は，「ホーム・インタフェース」の項を参照してください。
$ ifconfig ie0
IE0: flags=8000c43<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,SIMPLEX>
failSAFE IP Addresses:
inet 10.10.10.2 netmask ffffff00 broadcast 10.10.10.255 (on HUFFLE IE1)
*inet 10.10.10.1 netmask ffffff00 broadcast 10.10.10.255
$ ifconfig ie1
IE1: flags=c43<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,SIMPLEX>
failSAFE IP Addresses:
inet 10.10.10.1 netmask ffffff00 broadcast 10.10.10.255 (on HUFFLE IE0)
*inet 10.10.10.2 netmask ffffff00 broadcast 10.10.10.255

インタフェースに障害が発生する(たとえば，IE0 で障害が発生する)と，failSAFE IP サービスは次
のコマンドを使用して，そのインタフェースを障害としてマークします。
$ ifconfig ie0 fail
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図 3に，IE0 で障害が発生した後のノードの状態を示します。ここでも，ifconfig コマンドの表示
を示します。IE1 インタフェースは両方のアドレスで構成されるようになり，ifconfig ie0 の出力
は，インタフェースが障害状態にあることを示しています。

HUFFLE
スタンバイ
IP アドレス

.1*
.2
IE0

アクティブ
IP アドレス

IE1
.1
.2*

ネットワーク: 10.10.10/24

図 3 IE0 インタフェースで障害発生

$ ifconfig ie0
IE0: flags=8000c43<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,SIMPLEX>
*failSAFE IP - interface is in a failed state.
failSAFE IP Addresses:
inet 10.10.10.2 netmask ffffff00 broadcast 10.10.10.255
(on HUFFLE IE1)
*inet 10.10.10.1 netmask ffffff00 broadcast 10.10.10.255
(on HUFFLE IE1)
$ ifconfig ie1
IE1: flags=c43<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,SIMPLEX>
inet 10.10.10.1 netmask ffffff00 broadcast 10.10.10.255
*inet 10.10.10.2 netmask ffffff00 broadcast 10.10.10.255
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例 2 –2 つのインタフェースが構成されているクラスタ・ノード
直前の例を拡張し，同じように構成されたノードが 1 つの OpenVMS クラスタ内に 2 つあるとし
ます。

HUFFLE

RAVENC

.2
.3
.4

.1
.3
.4

.1
.2
.4

IE0

IE1

IE0

スタンバイ
IP アドレス

アクティブ
IP アドレス

.1*

.2*

.1
.2
.3

.3*

IE1
.4*

ネットワーク: 10.10.10/24

ノード HUFFLE 上で ifconfig コマンドを実行すると，HUFFLE に構成されているすべての failSAFE
IP アドレスの情報を取得できます。図中のアスタリスクと，次の出力内のアスタリスクで示され
ているように，IE0 はアドレス 10.10.10.1 のホーム・インタフェースです。
$ ifconfig ie0
IE0: flags=8000c43<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,SIMPLEX>
failSAFE IP Addresses:
inet 10.10.10.2 netmask ffffff00 broadcast 10.10.10.255 (on HUFFLE IE1)
inet 10.10.10.3 netmask ffffff00 broadcast 10.10.10.255 (on SLYTHE IE0)
inet 10.10.10.4 netmask ffffff00 broadcast 10.10.10.255 (on SLYTHE IE1)
*inet 10.10.10.1 netmask ffffff00 broadcast 10.10.10.255

RAVENC は，HUFFLE が TCP/IP Services を開始した後にブートされたとします。RAVENC で
TCP/IP Services が開始される前に，ノード HUFFLE 上ですべてのアドレスがアクティブになりま
す。たとえば，上記の図は次のようになります。
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HUFFLE
スタンバイ
IP アドレス

