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はじめに

この『Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル』では、Oracle Solaris Cluster ソフトウェ
アのコマンド、機能、その他の公開インタフェースに関する参照情報を提供します。このマニュ
アルは、Oracle ソフトウェアおよびハードウェアに詳しいシステム管理者を対象にしていま
す。このマニュアルは、企画やプレセールスに使用する目的で作成したものではありません。こ
のマニュアルの内容は、Oracle Solaris オペレーティングシステムに関する知識と、Oracle
Solaris Cluster ソフトウェアとともに使用するボリュームマネージャーソフトウェアに関する専
門知識を前提にしています。

Oracle Solaris オペレーティングシステムの使用経験の深さとは関係なく、オンラインのマ
ニュアルページはSPARCベースのシステムや x86 ベースのシステムとその機能に関する情報
の習得に役立ちます。

マニュアルページは、コマンドの機能を一定の書式で簡潔に説明するための資料です。マニュ
アルページは、リファレンス (参照用) マニュアルです。チュートリアル（独習用）として作成した
ものではありません。

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは SPARC と x86 の 2 つのプラットフォームで
動作します。このマニュアルの内容は、章、セクション、コメント、黒丸印の項目、図、表、または
例などで特に断らないかぎり、両方のプラットフォームに関連するものです。

概要
このマニュアルページの各セクションの内容と、そこで参照できる情報の要約を次に示します。

■ セクション 1: オペレーティングシステムで使用できるコマンドをアルファベット順に説明して
います。

■ セクション 1CL: Oracle Solaris Cluster の保守と管理に使用するコマンドをアルファ
ベット順に説明しています。

■ セクション 1HA: Oracle Solaris Cluster 高可用性 (HA) コマンドをアルファベット順に
説明しています。
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■ セクション 1M: 主にシステムの保守と管理に使用されるコマンドをアルファベット順に説
明しています。

■ セクション 3HA: Oracle Solaris Cluster HA およびデータサービス機能 (関数) をアル
ファベット順に説明しています。

■ セクション 4 では、各種ファイル形式の概要について説明します。該当する場合は、ファイ
ル書式についての C 言語の構造体宣言を記載してあります。

■ セクション 5: リソースタイプの説明など、その他の Oracle Solaris Cluster ドキュメントが
含まれます。

■ セクション 5CL: Oracle Solaris Cluster の標準、環境、およびマクロを説明しています。
■ セクション 7: Oracle Solaris Cluster のデバイスとネットワークインタフェースを説明して

います。
■ セクション 7P: Oracle Solaris Cluster のプロトコルについて説明しています。

マニュアルページの一般形式は、次のようになります。各マニュアルセクションのマニュアル
ページの一期な書式と見出し項目の順序を示します。ただし、実際には必要な見出し項目の記
事だけが記載されます。たとえば、バグが報告されていない場合は、「バグ」のセクションは省
かれます。詳しくは intro のページおよび各ページセクションの説明を参照してください。また、
マニュアルページに関する一般的な情報については、Unresolved link to " man1" を参照し
てください。

名前 このセクションには、文書化されたコマンドや機能の名称が記載され、そ
れに続いてそれらのものの機能が説明されています。

形式 このセクションには、コマンドまたは機能の構文が示されています。コマ
ンドやファイルが標準パス内に存在しない場合は、そのフルパス名が示
されています。オプションと引数は、アルファベット順に、1 文字の引数を
最初に、引数付きのオプションを次に配列してあります。ただし、必要な
場合はこの順序を変更してあります。
このセクションでは、次の特殊文字が使用されます。

[ ] 大かっこ。大かっこで囲まれたオプションや引数
は、任意指定です。大かっこで囲まれていない引
数は、必ず指定しなければなりません。

… 省略記号。前にある引数にいくつかの値を指定で
きるか、前にある引数を繰り返し指定できることを
表します (例: " filename …")。

| 区切り文字。この文字で分けられている引数のの
内、どちらか 1 つのみを 1 時点で指定することが
できます。

http://otn.oracle.com
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{ } 中かっこ。中かっこで囲まれたオプションや引数
は、互いに依存しています。中かっこに囲まれたす
べての文字をそれぞれ 1 つのユニットとして扱う
必要があります。

protocol このセクションは、サブセクション 3R のみにあり、プロトコル記述ファイ
ルを示しています。

説明 このセクションには、サービスの機能と動作が定義されています。それに
より、そのコマンドが何をするのかが簡潔に説明されます。「説明」では、
「オプション」や引用「例」は扱いません。対話型コマンド、サブコマンド、
リクエスト、マクロ、および関数は、「用途」で説明されます。

IOCTL このセクションは、セクション 7 のページだけに現れます。該当するパラ
メータを Unresolved link to " ioctl2" システムコールに提供するデバ
イスクラスのみが ioctl と呼ばれ、独自の見出しで記載されます。特定
のデバイスに対する ioctl コールが、その特定のデバイスのマニュアル
ページにアルファベット順で一覧表示されます。ioctl コールは、特定の
デバイスクラスに対して使用されます。この種のすべてのコールの名前
の末尾は io で終わっています。例: Unresolved link to " mtio7I"。

オプション このセクションにはコマンドオプションが一覧表示され、それぞれのオプ
ションの働きについて簡潔なサマリーが示されます。オプションは文字通
りに一覧表示され、「形式」セクションに記載された順序で示されます。
オプションに指定できる引数については、このオプションの項とで説明さ
れ、該当する値がある場合は、デフォルト値が示されます。

オペランド このセクションでは、コマンドのオペランドの一覧を示し、各オペランドが
コマンドのアクションにどのように影響を及ぼすかを説明します。

出力 このセクションでは、標準出力、標準エラー、またはコマンドが生成する出
力ファイルなどの出力が説明されます。

戻り値 マニュアルページの関数が戻り値を返す場合は、このセクションにそれ
らの値がリストされ、それが返される条件が示されます。関数が 0 や –
1 などの定数しか返せない場合は、それらの値がタグ付きの段落に示
されます。さもなければ、1 つの段落に各関数の戻り値が示されます。空
(void) として宣言された関数は、値を返しません。したがって、「戻り値」
では説明されません。

エラー 実行に失敗すると、ほとんどの関数は広域変数 errno に失敗の原因を
示すエラーコードをセットします。このセクションでは、関数が発生するす
べてのエラーコードをリストし、それらのエラーの原因になる条件が説明さ
れます。複数の条件が同じエラーを起こす場合は、それぞれの条件が段
落を分けエラーコードとともに示されます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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用途 このセクションには、詳細な説明を必要とする特別な規則、機能、および
コマンドが記載されます。ここに掲載されるサブセクションでは、次の組
み込み機能が説明されます。

コマンド
修飾子
変数
式
入力文法

例 このセクションでは、使用例やコマンドや関数の使用法が説明されます。
可能な場合は、コマンド行入力とそれに対するマシンの応答出力を示
す完全な例が示されます。例が示されている場合は常に、プロンプトが
example% として示されるか、またはユーザーが root の役割である必要
がある場合は example# として示されます。例のあとには、説明、変数の
置換規則、または戻り値が示されます。ほとんどの例では、「形式」、「説
明」、「オプション」、および「用途」セクションのコンセプトが例証されま
す。

環境変数 このセクションには、コマンドや関数が影響を与える環境変数は一覧表
示され、そのあとにその効果が要約して示されます。

終了ステータス このセクションには、コマンドからそれを呼び出したプログラムやシェルに
返される値がリストされ、そのような値が返される原因になる条件が示さ
れます。通常は、実行に成功するとゼロが返され、さまざまなエラー条件
に対してはゼロ以外の値が返されます。

ファイル このセクションには、マニュアルページで参照されているすべてのファイ
ル名、関連ファイル、およびコマンドが作成するか必要とするファイルがリ
ストされます。それぞれのファイル名のあとに、サマリーまたは説明が付き
ます。

属性 このセクションでは、コマンドの特性、ユーティリティー、およびデバイス
ドライバがリストされ、属性タイプとその値の定義が示されます。詳細
は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

関連項目 このセクションには、他のマニュアルページ、社内ドキュメント、および外
部出版物への参照先が示されます。

診断 このセクションには、診断メッセージとその発生原因の要約が示されま
す。

警告 このセクションには、重大な支障をもたらす恐れのある特別な条件に対
する警告メッセージが示されます。「警告」は、診断レベルのメッセージと
は異なります。

http://otn.oracle.com
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注 このセクションには、ページ上のどのセクションにも属さない、その他の
情報が示されます。「注」は、知っていると役に立つことがらの要点をユー
ザーに示します。ここでは、重大な情報は扱われません。

バグ このセクションには、既知のバグと、可能な場合はその対策が示されま
す。
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名前
Intro, intro — Oracle Solaris Cluster の保守コマンドの紹介

このセクションでは、Oracle Solaris Cluster のオブジェクト指向のコマンドセットについて説
明します。従来の Oracle Solaris Cluster コマンドセットもまだ使用できますが、オブジェクト
指向のコマンドを使用すれば、クラスタをより直観的に構成できます。なお、従来のコマンドセッ
トでは、今後の新機能を利用できない可能性があります。

オブジェクト指向のコマンドセットでは、共通の接頭辞として、cl を使用します。従来のコマン
ドセットでは、接頭辞に sc を使用していました。sc コマンドと cl コマンドは、どちらも /usr/
cluster/bin にあります。

このコマンドセットの多くのコマンドには、長い形式と短い形式の両方があります。たとえ
ば、273 ページのclresource(1CL) と 397 ページのclrs(1CL) は同一です。

オブジェクト指向のコマンドは、それぞれ 1 種類のクラスタオブジェクトを管理するように
設計されています。コマンド名は、そのコマンドで管理するオブジェクト名を示します。たとえ
ば、clresource コマンドは、Oracle Solaris Cluster データサービスのリソースを管理します。
コマンド内で、サブコマンドが特定のクラスタオブジェクト上で許可される操作を定義します。

オブジェクト指向のコマンドセットのコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

cmdname [subcommand] [option…] [operand …]

オブジェクト指向のコマンドとともに使用するオプションにも長い形式と短い形式があります。
短い形式のオプションは、1 つのダッシュ (-) とそのあとに続く 1 つの文字で指定します。長
い形式のオプションは、2 つのダッシュ (--) とそのあとに続く 1 つのオプションワードで指定し
ます。たとえば、-p は短い形式のプロパティーオプションです。--property は、長い形式です。

オプション引数を受け入れるオプションもあれば、受け入れないオプションもあります。オプショ
ンがオプション引数を受け入れる場合、オプション引数が必要です。-? オプションには引数は
不要です。ただし、--property オプションには操作するプロパティーを特定するオプション引数
が必要です。

1 つのダッシュ (-) のあとに引数を付けないで、短い形式のオプションをグループ化することが
できます。例: -eM。オプションのあとのオプション引数のグループをコンマ、タブまたは空白文字
で区切る必要があります。タブまたは空白を使用する場合、オプション引数を引用符で囲みま
す (-o xxx,z,yy または -o "xxx z yy")。
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長いオプション名でオプション引数を指定するには、--input=configurationfile 形式または --
input configurationfile 形式のいずれかを使用します。

このコマンドセットのコマンドはすべて -? または --help オプションを受け入れます。サブコマン
ドなしでこれらのオプションを指定すると、コマンドのサマリーのヘルプが表示されます。サブコ
マンドを指定すると、そのサブコマンドだけのヘルプが表示されます。

一部のコマンドは、構成ファイルと組み合わせて機能します。このファイルの必要な形式につい
ては、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページを参照してください。

このコマンドセットの多くのサブコマンドは、適用できるすべてのオブジェクトを示すオペランド
として、+ を受け入れます。

コマンドのリスト

このセクションでは、Oracle Solaris Cluster 製品で使用できるオブジェクト指向のコマンド
をアルファベット順に説明します。

37 ページのclaccess(1CL)

ノードを追加するための Oracle Solaris Cluster アクセスポリシーを管理する

61 ページのcldevice(1CL)、43 ページのcldev(1CL)

Oracle Solaris Cluster デバイスを管理します

79 ページのcldevicegroup(1CL)、99 ページのcldg(1CL)

Oracle Solaris Cluster デバイスグループを管理します

119 ページのclinterconnect(1CL)、131 ページのclintr(1CL)

Oracle Solaris Cluster インターコネクトを管理する

169 ページのclnasdevice(1CL)、153 ページのclnas(1CL)

Oracle Solaris Cluster の NAS デバイスへのアクセスを管理する

185 ページのclnode(1CL)

Oracle Solaris Cluster ノードを管理します

217 ページのclpstring(1CL)

Oracle Solaris Cluster プライベート文字列の管理

239 ページのclquorum(1CL)、227 ページのclq(1CL)

Oracle Solaris Cluster 定足数を管理する
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251 ページのclreslogicalhostname(1CL ), 429 ページのclrslh(1CL )

論理ホスト名の Oracle Solaris Cluster リソースを管理します

273 ページのclresource(1CL)、397 ページのclrs(1CL)

Oracle Solaris Cluster データサービスのリソースを管理します

305 ページのclresourcegroup(1CL)、369 ページのclrg(1CL)

Oracle Solaris Cluster データサービスのリソースグループの管理

333 ページのclresourcetype(1CL)、473 ページのclrt(1CL)

Oracle Solaris Cluster データサービスのリソースタイプを管理します

347 ページのclressharedaddress(1CL)、451 ページのclrssa(1CL)

共有アドレスの Oracle Solaris Cluster リソースを管理します

487 ページのclsetup(1CL)

Oracle Solaris Cluster を対話により構成します

491 ページのclsnmphost(1CL)

Oracle Solaris Cluster SNMP ホストを管理します

499 ページのclsnmpmib(1CL)、143 ページのclmib(1CL)

Oracle Solaris Cluster SNMP MIB を管理します

509 ページのclsnmpuser(1CL)

Oracle Solaris Cluster SNMP ユーザを管理します

535 ページのcltelemetryattribute(1CL )

システムリソースモニタリングの構成

551 ページのcluster(1CL)

クラスタのグローバル構成とグローバルステータスの管理

613 ページのclzonecluster(1CL)、583 ページのclzc(1CL)

Oracle Solaris Cluster のゾーンクラスタを管理します

従来の Oracle Solaris Cluster コマンドとオブジェクト指
向コマンドの対応

新しいコマンドセットはオブジェクト指向なので、従来のコマンドセットとの明確な 1 対 1 の対
応はありません。次のリストは、従来のコマンドセットの一般的な Oracle Solaris Cluster コマ
ンドとそれに対応するオブジェクト指向のコマンドセットをいくつか示しています。
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scstat cluster status

さらに、多くのオブジェクト指向のコマンドで status サブコ
マンドを使用することもできます。

scinstall cluster create を使用して、XML 構成ファイルからクラス
タを作成します。
対話形式でクラスタを作成するには、scinstall を使用しま
す。

scrgadm ■ clresource

■ clresourcetype

■ clresourcegroup

これらの特定のリソースタイプを操作するとき
に、clressharedaddress および clreslogicalhostname を
使用すると、さらに便利です。

scswitch ■ clresource

■ clresourcetype

■ clresourcegroup

■ clreslogicalhostname

■ clressharedaddress

■ clnode evacuate (ノードからすべてのリソースグループお
よびデバイスグループを退避させるために使用)

scconf ■ cldevicegroup

■ clinterconnect

■ clquorum

■ clnode

■ claccess

cluster show を scconf -p の代わりに使用します。

sccheck cluster check

scdidadm cldevice

scgdevs cldevice populate
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scdpm cldevice

scnas、scnasdir clnasdevice

scsetup clsetup

オブジェクト指向の Oracle Solaris Cluster コマンドは、指定されたすべてのオペランドで成
功すると、ゼロ (CL_NOERR) を返します。あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペラ
ンドリストの次のオペランドを処理します。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

これらの終了コードは、このセットのコマンド全体で共有されます。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

5 CL_ERECONF

クラスタは再構成されます
クラスタを再構成しています。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

9 CL_ESTATE

オブジェクトの状態が不正です
その時点で変更できない、または常時変更できないプロパティー、リソースグループ、または
その他のオブジェクトを変更しようとしました。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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10 CL_EMETHOD

リソースのメソッドが失敗しました
リソースのメソッドが失敗しました。次のいずれかの理由のために、メソッドは失敗しました。
■ validate メソッドは、リソースを作成しようとしたときに、あるいは、リソースのプロパ

ティーを変更しようとしたときに失敗しました。
■ validate 以外のメソッドは、リソースを有効、無効、または削除しようとしたときに失敗

しました。

15 CL_EPROP

無効なプロパティーです
-p、-y、または -x オプションで指定したプロパティーまたは値が存在しないか、許可されて
いません。

18 CL_EINTERNAL

内部エラーが発生しました
内部エラーは、ソフトウェアの欠陥またはその他の欠陥を示しています。

35 CL_EIO

I/O エラー
物理的な入出力エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。
■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

37 CL_EOP

操作が許可されていません
サポートされていない構成に対する操作を実行しようとしたか、サポートされていない操作
を実行しました。

38 CL_EBUSY

オブジェクトはビジーです
アクティブなクラスタノードへの最後のクラスタインターコネクトパスからケーブルを取り外そ
うとしました。または、参照を削除していないクラスタ構成からノードを削除しようとしました。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。
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指定したデバイス、デバイスグループ、クラスタインターコネクトコンポーネント、ノード、クラス
タ、リソース、リソースタイプ、リソースグループ、またはプライベート文字列はすでに存在しま
す。

41 CL_ETYPE

無効なタイプです
-t または -p オプションで指定したタイプは存在しません。

50 CL_ECLMODE

ノードはクラスタモードです
クラスタモードでブートされているノードで操作を実行しようとしました。しかし、この操作は、
非クラスタモードでブートされているノードだけで実行できます。

51 CL_ENOTCLMODE

ノードはクラスタモードではありません
非クラスタモードでブートされているノードで操作を実行しようとしました。しかし、この操作
は、クラスタモードでブートされているノードだけで実行できます。

Unresolved link to " getopt1"

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
libschost.so.1 — 物理ホスト名の代わりに論理ホスト名を提供する共有オブジェクト物理ホ
スト名の代わりに論理ホスト名を提供する共有オブジェクト

libschost.so.1 

libschost.so.1 共有オブジェクトが提供する機能を使用すると、起動対象プロセスおよびそ
の子孫に対して物理ホスト名を選択的に構成できます。

Oracle Solaris Cluster 環境では、アプリケーションはフェイルオーバーまたはスイッチオー
バー後、同一ホスト名へのアクセスを試みることがあります。このフェイルオーバーまたはスイッ
チオーバーは、フェイルオーバーまたはスイッチオーバー後、物理ホスト名が変更されているため
失敗します。そのような場合、アプリケーションデータサービスは libschost.so.1 共有オブジェ
クトを使用すると、物理ホスト名の代わりに論理ホスト名をアプリケーションに提供できます。

libschost.so.1 を有効にするには、 SC_LHOSTNAME 環境変数のほかに次の 2 つの環境変数
も設定する必要があります。

LD_PRELOAD_32=$LD_PRELOAD_32:/usr/cluster/lib/libschost.so.1

LD_PRELOAD_64=$LD_PRELOAD_64:/usr/cluster/lib/64/libschost.so.1

LD_PRELOAD_32 と LD_PRELOAD_64 の両方の環境変数を設定すると、libschost.so.1 共有オ
ブジェクトは 32 ビットおよび 64 ビットアプリケーションの両方で動作します。

実行時リンカーがアクセスするデフォルトの信頼できるディレクトリは、32 ビットオブジェクト
の場合は /usr/lib/secure、64 ビットオブジェクトの場合は /usr/lib/secure/64 です。セ
キュリティ保護されたアプリケーションで libschost.so.1 共有オブジェクトを使用する場合
は、libschost.so.1 共有オブジェクトに信頼できるディレクトリからアクセスする必要がありま
す。

これを行うには、32 ビットアプリケーションの場合は /usr/cluster/lib/libschost.so.1 か
ら /usr/lib/secure/libschost.so.1、64 ビットアプリケーションの場合は /usr/cluster/
lib/64/libschost.so.1 から /usr/lib/secure/64/libschost.so.1 へのシンボリックリンク
をそれぞれ作成します。

これらのシンボリックリンクの作成後、LD_PRELOAD_32 および LD_PRELOAD_64 環境変数で
libschost.so.1 共有オブジェクトを、信頼できるディレクトリから使用します。
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また、crle コマンドを使用して、セキュリティ保護されたアプリケーションの信頼できるディレクト
リを追加したり変更したりすることもできます。Unresolved link to " crle1" のマニュアルペー
ジを参照してください。

プリロードが終わったら、libschost.so.1 共有オブジェクトは次の環境変数を読み、それをホ
スト名として返します。

SC_LHOSTNAME=hostname

SC_LHOSTNAMEでは、論理ホスト名を指定します。指定したホスト名は、起動対象および子
孫のすべてのプロセスで利用できます。
hostname 値は、 MAXHOSTNAMELEN の文字数以下とすることができます。定数
MAXHOSTNAMELEN は、netdb.h ヘッダーファイル内で 256 文字として定義されています。

例   1 C の実行時における論理ホスト名の構成

次の例の C コードでは、論理ホスト名を使用してホスト名を構成しています。この例に
は、Oracle Solaris Cluster 関数 scds_get_rs_hostnames() に対する呼び出しと Oracle
Solaris Cluster データ構造 scds_handle_t および scds_net_resource_list_t に対する参
照が含まれています。

scds_get_rs_hostnames() 関数は、リソースによって使用されるホスト名のリストを提供します。
このコードは、このリスト内の先頭のホスト名の値を環境変数 SC_LHOSTNAME に割り当てます。

次のコードの実行後に起動されるアプリケーションは、物理ホスト名ではなく論理ホスト名を取
得します。

    /* 13 bytes to hold "SC_LHOSTNAME=" string */

    #define HOSTLENGTH (MAXHOSTNAMELEN + 13)

    /* 14 bytes to hold "LD_PRELOAD_XX=" string */

    #define PATHLENGTH (MAXPATHLEN + 14)

    char lhostname[HOSTLENGTH], ld_32[PATHLENGTH], \

         ld_64[PATHLENGTH];

    scds_get_rs_hostnames(scds_handle, &snrlp);

    if (snrlp != NULL && snrlp->num_netresources != 0) {

        snprintf(lhostname, HOSTLENGTH, "SC_LHOSTNAME=%s", \

            snrlp->netresources[0].hostnames[0]);

        putenv(lhostname);

    }

    /* Setting LD_PRELOAD_32 environment variable */

    if (getenv("LD_PRELOAD_32") == NULL)

        snprintf(ld_32, PATHLENGTH, "LD_PRELOAD_32="

http://otn.oracle.com
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            "/usr/cluster/lib/libschost.so.1");

    else

        snprintf(ld_32, PATHLENGTH, "LD_PRELOAD_32=%s:"

            "/usr/cluster/lib/libschost.so.1", \

             getenv("LD_PRELOAD_32"));

    putenv(ld_32);

    /* Setting LD_PRELOAD_64 environment variable */

    if (getenv("LD_PRELOAD_64") == NULL)

        snprintf(ld_64, PATHLENGTH, "LD_PRELOAD_64="

            "/usr/cluster/lib/64/libschost.so.1");

    else

        snprintf(ld_64, PATHLENGTH, 

            "LD_PRELOAD_64=%s:/usr/cluster/lib/"

            "64/libschost.so.1", getenv("LD_PRELOAD_64"));

    putenv(ld_64);

例   2 シェルコマンドによる実行時の論理ホスト名の構成

次の例のシェルコマンドでは、gethostnames コマンドを使用し論理ホスト名によってホスト名を
アプリケーションデータサービスで構成する方法を示しています。gethostnames コマンドは次の
引数を取ります。