アクティブ
IP アドレス

.2
.4

IE0
.3
.1*

.1
.3

IE1
.4
.2*

RAVENC
TCP/IP
未起動
IE0

IE1

ネットワーク: 10.10.10/24

この図では，アドレス .3 および .4 が，HUFFLE 上のインタフェースに割り当てられています。
実際には，この状態は不定な状態です。
TCP/IP Services をノード RAVENC で開始すると，このノードはホーム・アドレスの復帰を要求
します。この例では，アドレス .3 および .4 のホーム・インタフェースは RAVENC 上にあるた
め，RAVENC は，アドレス .3 および .4 を割り当てることができるように，HUFFLE に対してこ
れらのアドレスの解放を要求します。
ただし，ノードHUFFLEがそれらのアドレスを解放するのは，確立済みの接続がない場合だけで
す。この例の状況下では，ノードRAVENCはIPアドレスが構成されていない状態で開始されるこ
とがあります。このような状態を回避するには，スタンバイ・インタフェースのあるプライマ
リ・アドレスを，同じノードにのみ構成します。この問題を回避する別の構成については，例 3
を参照してください。

例 3 – 好ましい failSAFE IP 構成 – すべてを統合する
IPアドレスの可用性に対する要求が高まっているため，アドレスの割り当て方法について再考す
る必要があります。1 つの可能性としては，プライベートなメンテナンスIPアドレスをプライマ
リ・アドレスとして作成し，パブリックなIPアドレスを別名として作成する方法があります7。こ
の方法の欠点は，専用のメンテナンス・アドレス用としてIPアドレスが余分に必要となることで
す。長所は，アドレスの割り当てをより強力に制御でき，柔軟性もあることです。特定のアドレ
スを特定のインタフェースに結びつけるという概念は，あまり意味のないことになります。
たとえば，前出の例を使用すると，プライベート・メンテナンス・アドレスをプライマリ・アド
レスとして割り当て，各別名に最大でもホーム・インタフェースが 1 個の状態で，パブリック・
アドレスを別名として構成します。下記に示すように，プライベートなプライマリ・アドレス
は .11，.12，.13，.14 で，パブリックな別名は .1，.2，.3，.4 だとします。
このプライベートなプライマリ・アドレスには，同じノード上にのみスタンバイ・アドレスが構
成されています。たとえば，ノード HUFFLE では，.11 と .12 が両方のインタフェースに構成さ
れていますが，ノード RAVENC には構成されていません。パブリックな別名アドレス
(.1，.2，.3，.4) は，両方のノードの各インタフェースに構成されています。これらの横にある
アスタリスクは，アドレスのホーム・インタフェースであることを示しています。このため，ノ
ード HUFFLE 上の IE0 は，別名 10.10.10.1 のホーム・インタフェースです。

7

この例の目的上，プライベート・メンテナンス・アドレスはネットワーク管理者だけが知っているものとし，
一方，パブリック・アドレスは広く知られていて，既知のサービスへ接続できるものとします。
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HUFFLE
スタンバイ
IP アドレス

アクティブ
IP アドレス

.2
.3
.4

.12

.1
.3
.4

RAVENC
.11

IE0
IE1
.1*
.2*
.11*
.12*

.1
.2
.4

.14

.1
.2
.3

.13

IE0
IE1
.3*
.4*
.13*
.14*

ネットワーク: 10.10.10/24

このように構成するには，TCPIP$CONFIG プロシージャを使用してプライマリ IP アドレスを作
成し，ifconfig を使用して別名アドレスを作成します。たとえば，TCPIP$SYSTARTUP.COM プロ
シージャに以下の行を追加します。
HUFFLE ノード上:
$! Configure home aliases
$ ifconfig ie0 home alias 10.10.10.1/24
$ ifconfig ie1 home alias 10.10.10.2/24
$! Configure IE0 aliases (presumes .12 primary was created via TCPIP$CONFIG)
$ ifconfig ie0 alias aliaslist 10.10.10.2-4,12/24
$! Configure IE1 aliases (presumes .11 primary was created via TCPIP$CONFIG)
$ ifconfig ie1 alias aliaslist 10.10.10.1,3,4,11/24

RAVENC ノード上:
$! Configure home aliases
$ ifconfig ie0 home alias 10.10.10.3/24
$ ifconfig ie1 home alias 10.10.10.4/24
$! Configure IE0 aliases (presumes .14 primary was created via TCPIP$CONFIG)
$ ifconfig ie0 alias aliaslist 10.10.10.1,2,4,14/24
$! Configure IE1 aliases (presumes .13 primary was created via TCPIP$CONFIG)
$ ifconfig ie1 alias aliaslist 10.10.10.1-3,13/24

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

18

IP Cluster Alias
IP Cluster Aliasは，failSAFE IP (「failSAFE IP」を参照) が提供している機能のサブセットを提供し
ます。そのため，IP Cluster Alias は，failSAFE IPに置き換わってきています。failSAFE IPはTCP/IP
Services Version 5.4 で導入されましたが，IP Cluster AliasはUCX Version1.0 で導入されました。
IP Cluster Aliasのユーザは，failSAFE IPを使用する構成にアップデートすることをお勧めします。

IP Cluster Alias の概要
OpenVMS クラスタでは，選択された複数のクラスタ・メンバを示す 1 つの IP アドレスが存在す
ることがあります。このアドレスを，IP Cluster Alias アドレスといいます。各インタフェースに
は固有の IP アドレスがありますが，IP Cluster Alias は，一時点でクラスタ内の 1 つのインタフェ
ースでのみアクティブになるアドレスです。このアドレスを持つノードは Cluster Impersonator
として指定され，別名アドレスへのすべての接続を処理します。このインタフェ−スで障害が発
生した場合，IP Cluster Alias アドレスは，残っている他のクラスタ・メンバ・インタフェースの
いずれかに再割り当てされます。
IP Cluster Alias で提供される機能は，failSAFE IP に含まれています。IP Cluster Alias は，互換性
のためにサポートされています。

IP Cluster Alias の構成の要件
IP Cluster Alias を構成するためには，TCPIP$CONFIG プロシージャを使用して TCP/IP Services
を構成する時点で，そのノードが OpenVMS クラスタのアクティブ・メンバでなければなりませ
ん。構成プロシージャは，この状況を検出し，インタフェースを構成する際に，クラスタ・アド
レスを割り当てる必要があるかを尋ねます。
どの時点でも，クラスタ別名アドレスを保持できるのはクラスタ内の 1 つのインタフェースだけ
です。クラスタ別名アドレスは，同じサブネット内のユニークなインタフェース・アドレス群と
して構成することをお勧めします。これにより，これらのインタフェースを含むサブネットへの
ブロードキャスト・トラフィックが，IP Cluster Alias アドレス上にも現れるように設定すること
ができます。

検出可能な障害
検出可能な障害は，次のとおりです。
•

TCP/IP 管理コマンドによるインタフェースのシャットダウン

•

TCP/IP Services のシャットダウン

•

ノードのシャットダウン

アプリケーション
この形態のフェイルオーバにより，着信接続の可用性が高まります。障害が発生したときには，
IP Cluster Alias は，ノード間を移行します。既存の TCP 接続は強制終了されるため，再度確立す
る必要があります。UDP などのコネクションレス・プロトコルは，影響を受けません。
このメカニズムでは，ノード間の負荷バランシングは行われません。Cluster Impersonator が，す
べての着信接続を処理します。発信接続では，IP Cluster Alias は使用されません。このメカニズ
ムは，NFS などの UDP アプリケーションや，着信接続の負荷バランシングが重要でない状況で，
IP アドレスの可用性を高く維持する場合に適しています。
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管理ユーティリティ
インパーソネータとして現在動作しているノードを見つけるには，次のコマンドを入力します。
$ TCPIP SHOW INTERFACE/CLUSTER

インパーソネータとして動作しているノードには，“Cluster Impersonator”というラベルが付きま
す。このコマンドは，クラスタ内の各ノード上で実行する必要があります。SYSMAN ユーティ
リティを使用すると，簡単に実行できます。
$ MCR SYSMAN
SYSMAN> SET ENVIRONMENT/CLUSTER
SYSMAN> DO PIPE TCPIP SHOW INTERFACE/CLUSTER | SEARCH SYS$PIPE IMPERSONATOR