■ -R resource-name
■ -G resourcegroup-name
■ -T resourcetype-name

gethostnames コマンドは、該当するリソースと関連付けられているすべての論理ホスト名をセミ
コロン (;) で区切って返します。このコマンドは、このリスト内の先頭のホスト名の値を環境変数
SC_LHOSTNAME に割り当てます。

phys-schost-1$ LD_PRELOAD_32=$LD_PRELOAD_32:/usr/cluster/lib/libschost.so.1

phys-schost-1$ LD_PRELOAD_64=$LD_PRELOAD_64:/usr/cluster/lib/64/libschost.so.1

phys-schost-1$ SC_LHOSTNAME=`/usr/cluster/lib/scdsbuilder/src/scripts/gethostnames \

               -R nfs-r -G nfs-rg -T SUNW.nfs:3.1 |cut -f1 -d","`

phys-schost-1$ export LD_PRELOAD_32 LD_PRELOAD_64 SC_LHOSTNAME

例   3 シェルコマンドによるセキュリティ保護されたアプリケーションの論理ホスト名の構成

次の例のシェルコマンドでは、論理ホスト名を構成しています。次のシェルコマンドの実行後に
起動されるセキュリティ保護されたアプリケーションはすべて、物理ホスト名ではなく環境変数
SC_LHOSTNAME の値 (つまり、論理ホスト名) を取得します。

phys-schost-1$ cd /usr/lib/secure



32 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

phys-schost-1$ ln -s /usr/cluster/lib/libschost.so.1 .

phys-schost-1$ cd /usr/lib/secure/64

phys-schost-1$ ln -s /usr/cluster/lib/64/libschost.so.1 .

phys-schost-1$ LD_PRELOAD_32=$LD_PRELOAD_32:/usr/lib/secure/libschost.so.1

phys-schost-1$ LD_PRELOAD_64=$LD_PRELOAD_64:/usr/lib/secure/64/libschost.so.1

phys-schost-1$ SC_LHOSTNAME=test

phys-schost-1$ export LD_PRELOAD_32 LD_PRELOAD_64 SC_LHOSTNAME

/usr/cluster/lib/libschost.so.1

32 ビットアプリケーション用共有オブジェクトのデフォルトの格納先

/usr/cluster/lib/64/libschost.so.1

64 ビットアプリケーション用共有オブジェクトのデフォルトの格納先

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

Unresolved link to " crle1", Unresolved link to " cut1", Unresolved link to "
hostname1", Unresolved link to " ld1", Unresolved link to " ld.so.11", Unresolved
link to " proc1", Unresolved link to " uname1", Unresolved link to " exec2",
Unresolved link to " sysinfo2", Unresolved link to " uname2", Unresolved link
to " gethostname3C", Unresolved link to " putenv3C", Unresolved link to "
snprintf3C", Unresolved link to " system3C", Unresolved link to " proc4"

論理ホスト名が継承されます。

次のコマンドまたは関数を呼び出してホスト名を取得するユーザープログラムは、物理ホスト名
ではなく論理ホスト名を取得できます。

■ hostname コマンド
■ uname command
■ uname() function
■ sysinfo() 関数
■ gethostname() 関数

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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他のコマンドまたは関数によってホスト名を取得するユーザープログラムは、論理ホスト名を取
得することができません。
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OSC4 1cl
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名前
claccess — ノード用の Oracle Solaris Cluster アクセスポリシーの管理

/usr/cluster/bin/claccess -V

/usr/cluster/bin/claccess [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/claccess subcommand [options] -v [hostname[,…]]

/usr/cluster/bin/claccess allow -h hostname[,…]

/usr/cluster/bin/claccess allow-all 

/usr/cluster/bin/claccess deny -h hostname[,…]

/usr/cluster/bin/claccess deny-all 

/usr/cluster/bin/claccess list 

/usr/cluster/bin/claccess set -p protocol=authprotocol

/usr/cluster/bin/claccess show 

claccess コマンドは、クラスタ構成にアクセスしようとするマシンのネットワークアクセスポリシー
を制御します。claccess コマンドに短い形式はありません。

クラスタは、クラスタ構成にアクセスできるマシンのリストを管理します。クラスタはまた、これら
のノードがクラスタ構成にアクセスするのに使用する承認プロトコルの名前を格納します。

マシンをクラスタ構成に追加することを要求する場合など (185 ページのclnode(1CL) を参
照)、マシンがクラスタ構成にアクセスしようとすると、クラスタはこのリストをチェックして、ノード
にアクセス権限があるかどうかを判定します。そのノードがアクセス権を持っている場合、その
ノードは、クラスタ構成にアクセスすることが承認および許可されます。

claccess コマンドは、次のタスクに使用できます。

■ 任意の新しいマシンが自分自身をクラスタ構成に追加したり、自分自身をクラスタ構成か
ら削除したりすることを許可する

■ 任意のノードが自分自身をクラスタ構成に追加したり、自分自身をクラスタ構成から削除し
たりすることを禁止する

■ チェックする承認タイプを制御する

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

claccess コマンドの一般的な形式は次のとおりです。
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 claccess [subcommand] [options]

subcommand を省略できるのは、options で -? オプションまたは -V オプションが指定されて
いる場合のみです。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
は、このマニュアルページの「オプション」セクションのオプションの説明で紹介されています。

サブコマンド
サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

allow

指定されたマシン (1 つまたは複数) がクラスタ構成にアクセスすることを許可します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
deny および allow-all サブコマンドの説明も参照してください。

allow-all

すべてのマシンが自分自身をクラスタ構成に追加して、クラスタ構成にアクセスすることを
許可します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
を参照してください。
deny-all および allow サブコマンドの説明も参照してください。

deny

指定されたマシン (1 つまたは複数) がクラスタ構成にアクセスすることを禁止します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
を参照してください。
allow および deny-all サブコマンドの説明も参照してください。

deny-all

すべてのマシンがクラスタ構成にアクセスすることを禁止します。
クラスタを初めて構成したあと、デフォルトの設定では、どのノードにもクラスタ構成へのア
クセス権はありません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
を参照してください。
allow-all および deny サブコマンドの説明も参照してください。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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list

クラスタ構成にアクセスする承認を持っているマシンの名前を表示します。承認プロトコル
も表示するには、show サブコマンドを使用します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を
参照してください。

set

承認プロトコルを -p オプションで指定した値に設定します。デフォルトでは、システムは
sys を承認プロトコルとして使用します。「オプション」の - p オプションを参照してくださ
い。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
を参照してください。

show

クラスタ構成にアクセスするアクセス権を持っているマシンの名前を表示します。承認プロ
トコルも表示します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を
参照してください。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。このオプションを使用すると、ほかの処理は実行されません。
このオプションを指定するとき、サブコマンドは指定してもしなくてもかまいません。このオ
プションをサブコマンドなしで指定すると、このコマンドのサブコマンドのリストが表示され
ます。サブコマンド付きでこのオプションを指定すると、サブコマンドの使用方法が表示さ
れます。

-h hostname
--host=hostname
-- host hostname

アクセスを付与または拒否するノードの名前を指定します。

-p protocol=authentication-protocol
--authprotocol=authentication-protocol
--authprotocol authentication-protocol

マシンがクラスタ構成へのアクセス権を持っているかどうかをチェックするのに使用する承
認プロトコルを指定します。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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サポートされるプロトコルは、des と sys (または unix) です。デフォルトの認証型は sys
ですが、これは最低限のセキュリティー保護しか実行しません。ノードの追加と削除の詳
細は、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster システム管理 の第 8 章クラスタ
ノードの管理"を参照してください。これらの認証タイプの詳細は、Unresolved link to "
Managing Kerberos and Other Authentication Services in Oracle Solaris 11.2
の第 10 章Configuring Network Services Authentication"を参照してください。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションには、サブコマンドやオペランドなどのオプションは指定しないでください。
サブコマンドやオペランドなどのオプションは無視されます。-V オプションは、コマンドの
バージョンだけを表示します。ほかの処理は実行されません。

-v
--verbose

詳細な情報を標準出力 stdout に表示します。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

次の終了コードが返されます。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

18 CL_EINTERNAL

内部エラーが発生しました
内部エラーは、ソフトウェアの欠陥またはその他の欠陥を示しています。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。
指定したデバイス、デバイスグループ、クラスタインターコネクトコンポーネント、ノード、クラス
タ、リソース、リソースタイプ、リソースグループ、またはプライベート文字列はすでに存在しま
す。

例   4 新しいホストのアクセスの許可

次の claccess コマンドは、新しいホストがクラスタ構成にアクセスすることを許可します。

# claccess allow -h phys-schost-1

例   5 承認タイプの設定

次の claccess コマンドは、現在の承認タイプを des に設定します。

# claccess set -p protocol=des

例   6 すべてのホストのアクセスの拒否

次の claccess コマンドは、すべてのホストがクラスタ構成にアクセスすることを拒否します。

# claccess deny-all

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 185 ページのclnode(1CL), 551 ページのcluster(1CL)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

任意のユーザーは次のサブコマンドとオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

■ -? オプション
■ -V オプション

スーパーユーザー以外のユーザーがほかのサブコマンドを指定してこのコマンドを実行するに
は、RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

allow solaris.cluster.modify

allow-all solaris.cluster.modify

deny solaris.cluster.modify

deny-all solaris.cluster.modify

list solaris.cluster.read

set solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read
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名前
cldevice, cldev — Oracle Solaris Cluster デバイスの管理

/usr/cluster/bin/cldevice -V

/usr/cluster/bin/cldevice [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/cldevice subcommand [options] -v [+ | device …]

/usr/cluster/bin/cldevice check [-n node[,…]] [+]

/usr/cluster/bin/cldevice clear [-n node[,…]] [+]

/usr/cluster/bin/cldevice combine -t replication-type -g 
     replication-device-group -d destination-device device

/usr/cluster/bin/cldevice export [-o {- | configfile}] [-n node[,…]] 
     [+ | device…]

/usr/cluster/bin/cldevice list [-n node[,…]] [+ | device …]

/usr/cluster/bin/cldevice monitor [-i {- | clconfigfile}] [-n 
     node[,…]] {+ | disk-device …}

/usr/cluster/bin/cldevice populate 

/usr/cluster/bin/cldevice refresh [-n node[,…]] [+]

/usr/cluster/bin/cldevice rename -d destination-device device

/usr/cluster/bin/cldevice repair [-n node[,…]] 
     {+ | device …}

/usr/cluster/bin/cldevice replicate -t replication-type [-S 
     source-node] -D destination-node [+]

/usr/cluster/bin/cldevice set 

     -p default_fencing={global | pathcount | scsi3 | nofencing | nofencing-noscrub} 

     [-n node[,…]] device …

/usr/cluster/bin/cldevice show [-n node[,…]] [+ | device …]

/usr/cluster/bin/cldevice status [-s state] [-n node[,…]] [+ | 
     [disk-device ]]

/usr/cluster/bin/cldevice unmonitor [-i {- | clconfigfile}] 
     [-n node[,…]] {+ | disk-device …}

cldevice コマンドは、Oracle Solaris Cluster 環境のデバイスを管理します。このコマンド
は、Oracle Solaris Cluster デバイス識別子 (DID) 疑似デバイスドライバを管理し、ディスク
デバイスパスをモニターするのに使用します。
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■ DID ドライバは、あるデバイスへの複数のパスが使用可能である場合でも一意のデバイス
ID をそのデバイスに提供します。詳細は、1479 ページのdid(7) のマニュアルページを参
照してください。

■ ディスクパスとは、クラスタノードと物理ディスクまたは LUN ストレージデバイス間の接続
のことです。ディスクパスには、Oracle Solaris カーネルドライバスタック、ホストバスアダプ
タ、および介在する任意のケーブル、スイッチ、またはネットワーク接続が含まれます。

cldev コマンドは、cldevice コマンドの短い形式です。どちらの形式のコマンドも使用できま
す。

list および show サブコマンドを除き、cldevice コマンドは、オンラインであり、かつクラスタ
モードにあるクラスタノードから実行する必要があります。

このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

cldevice [subcommand] [options] [operands]

subcommand を省略できるのは、options で -? オプションまたは -V オプションが指定されて
いる場合のみです。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
については、このマニュアルページの「オプション」セクションを参照してください。

詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

サブコマンド
サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

check

デバイスの物理デバイスに対する整合性検査を、カーネル表現と比較して実行します。こ
の整合性検査で問題が発見されると、エラーメッセージが表示されます。この処理は、すべ
てのデバイスが検査されるまで継続されます。
デフォルトでは、このサブコマンドは現在のノードだけに影響します。-n オプションは、別の
ノードに接続されているデバイスの検査処理を実行するのに使用します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

clear

現在のノードから切断された配下のデバイスへの DID 参照をすべて削除します。
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デフォルトでは、このサブコマンドは現在のノードだけに影響します。-n オプションは、クリ
アー処理を実行する別のクラスタノードを指定するのに使用します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

combine

指定されたデバイスを指定された対象先に結合します。
combine サブコマンドは、ソースデバイスのパスを対象先デバイスのパスに結合します。
このようにパスを結合すると、DID インスタンス番号が 1 つになり、対象先の DID イン
スタンス番号と同じになります。このサブコマンドは、SRDF を使用してレプリケートされる
EMC LUN に対応する DID インスタンスを結合するために使用します。
combine サブコマンドは、ストレージベースの複製用に DID デバイスを手動で構成するの
に使用できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

export

クラスタデバイスの構成情報をエクスポートします。
-o オプションでファイル名を指定する場合、構成情報はその新しいファイルに書き込まれ
ます。-o オプションを指定しない場合、構成情報は標準出力に書き込まれます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

list

すべてのデバイスパスを表示します。
オペランドをまったく指定しない場合、あるいは、プラス記号 (+) をオペランドに指定する
場合、すべてのデバイスが報告されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

monitor

指定したディスクパスのモニタリングをオンにします。
monitor サブコマンドは、ディスクデバイスだけに機能します。このサブコマンドは、テープな
どのデバイスには影響しません。
monitor サブコマンドを使用して、ディスクパスモニタリングデーモン scdpmd をチューニン
グできます。構成ファイルの詳細は、1259 ページのscdpmd.conf(4) のマニュアルページ
を参照してください。
デフォルトでは、このサブコマンドはすべてのノードからのパスのモニタリングをオンにしま
す。
-i オプションは、ディスクパスのモニタープロパティーを設定するクラスタ構成ファ
イルを指定するのに使用します。-i オプションは、指定されたファイルでモニタリン
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グ対象のマークが付いているディスクパス上でディスクパスのモニタリングを開始
します。ほかのディスクパスに変更は行われません。クラスタ構成ファイルの詳細
は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページを参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

populate

グローバルデバイス名前空間を生成します。
グローバルデバイス名前空間は /global ディレクトリの下にマウントされます。名前空間
は、物理デバイスへの論理リンクの集合から構成されます。/dev/global ディレクトリはク
ラスタ内の各ノードから見えるので、どのノードからでも個々の物理デバイスが確認できま
す。したがって、クラスタ内のどのノードからでも、広域デバイスの名前空間に追加された
ディスク、テープ、または CD-ROM にアクセスできます。
populate サブコマンドを使用すると、管理者は、システムをリブートせずに、新しいグローバ
ルデバイスをグローバルデバイス名前空間に接続できます。これらのデバイスは、テープド
ライブ、CD-ROM ドライブ、またはディスクドライブでもかまいません。
populate サブコマンドを実行する前に、Unresolved link to " devfsadm1M" コマンドを
実行する必要があります。代わりに、再構成リブートを実行して、グローバルデバイス名前空
間を再構築し、新しいグローバルデバイスを接続してもかまいません。再構成リブートの詳
細は、Unresolved link to " boot1M" のマニュアルページを参照してください。
populate サブコマンドは、現在のクラスタメンバーであるノードから実行してください。
populate サブコマンドはその作業をリモートノード上で非同期的に実行します。したがって、
このコマンドを実行したノード上でコマンドが完了しても、すべてのクラスタノード上でこのコ
マンドが完了しているわけではありません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

refresh

クラスタノード上にある現在のデバイスツリーに対してデバイス構成情報を更新します。この
コマンドにより、rdsk および rmt のデバイスツリーの完全な検索が行われます。このコマン
ドにより、新たに認識されたデバイス識別子ごとに、新しい DID インスタンス番号が割り
当てられます。また、新たに認識されたデバイスごとに、新しいパスが追加されます。
デフォルトでは、このサブコマンドは現在のノードだけに影響します。-n オプション
は、refresh サブコマンドと一緒に使用して、リフレッシュ処理を実行するクラスタノードを指
定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

rename

指定されたデバイスに新しい DID インスタンス番号をつけます。
このコマンドは、ソースデバイスの DID インスタンス番号に対応する DID デバイスパスを
削除して、指定された宛先 DID インスタンス番号を使ってその DID デバイスパスを作成

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


cldev 47

し直します。このサブコマンドは、間違って変更された DID インスタンス番号を復元する
のにも使用できます。
共有ストレージに接続されているすべてのクラスタノードで rename サブコマンドを実行した
あとに、devfsadm および cldevice populate コマンドを実行し、グローバルデバイス名前
空間を更新して、構成の変更を反映させます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

repair

指定されたデバイスに対して修復手順を実行します。
デフォルトでは、このサブコマンドは現在のノードだけに影響します。-n オプションは、修復
処理を実行するクラスタノードを指定するのに使用します。
オペランドをまったく指定しない場合、あるいは、プラス記号 (+) をオペランドに指定する
場合、このコマンドは、現在のノードに接続されているすべてのデバイスについての構成情
報を更新します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

replicate

ストレージベースのレプリケーション機能で使用する DID デバイスを構成します。

注記 - replicate サブコマンドでは、DID インスタンスと EMC SRDF を結合する方法はサ
ポートされていません。 DID インスタンスと SRDF を結合するには、cldevice combine を使
用します。

replicate サブコマンドは、ソースノード上の各 DID インスタンス番号を宛先ノード上の対
応する DID インスタンス番号に結合します。レプリケートされたデバイスの各ペアは、単一
の論理 DID デバイスにマージされます。
デフォルトでは、現在のノードがソースノードです。-S オプションは、別のソースノードを指定す
るのに使用します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

set

指定されたデバイスのプロパティーを変更します。
-p オプションは、変更するプロパティーを指定するのに使用します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

show

指定されたすべてのデバイスパスの構成レポートを表示します。
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このレポートには、デバイスへのパスと、そのパスがモニター状態またはモニター解除状態
のどちらにあるかが表示されます。
デフォルトでは、このサブコマンドはすべてのデバイスの構成情報を表示します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

status

指定されたすべてのディスクデバイスパスのステータスを表示します。
デフォルトでは、このサブコマンドはすべてのノードからのすべてのディスクパスのステータ
スを表示します。
status サブコマンドはディスクデバイスだけに機能します。このレポートには、テープなどの
デバイスは報告されません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

unmonitor

コマンドのオペランドとして指定されたディスクパスのモニタリングをオフにします。
デフォルトでは、このサブコマンドはすべてのノードからのパスのモニタリングをオフにしま
す。
unmonitor サブコマンドはディスクデバイスだけに機能します。このサブコマンドは、テープ
などのデバイスには影響しません。
-i オプションは、ディスクパスのモニタリングをオフにするクラスタ構成ファイルを指定する
のに使用します。ディスクパスのモニタリングがオフになるのは、指定されたファイルでモ
ニタリング解除のマークが付いているディスクパスです。ほかのディスクパスに変更は行わ
れません。詳細は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページを参照し
てください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。
このオプションは単独でもサブコマンド付きでも使用できます。
■ このオプションを単独で使用する場合、使用可能なサブコマンドのリストが出力されま

す。
■ このオプションをサブコマンドを付けて使用する場合、そのサブコマンドの使用法オプ

ションが出力されます。
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このオプションを使用する場合、ほかの処理は実行されません。

--D destination-node
-destinationnode=destination-node
-destinationnode destination-node

デバイスをレプリケートする宛先ノードを指定します。ノードは、ノード名またはノード ID のど
ちらででも指定できます。
-D オプションは、replicate サブコマンドだけで有効です。

-d destination-device
--device=destination-device
--device destination-device

ストレージベースのレプリケーションを行うために、レプリケーション先デバイスの DID イン
スタンス番号を指定します。
DID インスタンス番号は -d オプションだけで使用します。ほかの形式の DID 名や
UNIX のフルパス名は、対象先を指定するのには使用しません。
-d オプションは、rename および combine サブコマンドでのみ有効です。

-g replication-device-group

レプリケーションデバイスグループを指定します。このオプションは、combine サブコマンドと
のみ使用できます。

-i {- | clconfigfile}
--input={- | clconfigfile}
--input {- | clconfigfile}

モニターするディスクパスまたはモニタリングしないディスクパスで使用される構成情報
を指定します。この情報は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページ
に定義されている形式に準拠している必要があります。この情報は、ファイルに含めること
も、標準入力を介して指定することもできます。標準入力を指定するには、ファイル名の代
わりに、マイナス記号 (-) を指定します。
-i オプションは、monitor および unmonitor サブコマンドでのみ有効です。
コマンドで指定するオプションは、構成ファイルで設定されている任意のオプションより優
先されます。構成パラメータがクラスタ構成ファイルに存在しない場合、これらのパラメータ
をコマンド行で指定してください。

-n node[,…]
--node=node[,…]
--node node[,…]

サブコマンドが、-n オプションで指定されるノードからのディスクパスだけを含むことを指定
します。ノードは、ノード名またはノード ID のどちらででも指定できます。
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-o {- | configfile}
--output={- | configfile}
--output {- | configfile}

1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで定義されている形式で、
ディスクパス構成情報を書き込みます。この情報は、ファイルまたは標準出力のどちらにで
も書き込むことができます。
-o オプションは、export サブコマンドだけで有効です。
このオプションの引数としてファイル名を指定する場合、このコマンドは新しいファイルを
作成して、そのファイルに構成情報を出力します。同じ名前のファイルがすでにある場合、
このコマンドはエラーで終了します。既存のファイルに変更は行われません。
このオプションの引数としてマイナス記号 (-) を指定する場合、このコマンドは標準出力に
構成情報を表示します。このコマンドのほかの標準出力はすべて抑制されます。

-p default_fencing={global | pathcount| scsi3 | nofencing | nofencing-noscrub}
--property=default_fencing={global|pathcount|scsi3|nofencing|nofencing-noscrub}
--property default_fencing={global|pathcount|scsi3|nofencing|nofencing-noscrub}

変更するプロパティーを指定します。
このオプションは set サブコマンドと一緒に使用して、次のプロパティーを変更します。

default_fencing

指定したデバイスについて、グローバルなデフォルトのフェンシングアルゴリズムを変
更します。定足数デバイスとして構成されているデバイスのデフォルトのフェンシング
アルゴリズムは変更できません。
デバイスのデフォルトのフェンシングアルゴリズムは、次の値のいずれかに設定でき
ます。

global

グローバルなデフォルトのフェンシング設定を使用します。フェンシングのグロー
バルデフォルトの設定については、551 ページのcluster(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

nofencing

Persistent Group Reservation (PGR) キーをチェックし、いずれかのキーを削
除したあとで、指定されたデバイスのフェンシングをオフにします。

注意 - Serial Advanced Technology Attachment (SATA) ディスクのような、SCSI をサ
ポートしていないディスクを使用している場合は、フェンシングをオフにします。

nofencing-noscrub

最初に PGR キーをチェックまたは削除せずに、指定されたデバイスのフェンシン
グをオフにします。
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注意 - Serial Advanced Technology Attachment (SATA) ディスクのような、SCSI をサ
ポートしていないディスクを使用している場合は、フェンシングをオフにします。

pathcount

共有デバイスに接続されている DID パスの数でフェンシングプロトコルを決定
します。
■ 使用する DID パスが 3 未満のデバイスには、このコマンドは SCSI-2 プロト

コルを設定します。
■ 使用する DID パスが 3 以上のデバイスには、このコマンドは SCSI-3 プロト

コルを設定します。

scsi3

SCSI-3 プロトコルを設定します。そのデバイスが SCSI-3 プロトコルをサポートし
ない場合、フェンシングプロトコルの設定は変更されません。

-S source-node
--sourcenode=source-node
--sourcenode source-node

デバイスを宛先ノードにレプリケートするソースノードを指定します。ノードは、ノード名または
ノード ID のどちらででも指定できます。
-S オプションは、replicate サブコマンドでのみ有効です。