例
図 3では，IP Cluster Aliasアドレスは 10.10.10.100 と指定されています。ノードHUFFLEが現在
インパーソネータで，RAVENCがスタンバイ・ノードです。HUFFLEがシャットダウンすると，
RAVENCがIP Clustser Aliasアドレスを肩代わりし，インパーソネータとなります。IP Cluster
Aliasへの新しいトラフィックは，RAVENCへ送られます。各ノードは，固有のインタフェース・
アドレス 10.10.10.1 および 10.10.10.3 を持ったままです。別名アドレス 10.10.10.100 は，
常にいずれか 1 つのノード上でのみアクティブになることができます。

HUFFLE

RAVENC
.100

アクティブ
IP アドレス

IE0
.1
.100

スタンバイ
IP アドレス

IE0
.3

ネットワーク: 10.10.10/24

図 3 - IP Cluster Alias の構成
IP Cluster Alias を failSAFE IP メカニズムに置き換えるには，IP Cluster Alias を削除してから，
failSAFE IP アドレスを作成しなければなりません。たとえば，各ノード上で次のコマンドを実行
すると，IP Cluster Alias が削除されます。
$ tcpip set configuration interface ie0/nocluster
$ tcpip set interface ie0/nocluster

! remove from config file
! remove from active system

ここで，次のようなコマンドを使用して，各ノードに 10.10.10.100 アドレスを構成します。
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$ tcpip set configuration interface iea0 /host=10.10.10.100 /net=255.255.255.0
$ tcpip set interface iea0 /host=10.10.10.100 /net=255.255.255.0

Load BrokerとMetric Serverを使用するDNS Alias
このソリューションでは，別名に対応するIPアドレスを空き具合の高い順に並べたリストで動的
に別名をアップデートすることにより，DNS別名の高可用性を実現します。このソリューション
では，動的アップデートをサポートするネーム・サーバが必要です。また，Load Brokerがデータ
ベースを動的にアップデートできるように，DNS管理者の協力も必要です8。

DNS Alias の概要
Load Broker は，メトリック値を得るためにノードに対してポーリングを行い，DNS 別名を，負
荷の少ない IP アドレスのリストで動的にアップデートします。このため，リモート・ホストが
DNS 名ルックアップを要求するたびに，最も負荷の少ないアドレスに対応する IP アドレスのリ
ストが示されます。3 回試しても，ノードからのメトリック値の応答がない場合， Load Broker
は DNS 別名からそのノードの IP アドレスを削除します。

DNS Alias の構成の要件
DNS Alias の構成では，動的アップデートをサポートしている DNS サーバが必要です。また，
Load Broker がデータベースに動的アップデートを送信できるように，DNS 管理者の協力も必要
です。Load Broker は一般的に，別のホスト上に構成され，クライアントが使用するネットワー
ク・パス上に位置しています。DNS Alias は，IP アドレスのリストから構成されます。これらの
アドレスは，OpenVMS クラスタ・ノードのものでなくてもかまいません。
Load Broker と Metric Server を使用する DNS Alias についての詳細は，以降の項で説明します。

DNS Alias
DNS Alias 自身には，可用性を向上させる機能はありません。この項では，DNS Alias の概要と，
Load Broker によってどのようにアップデートされるかについて説明します。
Domain Name System には，DNS 別名と IP アドレスの間のマッピングのための分散レポジトリ
が用意されています。このレポジトリでは，1 つの DNS 別名に，複数の IP アドレスが対応して
いてもかまいません。DNS サーバに対して別名のクエリーを実行すると，その名前に対応する
IP アドレスのリストが返されます。このリストは，要求のたびにラウンド・ロビン方式で循環す
るため，後続の要求では，別の IP アドレスが先頭に来たリストが返されます。一般的にアプリ
ケーションはリストの先頭にある IP アドレスを選択するため，ラウンド・ロビン機能により，IP
アドレスのリスト内で負荷分散が行われます (負荷バランシングではありません)。
たとえば，関連する IP アドレスが 4 つ存在する DNS 別名 “hogwarts” があるとします。これら
の IP アドレスをすべて同じノードに関連付けることも，複数のノードに分散させることもでき
ます。フォワード・ルックアップ・データベースの DNS エントリは，次のようになります。
hogwarts