-s state[,…]
--state=state[,…]
--state state[,…]

指定したステータスのディスクパスのステータス情報を表示します。
-s オプションは、status サブコマンドだけで有効です。-s オプションを指定する場合、出力
されるステータスは指定した state にあるディスクパスだけに制限されます。次に、state に
可能な値を示します。
■ fail

■ ok

■ unknown

■ unmonitored

-t

レプリケーションデバイスタイプを指定します。このオプションは、replicate および
combine サブコマンドとともに使用できます。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
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このオプションには、サブコマンドやオペランドなどのオプションは指定しないでください。
サブコマンド、オペランド、またはほかのオプションは無視されます。-V オプションは、コマン
ドのバージョンを表示するだけです。その他の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細な情報を標準出力に表示します。
このオプションは、このコマンドの任意の形式に指定できます。

次のオペランドがサポートされています。

device
デバイスの名前を指定します。指定できるデバイスは、ディスク、テープ、および CD-ROM
ですが、これらだけに制限されるわけではありません。
サブコマンドが複数のデバイスを受け入れる場合、プラス記号 (+) を使用すると、すべての
デバイスを指定できます。
cldevice コマンドのサブコマンドはすべて、repair サブコマンドを除き、デバイスパスをオ
ペランドとして受け付けます。repair サブコマンドは、オペランドとしてデバイス名だけを
受け付けます。device 名には、フルグローバルパス名、デバイス名、または DID インスタン
ス番号のいずれかを指定できます。これらの形式のデバイス名の例は、それぞれ、/dev/
did/dsk/d3、d3、および 3 です。詳細は、1479 ページのdid(7) のマニュアルページを参
照してください。
デバイス名はまた、/dev/rdsk/c0t0d0s0 のような UNIX のフルパス名でもかまいません。
指定されたデバイスには、複数のノードからそのデバイスへのパスが複数存在する可能性
もあります。-n オプションを使用しない場合、すべてのノードから指定されたデバイスへのパ
スがすべて選択されます。
monitor、unmonitor、および status サブコマンドは、ディスクデバイスをオペランドとして
受け付けます。

このコマンドセットにあるすべてのコマンドの終了ステータスコードの完全なリストについて
は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし
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1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。

3 CL_EINVAL

無効な引数

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません

9 CL_ESTATE

オブジェクトの状態が不正です

15CL_EPROP

無効なプロパティーです

35 CL_EIO

I/O エラー

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。

37 CL_EOP

操作が許可されていません

例   7 クラスタにあるすべてのディスクパスのモニタリング

次の例では、クラスタインフラストラクチャーにあるすべてのディスクパスのモニタリングを有効
にする方法を示します。

# cldevice monitor +

例   8 単一のディスクパスのモニタリング

次の例では、ディスク /dev/did/dsk/d3 へのパスが有効であるすべてのノードで、このパスの
モニタリングを有効にする方法を示します。

# cldevice monitor /dev/did/dsk/d3

例   9 単一ノードのディスクパスをモニタリング

次の例では、ノード phys-schost-2 でディスク /dev/did/dsk/d4 と /dev/did/dsk/d5 へのパ
スのモニタリングを有効にする方法を示します。
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最初の例では、-n オプションを使用して、モニタリングをノード phys-schost-2 に接続されてい
るディスクパスに制限し、さらに、モニタリングを指定されたデバイス d4 と d5 に制限していま
す。

# cldevice monitor -n phys-schost-2 d4 d5

2 番目の例では、モニターするディスクパスを node:device の名前である phys-schost-2:d4
と phys-schost-2:d5 で指定しています。

# cldevice monitor phys-schost-2:d4 phys-schost-2:d5

例   10 すべてのディスクパスとそのステータスの出力

次の例では、クラスタのすべてのディスクパスとそのステータスを出力する方法を示します。

# cldevice status

Device Instance             Node                Status

---------------             ----                ------

/dev/did/rdsk/d1            phys-schost-2       Unmonitored

/dev/did/rdsk/d2            phys-schost-2       Unmonitored

/dev/did/rdsk/d3            phys-schost-1       Ok

                            phys-schost-2       Ok

/dev/did/rdsk/d4            phys-schost-1       Ok

                            phys-schost-2       Ok

/dev/did/rdsk/d5            phys-schost-1       Unmonitored

例   11 ステータスが fail であるすべてのディスクパスの出力

次の例では、ノード phys-schost-2 上でモニターされており、ステータスが fail であるすべての
ディスクパスを出力する方法を示します。

# cldevice status -s fail -n phys-schost-1

Device Instance             Node                Status

---------------             ----                ------

/dev/did/rdsk/d3            phys-schost-1       Fail

/dev/did/rdsk/d4            phys-schost-1       Fail

例   12 単一ノードからのすべてのディスクパスのステータスの出力

次の例では、ノード phys-schost-2 上でオンラインであるすべてのディスクパスのパスとステー
タスを出力する方法を示します。

# cldevice status -n phys-schost-1
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Device Instance             Node                Status

---------------             ----                ------

/dev/did/rdsk/d3            phys-schost-1       Ok

/dev/did/rdsk/d4            phys-schost-1       Ok

/dev/did/rdsk/d5            phys-schost-1       Unmonitored

例   13 新しいデバイスのデバイス構成データベースへの追加

次の例では、このコマンドを実行したノード phys-schost-2 の現在のデバイス構成で、CCR
データベースを更新する方法を示します。このコマンドは、クラスタのほかのノードに接続されて
いるデバイスのデータベースは更新しません。

phys-schost-2# cldevice refresh

例   14 単一 DID でのデバイスの結合

次の例では、あるデバイスのパスを別のデバイスのパスと結合する方法を示します。このように
パスを結合すると、DID インスタンス番号が 1 つになり、対象先の DID インスタンス番号と
同じになります。

# cldevice combine -t srdf -g devgrp1 -d 20 30

例   15 デバイスインスタンスのデバイスパスのリストの表示

次の例では、DID ドライバのインスタンス 3 に対応するすべてのデバイスのパスのリストを表
示する方法を示します。

# cldevice list 3

d3

例   16 クラスタのすべてのデバイスパスのリストの表示

次の例では、任意のクラスタノードに接続されているすべてのデバイスのすべてのデバイスパ
スのリストを表示する方法を示します。

# cldevice list -v

DID Device          Full Device Path

----------          ----------------

d1                  phys-schost-1:/dev/rdsk/c0t0d0

d2                  phys-schost-1:/dev/rdsk/c0t1d0

d3                  phys-schost-1:/dev/rdsk/c1t8d0

d3                  phys-schost-2:/dev/rdsk/c1t8d0

d4                  phys-schost-1:/dev/rdsk/c1t9d0

d4                  phys-schost-2:/dev/rdsk/c1t9d0
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d5                  phys-schost-1:/dev/rdsk/c1t10d0

d5                  phys-schost-2:/dev/rdsk/c1t10d0

d6                  phys-schost-1:/dev/rdsk/c1t11d0

d6                  phys-schost-2:/dev/rdsk/c1t11d0

d7                  phys-schost-2:/dev/rdsk/c0t0d0

d8                  phys-schost-2:/dev/rdsk/c0t1d0

例   17 デバイスに関する構成情報の表示

次の例では、デバイス c4t8d0 に関する構成情報を表示する方法を示します。

# cldevice show /dev/rdsk/c4t8d0

=== DID Device Instances ===

DID Device Name:                                /dev/did/rdsk/d3

  Full Device Path:                               phys-schost1:/dev/rdsk/c4t8d0

  Full Device Path:                               phys-schost2:/dev/rdsk/c4t8d0

  Replication:                                    none

  default_fencing:                                nofencing

例   18 単一デバイスの SCSI プロトコルの設定

次の例では、デバイス 11 (インスタンス番号で指定) を SCSI-3 プロトコルに設定します。この
デバイスは、構成された定足数デバイスではありません。

# cldevice set -p default_fencing=scsi3 11

例   19 PGR キーの最初のチェックを実行せずにデバイスのフェンシングをオフにする

次の例では、デバイス上のディスク /dev/did/dsk/d5 のフェンシングをオフにします。このコマ
ンドは、Persistent Group Reservation (PGR) キーの最初のチェックを実行せず、すべての
PGR キーを削除して、フェンシングをオフにします。

# cldevice set -p default_fencing=nofencing-noscrub d5

Serial Advanced Technology Attachment (SATA) ディスクのような、SCSI をサポートし
ていないディスクを使用している場合は、フェンシングをオフにします。

例   20 2 ノードクラスタ phys-schost ですべてのデバイスのフェンシングをオフにする

次の例では、phys-schost という名前の 2 ノードクラスタですべてのデバイスのフェンシングを
オフにします。

# cluster set -p global_fencing=nofencing

# cldevice set -p default_fencing=global -n phys-schost-1,phys-schost-2 d5
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cluster コマンドおよび global_fencing プロパティーの詳細
は、551 ページのcluster(1CL) のマニュアルページを参照してください。

Serial Advanced Technology Attachment (SATA) ディスクのような、SCSI をサポートし
ていないディスクを使用している場合は、フェンシングをオフにします。

例   21 デバイス名による修復手順の実行

次の例では、デバイス /dev/dsk/c1t4d0 に関連付けられていたデバイス識別子で修復手順を
実行する方法を示します。このデバイスは新しいデバイスに置き換えられ、今では新しいデバ
イス識別子が関連付けられています。データベース中では、repair サブコマンドは、このインス
タンス番号が現在新しいデバイス識別子に対応していることを記録しています。

# cldevice repair c1t4d0

例   22 インスタンス番号による修復手順の実行

次の例では、デバイス識別子で修復手順を実行する代替方法を示します。この例では、置き換
えられるデバイスへのデバイスパスに関連付けられているインスタンス番号を指定しています。
置き換えられたデバイスのインスタンス番号は 2 です。

# cldevice repair 2

例   23 グローバルデバイス名前空間の生成

次の例では、新しいグローバルデバイスを追加するか、または DID デバイスを新しいインスタ
ンス番号に移動したあと、グローバルデバイス名前空間を設定する方法を示します。

# devfsadm

# cldevice populate

例   24 DID デバイスの移動

次の例では、移動元インスタンス 15 の DID インスタンスを新しい DID インスタンス 10 に移
動し、グローバルデバイス名前空間を更新して、構成の変更を反映させます。

# cldevice rename 15:10

# devfsadm

# cldevice populate

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

http://otn.oracle.com


58 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 551 ページのcluster(1CL), Unresolved link to " boot1M",
Unresolved link to " devfsadm1M", 1447 ページのclconfiguration(5CL),
Unresolved link to " rbac5", 1479 ページのdid(7)

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

任意のユーザーは次のオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

■ -? (ヘルプ) オプション
■ -V (バージョン) オプション

スーパーユーザー以外のユーザーがほかのサブコマンドを指定してこのコマンドを実行するに
は、RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

check solaris.cluster.read

clear solaris.cluster.modify

combine solaris.cluster.modify

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

monitor solaris.cluster.modify

populate solaris.cluster.modify

refresh solaris.cluster.modify

rename solaris.cluster.modify

repair solaris.cluster.modify

replicate solaris.cluster.modify

set solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

status solaris.cluster.read

unmonitor solaris.cluster.modify

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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ディスクパスのステータスの変化をログに記録するには、syslogd コマンドを使用します。

マルチポート式のテープドライブまたは CD-ROM ドライブはそれぞれ、個々の物理接続をする
ごとにネームスペースに表示されます。
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名前
cldevice, cldev — Oracle Solaris Cluster デバイスの管理

/usr/cluster/bin/cldevice -V

/usr/cluster/bin/cldevice [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/cldevice subcommand [options] -v [+ | device …]

/usr/cluster/bin/cldevice check [-n node[,…]] [+]

/usr/cluster/bin/cldevice clear [-n node[,…]] [+]

/usr/cluster/bin/cldevice combine -t replication-type -g 
     replication-device-group -d destination-device device

/usr/cluster/bin/cldevice export [-o {- | configfile}] [-n node[,…]] 
     [+ | device…]

/usr/cluster/bin/cldevice list [-n node[,…]] [+ | device …]

/usr/cluster/bin/cldevice monitor [-i {- | clconfigfile}] [-n 
     node[,…]] {+ | disk-device …}

/usr/cluster/bin/cldevice populate 

/usr/cluster/bin/cldevice refresh [-n node[,…]] [+]

/usr/cluster/bin/cldevice rename -d destination-device device

/usr/cluster/bin/cldevice repair [-n node[,…]] 
     {+ | device …}

/usr/cluster/bin/cldevice replicate -t replication-type [-S 
     source-node] -D destination-node [+]

/usr/cluster/bin/cldevice set 

     -p default_fencing={global | pathcount | scsi3 | nofencing | nofencing-noscrub} 

     [-n node[,…]] device …

/usr/cluster/bin/cldevice show [-n node[,…]] [+ | device …]

/usr/cluster/bin/cldevice status [-s state] [-n node[,…]] [+ | 
     [disk-device ]]

/usr/cluster/bin/cldevice unmonitor [-i {- | clconfigfile}] 
     [-n node[,…]] {+ | disk-device …}

cldevice コマンドは、Oracle Solaris Cluster 環境のデバイスを管理します。このコマンド
は、Oracle Solaris Cluster デバイス識別子 (DID) 疑似デバイスドライバを管理し、ディスク
デバイスパスをモニターするのに使用します。
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■ DID ドライバは、あるデバイスへの複数のパスが使用可能である場合でも一意のデバイス
ID をそのデバイスに提供します。詳細は、1479 ページのdid(7) のマニュアルページを参
照してください。

■ ディスクパスとは、クラスタノードと物理ディスクまたは LUN ストレージデバイス間の接続
のことです。ディスクパスには、Oracle Solaris カーネルドライバスタック、ホストバスアダプ
タ、および介在する任意のケーブル、スイッチ、またはネットワーク接続が含まれます。

cldev コマンドは、cldevice コマンドの短い形式です。どちらの形式のコマンドも使用できま
す。

list および show サブコマンドを除き、cldevice コマンドは、オンラインであり、かつクラスタ
モードにあるクラスタノードから実行する必要があります。

このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

cldevice [subcommand] [options] [operands]

subcommand を省略できるのは、options で -? オプションまたは -V オプションが指定されて
いる場合のみです。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
については、このマニュアルページの「オプション」セクションを参照してください。

詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

サブコマンド
サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

check

デバイスの物理デバイスに対する整合性検査を、カーネル表現と比較して実行します。こ
の整合性検査で問題が発見されると、エラーメッセージが表示されます。この処理は、すべ
てのデバイスが検査されるまで継続されます。
デフォルトでは、このサブコマンドは現在のノードだけに影響します。-n オプションは、別の
ノードに接続されているデバイスの検査処理を実行するのに使用します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

clear

現在のノードから切断された配下のデバイスへの DID 参照をすべて削除します。
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デフォルトでは、このサブコマンドは現在のノードだけに影響します。-n オプションは、クリ
アー処理を実行する別のクラスタノードを指定するのに使用します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

combine

指定されたデバイスを指定された対象先に結合します。
combine サブコマンドは、ソースデバイスのパスを対象先デバイスのパスに結合します。
このようにパスを結合すると、DID インスタンス番号が 1 つになり、対象先の DID イン
スタンス番号と同じになります。このサブコマンドは、SRDF を使用してレプリケートされる
EMC LUN に対応する DID インスタンスを結合するために使用します。
combine サブコマンドは、ストレージベースの複製用に DID デバイスを手動で構成するの
に使用できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

export

クラスタデバイスの構成情報をエクスポートします。
-o オプションでファイル名を指定する場合、構成情報はその新しいファイルに書き込まれ
ます。-o オプションを指定しない場合、構成情報は標準出力に書き込まれます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

list

すべてのデバイスパスを表示します。
オペランドをまったく指定しない場合、あるいは、プラス記号 (+) をオペランドに指定する
場合、すべてのデバイスが報告されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

monitor

指定したディスクパスのモニタリングをオンにします。
monitor サブコマンドは、ディスクデバイスだけに機能します。このサブコマンドは、テープな
どのデバイスには影響しません。
monitor サブコマンドを使用して、ディスクパスモニタリングデーモン scdpmd をチューニン
グできます。構成ファイルの詳細は、1259 ページのscdpmd.conf(4) のマニュアルページ
を参照してください。
デフォルトでは、このサブコマンドはすべてのノードからのパスのモニタリングをオンにしま
す。
-i オプションは、ディスクパスのモニタープロパティーを設定するクラスタ構成ファ
イルを指定するのに使用します。-i オプションは、指定されたファイルでモニタリン
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グ対象のマークが付いているディスクパス上でディスクパスのモニタリングを開始
します。ほかのディスクパスに変更は行われません。クラスタ構成ファイルの詳細
は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページを参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

populate

グローバルデバイス名前空間を生成します。
グローバルデバイス名前空間は /global ディレクトリの下にマウントされます。名前空間
は、物理デバイスへの論理リンクの集合から構成されます。/dev/global ディレクトリはク
ラスタ内の各ノードから見えるので、どのノードからでも個々の物理デバイスが確認できま
す。したがって、クラスタ内のどのノードからでも、広域デバイスの名前空間に追加された
ディスク、テープ、または CD-ROM にアクセスできます。
populate サブコマンドを使用すると、管理者は、システムをリブートせずに、新しいグローバ
ルデバイスをグローバルデバイス名前空間に接続できます。これらのデバイスは、テープド
ライブ、CD-ROM ドライブ、またはディスクドライブでもかまいません。
populate サブコマンドを実行する前に、Unresolved link to " devfsadm1M" コマンドを
実行する必要があります。代わりに、再構成リブートを実行して、グローバルデバイス名前空
間を再構築し、新しいグローバルデバイスを接続してもかまいません。再構成リブートの詳
細は、Unresolved link to " boot1M" のマニュアルページを参照してください。
populate サブコマンドは、現在のクラスタメンバーであるノードから実行してください。
populate サブコマンドはその作業をリモートノード上で非同期的に実行します。したがって、
このコマンドを実行したノード上でコマンドが完了しても、すべてのクラスタノード上でこのコ
マンドが完了しているわけではありません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

refresh

クラスタノード上にある現在のデバイスツリーに対してデバイス構成情報を更新します。この
コマンドにより、rdsk および rmt のデバイスツリーの完全な検索が行われます。このコマン
ドにより、新たに認識されたデバイス識別子ごとに、新しい DID インスタンス番号が割り
当てられます。また、新たに認識されたデバイスごとに、新しいパスが追加されます。
デフォルトでは、このサブコマンドは現在のノードだけに影響します。-n オプション
は、refresh サブコマンドと一緒に使用して、リフレッシュ処理を実行するクラスタノードを指
定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

rename

指定されたデバイスに新しい DID インスタンス番号をつけます。
このコマンドは、ソースデバイスの DID インスタンス番号に対応する DID デバイスパスを
削除して、指定された宛先 DID インスタンス番号を使ってその DID デバイスパスを作成

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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し直します。このサブコマンドは、間違って変更された DID インスタンス番号を復元する
のにも使用できます。
共有ストレージに接続されているすべてのクラスタノードで rename サブコマンドを実行した
あとに、devfsadm および cldevice populate コマンドを実行し、グローバルデバイス名前
空間を更新して、構成の変更を反映させます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

repair

指定されたデバイスに対して修復手順を実行します。
デフォルトでは、このサブコマンドは現在のノードだけに影響します。-n オプションは、修復
処理を実行するクラスタノードを指定するのに使用します。
オペランドをまったく指定しない場合、あるいは、プラス記号 (+) をオペランドに指定する
場合、このコマンドは、現在のノードに接続されているすべてのデバイスについての構成情
報を更新します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

replicate

ストレージベースのレプリケーション機能で使用する DID デバイスを構成します。

注記 - replicate サブコマンドでは、DID インスタンスと EMC SRDF を結合する方法はサ
ポートされていません。 DID インスタンスと SRDF を結合するには、cldevice combine を使
用します。

replicate サブコマンドは、ソースノード上の各 DID インスタンス番号を宛先ノード上の対
応する DID インスタンス番号に結合します。レプリケートされたデバイスの各ペアは、単一
の論理 DID デバイスにマージされます。
デフォルトでは、現在のノードがソースノードです。-S オプションは、別のソースノードを指定す
るのに使用します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

set

指定されたデバイスのプロパティーを変更します。
-p オプションは、変更するプロパティーを指定するのに使用します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

show

指定されたすべてのデバイスパスの構成レポートを表示します。
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このレポートには、デバイスへのパスと、そのパスがモニター状態またはモニター解除状態
のどちらにあるかが表示されます。
デフォルトでは、このサブコマンドはすべてのデバイスの構成情報を表示します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

status

指定されたすべてのディスクデバイスパスのステータスを表示します。
デフォルトでは、このサブコマンドはすべてのノードからのすべてのディスクパスのステータ
スを表示します。
status サブコマンドはディスクデバイスだけに機能します。このレポートには、テープなどの
デバイスは報告されません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

unmonitor

コマンドのオペランドとして指定されたディスクパスのモニタリングをオフにします。
デフォルトでは、このサブコマンドはすべてのノードからのパスのモニタリングをオフにしま
す。
unmonitor サブコマンドはディスクデバイスだけに機能します。このサブコマンドは、テープ
などのデバイスには影響しません。
-i オプションは、ディスクパスのモニタリングをオフにするクラスタ構成ファイルを指定する
のに使用します。ディスクパスのモニタリングがオフになるのは、指定されたファイルでモ
ニタリング解除のマークが付いているディスクパスです。ほかのディスクパスに変更は行わ
れません。詳細は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページを参照し
てください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。
このオプションは単独でもサブコマンド付きでも使用できます。
■ このオプションを単独で使用する場合、使用可能なサブコマンドのリストが出力されま

す。
■ このオプションをサブコマンドを付けて使用する場合、そのサブコマンドの使用法オプ

ションが出力されます。
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このオプションを使用する場合、ほかの処理は実行されません。

--D destination-node
-destinationnode=destination-node
-destinationnode destination-node

デバイスをレプリケートする宛先ノードを指定します。ノードは、ノード名またはノード ID のど
ちらででも指定できます。
-D オプションは、replicate サブコマンドだけで有効です。

-d destination-device
--device=destination-device
--device destination-device

ストレージベースのレプリケーションを行うために、レプリケーション先デバイスの DID イン
スタンス番号を指定します。
DID インスタンス番号は -d オプションだけで使用します。ほかの形式の DID 名や
UNIX のフルパス名は、対象先を指定するのには使用しません。
-d オプションは、rename および combine サブコマンドでのみ有効です。

-g replication-device-group

レプリケーションデバイスグループを指定します。このオプションは、combine サブコマンドと
のみ使用できます。

-i {- | clconfigfile}
--input={- | clconfigfile}
--input {- | clconfigfile}

モニターするディスクパスまたはモニタリングしないディスクパスで使用される構成情報
を指定します。この情報は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページ
に定義されている形式に準拠している必要があります。この情報は、ファイルに含めること
も、標準入力を介して指定することもできます。標準入力を指定するには、ファイル名の代
わりに、マイナス記号 (-) を指定します。
-i オプションは、monitor および unmonitor サブコマンドでのみ有効です。
コマンドで指定するオプションは、構成ファイルで設定されている任意のオプションより優
先されます。構成パラメータがクラスタ構成ファイルに存在しない場合、これらのパラメータ
をコマンド行で指定してください。

-n node[,…]
--node=node[,…]
--node node[,…]

サブコマンドが、-n オプションで指定されるノードからのディスクパスだけを含むことを指定
します。ノードは、ノード名またはノード ID のどちらででも指定できます。
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-o {- | configfile}
--output={- | configfile}
--output {- | configfile}

1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで定義されている形式で、
ディスクパス構成情報を書き込みます。この情報は、ファイルまたは標準出力のどちらにで
も書き込むことができます。
-o オプションは、export サブコマンドだけで有効です。
このオプションの引数としてファイル名を指定する場合、このコマンドは新しいファイルを
作成して、そのファイルに構成情報を出力します。同じ名前のファイルがすでにある場合、
このコマンドはエラーで終了します。既存のファイルに変更は行われません。
このオプションの引数としてマイナス記号 (-) を指定する場合、このコマンドは標準出力に
構成情報を表示します。このコマンドのほかの標準出力はすべて抑制されます。

-p default_fencing={global | pathcount| scsi3 | nofencing | nofencing-noscrub}
--property=default_fencing={global|pathcount|scsi3|nofencing|nofencing-noscrub}
--property default_fencing={global|pathcount|scsi3|nofencing|nofencing-noscrub}

変更するプロパティーを指定します。
このオプションは set サブコマンドと一緒に使用して、次のプロパティーを変更します。

default_fencing

指定したデバイスについて、グローバルなデフォルトのフェンシングアルゴリズムを変
更します。定足数デバイスとして構成されているデバイスのデフォルトのフェンシング
アルゴリズムは変更できません。
デバイスのデフォルトのフェンシングアルゴリズムは、次の値のいずれかに設定でき
ます。

global

グローバルなデフォルトのフェンシング設定を使用します。フェンシングのグロー
バルデフォルトの設定については、551 ページのcluster(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

nofencing

Persistent Group Reservation (PGR) キーをチェックし、いずれかのキーを削
除したあとで、指定されたデバイスのフェンシングをオフにします。

注意 - Serial Advanced Technology Attachment (SATA) ディスクのような、SCSI をサ
ポートしていないディスクを使用している場合は、フェンシングをオフにします。

nofencing-noscrub

最初に PGR キーをチェックまたは削除せずに、指定されたデバイスのフェンシン
グをオフにします。
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注意 - Serial Advanced Technology Attachment (SATA) ディスクのような、SCSI をサ
ポートしていないディスクを使用している場合は、フェンシングをオフにします。

pathcount

共有デバイスに接続されている DID パスの数でフェンシングプロトコルを決定
します。
■ 使用する DID パスが 3 未満のデバイスには、このコマンドは SCSI-2 プロト

コルを設定します。
■ 使用する DID パスが 3 以上のデバイスには、このコマンドは SCSI-3 プロト

コルを設定します。

scsi3

SCSI-3 プロトコルを設定します。そのデバイスが SCSI-3 プロトコルをサポートし
ない場合、フェンシングプロトコルの設定は変更されません。

-S source-node
--sourcenode=source-node
--sourcenode source-node

デバイスを宛先ノードにレプリケートするソースノードを指定します。ノードは、ノード名または
ノード ID のどちらででも指定できます。
-S オプションは、replicate サブコマンドでのみ有効です。

-s state[,…]
--state=state[,…]
--state state[,…]

指定したステータスのディスクパスのステータス情報を表示します。
-s オプションは、status サブコマンドだけで有効です。-s オプションを指定する場合、出力
されるステータスは指定した state にあるディスクパスだけに制限されます。次に、state に
可能な値を示します。
■ fail

■ ok

■ unknown

■ unmonitored

-t

レプリケーションデバイスタイプを指定します。このオプションは、replicate および
combine サブコマンドとともに使用できます。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
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このオプションには、サブコマンドやオペランドなどのオプションは指定しないでください。
サブコマンド、オペランド、またはほかのオプションは無視されます。-V オプションは、コマン
ドのバージョンを表示するだけです。その他の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細な情報を標準出力に表示します。
このオプションは、このコマンドの任意の形式に指定できます。

次のオペランドがサポートされています。

device
デバイスの名前を指定します。指定できるデバイスは、ディスク、テープ、および CD-ROM
ですが、これらだけに制限されるわけではありません。
サブコマンドが複数のデバイスを受け入れる場合、プラス記号 (+) を使用すると、すべての
デバイスを指定できます。
cldevice コマンドのサブコマンドはすべて、repair サブコマンドを除き、デバイスパスをオ
ペランドとして受け付けます。repair サブコマンドは、オペランドとしてデバイス名だけを
受け付けます。device 名には、フルグローバルパス名、デバイス名、または DID インスタン
ス番号のいずれかを指定できます。これらの形式のデバイス名の例は、それぞれ、/dev/
did/dsk/d3、d3、および 3 です。詳細は、1479 ページのdid(7) のマニュアルページを参
照してください。
デバイス名はまた、/dev/rdsk/c0t0d0s0 のような UNIX のフルパス名でもかまいません。
指定されたデバイスには、複数のノードからそのデバイスへのパスが複数存在する可能性
もあります。-n オプションを使用しない場合、すべてのノードから指定されたデバイスへのパ
スがすべて選択されます。
monitor、unmonitor、および status サブコマンドは、ディスクデバイスをオペランドとして
受け付けます。

このコマンドセットにあるすべてのコマンドの終了ステータスコードの完全なリストについて
は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし
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1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。

3 CL_EINVAL

無効な引数

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません

9 CL_ESTATE

オブジェクトの状態が不正です

15CL_EPROP

無効なプロパティーです

35 CL_EIO

I/O エラー

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。

37 CL_EOP

操作が許可されていません

例   25 クラスタにあるすべてのディスクパスのモニタリング

次の例では、クラスタインフラストラクチャーにあるすべてのディスクパスのモニタリングを有効
にする方法を示します。

# cldevice monitor +

例   26 単一のディスクパスのモニタリング

次の例では、ディスク /dev/did/dsk/d3 へのパスが有効であるすべてのノードで、このパスの
モニタリングを有効にする方法を示します。

# cldevice monitor /dev/did/dsk/d3

例   27 単一ノードのディスクパスをモニタリング

次の例では、ノード phys-schost-2 でディスク /dev/did/dsk/d4 と /dev/did/dsk/d5 へのパ
スのモニタリングを有効にする方法を示します。



72 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

最初の例では、-n オプションを使用して、モニタリングをノード phys-schost-2 に接続されてい
るディスクパスに制限し、さらに、モニタリングを指定されたデバイス d4 と d5 に制限していま
す。

# cldevice monitor -n phys-schost-2 d4 d5

2 番目の例では、モニターするディスクパスを node:device の名前である phys-schost-2:d4
と phys-schost-2:d5 で指定しています。

# cldevice monitor phys-schost-2:d4 phys-schost-2:d5

例   28 すべてのディスクパスとそのステータスの出力

次の例では、クラスタのすべてのディスクパスとそのステータスを出力する方法を示します。

# cldevice status

Device Instance             Node                Status

---------------             ----                ------

/dev/did/rdsk/d1            phys-schost-2       Unmonitored

/dev/did/rdsk/d2            phys-schost-2       Unmonitored

/dev/did/rdsk/d3            phys-schost-1       Ok

                            phys-schost-2       Ok

/dev/did/rdsk/d4            phys-schost-1       Ok

                            phys-schost-2       Ok

/dev/did/rdsk/d5            phys-schost-1       Unmonitored

例   29 ステータスが fail であるすべてのディスクパスの出力

次の例では、ノード phys-schost-2 上でモニターされており、ステータスが fail であるすべての
ディスクパスを出力する方法を示します。

# cldevice status -s fail -n phys-schost-1

Device Instance             Node                Status

---------------             ----                ------

/dev/did/rdsk/d3            phys-schost-1       Fail

/dev/did/rdsk/d4            phys-schost-1       Fail

例   30 単一ノードからのすべてのディスクパスのステータスの出力

次の例では、ノード phys-schost-2 上でオンラインであるすべてのディスクパスのパスとステー
タスを出力する方法を示します。

# cldevice status -n phys-schost-1
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Device Instance             Node                Status

---------------             ----                ------

/dev/did/rdsk/d3            phys-schost-1       Ok

/dev/did/rdsk/d4            phys-schost-1       Ok

/dev/did/rdsk/d5            phys-schost-1       Unmonitored

例   31 新しいデバイスのデバイス構成データベースへの追加

次の例では、このコマンドを実行したノード phys-schost-2 の現在のデバイス構成で、CCR
データベースを更新する方法を示します。このコマンドは、クラスタのほかのノードに接続されて
いるデバイスのデータベースは更新しません。

phys-schost-2# cldevice refresh

例   32 単一 DID でのデバイスの結合

次の例では、あるデバイスのパスを別のデバイスのパスと結合する方法を示します。このように
パスを結合すると、DID インスタンス番号が 1 つになり、対象先の DID インスタンス番号と
同じになります。

# cldevice combine -t srdf -g devgrp1 -d 20 30

例   33 デバイスインスタンスのデバイスパスのリストの表示

次の例では、DID ドライバのインスタンス 3 に対応するすべてのデバイスのパスのリストを表
示する方法を示します。

# cldevice list 3

d3

例   34 クラスタのすべてのデバイスパスのリストの表示

次の例では、任意のクラスタノードに接続されているすべてのデバイスのすべてのデバイスパ
スのリストを表示する方法を示します。

# cldevice list -v

DID Device          Full Device Path

----------          ----------------

d1                  phys-schost-1:/dev/rdsk/c0t0d0

d2                  phys-schost-1:/dev/rdsk/c0t1d0

d3                  phys-schost-1:/dev/rdsk/c1t8d0

d3                  phys-schost-2:/dev/rdsk/c1t8d0

d4                  phys-schost-1:/dev/rdsk/c1t9d0

d4                  phys-schost-2:/dev/rdsk/c1t9d0
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d5                  phys-schost-1:/dev/rdsk/c1t10d0

d5                  phys-schost-2:/dev/rdsk/c1t10d0

d6                  phys-schost-1:/dev/rdsk/c1t11d0

d6                  phys-schost-2:/dev/rdsk/c1t11d0

d7                  phys-schost-2:/dev/rdsk/c0t0d0

d8                  phys-schost-2:/dev/rdsk/c0t1d0

例   35 デバイスに関する構成情報の表示

次の例では、デバイス c4t8d0 に関する構成情報を表示する方法を示します。

# cldevice show /dev/rdsk/c4t8d0

=== DID Device Instances ===

DID Device Name:                                /dev/did/rdsk/d3

  Full Device Path:                               phys-schost1:/dev/rdsk/c4t8d0

  Full Device Path:                               phys-schost2:/dev/rdsk/c4t8d0

  Replication:                                    none

  default_fencing:                                nofencing

例   36 単一デバイスの SCSI プロトコルの設定

次の例では、デバイス 11 (インスタンス番号で指定) を SCSI-3 プロトコルに設定します。この
デバイスは、構成された定足数デバイスではありません。

# cldevice set -p default_fencing=scsi3 11

例   37 PGR キーの最初のチェックを実行せずにデバイスのフェンシングをオフにする

次の例では、デバイス上のディスク /dev/did/dsk/d5 のフェンシングをオフにします。このコマ
ンドは、Persistent Group Reservation (PGR) キーの最初のチェックを実行せず、すべての
PGR キーを削除して、フェンシングをオフにします。

# cldevice set -p default_fencing=nofencing-noscrub d5

Serial Advanced Technology Attachment (SATA) ディスクのような、SCSI をサポートし
ていないディスクを使用している場合は、フェンシングをオフにします。

例   38 2 ノードクラスタ phys-schost ですべてのデバイスのフェンシングをオフにする

次の例では、phys-schost という名前の 2 ノードクラスタですべてのデバイスのフェンシングを
オフにします。

# cluster set -p global_fencing=nofencing

# cldevice set -p default_fencing=global -n phys-schost-1,phys-schost-2 d5
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cluster コマンドおよび global_fencing プロパティーの詳細
は、551 ページのcluster(1CL) のマニュアルページを参照してください。

Serial Advanced Technology Attachment (SATA) ディスクのような、SCSI をサポートし
ていないディスクを使用している場合は、フェンシングをオフにします。

例   39 デバイス名による修復手順の実行

次の例では、デバイス /dev/dsk/c1t4d0 に関連付けられていたデバイス識別子で修復手順を
実行する方法を示します。このデバイスは新しいデバイスに置き換えられ、今では新しいデバ
イス識別子が関連付けられています。データベース中では、repair サブコマンドは、このインス
タンス番号が現在新しいデバイス識別子に対応していることを記録しています。

# cldevice repair c1t4d0

例   40 インスタンス番号による修復手順の実行

次の例では、デバイス識別子で修復手順を実行する代替方法を示します。この例では、置き換
えられるデバイスへのデバイスパスに関連付けられているインスタンス番号を指定しています。
置き換えられたデバイスのインスタンス番号は 2 です。

# cldevice repair 2

例   41 グローバルデバイス名前空間の生成

次の例では、新しいグローバルデバイスを追加するか、または DID デバイスを新しいインスタ
ンス番号に移動したあと、グローバルデバイス名前空間を設定する方法を示します。

# devfsadm

# cldevice populate

例   42 DID デバイスの移動

次の例では、移動元インスタンス 15 の DID インスタンスを新しい DID インスタンス 10 に移
動し、グローバルデバイス名前空間を更新して、構成の変更を反映させます。

# cldevice rename 15:10

# devfsadm

# cldevice populate

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

http://otn.oracle.com
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属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 551 ページのcluster(1CL), Unresolved link to " boot1M",
Unresolved link to " devfsadm1M", 1447 ページのclconfiguration(5CL),
Unresolved link to " rbac5", 1479 ページのdid(7)

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

任意のユーザーは次のオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

■ -? (ヘルプ) オプション
■ -V (バージョン) オプション

スーパーユーザー以外のユーザーがほかのサブコマンドを指定してこのコマンドを実行するに
は、RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

check solaris.cluster.read

clear solaris.cluster.modify

combine solaris.cluster.modify

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

monitor solaris.cluster.modify

populate solaris.cluster.modify

refresh solaris.cluster.modify

rename solaris.cluster.modify

repair solaris.cluster.modify

replicate solaris.cluster.modify

set solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

status solaris.cluster.read

unmonitor solaris.cluster.modify

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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ディスクパスのステータスの変化をログに記録するには、syslogd コマンドを使用します。

マルチポート式のテープドライブまたは CD-ROM ドライブはそれぞれ、個々の物理接続をする
ごとにネームスペースに表示されます。
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名前
cldevicegroup, cldg — Oracle Solaris Cluster デバイスグループの管理

/usr/cluster/bin/cldevicegroup -V

/usr/cluster/bin/cldevicegroup [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/cldevicegroup subcommand [options] -v 
     [devicegroup …]

/usr/cluster/bin/cldevicegroup add-device -d device
     [,…] devicegroup

/usr/cluster/bin/cldevicegroup add-node -n node[,…] [-t 
     devicegroup-type[,…]] {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup create -n node[,…] -t 
     devicegroup-type [-d device[,…]] [-p name=value] 
     devicegroup ...

/usr/cluster/bin/cldevicegroup create -i {- | clconfigfile} [-d 
     device[,…]] [-n node[,…]] [-p name=value] [-t 
     devicegroup-type[,…]] {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup delete [-t devicegroup-type[,…]] 
     {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup disable [-t devicegroup-type[,…]] 
     {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup enable [-t devicegroup-type[,…]] 
     {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup export [-n node[,…]] [-o 
     {- | clconfigfile}] [-t devicegroup-type[,…]] 
     {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup list [-n node[,…]] [-t 
     devicegroup-type[,…]] [+ | devicegroup ...]

/usr/cluster/bin/cldevicegroup offline [-t devicegroup-type[,…]] 
     {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup online [-e] [-n node] [-t 
     devicegroup-type[,…]] {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup remove-device -d device
     [,…] devicegroup

/usr/cluster/bin/cldevicegroup remove-node -n node[,…] 
     [-t devicegroup-type[,…]] {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup set -p name=value [-p name=value]… 
     [-d device[,…]] [-n node[,…]] [-t devicegroup-type[,…]] 
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     {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup show [-n node[,…]] [-t 
     devicegroup-type[,…]] [+ | devicegroup ...]

/usr/cluster/bin/cldevicegroup status [-n node[,…]] [-t 
     devicegroup-type[,…]] [+ | devicegroup ...]

/usr/cluster/bin/cldevicegroup switch -n node [-t 
     devicegroup-type[,…]] {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup sync [-t devicegroup-type[,…]] 
     {+ | devicegroup ...}

cldevicegroup コマンドは、Oracle Solaris Cluster デバイスグループを管理します。cldg コ
マンドは、cldevicegroup コマンドの短縮形式です。次の 2 つのコマンドは同一です。どちらの
形式のコマンドも使用できます。

このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

cldevicegroup [subcommand] [options] [operands]

subcommand を省略できるのは、options で -? オプションまたは -V オプションが指定されて
いる場合のみです。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
については、このマニュアルページの「オプション」セクションを参照してください。

list、show、および status を除いて、ほとんどのサブコマンドには少なくとも 1 つのオペランド
が必要です。多くのサブコマンドは、適用できるすべてのオブジェクトを示すオペランドとしてプ
ラス記号 (+) を受け入れます。詳細は、このマニュアルページの SYNOPSIS およびほかのセ
クションを参照してください。

それぞれのサブコマンドはすべてのデバイスグループタイプに使用できますが、次のサブコマン
ドを除きます。

■ add-device および remove-device サブコマンドは、rawdisk タイプでのみ有効です。
■ add-node、create、delete、および remove-node サブコマンドは、rawdisk タイプでのみ有

効です。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

サブコマンド
サポートされるサブコマンドには次のものがあります。
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add-device

新しいメンバーディスクデバイスを既存の raw ディスクデバイスグループに追加します。
add-device サブコマンドは、rawdisk タイプの既存のデバイスグループだけで使用できま
す。デバイスグループタイプについての詳細は、-t オプションの説明を参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
ディスクデバイスを raw ディスクデバイスグループから削除する方法については、remove-
device サブコマンドの説明を参照してください。

add-node

新しいノードを既存のデバイスグループに追加します。
このサブコマンドは、rawdisk デバイスグループタイプだけをサポートします。Oracle
Solaris Cluster コマンドを使用して、svm または sds デバイスグループにノードを追加す
ることはできません。代わりに、Solaris Volume Manager コマンドを使用して、Solaris
Volume Manager ディスクセットにノードを追加してください。ディスクセットは、svm また
は sds デバイスグループとして、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアに自動的に登録さ
れます。デバイスグループタイプについての詳細は、-t オプションの説明を参照してくださ
い。
デバイスグループの preferenced プロパティーが true に設定されている場合、このサブ
コマンドはそのデバイスグループに使用できません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
ノードをデバイスグループから削除する方法については、remove-node サブコマンドの説明
を参照してください。

create

新しいデバイスグループを作成します。
このサブコマンドは、rawdisk デバイスグループタイプだけをサポートします。Oracle
Solaris Cluser コマンドでは、svm または sds デバイスグループは作成できません。その
代わりに、Solaris Volume Manager コマンドを使用して、Solaris Volume Manager
ディスクセットを作成します。ディスクセットは、svm または sds デバイスグループとし
て、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアに自動的に登録されます。デバイスグループタイ
プについての詳細は、-t オプションの説明を参照してください。
-i オプションで構成ファイルを指定する場合、プラス記号 (+) をオペランドとして指定でき
ます。このオペランドを使用するとき、このコマンドは、構成ファイルで指定された、まだ存在
していないすべてのデバイスグループを作成します。
rawdisk デバイスグループタイプの場合、-d オプションを create サブコマンドと一緒に使
用して、1 つまたは複数のデバイスをデバイスグループに指定します。デバイスを指定する
とき、コマンドの呼び出しごとに 1 つの -d オプションを使用します。-i オプションを使用し
ないかぎり、1 つのコマンド呼び出しで複数の raw ディスクデバイスグループは作成でき
ません。
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スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
デバイスグループを削除する方法については、delete サブコマンドの説明を参照してくだ
さい。

delete

デバイスグループを削除します。
このサブコマンドは、rawdisk デバイスグループタイプだけをサポートします。
Oracle Solaris Cluster コマンドでは、svm または sds デバイスグループは削除できま
せん。その代わりに、svm または sds デバイスグループを削除するには、Solaris Volume
Manager コマンドを使用して、配下の Solaris Volume Manager ディスクセットを削除
します。
削除する前に、デバイスグループはオフラインになっている必要があります。
+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
デバイスグループを作成する方法については、create サブコマンドの説明を参照してくだ
さい。

disable

オフラインのデバイスグループを無効にします。
デバイスグループの無効な状態は、リブートしても変わりません。
オンラインのデバイスグループを無効にするには、まず offline サブコマンドを使用して、
そのデバイスグループをオフラインにする必要があります。
デバイスグループがオンラインである場合、disable アクションは失敗して、指定されたデ
バイスグループを無効にできません。
switch サブコマンドまたは online サブコマンドを使用して、無効になっているデバイスグ
ループをオンラインにすることはできません。まず、enable サブコマンドを使用して、デバイ
スグループの無効な状態をクリアしてください。
+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
デバイスグループを有効にする方法については、enable サブコマンドの説明を参照してく
ださい。
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enable

デバイスグループを有効にします。
デバイスグループの無効な状態は、リブートしても変わりません。
無効なデバイスグループをオンラインにする前には、まず、enable サブコマンドを使用して、
デバイスグループの無効な状態をクリアしてください。
+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
デバイスグループを無効にする方法については、disable サブコマンドの説明を参照してく
ださい。

export

デバイスグループ構成情報をエクスポートします。
-o オプションでファイル名を指定する場合、構成情報はその新しいファイルに書き込まれ
ます。-o オプションを指定しない場合、出力は標準出力に書き込まれます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

list

デバイスグループのリストを表示します。
デフォルトでは、このサブコマンドは、autogen プロパティーが false に設定されているクラ
スタにあるすべてのデバイスグループのリストを表示します。クラスタ内のすべてのデバイ
スグループを表示するには、-v オプションも指定します。
+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

offline

デバイスグループをオフラインにします。
デバイスグループがオンラインである場合は、disable サブコマンドを実行する前
に、offline サブコマンドを実行することによって、そのデバイスグループをオフラインにす
る必要があります。
オフラインのデバイスグループを起動するには、次のアクションのいずれかを実行します。
■ 明示的な online サブコマンドまたは switch サブコマンドを発行します。
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■ そのデバイスグループ内のデバイスにアクセスします。
■ そのデバイスグループに依存するファイルシステムをマウントします。

+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
デバイスグループをオンラインにする方法については、online サブコマンドの説明を参照
してください。

online

あらかじめ指定したノードのデバイスグループをオンラインにします。
デバイスグループが無効な場合、そのデバイスグループをオンラインにする前に、次のいず
れかの方法により、そのデバイスグループを有効にしてください。
■ -e オプションを online サブコマンドと一緒に使用します。
■ online サブコマンドを実行する前に、enable サブコマンドを実行します。

+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
デバイスグループをオフラインにする方法については、offline サブコマンドの説明を参照
してください。

remove-device

メンバーディスクデバイスを raw ディスクデバイスグループから削除します。
remove-device サブコマンドは、rawdisk デバイスグループタイプだけに有効です。このサ
ブコマンドは、svm または sds デバイスグループタイプに対しては有効ではありません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
ディスクデバイスを raw ディスクデバイスグループに追加する方法については、add-
device サブコマンドの説明を参照してください。

remove-node

既存のデバイスグループからノードを削除します。
このサブコマンドは、rawdisk デバイスグループタイプだけをサポートします。Oracle
Solaris Cluster コマンドを使用して、svm または sds デバイスグループからノードを削除す



cldevicegroup 85

ることはできません。代わりに、Solaris Volume Manager コマンドを使用して、Solaris
Volume Manager ディスクセットからノードを削除してください。ディスクセットは、svm ま
たは sds デバイスグループとして、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアに自動的に登録
されます。デバイスグループタイプについての詳細は、-t オプションの説明を参照してくだ
さい。
preferenced プロパティーが true に設定されている場合、remove-node サブコマンドはそ
のデバイスグループに使用できません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
ノードをデバイスグループに追加する方法については、add-node サブコマンドの説明を参
照してください。

set

デバイスグループに関連付けられている属性を変更します。
rawdisk デバイスグループタイプの場合、-d オプションを set サブコマンドと一緒に使用し
て、指定したデバイスグループのメンバーディスクデバイスの新しいリストを指定します。
+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

show

デバイスグループの構成レポートを作成します。
デフォルトでは、このサブコマンドは、autogen プロパティーが false に設定されているクラ
スタにあるすべてのデバイスグループについて報告します。クラスタ内のすべてのデバイス
グループを表示するには、-v オプションも指定します。
+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

status

デバイスグループのステータスレポートを作成します。
デフォルトでは、このサブコマンドは、autogen プロパティーが false に設定されているクラ
スタにあるすべてのデバイスグループについて報告します。クラスタ内のすべてのデバイス
グループを表示するには、-v オプションも指定します。
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+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

switch

Oracle Solaris Cluster 構成内のプライマリノードから別のノードにデバイスグループを転
送します。
+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

sync

クラスタリングソフトウェアとデバイスグループ情報の同期を取ります。
このサブコマンドは、所有者、グループ、またはアクセス権などのボリューム属性を変更する
場合に常に使用します。
また、sync サブコマンドを使用して、デバイスグループ構成をレプリケーション構成または非
レプリケーション構成に変更します。
レプリケーション用に構成されたディスクを含む Solaris Volume Manager ディスクセッ
トを作成したあとは、対応する svm または sds デバイスグループに sync サブコマンドを実
行してください。Solaris Volume Manager ディスクセットは、svm または sds デバイスグ
ループとして Oracle Solaris Cluster ソフトウェアに自動的に登録されますが、その時点
でレプリケーション情報の同期はとられません。
新たに作成した rawdisk デバイスグループタイプの場合、そのディスクのレプリケーショ
ン情報を手動で同期する必要はありません。raw ディスクデバイスグループを Oracle
Solaris Cluster ソフトウェアに登録すると、ディスク上のすべてのレプリケーション情報が
自動的に検出されます。
+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。