IN
IN
IN
IN

A
A
A
A

10.10.10.1
10.10.10.2
10.10.10.3
10.10.10.4

8

DNSレポジトリを動的にアップデートできるようにDNS管理者を説得するよりも，管理者からサブ・ドメ
インの管理を委託してもらう方が簡単です。
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クライアントが DNS サーバに “hogwarts” という名前を初めてクエリーしたとき，返されるアド
レス・リストは，(10.10.10.1，10.10.10.2，10.10.10.3，10.10.10.4)の順になります。クラ
イアントはリスト内の 1 番目のアドレスを使用するため，アドレス 10.10.10.1 に接続します。
“hogwarts” の DNS クエリーを次に行うと，クライアントに返されるリストは(10.10.10.2，
10.10.10.3，10.10.10.4，10.10.10.1)になります。クライアントはリスト内の 1 番目のアドレ
スを使用するため，アドレス 10.10.10.2 に接続します。以降の DNS 要求でも，このパターン
が続きます。このラウンド・ロビンの効果は，nslookup ユーティリティを使用して繰り返しクエ
リーを行うことで分かります。たとえば，2 回目のクエリーでは，IP アドレス・リストが循環し
ています。
$ nslookup hogwarts
Server: ns1.wizardry.edu
Address: 10.10.10.200
Name:

hogwarts.wizardry.edu

Addresses:

10.10.10.1, 10.10.10.2, 10.10.10.3, 10.10.10.4

$ nslookup hogwarts
Server: ns1.wizardry.edu
Address: 10.10.10.200
Name:

hogwarts.wizardry.edu

Addresses:

10.10.10.2, 10.10.10.3, 10.10.10.4, 10.10.10.1

障害でIPアドレスが利用できなくなっても，DNSはクエリーに対して忠実に応答し，IPアドレス
のリストを循環させ続けます。障害が発生しているIPアドレスがリストの先頭になるたびに，ク
ライアント・アプリケーションは接続できず，断続的に接続障害が発生しているように見えます。
Load BrokerとMetric Serverを使用すると，このタイプの障害を回避できます9。Load Brokerは，
応答のないIPアドレスをDNSレポジトリから削除するため，DNS別名の高可用性が実現されます。
ラウンド・ロビン機能により，利用可能な各IPアドレス間で負荷が引き続き分散されます。Load
Brokerを構成して，DNS別名中のIPアドレスの最大数を管理し，より好ましいメトリックを返す
IPアドレスでDNSをアップデートするようにすることもできます。
Load Broker と Metric Server については，次の項で説明します。

Load Broker と Metric Server
Load Broker は，Metric Server が有効になっているホスト上の，選択された IP アドレスを監視す
るように構成されます。Metric Server は，マシンの負荷を示すメトリック値で応答します。3 回
試しても Metric Server から応答がない場合，Load Broker は動的に DNS レポジトリをアップデー
トし，応答のなかった IP アドレスを取り除きます。さらに，ノードの負荷が高くなった場合，
リスト内のこのノードは，より好ましいメトリックのノードで置き換えられます。

9

failSAFE IPを使用しても，クラスタ・ノード全体でのIPアドレスの高可用性を実現することができます。ク
ラスタ化されたノード間でIPアドレスをフェイルオーバさせたくない場合は，Load Brokerを使用してくださ
い。Load Brokerは，IPアドレスがOpenVMSクラスタ内に存在することを要件とはしません。
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検出可能な障害
検出可能な障害のタイプは，以下のとおりです。
•

TCP/IP 管理コマンドによるインタフェースのシャットダウン

•

TCP/IP Services のシャットダウン

•

ノードのシャットダウン

•

Load Broker と Metric Server の間のパスの切断

アプリケーション
Load Broker は，着信接続に対してのみ効果があります。Load Broker には，より好ましいメトリ
ックの IP アドレスを DNS Alias に対応付けるという利点もあります。この構成は，複数のノー
ドに分散している既知のサービスの，高可用性と最適なパフォーマンスの維持に適しています。
ノードが OpenVMS Cluster のメンバでなければならないという要件はありません。効果を発揮
させるには，クライアント・アプリケーションはサーバのホスト名を障害後に再度変換しなけれ
ばなりません。DNS クエリーを繰り返さないアプリケーション (多くの NFS クライアントなど)
は，アップデートされた別名アドレス・リストを参照することはできません。