次のオプションがサポートされています。
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-?
--help

ヘルプ情報を表示します。
このオプションは、単独でもサブコマンド付きでも使用できます。
■ このオプションを単独で使用する場合、使用可能なサブコマンドのリストが出力されま

す。
■ このオプションをサブコマンドを付けて使用する場合、そのサブコマンドの使用法オプ

ションが出力されます。

このオプションを使用すると、ほかの処理は実行されません。

-d device[,…]
--device=device[,…]
--device device[,…]

指定されている raw ディスクデバイスグループのメンバーになるディスクデバイスのリスト
を指定します。
-d オプションは、タイプ rawdisk のデバイスグループに対する create および set サブコ
マンドでのみ有効です。常に、ノードリスト全体を指定してください。このオプションを使用し
て、メンバーディスクリストに個々のディスクを追加したり、メンバーディスクリストから個々の
ディスクを削除したりすることはできません。
ディスクは、DID グローバルデバイス名 (たとえば、d3) のみで指定します。詳細
は、1479 ページのdid(7) のマニュアルページを参照してください。

-e
--enable

デバイスグループを有効にします。このオプションは、online サブコマンドと一緒に使用す
るときだけに有効です。
指定したデバイスグループがすでに有効である場合、-e オプションは無視され、このコマン
ドはデバイスグループをオンラインにする処理に進みます。

-i {- | clconfigfile}
--input={- | clconfigfile}
--input {- | clconfigfile}

デバイスグループの作成に使用する構成情報を指定します。この情報
は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義されている形式に
準拠している必要があります。この情報は、ファイルに含めることも、標準入力を介して指
定することもできます。標準入力を指定するには、ファイル名の代わりにマイナス記号 (-)
を指定します。
-i オプションは、完全修飾したデバイスグループリストに含まれるデバイスグループだけに
影響します。
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コマンドで指定するオプションは、構成ファイルで設定されている任意のオプションより優
先されます。構成パラメータがクラスタ構成ファイルに存在しない場合、これらのパラメータ
をコマンド行で指定してください。

-n node[,…]
--node=node[,…]
--node node[,…]

ノードまたはノードリストを指定します。
デフォルトでは、ノードリストの順番は、デバイスグループのプライマリノードとして引き継が
れるべき優先順位を示します。例外は、Oracle Solaris Cluster の制御範囲の外にある
ローカル専用ディスクグループの場合で、プライマリノードとセカンダリノードの概念は当て
はまりません。
デバイスグループの preferenced プロパティーが false に設定されている場合、ノードリス
トの順番は無視されます。その代わりに、グループ内で最初にデバイスにアクセスしたノー
ドが自動的に、そのグループのプライマリノードになります。デバイスグループノードリストの
preferenced プロパティーの設定については、-p オプションを参照してください。
-n オプションは、svm または sds デバイスグループのノードリストを指定するのには使用で
きません。その代わりに、Solaris ボリュームマネージャーのコマンドまたはユーティリティーを
使用して、配下のディスクセットのノードリストを指定してください。
create および set サブコマンドは -n オプションを使用して、デバイスグループタイプ
rawdisk 専用の潜在的なプライマリノードのリストを指定します。デバイスグループの完全
なノードリストを指定してください。-n オプションを使用して、ノードリストに個別ノードを追加
したり、ノードリストから個別ノードを削除したりすることはできません。
switch サブコマンドは -n オプションを使用して、新しいデバイスグループのプライマリノー
ドとして単一のノードを指定します。
export、list、show、および status サブコマンドは -n オプションを使用して、指定された
ノード上でオンラインでないデバイスグループを出力から除外します。
プライマリノードとセカンダリノードの概念は、Oracle Solaris Cluster の制御範囲の外に
ある localonly ディスクグループには適用されません。

-o {- | clconfigfile}
--output={- | clconfigfile}
--output {- | clconfigfile}

1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで規定されている形式で、
デバイスグループ構成を表示します。この情報は、ファイルまたは標準出力のどちらにでも
書き込むことができます。
このオプションの引数としてファイル名を指定する場合、このコマンドは新しいファイルを
作成して、そのファイルに構成情報を出力します。同じ名前のファイルがすでにある場合、
このコマンドはエラーで終了します。既存のファイルに変更は行われません。
このオプションの引数としてマイナス記号 (-) を指定すると、このコマンドは標準出力に構
成情報を表示します。このコマンドのほかの標準出力はすべて抑制されます。
-o オプションは、export サブコマンドだけで有効です。
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-p name= value
--property=name =value
--property  name=value

デバイスグループプロパティーに値を設定します。
-p オプションは、create および set サブコマンドでのみ有効です。-pname-=value の複数
のインスタンスが許可されます。
次のプロパティーがサポートされています。

autogen

autogen プロパティーは true または false の値を持つことができます。手動で作成し
たデバイスグループの場合、デフォルトは false です。システム作成デバイスグループ
の場合、デフォルトは true です。
autogen プロパティーは、list、show、および status サブコマンドのインジケータです。
これらのサブコマンドは、-v オプションを使用しないかぎり、autogen プロパティーが
true に設定されているデバイスをリストに載せません。
このプロパティーは、デバイスグループタイプ rawdisk だけに有効です。デバイスグ
ループタイプについての詳細は、-t オプションを参照してください。

failback

failback プロパティーは true または false の値を持つことができます。デフォルトは
false です。
failback プロパティーは、デバイスグループのプライマリノードがクラスタメンバーシッ
プから切り離され、あとで再結合された場合のシステムの動作を指定します。
デバイスグループのプライマリノードがクラスタメンバーシップから切り離された段階
で、デバイスグループはセカンダリノードに処理を継続します。そして障害の発生した
ノードがクラスタメンバーシップに再結合すると、デバイスグループは、そのままセカンダ
リノードにマスターされ続けるか、あるいは、オリジナルのプライマリノードにフェイルバッ
クするか、のいずれかの動作を取ります。
■ failback プロパティーが true に設定されている場合、デバイスグループは、オリ

ジナルのプライマリノードにマスターされるようになります。
■ failback プロパティーが false に設定されている場合、デバイスグループは、セカ

ンダリノードにマスターされ続けます。

デバイスグループ作成中、failback プロパティーはデフォルトでは無効にされま
す。set 処理中、failback プロパティーは変更されません。

localonly

localonly プロパティーは true または false の値を持つことができます。デフォルト
は false です。
localonly プロパティーは、rawdisk タイプのディスクグループに対してのみ有効で
す。
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ディスクグループが特定のノードだけでマスターされるようにする場
合、localonly=true というプロパティーの設定で、ディスクグループを構成します。ロー
カル専用ディスクグループは、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアの制御範囲の外
にあります。ローカル専用ディスクグループのノードリストには、1 つのノードだけ指定で
きます。ディスクグループの localonly プロパティーを true に設定するとき、そのディ
スクグループのノードリストに指定できるのは 1 つのノードだけです。

numsecondaries

numsecondaries プロパティーには、0 より大きく、ノードリスト内のノードの合計数より小
さい整数値を指定してください。デフォルトは 1 です。
このプロパティーの設定は、デバイスグループのセカンダリノードの希望数を動的に変
更する場合に使用できます。デバイスグループのセカンダリノードは、現在のプライマリ
ノードに問題が生じた場合に、新たなプライマリノードとしての機能を引き継ぐことがで
きます。
numsecondaries プロパティーを使用することで、可用性のレベルを維持しながら、デ
バイスグループのセカンダリノードの指定数を変更できます。デバイスグループのセカ
ンダリノードリストからノードを削除すると、そのノードはプライマリノードとして機能を引き
継ぐことはできなくなります。
numsecondaries プロパティーは、現在クラスタモードであるデバイスグループのノード
だけに適用されます。このノードは、デバイスグループの preferenced プロパティーと
一緒に使用できる必要があります。デバイスグループの preferenced プロパティーが
true に設定されている場合、まず、優先順位のもっとも低いノードがセカンダリノードリ
ストから削除されます。優先フラグがついているノードがデバイスグループの中に 1 つ
もないと、クラスタはノードをランダムに選択し、削除します。
デバイスグループにおけるセカンダリノードの実際の数が目標のレベル未満になると、
セカンダリノードリストから削除された資格のある各ノードがリストに戻されます。セカン
ダリノードリストに戻される資格のある各ノードは、次の条件のすべてに適合する必要
があります。
■ そのノードは現在クラスタにあります。
■ そのノードはそのデバイスグループに属しています。
■ そのノードは現在、プライマリノードまたはセカンダリノードではありません。

二次ノードリストに戻されるのは、デバイスグループの優先順位がもっとも高いノードか
らです。セカンダリノードの目標数に到達するまで、優先順位が高いノードから順にセカ
ンダリノードリストに戻されます。
あるノードがクラスタに参加したとき、そのノードの優先順位がそのデバイスグループの
既存のセカンダリノードよりも高い場合、優先順位が低いノードがセカンダリノードリスト
から削除されます。削除されるノードは新たに追加されたノードにより置換されます。こ
の置換は、クラスタ内に存在するセカンダリノードの実際の数が目標数を超えたときだ
け発生します。
デバイスグループのノードリストの preferenced プロパティーを設定する方法について
の詳細は、preferenced プロパティーを参照してください。
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preferenced

preferenced プロパティーは true または false の値を持つことができます。デフォル
トは true です。
デバイスグループの作成中、preferenced プロパティーが true に設定されている場
合、ノードリストはノードの優先順位も示します。ノードの優先順位は、各ノードが、デバイ
スグループのプライマリノードとしてテイクオーバーしようとする順序を決定します。
デバイスグループの作成中、このプロパティーが false に設定されている場合、デバイ
スグループ内のデバイスに最初にアクセスしたノードが自動的にプライマリノードになり
ます。指定されたノードリスト内のノードの順番は意味を持ちません。ノードリストを再指
定せずにこのプロパティーに true を再設定しても、ノードの順番は再度有効にはなり
ません。
preferenced=true プロパティーを指定し、かつ -n オプションを使用してデバイスグ
ループのノードリスト全体を優先順位どおりに指定しないかぎり、set 操作中にノードの
優先順位は変更されません。

-t devicegroup-type[,…]
--type=devicegroup-type[,…]
--type devicegroup-type[,…]

デバイスグループタイプまたデバイスグループタイプのリストを指定します。
create サブコマンドの場合、1 つのデバイスグループタイプだけを指定できます。これによ
り、このオプションで指定したタイプのデバイスグループが作成されます。
これ以外で -t オプションを受け付けることができるサブコマンドの場合、このオプションに
より、コマンドに指定したデバイスグループのリストが指定したデバイスグループタイプだけ
に限定されます。
必ずしもすべてのサブコマンドとオプションがすべてのデバイスグループタイプに対して有
効であるわけではありません。たとえば、create サブコマンドは rawdisk デバイスグループ
タイプに対してのみ有効であり、svm または sds デバイスグループタイプには有効ではあり
ません。
-t オプションでサポートされるデバイスグループタイプは次のとおりです。

rawdisk

raw ディスクデバイスグループを指定します。
raw ディスクとは、ボリュームマネージャーのボリュームやメタデバイスの一部ではない
ディスクのことです。raw ディスクデバイスグループを使用すると、デバイスグループ内
にディスクセットを定義できます。デフォルトでは、システムブート時に、raw ディスクデ
バイスグループが、構成内のデバイス ID (DID) 擬似ドライバデバイスごとに作成さ
れます。慣例により、初期化時には、raw ディスクデバイスグループの名前が割り当て
られます。これらの名前は、DID デバイス名から派生されます。raw ディスクデバイス
グループに追加されるノードごとに、cldevicegroup コマンドは、グループ内のすべての
デバイスがそのノードに物理的に接続されていることを確認します。
create サブコマンドは、raw ディスクデバイスグループを作成して、複数のディスクデ
バイスをデバイスグループに追加します。新しい raw ディスクデバイスグループを作成



92 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

する前に、新しいデバイスグループに追加する各デバイスを、ブート時にそのデバイス
が作成されたデバイスグループから削除してください。これにより、これらのデバイスが
含まれる新しい raw ディスクデバイスグループを作成できます。-n オプションで潜在
的なプライマリノード優先順位リストを指定することに加えて、これらのデバイスのリス
トを -d オプションで指定します。
指定した単一のノード上でデバイスグループをマスターするには、-p オプションを使用
して、localonly=true というプロパティーの設定で、デバイスグループを構成します。
ローカル専用デバイスグループを作成するとき、ノードリストには 1 つのノードだけを指
定できます。
delete サブコマンドは、デバイスグループ名をクラスタデバイスグループ構成から削除
します。
set サブコマンドは、次の変更を raw ディスクデバイスグループに行います。
■ 潜在的なプライマリノードの優先順位を変更する
■ 新しいノードリストを指定する
■ フェイルバックを有効または無効にする
■ 二次ノードの目標数を設定する
■ 複数のグローバルデバイスをデバイスグループに追加する

raw ディスクデバイス名が raw ディスクデバイスグループに登録されている場合、そ
の raw ディスクデバイス名は Solaris Volume Manager デバイスグループには登
録できません。

sds

もともと Solstice DiskSuite™ ソフトウェアで作成されていたデバイスグループを指
定します。複数所有者ディスクセットを除いて、このデバイスグループタイプは Solaris
Volume Manager デバイスグループタイプ svm と同等です。詳細は、svm デバイス
グループタイプの説明を参照してください。

svm

Solaris ボリュームマネージャーデバイスグループを指定します。
Solaris ボリュームマネージャーデバイスグループは、次のコンポーネントで定義されま
す。
■ 名前
■ グループにアクセスできるノード
■ ディスクセット内のデバイスのグローバルなリスト
■ 潜在的なプライマリノードの優先順位やフェイルバックの動作などのアクションを

制御するプロパティーの集合

Solaris Volume Manager には、多重ホストまたは共有ディスクセットの概念があ
ります。共有ディスクセットとは、2 つ以上のホストとディスクドライブからなるグループ
のことです。このディスクドライブはすべてのホストからアクセス可能であり、すべての
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ホスト上でデバイス名が同じです。こうしたデバイス名の統一は、raw ディスクデバ
イスを用いてディスクセットを構築することにより行います。デバイス ID 疑似ドライバ
(DID) を使用することで、多重ホストに使用するディスクの名前はクラスタ内で整合
性が保たれます。Solaris Volume Manager デバイスグループのノードリストに構成
できるのは、すでにディスクセットの一部として構成されているホストだけです。共有
ディスクセットにドライブを追加する場合、そのドライブが、ほかの何らかの共有ディス
クセットに属していてはいけません。
Solaris Volume Manager の metaset コマンドはディスクセットを作成して、そ
のディスクセットを Solaris Volume Manager デバイスグループとして、Oracle
Solaris Cluster ソフトウェアに自動的に登録します。デバイスグループを作成した
あと、cldevicegroup コマンドの set サブコマンドを使用して、ノード優先順位リストと
preferenced、failback、および numsecondaries プロパティーを設定する必要があり
ます。
1 つのデバイスグループには、1 つの Solaris Volume Manager ディスクセットだけ
を割り当てることができます。デバイスグループ名は常に、ディスクセットの名前と一致
する必要があります。
Solaris Volume Manager デバイスグループにノードを追加または削除するの
に、add-node または remove-node サブコマンドは使用できません。その代わり
に、Solaris Volume Manager の metaset コマンドを使用して、配下の Solaris
Volume Manager ディスクセットで、ノードを追加または削除します。
Solaris Volume Manager のデバイスグループをクラスタ構成から削除する
のに、delete サブコマンドは使用できません。その代わりに、Solaris Volume
Manager の metaset コマンドを使用して、配下の Solaris Volume Manager ディ
スクセットを削除します。
export、list、show、status、および sync サブコマンドだけが、Solaris Volume
Manager 複数所有者ディスクセットで機能します。Solaris Volume Manager デ
バイスグループの配下のディスクセットを追加または削除するには、Solaris Volume
Manager のコマンドまたはユーティリティーを使用してください。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションには、サブコマンドやオペランドなどのオプションは指定しないでください。
サブコマンドやオペランドなどのオプションは無視されます。-V オプションは、コマンドの
バージョンを表示するだけです。その他の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細なメッセージを標準出力に表示します。
このオプションは、このコマンドの任意の形式に使用できます。

次のオペランドを指定できます。
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devicegroup デバイスグループを指定します。
cldevicegroup コマンドは、Oracle Solaris Cluster デバイスグループ
名だけをオペランドとして受け付けます。複数のデバイスグループ名を受
け付けるほとんどの形式のコマンドの場合、プラス記号 (+) を使用すると
すべての可能なデバイスグループを指定できます。

注記 - + オペランドは、手動で作成されたデバイスグループだけを含み、autogen プロパティー
に true が設定されている自動的に作成されたデバイスグループをすべて無視します。Oracle
Solaris Cluster ソフトウェアは、システムがブートされるたびに、このようなデバイスグループを
自動的に作成します。これらの「非表示の」デバイスグループにコマンドを適用するには、各デ
バイスグループを明示的に指定する必要があります。

このコマンドセットにあるすべてのコマンドの終了ステータスコードの完全なリストについて
は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。

3 CL_EINVAL

無効な引数

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません

35 CL_EIO

I/O エラー

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。
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例   43 デバイスグループの変更

次の例では、デバイスグループ devgrp1 の preference プロパティーを true に設定し
て、numsecondaries プロパティーを 2 に設定する方法を示します。このコマンドはまた、希望ノー
ドリスト phys-schost-1,phys-schost-2,phys-schost-3 も指定しています。

# cldevicegroup set -p preferenced=true -p numsecondaries=2 \

-n phys-schost-1,phys-schost-2,phys-schost-3 devgrp1

例   44 raw ディスクデバイスグループの変更

次の例では、既存の raw ディスクデバイスグループ rawdevgrp1 を変更する方法を示します。
このコマンドは、新しいメンバーデバイスリスト内のデバイス d3 および d4 を指定し、localonly
属性を true に設定します。ノード phys-schost-1 は、ローカル専用 raw ディスクデバイスグ
ループで許可される唯一のプライマリノードです。

# cldevicegroup set -d d3,d4 \

-p localonly=true -n phys-schost-1 rawdevgrp1

例   45 デバイスグループの numsecondaries 属性のリセット

次の例では、デバイスグループ devgrp1 の numsecondaries 属性に何も値を指定しないことに
よって、適切なシステムデフォルト値にリセットする方法を示します。

# cldevicegroup set -p numsecondaries= devgrp1

例   46 デバイスグループのスイッチオーバー

次の例では、デバイスグループ devgrp1 を新しいマスターノード phys-schost-2 に切り替える
方法を示します。

# cldevicegroup switch -n phys-schost-2 devgrp1

例   47 デバイスグループの無効化

次の例では、デバイスグループ devgrp1 を無効にする方法を示します。

# cldevicegroup disable devgrp1

例   48 デバイスグループのオフライン

次の例では、デバイスグループ devgrp1 をオフラインにしてから無効にする方法を示します。
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# cldevicegroup offline devgrp1

# cldevicegroup disable devgrp1

例   49 デバイスグループのそのプライマリノードでのオンライン化

次の例では、デバイスグループ devgrp1 をそのデフォルトのプライマリノードでオンラインにする
方法を示します。このコマンドはまず、デバイスグループを有効にします。

# cldevicegroup online -e devgrp1

例   50 デバイスグループの指定されたノードでのオンライン化

次の例では、デバイスグループ devgrp1 を新しいプライマリノードとして指定された phys-
schost-2 でオンラインにする方法を示します。

# cldevicegroup switch -n phys-schost-2 devgrp1

例   51 新しいノードのデバイスグループへの追加

次の例では、新しいノード phys-schost-3 をデバイスグループ devgrp1 に追加する方法を示し
ます。このデバイスグループは、デバイスグループタイプ svm ではありません。

# cldevicegroup add-node -n phys-schost-3 devgrp1

例   52 デバイスグループの削除

次の例では、デバイスグループ devgrp1 を Oracle Solaris Cluster 構成から削除する方法を
示します。このデバイスグループは、デバイスグループタイプ svm ではありません。

# cldevicegroup delete devgrp1

例   53 レプリケーション情報とデバイスグループ構成の同期化

次の例では、デバイスグループ devgrp1 のディスクが使用するレプリケーション構成を Oracle
Solaris Cluster ソフトウェアに認識させる方法を示します。

# cldevicegroup sync devgrp1

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

http://otn.oracle.com
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属性タイプ 属性値

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 61 ページのcldevice(1CL), 551 ページのcluster(1CL),
Unresolved link to " metaset1M", 1447 ページのclconfiguration(5CL), Unresolved
link to " rbac5", 1479 ページのdid(7)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster システム管理 "

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

また、任意のユーザーは次のオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

■ -? (ヘルプ) オプション
■ -V (バージョン) オプション

スーパーユーザー以外のユーザーがほかのサブコマンドを指定してこのコマンドを実行するに
は、RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

add-device solaris.cluster.modify

add-node solaris.cluster.modify

create solaris.cluster.modify

delete solaris.cluster.modify

disable solaris.cluster.modify

enable solaris.cluster.modify

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

offline solaris.cluster.admin

online solaris.cluster.admin

remove-device solaris.cluster.modify

remove-node solaris.cluster.modify

set solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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サブコマンド RBAC の承認

status solaris.cluster.read

switch solaris.cluster.modify

sync solaris.cluster.admin
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名前
cldevicegroup, cldg — Oracle Solaris Cluster デバイスグループの管理

/usr/cluster/bin/cldevicegroup -V

/usr/cluster/bin/cldevicegroup [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/cldevicegroup subcommand [options] -v 
     [devicegroup …]

/usr/cluster/bin/cldevicegroup add-device -d device
     [,…] devicegroup

/usr/cluster/bin/cldevicegroup add-node -n node[,…] [-t 
     devicegroup-type[,…]] {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup create -n node[,…] -t 
     devicegroup-type [-d device[,…]] [-p name=value] 
     devicegroup ...

/usr/cluster/bin/cldevicegroup create -i {- | clconfigfile} [-d 
     device[,…]] [-n node[,…]] [-p name=value] [-t 
     devicegroup-type[,…]] {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup delete [-t devicegroup-type[,…]] 
     {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup disable [-t devicegroup-type[,…]] 
     {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup enable [-t devicegroup-type[,…]] 
     {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup export [-n node[,…]] [-o 
     {- | clconfigfile}] [-t devicegroup-type[,…]] 
     {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup list [-n node[,…]] [-t 
     devicegroup-type[,…]] [+ | devicegroup ...]

/usr/cluster/bin/cldevicegroup offline [-t devicegroup-type[,…]] 
     {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup online [-e] [-n node] [-t 
     devicegroup-type[,…]] {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup remove-device -d device
     [,…] devicegroup

/usr/cluster/bin/cldevicegroup remove-node -n node[,…] 
     [-t devicegroup-type[,…]] {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup set -p name=value [-p name=value]… 
     [-d device[,…]] [-n node[,…]] [-t devicegroup-type[,…]] 
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     {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup show [-n node[,…]] [-t 
     devicegroup-type[,…]] [+ | devicegroup ...]

/usr/cluster/bin/cldevicegroup status [-n node[,…]] [-t 
     devicegroup-type[,…]] [+ | devicegroup ...]

/usr/cluster/bin/cldevicegroup switch -n node [-t 
     devicegroup-type[,…]] {+ | devicegroup ...}

/usr/cluster/bin/cldevicegroup sync [-t devicegroup-type[,…]] 
     {+ | devicegroup ...}

cldevicegroup コマンドは、Oracle Solaris Cluster デバイスグループを管理します。cldg コ
マンドは、cldevicegroup コマンドの短縮形式です。次の 2 つのコマンドは同一です。どちらの
形式のコマンドも使用できます。

このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

cldevicegroup [subcommand] [options] [operands]

subcommand を省略できるのは、options で -? オプションまたは -V オプションが指定されて
いる場合のみです。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
については、このマニュアルページの「オプション」セクションを参照してください。

list、show、および status を除いて、ほとんどのサブコマンドには少なくとも 1 つのオペランド
が必要です。多くのサブコマンドは、適用できるすべてのオブジェクトを示すオペランドとしてプ
ラス記号 (+) を受け入れます。詳細は、このマニュアルページの SYNOPSIS およびほかのセ
クションを参照してください。

それぞれのサブコマンドはすべてのデバイスグループタイプに使用できますが、次のサブコマン
ドを除きます。

■ add-device および remove-device サブコマンドは、rawdisk タイプでのみ有効です。
■ add-node、create、delete、および remove-node サブコマンドは、rawdisk タイプでのみ有

効です。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

サブコマンド
サポートされるサブコマンドには次のものがあります。
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add-device

新しいメンバーディスクデバイスを既存の raw ディスクデバイスグループに追加します。
add-device サブコマンドは、rawdisk タイプの既存のデバイスグループだけで使用できま
す。デバイスグループタイプについての詳細は、-t オプションの説明を参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
ディスクデバイスを raw ディスクデバイスグループから削除する方法については、remove-
device サブコマンドの説明を参照してください。

add-node

新しいノードを既存のデバイスグループに追加します。
このサブコマンドは、rawdisk デバイスグループタイプだけをサポートします。Oracle
Solaris Cluster コマンドを使用して、svm または sds デバイスグループにノードを追加す
ることはできません。代わりに、Solaris Volume Manager コマンドを使用して、Solaris
Volume Manager ディスクセットにノードを追加してください。ディスクセットは、svm また
は sds デバイスグループとして、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアに自動的に登録さ
れます。デバイスグループタイプについての詳細は、-t オプションの説明を参照してくださ
い。
デバイスグループの preferenced プロパティーが true に設定されている場合、このサブ
コマンドはそのデバイスグループに使用できません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
ノードをデバイスグループから削除する方法については、remove-node サブコマンドの説明
を参照してください。

create

新しいデバイスグループを作成します。
このサブコマンドは、rawdisk デバイスグループタイプだけをサポートします。Oracle
Solaris Cluser コマンドでは、svm または sds デバイスグループは作成できません。その
代わりに、Solaris Volume Manager コマンドを使用して、Solaris Volume Manager
ディスクセットを作成します。ディスクセットは、svm または sds デバイスグループとし
て、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアに自動的に登録されます。デバイスグループタイ
プについての詳細は、-t オプションの説明を参照してください。
-i オプションで構成ファイルを指定する場合、プラス記号 (+) をオペランドとして指定でき
ます。このオペランドを使用するとき、このコマンドは、構成ファイルで指定された、まだ存在
していないすべてのデバイスグループを作成します。
rawdisk デバイスグループタイプの場合、-d オプションを create サブコマンドと一緒に使
用して、1 つまたは複数のデバイスをデバイスグループに指定します。デバイスを指定する
とき、コマンドの呼び出しごとに 1 つの -d オプションを使用します。-i オプションを使用し
ないかぎり、1 つのコマンド呼び出しで複数の raw ディスクデバイスグループは作成でき
ません。
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スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
デバイスグループを削除する方法については、delete サブコマンドの説明を参照してくだ
さい。

delete

デバイスグループを削除します。
このサブコマンドは、rawdisk デバイスグループタイプだけをサポートします。
Oracle Solaris Cluster コマンドでは、svm または sds デバイスグループは削除できま
せん。その代わりに、svm または sds デバイスグループを削除するには、Solaris Volume
Manager コマンドを使用して、配下の Solaris Volume Manager ディスクセットを削除
します。
削除する前に、デバイスグループはオフラインになっている必要があります。
+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
デバイスグループを作成する方法については、create サブコマンドの説明を参照してくだ
さい。

disable

オフラインのデバイスグループを無効にします。
デバイスグループの無効な状態は、リブートしても変わりません。
オンラインのデバイスグループを無効にするには、まず offline サブコマンドを使用して、
そのデバイスグループをオフラインにする必要があります。
デバイスグループがオンラインである場合、disable アクションは失敗して、指定されたデ
バイスグループを無効にできません。
switch サブコマンドまたは online サブコマンドを使用して、無効になっているデバイスグ
ループをオンラインにすることはできません。まず、enable サブコマンドを使用して、デバイ
スグループの無効な状態をクリアしてください。
+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
デバイスグループを有効にする方法については、enable サブコマンドの説明を参照してく
ださい。
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enable

デバイスグループを有効にします。
デバイスグループの無効な状態は、リブートしても変わりません。
無効なデバイスグループをオンラインにする前には、まず、enable サブコマンドを使用して、
デバイスグループの無効な状態をクリアしてください。
+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
デバイスグループを無効にする方法については、disable サブコマンドの説明を参照してく
ださい。

export

デバイスグループ構成情報をエクスポートします。
-o オプションでファイル名を指定する場合、構成情報はその新しいファイルに書き込まれ
ます。-o オプションを指定しない場合、出力は標準出力に書き込まれます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

list

デバイスグループのリストを表示します。
デフォルトでは、このサブコマンドは、autogen プロパティーが false に設定されているクラ
スタにあるすべてのデバイスグループのリストを表示します。クラスタ内のすべてのデバイ
スグループを表示するには、-v オプションも指定します。
+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

offline

デバイスグループをオフラインにします。
デバイスグループがオンラインである場合は、disable サブコマンドを実行する前
に、offline サブコマンドを実行することによって、そのデバイスグループをオフラインにす
る必要があります。
オフラインのデバイスグループを起動するには、次のアクションのいずれかを実行します。
■ 明示的な online サブコマンドまたは switch サブコマンドを発行します。
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■ そのデバイスグループ内のデバイスにアクセスします。
■ そのデバイスグループに依存するファイルシステムをマウントします。

+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
デバイスグループをオンラインにする方法については、online サブコマンドの説明を参照
してください。

online

あらかじめ指定したノードのデバイスグループをオンラインにします。
デバイスグループが無効な場合、そのデバイスグループをオンラインにする前に、次のいず
れかの方法により、そのデバイスグループを有効にしてください。
■ -e オプションを online サブコマンドと一緒に使用します。
■ online サブコマンドを実行する前に、enable サブコマンドを実行します。

+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
デバイスグループをオフラインにする方法については、offline サブコマンドの説明を参照
してください。

remove-device

メンバーディスクデバイスを raw ディスクデバイスグループから削除します。
remove-device サブコマンドは、rawdisk デバイスグループタイプだけに有効です。このサ
ブコマンドは、svm または sds デバイスグループタイプに対しては有効ではありません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
ディスクデバイスを raw ディスクデバイスグループに追加する方法については、add-
device サブコマンドの説明を参照してください。

remove-node

既存のデバイスグループからノードを削除します。
このサブコマンドは、rawdisk デバイスグループタイプだけをサポートします。Oracle
Solaris Cluster コマンドを使用して、svm または sds デバイスグループからノードを削除す
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ることはできません。代わりに、Solaris Volume Manager コマンドを使用して、Solaris
Volume Manager ディスクセットからノードを削除してください。ディスクセットは、svm ま
たは sds デバイスグループとして、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアに自動的に登録
されます。デバイスグループタイプについての詳細は、-t オプションの説明を参照してくだ
さい。
preferenced プロパティーが true に設定されている場合、remove-node サブコマンドはそ
のデバイスグループに使用できません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
ノードをデバイスグループに追加する方法については、add-node サブコマンドの説明を参
照してください。

set

デバイスグループに関連付けられている属性を変更します。
rawdisk デバイスグループタイプの場合、-d オプションを set サブコマンドと一緒に使用し
て、指定したデバイスグループのメンバーディスクデバイスの新しいリストを指定します。
+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

show

デバイスグループの構成レポートを作成します。
デフォルトでは、このサブコマンドは、autogen プロパティーが false に設定されているクラ
スタにあるすべてのデバイスグループについて報告します。クラスタ内のすべてのデバイス
グループを表示するには、-v オプションも指定します。
+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

status

デバイスグループのステータスレポートを作成します。
デフォルトでは、このサブコマンドは、autogen プロパティーが false に設定されているクラ
スタにあるすべてのデバイスグループについて報告します。クラスタ内のすべてのデバイス
グループを表示するには、-v オプションも指定します。
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+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

switch

Oracle Solaris Cluster 構成内のプライマリノードから別のノードにデバイスグループを転
送します。
+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

sync

クラスタリングソフトウェアとデバイスグループ情報の同期を取ります。
このサブコマンドは、所有者、グループ、またはアクセス権などのボリューム属性を変更する
場合に常に使用します。
また、sync サブコマンドを使用して、デバイスグループ構成をレプリケーション構成または非
レプリケーション構成に変更します。
レプリケーション用に構成されたディスクを含む Solaris Volume Manager ディスクセッ
トを作成したあとは、対応する svm または sds デバイスグループに sync サブコマンドを実
行してください。Solaris Volume Manager ディスクセットは、svm または sds デバイスグ
ループとして Oracle Solaris Cluster ソフトウェアに自動的に登録されますが、その時点
でレプリケーション情報の同期はとられません。
新たに作成した rawdisk デバイスグループタイプの場合、そのディスクのレプリケーショ
ン情報を手動で同期する必要はありません。raw ディスクデバイスグループを Oracle
Solaris Cluster ソフトウェアに登録すると、ディスク上のすべてのレプリケーション情報が
自動的に検出されます。
+ オペランドを指定すると、autogen プロパティーが false に設定されているデバイスグ
ループだけが影響を受けます。ブート時にシステムによって自動的に作成される、autogen
プロパティーが true に設定されたデバイスグループにこのコマンドを適用するには、デバ
イスグループごとに明示的に指定してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。

次のオプションがサポートされています。
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-?
--help

ヘルプ情報を表示します。
このオプションは、単独でもサブコマンド付きでも使用できます。
■ このオプションを単独で使用する場合、使用可能なサブコマンドのリストが出力されま

す。
■ このオプションをサブコマンドを付けて使用する場合、そのサブコマンドの使用法オプ

ションが出力されます。

このオプションを使用すると、ほかの処理は実行されません。

-d device[,…]
--device=device[,…]
--device device[,…]

指定されている raw ディスクデバイスグループのメンバーになるディスクデバイスのリスト
を指定します。
-d オプションは、タイプ rawdisk のデバイスグループに対する create および set サブコ
マンドでのみ有効です。常に、ノードリスト全体を指定してください。このオプションを使用し
て、メンバーディスクリストに個々のディスクを追加したり、メンバーディスクリストから個々の
ディスクを削除したりすることはできません。
ディスクは、DID グローバルデバイス名 (たとえば、d3) のみで指定します。詳細
は、1479 ページのdid(7) のマニュアルページを参照してください。

-e
--enable

デバイスグループを有効にします。このオプションは、online サブコマンドと一緒に使用す
るときだけに有効です。
指定したデバイスグループがすでに有効である場合、-e オプションは無視され、このコマン
ドはデバイスグループをオンラインにする処理に進みます。

-i {- | clconfigfile}
--input={- | clconfigfile}
--input {- | clconfigfile}

デバイスグループの作成に使用する構成情報を指定します。この情報
は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義されている形式に
準拠している必要があります。この情報は、ファイルに含めることも、標準入力を介して指
定することもできます。標準入力を指定するには、ファイル名の代わりにマイナス記号 (-)
を指定します。
-i オプションは、完全修飾したデバイスグループリストに含まれるデバイスグループだけに
影響します。
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コマンドで指定するオプションは、構成ファイルで設定されている任意のオプションより優
先されます。構成パラメータがクラスタ構成ファイルに存在しない場合、これらのパラメータ
をコマンド行で指定してください。

-n node[,…]
--node=node[,…]
--node node[,…]

ノードまたはノードリストを指定します。
デフォルトでは、ノードリストの順番は、デバイスグループのプライマリノードとして引き継が
れるべき優先順位を示します。例外は、Oracle Solaris Cluster の制御範囲の外にある
ローカル専用ディスクグループの場合で、プライマリノードとセカンダリノードの概念は当て
はまりません。
デバイスグループの preferenced プロパティーが false に設定されている場合、ノードリス
トの順番は無視されます。その代わりに、グループ内で最初にデバイスにアクセスしたノー
ドが自動的に、そのグループのプライマリノードになります。デバイスグループノードリストの
preferenced プロパティーの設定については、-p オプションを参照してください。
-n オプションは、svm または sds デバイスグループのノードリストを指定するのには使用で
きません。その代わりに、Solaris ボリュームマネージャーのコマンドまたはユーティリティーを
使用して、配下のディスクセットのノードリストを指定してください。
create および set サブコマンドは -n オプションを使用して、デバイスグループタイプ
rawdisk 専用の潜在的なプライマリノードのリストを指定します。デバイスグループの完全
なノードリストを指定してください。-n オプションを使用して、ノードリストに個別ノードを追加
したり、ノードリストから個別ノードを削除したりすることはできません。
switch サブコマンドは -n オプションを使用して、新しいデバイスグループのプライマリノー
ドとして単一のノードを指定します。
export、list、show、および status サブコマンドは -n オプションを使用して、指定された
ノード上でオンラインでないデバイスグループを出力から除外します。
プライマリノードとセカンダリノードの概念は、Oracle Solaris Cluster の制御範囲の外に
ある localonly ディスクグループには適用されません。

-o {- | clconfigfile}
--output={- | clconfigfile}
--output {- | clconfigfile}

1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで規定されている形式で、
デバイスグループ構成を表示します。この情報は、ファイルまたは標準出力のどちらにでも
書き込むことができます。
このオプションの引数としてファイル名を指定する場合、このコマンドは新しいファイルを
作成して、そのファイルに構成情報を出力します。同じ名前のファイルがすでにある場合、
このコマンドはエラーで終了します。既存のファイルに変更は行われません。
このオプションの引数としてマイナス記号 (-) を指定すると、このコマンドは標準出力に構
成情報を表示します。このコマンドのほかの標準出力はすべて抑制されます。
-o オプションは、export サブコマンドだけで有効です。
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-p name= value
--property=name =value
--property  name=value

デバイスグループプロパティーに値を設定します。
-p オプションは、create および set サブコマンドでのみ有効です。-pname-=value の複数
のインスタンスが許可されます。
次のプロパティーがサポートされています。

autogen

autogen プロパティーは true または false の値を持つことができます。手動で作成し
たデバイスグループの場合、デフォルトは false です。システム作成デバイスグループ
の場合、デフォルトは true です。
autogen プロパティーは、list、show、および status サブコマンドのインジケータです。
これらのサブコマンドは、-v オプションを使用しないかぎり、autogen プロパティーが
true に設定されているデバイスをリストに載せません。
このプロパティーは、デバイスグループタイプ rawdisk だけに有効です。デバイスグ
ループタイプについての詳細は、-t オプションを参照してください。

failback

failback プロパティーは true または false の値を持つことができます。デフォルトは
false です。
failback プロパティーは、デバイスグループのプライマリノードがクラスタメンバーシッ
プから切り離され、あとで再結合された場合のシステムの動作を指定します。
デバイスグループのプライマリノードがクラスタメンバーシップから切り離された段階
で、デバイスグループはセカンダリノードに処理を継続します。そして障害の発生した
ノードがクラスタメンバーシップに再結合すると、デバイスグループは、そのままセカンダ
リノードにマスターされ続けるか、あるいは、オリジナルのプライマリノードにフェイルバッ
クするか、のいずれかの動作を取ります。
■ failback プロパティーが true に設定されている場合、デバイスグループは、オリ

ジナルのプライマリノードにマスターされるようになります。
■ failback プロパティーが false に設定されている場合、デバイスグループは、セカ

ンダリノードにマスターされ続けます。

デバイスグループ作成中、failback プロパティーはデフォルトでは無効にされま
す。set 処理中、failback プロパティーは変更されません。

localonly

localonly プロパティーは true または false の値を持つことができます。デフォルト
は false です。
localonly プロパティーは、rawdisk タイプのディスクグループに対してのみ有効で
す。
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ディスクグループが特定のノードだけでマスターされるようにする場
合、localonly=true というプロパティーの設定で、ディスクグループを構成します。ロー
カル専用ディスクグループは、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアの制御範囲の外
にあります。ローカル専用ディスクグループのノードリストには、1 つのノードだけ指定で
きます。ディスクグループの localonly プロパティーを true に設定するとき、そのディ
スクグループのノードリストに指定できるのは 1 つのノードだけです。

numsecondaries

numsecondaries プロパティーには、0 より大きく、ノードリスト内のノードの合計数より小
さい整数値を指定してください。デフォルトは 1 です。
このプロパティーの設定は、デバイスグループのセカンダリノードの希望数を動的に変
更する場合に使用できます。デバイスグループのセカンダリノードは、現在のプライマリ
ノードに問題が生じた場合に、新たなプライマリノードとしての機能を引き継ぐことがで
きます。
numsecondaries プロパティーを使用することで、可用性のレベルを維持しながら、デ
バイスグループのセカンダリノードの指定数を変更できます。デバイスグループのセカ
ンダリノードリストからノードを削除すると、そのノードはプライマリノードとして機能を引き
継ぐことはできなくなります。
numsecondaries プロパティーは、現在クラスタモードであるデバイスグループのノード
だけに適用されます。このノードは、デバイスグループの preferenced プロパティーと
一緒に使用できる必要があります。デバイスグループの preferenced プロパティーが
true に設定されている場合、まず、優先順位のもっとも低いノードがセカンダリノードリ
ストから削除されます。優先フラグがついているノードがデバイスグループの中に 1 つ
もないと、クラスタはノードをランダムに選択し、削除します。
デバイスグループにおけるセカンダリノードの実際の数が目標のレベル未満になると、
セカンダリノードリストから削除された資格のある各ノードがリストに戻されます。セカン
ダリノードリストに戻される資格のある各ノードは、次の条件のすべてに適合する必要
があります。
■ そのノードは現在クラスタにあります。
■ そのノードはそのデバイスグループに属しています。
■ そのノードは現在、プライマリノードまたはセカンダリノードではありません。

二次ノードリストに戻されるのは、デバイスグループの優先順位がもっとも高いノードか
らです。セカンダリノードの目標数に到達するまで、優先順位が高いノードから順にセカ
ンダリノードリストに戻されます。
あるノードがクラスタに参加したとき、そのノードの優先順位がそのデバイスグループの
既存のセカンダリノードよりも高い場合、優先順位が低いノードがセカンダリノードリスト
から削除されます。削除されるノードは新たに追加されたノードにより置換されます。こ
の置換は、クラスタ内に存在するセカンダリノードの実際の数が目標数を超えたときだ
け発生します。
デバイスグループのノードリストの preferenced プロパティーを設定する方法について
の詳細は、preferenced プロパティーを参照してください。
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preferenced

preferenced プロパティーは true または false の値を持つことができます。デフォル
トは true です。
デバイスグループの作成中、preferenced プロパティーが true に設定されている場
合、ノードリストはノードの優先順位も示します。ノードの優先順位は、各ノードが、デバイ
スグループのプライマリノードとしてテイクオーバーしようとする順序を決定します。
デバイスグループの作成中、このプロパティーが false に設定されている場合、デバイ
スグループ内のデバイスに最初にアクセスしたノードが自動的にプライマリノードになり
ます。指定されたノードリスト内のノードの順番は意味を持ちません。ノードリストを再指
定せずにこのプロパティーに true を再設定しても、ノードの順番は再度有効にはなり
ません。
preferenced=true プロパティーを指定し、かつ -n オプションを使用してデバイスグ
ループのノードリスト全体を優先順位どおりに指定しないかぎり、set 操作中にノードの
優先順位は変更されません。

-t devicegroup-type[,…]
--type=devicegroup-type[,…]
--type devicegroup-type[,…]

デバイスグループタイプまたデバイスグループタイプのリストを指定します。
create サブコマンドの場合、1 つのデバイスグループタイプだけを指定できます。これによ
り、このオプションで指定したタイプのデバイスグループが作成されます。
これ以外で -t オプションを受け付けることができるサブコマンドの場合、このオプションに
より、コマンドに指定したデバイスグループのリストが指定したデバイスグループタイプだけ
に限定されます。
必ずしもすべてのサブコマンドとオプションがすべてのデバイスグループタイプに対して有
効であるわけではありません。たとえば、create サブコマンドは rawdisk デバイスグループ
タイプに対してのみ有効であり、svm または sds デバイスグループタイプには有効ではあり
ません。
-t オプションでサポートされるデバイスグループタイプは次のとおりです。

rawdisk

raw ディスクデバイスグループを指定します。
raw ディスクとは、ボリュームマネージャーのボリュームやメタデバイスの一部ではない
ディスクのことです。raw ディスクデバイスグループを使用すると、デバイスグループ内
にディスクセットを定義できます。デフォルトでは、システムブート時に、raw ディスクデ
バイスグループが、構成内のデバイス ID (DID) 擬似ドライバデバイスごとに作成さ
れます。慣例により、初期化時には、raw ディスクデバイスグループの名前が割り当て
られます。これらの名前は、DID デバイス名から派生されます。raw ディスクデバイス
グループに追加されるノードごとに、cldevicegroup コマンドは、グループ内のすべての
デバイスがそのノードに物理的に接続されていることを確認します。
create サブコマンドは、raw ディスクデバイスグループを作成して、複数のディスクデ
バイスをデバイスグループに追加します。新しい raw ディスクデバイスグループを作成
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する前に、新しいデバイスグループに追加する各デバイスを、ブート時にそのデバイス
が作成されたデバイスグループから削除してください。これにより、これらのデバイスが
含まれる新しい raw ディスクデバイスグループを作成できます。-n オプションで潜在
的なプライマリノード優先順位リストを指定することに加えて、これらのデバイスのリス
トを -d オプションで指定します。
指定した単一のノード上でデバイスグループをマスターするには、-p オプションを使用
して、localonly=true というプロパティーの設定で、デバイスグループを構成します。
ローカル専用デバイスグループを作成するとき、ノードリストには 1 つのノードだけを指
定できます。
delete サブコマンドは、デバイスグループ名をクラスタデバイスグループ構成から削除
します。
set サブコマンドは、次の変更を raw ディスクデバイスグループに行います。
■ 潜在的なプライマリノードの優先順位を変更する
■ 新しいノードリストを指定する
■ フェイルバックを有効または無効にする
■ 二次ノードの目標数を設定する
■ 複数のグローバルデバイスをデバイスグループに追加する

raw ディスクデバイス名が raw ディスクデバイスグループに登録されている場合、そ
の raw ディスクデバイス名は Solaris Volume Manager デバイスグループには登
録できません。

sds

もともと Solstice DiskSuite™ ソフトウェアで作成されていたデバイスグループを指
定します。複数所有者ディスクセットを除いて、このデバイスグループタイプは Solaris
Volume Manager デバイスグループタイプ svm と同等です。詳細は、svm デバイス
グループタイプの説明を参照してください。

svm

Solaris ボリュームマネージャーデバイスグループを指定します。
Solaris ボリュームマネージャーデバイスグループは、次のコンポーネントで定義されま
す。
■ 名前
■ グループにアクセスできるノード
■ ディスクセット内のデバイスのグローバルなリスト
■ 潜在的なプライマリノードの優先順位やフェイルバックの動作などのアクションを