管理ユーティリティ
metricview ユーティリティを使用すると，LAN 上の任意のホストのメトリック値を表示できます。
例を次に示します。
$ @tcpip$define_commands
$ metricview
Host
---10.10.10.1
huffle-e0
10.10.10.3
ravenc-e0

Rating
-----136
51

メトリック値が大きいノードが，より好ましいノードです。

例
ネットワークを構成する際は，Load Broker ノードを置く位置が重要です。このノードは，Load
Broker と Metric Server 間の接続性を検出できるため，サービスにアクセスするクライアントが
使用するネットワーク・パスと同じパスに置くのが最適です。また，Load Broker は，Metric
Server を実行しているマシン上に構成しないでください。そのようにすると，クライアントへの
ネットワーク・パスの状態に関わらず，Load Broker は Metric Server への接続が完全であると必
ず報告してしまうためです。Load Broker の構成ファイルの例を，次に示します。
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cluster "hogwarts.wizardy.edu"
{
dns-ttl 45;
dns-refresh 31;
masters { 10.10.10.200; };
polling-interval 10;
max-members 3;
members { 10.10.10.1; 10.10.10.2; 10.10.10.3; 10.10.10.4; };
failover 10.10.0.150;
};

この構成ファイルは，4 つの IP アドレスで負荷分散を行うが，このうちの 3 つのアドレス (maxmembers) だけが DNS 別名となり，最も好ましくないメトリックのノードが DNS 別名から除外
されることを示しています。Load Broker は，別名を異なるアドレス・セットに変更しなければ
ならない場合，DNS 別名を動的にのみアップデートします。Load Broker は，現在のメトリック
の順序と DNS 別名リストの順序を比較しません。これは，DNS がこの順序を調整し続け，DNS
別名メンバ間での負荷分散を行うためです。
Load Broker は，各 Metric Server を 10 秒ごと (polling-interval) にポーリングします。ポーリング
間隔 3 回 (30 秒) を経過しても Metric Server が応答しなかった場合，次の dns-refresh タイムアウ
ト (31 秒) 時に，不調な IP アドレスが次回の動的アップデートから取り除かれます。dns-ttl は，
DNS クエリーの結果をキャッシュする中間ネーム・サーバに対し，このエントリを 45 秒ごとに
タイムアウトさせるように強制します。そのため，障害が発生した場合には，DNS クエリーで
プライマリ・サーバから新しい DNS 別名リストが返されるようになるまで，クライアントは最
大で 45 秒間接続をリトライします。
この形式の高可用性は，関連ノード間で分散されている既知のサービスへの新しい着信接続に適
用されます。接続中に障害が発生した場合は，その接続をクローズして，新しい接続を確立する
必要があります。

まとめ
ネットワークの可用性を高めるためには，ネットワーク環境を慎重に検討し，保護が必要となる
ような障害を把握する必要があります。その結果，1 つまたはそれ以上の高可用性ソリューショ
ンが必要となることがあります。failSAFE IP は，既存のトラフィック・フローだけではなく，新
しい着信接続および発信接続の IP アドレスの高可用性を実現します。Load Broker と Metric
Server を使用する DNS Alias は，DNS 別名の高可用性を実現するため，着信接続に対してのみ
効果があります。IP Cluster Alias は，failSAFE IP に置き換わりました。LAN Failover はハードウ
ェア MAC アドレスの高可用性を実現し，すべての LAN プロトコルに対して効果があります。
LAN Failover は，LAT など，フェイルオーバ・ソリューションを持たない LAN プロトコルに必要
です。DECnet-Plus，SCS，および IP などのプロトコルには，フェイルオーバ・ソリューションが
実装されています。
本ドキュメントで説明している各種の高可用性ソリューションは，最小限の構成と管理で導入で
きます。ただし，これらのソリューションはネットワークの重要な部分を保護するため，運用環
境で本格的に採用する前にソリューションの内容を検証しなければなりません。
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