制御するプロパティーの集合

Solaris Volume Manager には、多重ホストまたは共有ディスクセットの概念があ
ります。共有ディスクセットとは、2 つ以上のホストとディスクドライブからなるグループ
のことです。このディスクドライブはすべてのホストからアクセス可能であり、すべての
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ホスト上でデバイス名が同じです。こうしたデバイス名の統一は、raw ディスクデバ
イスを用いてディスクセットを構築することにより行います。デバイス ID 疑似ドライバ
(DID) を使用することで、多重ホストに使用するディスクの名前はクラスタ内で整合
性が保たれます。Solaris Volume Manager デバイスグループのノードリストに構成
できるのは、すでにディスクセットの一部として構成されているホストだけです。共有
ディスクセットにドライブを追加する場合、そのドライブが、ほかの何らかの共有ディス
クセットに属していてはいけません。
Solaris Volume Manager の metaset コマンドはディスクセットを作成して、そ
のディスクセットを Solaris Volume Manager デバイスグループとして、Oracle
Solaris Cluster ソフトウェアに自動的に登録します。デバイスグループを作成した
あと、cldevicegroup コマンドの set サブコマンドを使用して、ノード優先順位リストと
preferenced、failback、および numsecondaries プロパティーを設定する必要があり
ます。
1 つのデバイスグループには、1 つの Solaris Volume Manager ディスクセットだけ
を割り当てることができます。デバイスグループ名は常に、ディスクセットの名前と一致
する必要があります。
Solaris Volume Manager デバイスグループにノードを追加または削除するの
に、add-node または remove-node サブコマンドは使用できません。その代わり
に、Solaris Volume Manager の metaset コマンドを使用して、配下の Solaris
Volume Manager ディスクセットで、ノードを追加または削除します。
Solaris Volume Manager のデバイスグループをクラスタ構成から削除する
のに、delete サブコマンドは使用できません。その代わりに、Solaris Volume
Manager の metaset コマンドを使用して、配下の Solaris Volume Manager ディ
スクセットを削除します。
export、list、show、status、および sync サブコマンドだけが、Solaris Volume
Manager 複数所有者ディスクセットで機能します。Solaris Volume Manager デ
バイスグループの配下のディスクセットを追加または削除するには、Solaris Volume
Manager のコマンドまたはユーティリティーを使用してください。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションには、サブコマンドやオペランドなどのオプションは指定しないでください。
サブコマンドやオペランドなどのオプションは無視されます。-V オプションは、コマンドの
バージョンを表示するだけです。その他の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細なメッセージを標準出力に表示します。
このオプションは、このコマンドの任意の形式に使用できます。

次のオペランドを指定できます。
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devicegroup デバイスグループを指定します。
cldevicegroup コマンドは、Oracle Solaris Cluster デバイスグループ
名だけをオペランドとして受け付けます。複数のデバイスグループ名を受
け付けるほとんどの形式のコマンドの場合、プラス記号 (+) を使用すると
すべての可能なデバイスグループを指定できます。

注記 - + オペランドは、手動で作成されたデバイスグループだけを含み、autogen プロパティー
に true が設定されている自動的に作成されたデバイスグループをすべて無視します。Oracle
Solaris Cluster ソフトウェアは、システムがブートされるたびに、このようなデバイスグループを
自動的に作成します。これらの「非表示の」デバイスグループにコマンドを適用するには、各デ
バイスグループを明示的に指定する必要があります。

このコマンドセットにあるすべてのコマンドの終了ステータスコードの完全なリストについて
は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。

3 CL_EINVAL

無効な引数

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません

35 CL_EIO

I/O エラー

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。
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例   54 デバイスグループの変更

次の例では、デバイスグループ devgrp1 の preference プロパティーを true に設定し
て、numsecondaries プロパティーを 2 に設定する方法を示します。このコマンドはまた、希望ノー
ドリスト phys-schost-1,phys-schost-2,phys-schost-3 も指定しています。

# cldevicegroup set -p preferenced=true -p numsecondaries=2 \

-n phys-schost-1,phys-schost-2,phys-schost-3 devgrp1

例   55 raw ディスクデバイスグループの変更

次の例では、既存の raw ディスクデバイスグループ rawdevgrp1 を変更する方法を示します。
このコマンドは、新しいメンバーデバイスリスト内のデバイス d3 および d4 を指定し、localonly
属性を true に設定します。ノード phys-schost-1 は、ローカル専用 raw ディスクデバイスグ
ループで許可される唯一のプライマリノードです。

# cldevicegroup set -d d3,d4 \

-p localonly=true -n phys-schost-1 rawdevgrp1

例   56 デバイスグループの numsecondaries 属性のリセット

次の例では、デバイスグループ devgrp1 の numsecondaries 属性に何も値を指定しないことに
よって、適切なシステムデフォルト値にリセットする方法を示します。

# cldevicegroup set -p numsecondaries= devgrp1

例   57 デバイスグループのスイッチオーバー

次の例では、デバイスグループ devgrp1 を新しいマスターノード phys-schost-2 に切り替える
方法を示します。

# cldevicegroup switch -n phys-schost-2 devgrp1

例   58 デバイスグループの無効化

次の例では、デバイスグループ devgrp1 を無効にする方法を示します。

# cldevicegroup disable devgrp1

例   59 デバイスグループのオフライン

次の例では、デバイスグループ devgrp1 をオフラインにしてから無効にする方法を示します。
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# cldevicegroup offline devgrp1

# cldevicegroup disable devgrp1

例   60 デバイスグループのそのプライマリノードでのオンライン化

次の例では、デバイスグループ devgrp1 をそのデフォルトのプライマリノードでオンラインにする
方法を示します。このコマンドはまず、デバイスグループを有効にします。

# cldevicegroup online -e devgrp1

例   61 デバイスグループの指定されたノードでのオンライン化

次の例では、デバイスグループ devgrp1 を新しいプライマリノードとして指定された phys-
schost-2 でオンラインにする方法を示します。

# cldevicegroup switch -n phys-schost-2 devgrp1

例   62 新しいノードのデバイスグループへの追加

次の例では、新しいノード phys-schost-3 をデバイスグループ devgrp1 に追加する方法を示し
ます。このデバイスグループは、デバイスグループタイプ svm ではありません。

# cldevicegroup add-node -n phys-schost-3 devgrp1

例   63 デバイスグループの削除

次の例では、デバイスグループ devgrp1 を Oracle Solaris Cluster 構成から削除する方法を
示します。このデバイスグループは、デバイスグループタイプ svm ではありません。

# cldevicegroup delete devgrp1

例   64 レプリケーション情報とデバイスグループ構成の同期化

次の例では、デバイスグループ devgrp1 のディスクが使用するレプリケーション構成を Oracle
Solaris Cluster ソフトウェアに認識させる方法を示します。

# cldevicegroup sync devgrp1

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

http://otn.oracle.com
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属性タイプ 属性値

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 61 ページのcldevice(1CL), 551 ページのcluster(1CL),
Unresolved link to " metaset1M", 1447 ページのclconfiguration(5CL), Unresolved
link to " rbac5", 1479 ページのdid(7)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster システム管理 "

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

また、任意のユーザーは次のオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

■ -? (ヘルプ) オプション
■ -V (バージョン) オプション

スーパーユーザー以外のユーザーがほかのサブコマンドを指定してこのコマンドを実行するに
は、RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

add-device solaris.cluster.modify

add-node solaris.cluster.modify

create solaris.cluster.modify

delete solaris.cluster.modify

disable solaris.cluster.modify

enable solaris.cluster.modify

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

offline solaris.cluster.admin

online solaris.cluster.admin

remove-device solaris.cluster.modify

remove-node solaris.cluster.modify

set solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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サブコマンド RBAC の承認

status solaris.cluster.read

switch solaris.cluster.modify

sync solaris.cluster.admin
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名前
clinterconnect, clintr — Oracle Solaris Cluster インターコネクトの管理

/usr/cluster/bin/clinterconnect -V

/usr/cluster/bin/clinterconnect [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/clinterconnect subcommand [options] -v 
     [endpoint[,endpoint] …]

/usr/cluster/bin/clinterconnect add [-d] endpoint[,endpoint] …

/usr/cluster/bin/clinterconnect add -i {- | clconfigfile} [-d] 
     [-n node[,…]] {+ | endpoint[,endpoint] …}

/usr/cluster/bin/clinterconnect disable [-n node[,…]] 
     {+ | endpoint[,endpoint] …}

/usr/cluster/bin/clinterconnect enable [-n node[,…]] 
     {+ | endpoint[,endpoint] …}

/usr/cluster/bin/clinterconnect export [-o {- | configfile}] [-n 
     node[,…]] [+ | endpoint[,endpoint] …]

/usr/cluster/bin/clinterconnect remove [-l] endpoint[,endpoint] ...

/usr/cluster/bin/clinterconnect show [-n node[,…]] 
     [+ | endpoint[,endpoint] ...]

/usr/cluster/bin/clinterconnect status [-n node[,…]] 
     [+ | endpoint[,endpoint] ...]

clinterconnect コマンドは、クラスタインターコネクトの構成を管理し、構成とステータス情報を
表示します。clintr コマンドは、clinterconnect コマンドの短い形式です。clinterconnect コ
マンドと clintr コマンドは同じものです。どちらの形式のコマンドも使用できます。

クラスタインターコネクトには 2 つの終端があり、それらはケーブルで接続されます。終端は、
ノード上のアダプタであることも、スイッチ (接続点とも呼ぶ) であることもあります。ケーブルで
は、アダプタとスイッチが接続されることも、特定のトポロジにある 2 つのアダプタが接続され
ることもあります。クラスタトポロジマネージャーは、使用可能なケーブルを使用し、ノード間にエン
ドツーエンドのインターコネクトパスを構築します。このコマンドに指定するクラスタインターコネ
クトコンポーネントの名前は、実際の物理的な構成を正確に反映する必要があります。正確に
反映しないと、システムは終端間のクラスタインターコネクトパスを構築できません。クラスタイ
ンターコネクトが正常に機能しない場合、クラスタノードはお互いに通信できず、ノードにパニック
が発生するなどの状態になる可能性があります。
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clinterconnect コマンドは、オンラインであり、クラスタモードであるクラスタノードから実行して
ください。

このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

clinterconnect [subcommand] [options] [operands]

subcommand を省略できるのは、options で -? オプションまたは -V オプションが指定されて
いる場合のみです。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
については、このマニュアルページの「オプション」セクションを参照してください。

このコマンドの一部の形式を非大域ゾーンで使用できます。このコマンドの有効な使用方法の
詳細については、個々のサブコマンドの説明を参照してください。管理を容易にするため、この
コマンドは大域ゾーンで使用します。

サブコマンド
サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

add

コマンドへのオペランドとして指定された新しいクラスタインターコネクトコンポーネントを追
加します。
このサブコマンドは、大域ゾーンでのみ使用します。
ケーブル、スイッチ、またはアダプタのどれを追加するのかは、オペランドの構文により決定
されます。詳細は、このマニュアルページの「オペランド」セクションを参照してください。
add サブコマンドは、アダプタと別のノード上のアダプタ間、あるいは、アダプタとインターコ
ネクトスイッチ間のインターコネクトケーブルを構成するのに使用します。ケーブルを構成す
るアダプタ終端またはスイッチ終端は、すでに存在している必要はありません。このサブコ
マンドは、アダプタまたはスイッチを構成に追加するのにも使用できます。
アダプタまたはスイッチを構成に追加するとき、このコマンドはまた、アダプタまたはスイッ
チを有効にします。ケーブルを追加するとき、このコマンドはまた、ケーブルの各終端がまだ
有効になっていない場合、ケーブルの各終端を有効にします。
2 ノードクラスタでは、各終端にあるアダプタにケーブルを追加する場合、仮想スイッチも作
成します。
-d オプションは、無効な状態にある終端を追加するのに使用します。
-i オプションで構成ファイルを指定する場合、プラス記号 (+) をオペランドとして指定でき
ます。このオペランドを使用するとき、このコマンドは、構成ファイルで指定されており、まだ
クラスタに存在していないすべてのインターコネクトコンポーネントを作成します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
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インターコネクトコンポーネントの削除については、remove コマンドを参照してください。

disable

コマンドへのオペランドとして指定されたインターコネクトコンポーネントを無効にします。
このサブコマンドは、大域ゾーンでのみ使用します。
ケーブル、スイッチ、またはアダプタのどれを無効にするのかは、オペランドの構文により決
定されます。詳細は、このマニュアルページの「オペランド」セクションを参照してください。
有効なケーブルに接続されているアダプタまたはスイッチを無効にしようとすると、その操
作はエラーになります。接続されているアダプタまたはスイッチを無効にする前に、まず、
ケーブルを無効にしてください。
ケーブルを無効にするとき、このコマンドはまた、ケーブルに関連する各終端 (アダプタまた
はスイッチポートの場合あり) も無効にします。また、すべてのスイッチポートが無効な状態
の場合、このコマンドはスイッチを無効にします。
アクティブなクラスタノードの最後のクラスタインターコネクトパスのケーブルまたは終端を
無効にしようとすると、その操作はエラーになります。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
インターコネクトコンポーネントの有効化については、enable サブコマンドを参照してくださ
い。

enable

コマンドへのオペランドとして指定されたインターコネクトコンポーネントを有効にします。
このサブコマンドは、大域ゾーンでのみ使用します。
ケーブル、スイッチ、またはアダプタのどれを有効にするのかは、オペランドの構文により決
定されます。詳細は、このマニュアルページの「オペランド」セクションを参照してください。
ケーブルを有効にするとき、このコマンドはまた、ケーブルに関連する各終端 (アダプタまた
はスイッチポートの可能性あり) も有効にします。
インターコネクトコンポーネントの無効化については、disable サブコマンドを参照してくだ
さい。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

export

クラスタインターコネクトの構成情報をエクスポートします。
このサブコマンドは、大域ゾーンでのみ使用します。
-o オプションでファイル名を指定すると、構成情報はその新しいファイルに書き込まれま
す。-o オプションを指定しない場合、出力は標準出力に書き込まれます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。
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remove

コマンドへのオペランドとして指定されたクラスタインターコネクトコンポーネントを削除しま
す。
このサブコマンドは、大域ゾーンでのみ使用します。
ケーブル、スイッチ、またはアダプタのどれを削除するのかは、オペランドの構文により決定
されます。詳細は、このマニュアルページの「オペランド」セクションを参照してください。
次の動作は、ケーブルを削除するときに適用されます。
■ ケーブルを削除する前に、まず、ケーブルを無効にしてください。
■ 有効なケーブルを削除しようとすると、その操作はエラーになります。
■ 無効なケーブルを削除する場合、次の状況を除いて、ケーブルの終端も削除されます。

■ スイッチが別のケーブルによって使用されている。
■ -l オプションも指定している。

次の動作は、アダプタ終端またはスイッチ終端を削除するときに適用されます。
■ ケーブルに関連付けられていない終端を削除すると、指定された終端が削除されま

す。
■ ケーブルに関連付けられている終端を削除しようとすると、削除操作はエラーになりま

す。これは、ケーブルが有効または無効であるかに関わらず発生します。

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
インターコネクトコンポーネントの追加については、add サブコマンドを参照してください。

show

コマンドへのオペランドとして指定されたインターコネクトコンポーネントの構成を表示しま
す。
このサブコマンドは、大域ゾーンまたはゾーンクラスタで使用できます。
構成情報には、そのコンポーネントが有効または無効であるかも含まれます。デフォルトで
は、すべてのインターコネクトコンポーネントの構成が出力されます。
show サブコマンドは、すべてのコンポーネントを指定するプラス記号 (+) をオペランドとし
て受け入れます。-Z オプションを使用すると、指定した排他的 IP ゾーンクラスタのプライ
ベートネットワーク構成情報を表示できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

status

インターコネクトパスのステータスを表示します。デフォルトでは、システムのすべてのイン
ターコネクトパスのステータスが表示されます。-Z オプションを使用すると、指定した排他的
IP ゾーンクラスタのプライベートネットワーク構成情報のステータスを表示できます。
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このサブコマンドは、大域ゾーンまたは排他的 IP ゾーンクラスタで使用できます。
次に、インターコネクトパスの可能な状態を示します。

faulted インターコネクトパスの機能を妨げるエラーが検出されました。

Path online インターコネクトパスはオンラインで、サービスを提供しています。

waiting インターコネクトパスは Path online 状態に移行中です。
インターコネクトコンポーネントが有効または無効であるかを判定するには、show サブコマ
ンドを使用します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。このオプションを使用する場合、ほかの処理は実行されません。
このオプションは、単独でもサブコマンド付きでも使用できます。
■ このオプションを単独で使用する場合、使用可能なサブコマンドのリストが出力されま

す。
■ このオプションをサブコマンドを付けて使用する場合、そのサブコマンドの使用法オプ

ションが出力されます。

-d

無効な状態にある終端を追加することを指定します。

-i {- | clconfigfile}
--input={- | clconfigfile-}
--input {- | clconfigfile-}

ケーブルを追加または変更するのに使用される構成情報を指定します。この情報
は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義されている形式に
準拠している必要があります。この情報は、ファイルに含めることも、標準入力を介して指
定することもできます。標準入力を指定するには、ファイル名の代わりにマイナス記号 (-)
を指定します。
コマンドで指定するオプションは、クラスタ構成ファイルで設定されている任意のオプショ
ンより優先されます。必要な要素がクラスタ構成ファイルに存在しない場合、これらの要素
をコマンド行で指定してください。
マイナス記号 (-) 引数をこのオプションと一緒に使用すると、構成が標準入力として提供
されることを指定できます。



124 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

-l
--limited

ケーブル削除処理がケーブルだけを削除し、その終端を削除しないことを指定します。
-l オプションは、remove サブコマンドでのみ有効です。このオプションを remove サブコマ
ンドとともに指定しない場合、このコマンドは、指定されたケーブルだけでなく、関連付けら
れたアダプタもすべて削除します。さらに、ケーブル削除処理がスイッチへの最後の接続を
削除する場合、このコマンドはまた、そのスイッチも構成から削除します。

-n node[,…]
--node=node[,…]
--node node[,…]

ノードまたはノードリストを指定します。このオプションは、指定したノードだけに接続されて
いるアダプタとケーブルに処理を制限します。
ノードは、ノード名またはノード ID のどちらででも指定できます。

-o {- | clconfigfile}
--output={- | clconfigfile}
--output {- | clconfigfile}

1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで規定されている形式で、イ
ンターコネクト構成を表示します。
export サブコマンドだけが -o オプションを受け付けます。
このオプションの引数としてファイル名を指定する場合、このコマンドは新しいファイルを
作成して、そのファイルに構成情報を出力します。同じ名前のファイルがすでにある場合、
このコマンドはエラーで終了します。既存のファイルに変更は行われません。
このオプションの引数としてマイナス記号 (-) を指定すると、このコマンドは標準出力に構
成情報を表示します。このコマンドのほかの標準出力はすべて抑制されます。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションには、サブコマンドやオペランドなどのオプションは指定しないでください。
サブコマンドやオペランドなどのオプションは無視されます。-V オプションは、コマンドの
バージョンを表示するだけです。その他の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細なメッセージを標準出力に表示します。デフォルトでは、show および status コマンド
は詳細出力を表示します。
このオプションは、このコマンドの任意の形式に使用できます。
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-Z {zoneclustername}
--zoneclustername={zoneclustername }
--zoneclustername { zoneclustername}

操作する 1 つまたは複数のクラスタを指定します。
このオプションは、show および status サブコマンドでサポートされています。
このオプションを指定する場合は、次のいずれかの引数も指定する必要があります。

zoneclustername このオプションと一緒に使用するコマンドが、zoneclustername とい
う名前のゾーンクラスタ内でのみで動作するように指定します。

global このオプションを使用するコマンドが、グローバルクラスタでのみ機
能するように指定します。

このコマンドは、インターコネクト終端またはコンマ区切りの終端のペアをオペランドとして受け
付けます。終端は、アダプタであることも、スイッチであることもあります。コンマ区切りの終端の
ペアはケーブルを示します。

複数のインターコネクトコンポーネントを受け付ける形式のコマンドの場合、プラス記号 (+) 引数
を使用すると、すべての可能なコンポーネントを指定できます。

次のオペランドがサポートされています。

node:adapter
アダプタ終端を指定します。
アダプタ終端は、ノード名とアダプタ名を持ちます。アダプタ名の構成は、インターコネクト名
の直後に物理ユニット番号 (net0 など) が続いたものです。これらの処理を行うにあたっ
て、アダプタをホストするノードは、クラスタ内でアクティブとなっている必要はありません。
次のタイプのアダプタは、クラスタトランスポートアダプタとして構成できます。

Ethernet Ethernet アダプタは別の Ethernet アダプタまたは Ethernet ス
イッチに接続できます。

InfiniBand InfiniBand アダプタは InfiniBand スイッチだけに接続できます。
デフォルトでは、アダプタは dlpi トランスポートタイプを使用して構成されます。
タグ付き VLAN アダプタを指定するには、物理デバイス名と VLAN インスタンス番
号から派生されたタグ付き VLAN アダプタ名を使用します。VLAN インスタンス番号
は、VLAN ID に 1000 を掛けて、元の物理ユニット番号を足したものです。たとえば、物
理デバイス net2 上の VLAN ID 11 は、タグ付き VLAN アダプタ名 net11002 に変換さ
れます。

switch[@port]
スイッチ終端を指定します。
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個々のインターコネクトスイッチの名前は、クラスタの名前空間全体で一意でなければなり
ません。英字、数字、またはその両方の組み合わせを使用できます。スイッチ名の最初の文
字は英字にする必要があります。
スイッチ終端の port コンポーネントを指定しない場合、このコマンドはデフォルトのポート
名を想定します。デフォルトのポート名は、ケーブルのもう一方に接続されているノードのノー
ド ID と同じです。
次のタイプのスイッチをクラスタトランスポートスイッチとして構成できます。

Ethernet Ethernet スイッチを Ethernet アダプタと一緒に使用します。

InfiniBand InfiniBand スイッチを InfiniBand アダプタと一緒に使用します。
デフォルトでは、スイッチは switch タイプを使用して構成されます。

node:adapter, node:adapter
node:adapter,switch [@port]

ケーブルを指定します。
ケーブルは、アダプタ終端またはスイッチ終端のコンマ区切りのペアです。終端の順番は
重要でありません。ケーブルオペランドは、完全なクラスタインターコネクトを追加するのに
使用します。ケーブルを追加するとき、clinterconnect コマンドは両方の終端を自動的に
作成するため、アダプタ終端またはスイッチ終端を別に作成する必要はありません。

このコマンドセットにあるすべてのコマンドの終了ステータスコードの完全なリストについて
は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。

3 CL_EINVAL

無効な引数

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
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35 CL_EIO

I/O エラー

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。

37CL_EOP

操作が許可されていません

38 CL_EBUSY

オブジェクトはビジーです

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。

例   65 直接接続クラスタインターコネクトケーブルの作成

次の例では、ノード phys-schost-1 上のアダプタ net0 とノード phys-schost-2 上のアダプタ
net0 の間のポートを接続するケーブルを追加する方法を示します。

# clinterconnect add phys-schost-1:net0,phys-schost-2:net0

例   66 スイッチとアダプタ間でのケーブルの作成

次の例では、ノード phys-schost-1 上のアダプタ net0 とスイッチ ether_switch の間にケーブ
ルを追加する方法を示します。

# clinterconnect add phys-schost-1:net0,ether_switch

例   67 ケーブルの無効化

次の例では、ノード phys-schost-1 上のアダプタ net0 とスイッチ ether_switch の間に接続さ
れているケーブルを無効にする方法を示します。

# clinterconnect disable phys-schost-1:net0,ether_switch

例   68 クラスタインターコネクトケーブルの削除

次の例では、ノード phys-schost-1 上のアダプタ net0 とスイッチ ether_switch の間に接続さ
れているケーブルを取り外す方法を示します。

# clinterconnect remove phys-schost-1:net0,ether_switch
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例   69 タグ付き VLAN アダプタとスイッチ間でのケーブルの作成

次の例では、ノード phys-schost-1 上のタグ付き VLAN アダプタ net73002 と VLAN 対応
スイッチ switch1 の間にケーブルを追加する方法を示します。このアダプタの物理名は net2
で、VLAN ID は 73 です。

# clinterconnect add phys-schost-1:net73002,switch1

例   70 スイッチの有効化

次の例では、スイッチ終端 switch1 を有効にする方法を示します。

# clinterconnect enable switch1

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 551 ページのcluster(1CL),
1447 ページのclconfiguration(5CL), Unresolved link to " rbac5"

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster 4.2 Hardware Administration Manual
"

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster ソフトウェアのインストール "

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

任意のユーザーは次のオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

■ -? (ヘルプ) オプション
■ -V (バージョン) オプション

スーパーユーザー以外のユーザーがほかのサブコマンドを指定してこのコマンドを実行するに
は、RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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サブコマンド RBAC の承認

add solaris.cluster.modify

disable solaris.cluster.modify

enable solaris.cluster.modify

export solaris.cluster.read

remove solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

status solaris.cluster.read
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名前
clinterconnect, clintr — Oracle Solaris Cluster インターコネクトの管理

/usr/cluster/bin/clinterconnect -V

/usr/cluster/bin/clinterconnect [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/clinterconnect subcommand [options] -v 
     [endpoint[,endpoint] …]

/usr/cluster/bin/clinterconnect add [-d] endpoint[,endpoint] …

/usr/cluster/bin/clinterconnect add -i {- | clconfigfile} [-d] 
     [-n node[,…]] {+ | endpoint[,endpoint] …}

/usr/cluster/bin/clinterconnect disable [-n node[,…]] 
     {+ | endpoint[,endpoint] …}

/usr/cluster/bin/clinterconnect enable [-n node[,…]] 
     {+ | endpoint[,endpoint] …}

/usr/cluster/bin/clinterconnect export [-o {- | configfile}] [-n 
     node[,…]] [+ | endpoint[,endpoint] …]

/usr/cluster/bin/clinterconnect remove [-l] endpoint[,endpoint] ...

/usr/cluster/bin/clinterconnect show [-n node[,…]] 
     [+ | endpoint[,endpoint] ...]

/usr/cluster/bin/clinterconnect status [-n node[,…]] 
     [+ | endpoint[,endpoint] ...]

clinterconnect コマンドは、クラスタインターコネクトの構成を管理し、構成とステータス情報を
表示します。clintr コマンドは、clinterconnect コマンドの短い形式です。clinterconnect コ
マンドと clintr コマンドは同じものです。どちらの形式のコマンドも使用できます。

クラスタインターコネクトには 2 つの終端があり、それらはケーブルで接続されます。終端は、
ノード上のアダプタであることも、スイッチ (接続点とも呼ぶ) であることもあります。ケーブルで
は、アダプタとスイッチが接続されることも、特定のトポロジにある 2 つのアダプタが接続され
ることもあります。クラスタトポロジマネージャーは、使用可能なケーブルを使用し、ノード間にエン
ドツーエンドのインターコネクトパスを構築します。このコマンドに指定するクラスタインターコネ
クトコンポーネントの名前は、実際の物理的な構成を正確に反映する必要があります。正確に
反映しないと、システムは終端間のクラスタインターコネクトパスを構築できません。クラスタイ
ンターコネクトが正常に機能しない場合、クラスタノードはお互いに通信できず、ノードにパニック
が発生するなどの状態になる可能性があります。
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clinterconnect コマンドは、オンラインであり、クラスタモードであるクラスタノードから実行して
ください。

このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

clinterconnect [subcommand] [options] [operands]

subcommand を省略できるのは、options で -? オプションまたは -V オプションが指定されて
いる場合のみです。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
については、このマニュアルページの「オプション」セクションを参照してください。

このコマンドの一部の形式を非大域ゾーンで使用できます。このコマンドの有効な使用方法の
詳細については、個々のサブコマンドの説明を参照してください。管理を容易にするため、この
コマンドは大域ゾーンで使用します。

サブコマンド
サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

add

コマンドへのオペランドとして指定された新しいクラスタインターコネクトコンポーネントを追
加します。
このサブコマンドは、大域ゾーンでのみ使用します。
ケーブル、スイッチ、またはアダプタのどれを追加するのかは、オペランドの構文により決定
されます。詳細は、このマニュアルページの「オペランド」セクションを参照してください。
add サブコマンドは、アダプタと別のノード上のアダプタ間、あるいは、アダプタとインターコ
ネクトスイッチ間のインターコネクトケーブルを構成するのに使用します。ケーブルを構成す
るアダプタ終端またはスイッチ終端は、すでに存在している必要はありません。このサブコ
マンドは、アダプタまたはスイッチを構成に追加するのにも使用できます。
アダプタまたはスイッチを構成に追加するとき、このコマンドはまた、アダプタまたはスイッ
チを有効にします。ケーブルを追加するとき、このコマンドはまた、ケーブルの各終端がまだ
有効になっていない場合、ケーブルの各終端を有効にします。
2 ノードクラスタでは、各終端にあるアダプタにケーブルを追加する場合、仮想スイッチも作
成します。
-d オプションは、無効な状態にある終端を追加するのに使用します。
-i オプションで構成ファイルを指定する場合、プラス記号 (+) をオペランドとして指定でき
ます。このオペランドを使用するとき、このコマンドは、構成ファイルで指定されており、まだ
クラスタに存在していないすべてのインターコネクトコンポーネントを作成します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
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インターコネクトコンポーネントの削除については、remove コマンドを参照してください。

disable

コマンドへのオペランドとして指定されたインターコネクトコンポーネントを無効にします。
このサブコマンドは、大域ゾーンでのみ使用します。
ケーブル、スイッチ、またはアダプタのどれを無効にするのかは、オペランドの構文により決
定されます。詳細は、このマニュアルページの「オペランド」セクションを参照してください。
有効なケーブルに接続されているアダプタまたはスイッチを無効にしようとすると、その操
作はエラーになります。接続されているアダプタまたはスイッチを無効にする前に、まず、
ケーブルを無効にしてください。
ケーブルを無効にするとき、このコマンドはまた、ケーブルに関連する各終端 (アダプタまた
はスイッチポートの場合あり) も無効にします。また、すべてのスイッチポートが無効な状態
の場合、このコマンドはスイッチを無効にします。
アクティブなクラスタノードの最後のクラスタインターコネクトパスのケーブルまたは終端を
無効にしようとすると、その操作はエラーになります。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
インターコネクトコンポーネントの有効化については、enable サブコマンドを参照してくださ
い。

enable

コマンドへのオペランドとして指定されたインターコネクトコンポーネントを有効にします。
このサブコマンドは、大域ゾーンでのみ使用します。
ケーブル、スイッチ、またはアダプタのどれを有効にするのかは、オペランドの構文により決
定されます。詳細は、このマニュアルページの「オペランド」セクションを参照してください。
ケーブルを有効にするとき、このコマンドはまた、ケーブルに関連する各終端 (アダプタまた
はスイッチポートの可能性あり) も有効にします。
インターコネクトコンポーネントの無効化については、disable サブコマンドを参照してくだ
さい。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

export

クラスタインターコネクトの構成情報をエクスポートします。
このサブコマンドは、大域ゾーンでのみ使用します。
-o オプションでファイル名を指定すると、構成情報はその新しいファイルに書き込まれま
す。-o オプションを指定しない場合、出力は標準出力に書き込まれます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。



134 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

remove

コマンドへのオペランドとして指定されたクラスタインターコネクトコンポーネントを削除しま
す。
このサブコマンドは、大域ゾーンでのみ使用します。
ケーブル、スイッチ、またはアダプタのどれを削除するのかは、オペランドの構文により決定
されます。詳細は、このマニュアルページの「オペランド」セクションを参照してください。
次の動作は、ケーブルを削除するときに適用されます。
■ ケーブルを削除する前に、まず、ケーブルを無効にしてください。
■ 有効なケーブルを削除しようとすると、その操作はエラーになります。
■ 無効なケーブルを削除する場合、次の状況を除いて、ケーブルの終端も削除されます。

■ スイッチが別のケーブルによって使用されている。
■ -l オプションも指定している。

次の動作は、アダプタ終端またはスイッチ終端を削除するときに適用されます。
■ ケーブルに関連付けられていない終端を削除すると、指定された終端が削除されま

す。
■ ケーブルに関連付けられている終端を削除しようとすると、削除操作はエラーになりま

す。これは、ケーブルが有効または無効であるかに関わらず発生します。

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
インターコネクトコンポーネントの追加については、add サブコマンドを参照してください。

show

コマンドへのオペランドとして指定されたインターコネクトコンポーネントの構成を表示しま
す。
このサブコマンドは、大域ゾーンまたはゾーンクラスタで使用できます。
構成情報には、そのコンポーネントが有効または無効であるかも含まれます。デフォルトで
は、すべてのインターコネクトコンポーネントの構成が出力されます。
show サブコマンドは、すべてのコンポーネントを指定するプラス記号 (+) をオペランドとし
て受け入れます。-Z オプションを使用すると、指定した排他的 IP ゾーンクラスタのプライ
ベートネットワーク構成情報を表示できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

status

インターコネクトパスのステータスを表示します。デフォルトでは、システムのすべてのイン
ターコネクトパスのステータスが表示されます。-Z オプションを使用すると、指定した排他的
IP ゾーンクラスタのプライベートネットワーク構成情報のステータスを表示できます。
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このサブコマンドは、大域ゾーンまたは排他的 IP ゾーンクラスタで使用できます。
次に、インターコネクトパスの可能な状態を示します。

faulted インターコネクトパスの機能を妨げるエラーが検出されました。

Path online インターコネクトパスはオンラインで、サービスを提供しています。

waiting インターコネクトパスは Path online 状態に移行中です。
インターコネクトコンポーネントが有効または無効であるかを判定するには、show サブコマ
ンドを使用します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。このオプションを使用する場合、ほかの処理は実行されません。
このオプションは、単独でもサブコマンド付きでも使用できます。
■ このオプションを単独で使用する場合、使用可能なサブコマンドのリストが出力されま

す。
■ このオプションをサブコマンドを付けて使用する場合、そのサブコマンドの使用法オプ

ションが出力されます。

-d

無効な状態にある終端を追加することを指定します。

-i {- | clconfigfile}
--input={- | clconfigfile-}
--input {- | clconfigfile-}

ケーブルを追加または変更するのに使用される構成情報を指定します。この情報
は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義されている形式に
準拠している必要があります。この情報は、ファイルに含めることも、標準入力を介して指
定することもできます。標準入力を指定するには、ファイル名の代わりにマイナス記号 (-)
を指定します。
コマンドで指定するオプションは、クラスタ構成ファイルで設定されている任意のオプショ
ンより優先されます。必要な要素がクラスタ構成ファイルに存在しない場合、これらの要素
をコマンド行で指定してください。
マイナス記号 (-) 引数をこのオプションと一緒に使用すると、構成が標準入力として提供
されることを指定できます。
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-l
--limited

ケーブル削除処理がケーブルだけを削除し、その終端を削除しないことを指定します。
-l オプションは、remove サブコマンドでのみ有効です。このオプションを remove サブコマ
ンドとともに指定しない場合、このコマンドは、指定されたケーブルだけでなく、関連付けら
れたアダプタもすべて削除します。さらに、ケーブル削除処理がスイッチへの最後の接続を
削除する場合、このコマンドはまた、そのスイッチも構成から削除します。

-n node[,…]
--node=node[,…]
--node node[,…]

ノードまたはノードリストを指定します。このオプションは、指定したノードだけに接続されて
いるアダプタとケーブルに処理を制限します。
ノードは、ノード名またはノード ID のどちらででも指定できます。

-o {- | clconfigfile}
--output={- | clconfigfile}
--output {- | clconfigfile}

1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで規定されている形式で、イ
ンターコネクト構成を表示します。
export サブコマンドだけが -o オプションを受け付けます。
このオプションの引数としてファイル名を指定する場合、このコマンドは新しいファイルを
作成して、そのファイルに構成情報を出力します。同じ名前のファイルがすでにある場合、
このコマンドはエラーで終了します。既存のファイルに変更は行われません。
このオプションの引数としてマイナス記号 (-) を指定すると、このコマンドは標準出力に構
成情報を表示します。このコマンドのほかの標準出力はすべて抑制されます。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションには、サブコマンドやオペランドなどのオプションは指定しないでください。
サブコマンドやオペランドなどのオプションは無視されます。-V オプションは、コマンドの
バージョンを表示するだけです。その他の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細なメッセージを標準出力に表示します。デフォルトでは、show および status コマンド
は詳細出力を表示します。
このオプションは、このコマンドの任意の形式に使用できます。
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-Z {zoneclustername}
--zoneclustername={zoneclustername }
--zoneclustername { zoneclustername}

操作する 1 つまたは複数のクラスタを指定します。
このオプションは、show および status サブコマンドでサポートされています。
このオプションを指定する場合は、次のいずれかの引数も指定する必要があります。

zoneclustername このオプションと一緒に使用するコマンドが、zoneclustername とい
う名前のゾーンクラスタ内でのみで動作するように指定します。

global このオプションを使用するコマンドが、グローバルクラスタでのみ機
能するように指定します。

このコマンドは、インターコネクト終端またはコンマ区切りの終端のペアをオペランドとして受け
付けます。終端は、アダプタであることも、スイッチであることもあります。コンマ区切りの終端の
ペアはケーブルを示します。

複数のインターコネクトコンポーネントを受け付ける形式のコマンドの場合、プラス記号 (+) 引数
を使用すると、すべての可能なコンポーネントを指定できます。

次のオペランドがサポートされています。

node:adapter
アダプタ終端を指定します。
アダプタ終端は、ノード名とアダプタ名を持ちます。アダプタ名の構成は、インターコネクト名
の直後に物理ユニット番号 (net0 など) が続いたものです。これらの処理を行うにあたっ
て、アダプタをホストするノードは、クラスタ内でアクティブとなっている必要はありません。
次のタイプのアダプタは、クラスタトランスポートアダプタとして構成できます。

Ethernet Ethernet アダプタは別の Ethernet アダプタまたは Ethernet ス
イッチに接続できます。

InfiniBand InfiniBand アダプタは InfiniBand スイッチだけに接続できます。
デフォルトでは、アダプタは dlpi トランスポートタイプを使用して構成されます。
タグ付き VLAN アダプタを指定するには、物理デバイス名と VLAN インスタンス番
号から派生されたタグ付き VLAN アダプタ名を使用します。VLAN インスタンス番号
は、VLAN ID に 1000 を掛けて、元の物理ユニット番号を足したものです。たとえば、物
理デバイス net2 上の VLAN ID 11 は、タグ付き VLAN アダプタ名 net11002 に変換さ
れます。

switch[@port]
スイッチ終端を指定します。
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個々のインターコネクトスイッチの名前は、クラスタの名前空間全体で一意でなければなり
ません。英字、数字、またはその両方の組み合わせを使用できます。スイッチ名の最初の文
字は英字にする必要があります。
スイッチ終端の port コンポーネントを指定しない場合、このコマンドはデフォルトのポート
名を想定します。デフォルトのポート名は、ケーブルのもう一方に接続されているノードのノー
ド ID と同じです。
次のタイプのスイッチをクラスタトランスポートスイッチとして構成できます。

Ethernet Ethernet スイッチを Ethernet アダプタと一緒に使用します。

InfiniBand InfiniBand スイッチを InfiniBand アダプタと一緒に使用します。
デフォルトでは、スイッチは switch タイプを使用して構成されます。

node:adapter, node:adapter
node:adapter,switch [@port]

ケーブルを指定します。
ケーブルは、アダプタ終端またはスイッチ終端のコンマ区切りのペアです。終端の順番は
重要でありません。ケーブルオペランドは、完全なクラスタインターコネクトを追加するのに
使用します。ケーブルを追加するとき、clinterconnect コマンドは両方の終端を自動的に
作成するため、アダプタ終端またはスイッチ終端を別に作成する必要はありません。

このコマンドセットにあるすべてのコマンドの終了ステータスコードの完全なリストについて
は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。

3 CL_EINVAL

無効な引数

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
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35 CL_EIO

I/O エラー

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。

37CL_EOP

操作が許可されていません

38 CL_EBUSY

オブジェクトはビジーです

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。

例   71 直接接続クラスタインターコネクトケーブルの作成

次の例では、ノード phys-schost-1 上のアダプタ net0 とノード phys-schost-2 上のアダプタ
net0 の間のポートを接続するケーブルを追加する方法を示します。

# clinterconnect add phys-schost-1:net0,phys-schost-2:net0

例   72 スイッチとアダプタ間でのケーブルの作成

次の例では、ノード phys-schost-1 上のアダプタ net0 とスイッチ ether_switch の間にケーブ
ルを追加する方法を示します。

# clinterconnect add phys-schost-1:net0,ether_switch

例   73 ケーブルの無効化

次の例では、ノード phys-schost-1 上のアダプタ net0 とスイッチ ether_switch の間に接続さ
れているケーブルを無効にする方法を示します。

# clinterconnect disable phys-schost-1:net0,ether_switch

例   74 クラスタインターコネクトケーブルの削除

次の例では、ノード phys-schost-1 上のアダプタ net0 とスイッチ ether_switch の間に接続さ
れているケーブルを取り外す方法を示します。

# clinterconnect remove phys-schost-1:net0,ether_switch
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例   75 タグ付き VLAN アダプタとスイッチ間でのケーブルの作成

次の例では、ノード phys-schost-1 上のタグ付き VLAN アダプタ net73002 と VLAN 対応
スイッチ switch1 の間にケーブルを追加する方法を示します。このアダプタの物理名は net2
で、VLAN ID は 73 です。

# clinterconnect add phys-schost-1:net73002,switch1

例   76 スイッチの有効化

次の例では、スイッチ終端 switch1 を有効にする方法を示します。

# clinterconnect enable switch1

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 551 ページのcluster(1CL),
1447 ページのclconfiguration(5CL), Unresolved link to " rbac5"

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster 4.2 Hardware Administration Manual
"

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster ソフトウェアのインストール "

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

任意のユーザーは次のオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

■ -? (ヘルプ) オプション
■ -V (バージョン) オプション

スーパーユーザー以外のユーザーがほかのサブコマンドを指定してこのコマンドを実行するに
は、RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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サブコマンド RBAC の承認

add solaris.cluster.modify

disable solaris.cluster.modify

enable solaris.cluster.modify

export solaris.cluster.read

remove solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

status solaris.cluster.read
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名前
clsnmpmib, clmib — Oracle Solaris Cluster SNMP MIB の管理

/usr/cluster/bin/clsnmpmib -V

/usr/cluster/bin/clsnmpmibsubcommand [] -?

/usr/cluster/bin/clsnmpmib [subcommand] [options] -v [mib]

/usr/cluster/bin/clsnmpmib disable [-n node[,…]] {+ | mib …}

/usr/cluster/bin/clsnmpmib enable [-n node[,…]] {+ | mib …}

/usr/cluster/bin/clsnmpmib export [-n node[,…]] 
     [-o {- | clconfigfile}] [+ | mib …]

/usr/cluster/bin/clsnmpmib list [-n node[,…]] [+ | mib …]

/usr/cluster/bin/clsnmpmib set [-p name=value] […] 
     [-n node[,…] {+ | mib …}

/usr/cluster/bin/clsnmpmib show [-n node[,…]] [+ | mib …]

clsnmpmib コマンドは、現在のノード上にある既存の Oracle Solaris Cluster SNMP
(Simple Network Management Protocol) の管理情報ベース (MIB) を管理します。MIB
を管理できる SNMP ホストを作成するには、491 ページのclsnmphost(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。SNMPv3 プロトコルを使用しているときに MIB にアクセスできる
SNMP バージョン 3 (SNMPv3) ユーザーを定義するには、509 ページのclsnmpuser(1CL)
のマニュアルページを参照してください。

このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

clsnmpmib [subcommand] [options] [operands]

subcommand を省略できるのは、options で -? または -V オプションが指定されている場合の
みです。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
は、OPTIONS セクションにオプションの説明とともに記載されています。

詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。
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Oracle Solaris Cluster の MIB

Oracle Solaris Cluster は現在、1 つの MIB (イベント MIB) をサポートしています。Oracle
Solaris Cluster SNMP の イベント MIB は、SNMP マネージャーにクラスタイベントをリア
ルタイムで通知します。有効になっている場合、Oracle Solaris Cluster のイベント MIB
は、clsnmphost コマンドで定義されているすべてのホストにトラップ通知を自動的に送信し
ます。Oracle Solaris Cluster イベント MIB は、ポート 11162 にトラップ通知を送信しま
す。SNMP ツリーはポート 11161 に表示されます。

clsnmpmib set サブコマンドを使用して、min_severity または log_number の値を指定できま
す。クラスタは多数のイベント通知を生成するので、重要度が min_severity 以上のイベント
のみがトラップ通知として送信されます。デフォルトでは、min_severity 値は NOTICE に設定さ
れます。log_number の値には、古いエントリを破棄するまでに MIB テーブルに記録するイベン
トの数を指定します。MIB は、トラップが送信された最新のイベントの読み取り専用テーブルを
維持しています。イベントの数は、log_number 値によって制限されます。この情報はリブートさ
れると消滅します。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

disable

指定されたノード上の 1 つ以上のクラスタの MIB を無効にします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
-n オプションを指定しないと、現在のノード上の MIB だけが無効にされます。MIB が無
効になると、MIB のテーブルにアクセスできず、MIB はトラップ通知を一切送信しません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してください。

enable

指定されたノード上にある 1 つ以上のクラスタの MIB を有効にします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
-n オプションを指定しないと、現在のノード上の MIB だけが有効にされます。有効にされ
る MIB を制限するには、mib オペランドを使用します。
MIB を有効にすると、その機能すべてが有効になります。ただし、すべての MIB 機能が
完全に機能するには、さらにいくつかの構成が必要な場合があります。たとえば、ホストが
構成されていないと、MIB はトラップ通知を送信できません。SNMP ホストの構成につい
ては、491 ページのclsnmphost(1CL) のマニュアルページを参照してください。

http://otn.oracle.com
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スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

export

クラスタの MIB の構成情報をエクスポートします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
MIB 構成情報をエクスポートする 1 つ以上のノードを指定するには、-n オプションを使用
します。export を -n オプションなしで使用した場合、このサブコマンドは、現在のノードの
MIB 構成情報のみをエクスポートします。デフォルトでは、このサブコマンドは現在のノード
のすべての MIB から構成情報をエクスポートします。出力をさらに詳細化するには、構成
情報が必要な 1 つ以上の MIB の名前を指定します。
export サブコマンドからの出力形式の詳細は、1447 ページのclconfiguration(5CL)
のマニュアルページを参照してください。デフォルトでは、すべての出力が標準出力に送信
されます。出力先をファイルに変更するには、-o オプションを使用して、そのあとにファイル
名を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

list

指定されたノード上のクラスタの MIB のリストを表示します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
一覧表示するクラスタの MIB のノードを指定するには、-n オプションを使用します。list
サブコマンドを -n オプションなしで使用すると、このサブコマンドは現在のノード上の MIB
だけを一覧表示します。一覧表示する MIB を制限するには、一覧表示する 1 つ以上の
MIB の名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

set

指定されたノード上の 1 つ以上の MIB で使用される SNMP プロトコル、min_severity、
または log_number 設定を変更します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
デフォルトでは、このサブコマンドはノード上のすべての MIB を変更しま
す。ノードを指定しないと、現在のノード上の MIB の SNMP プロパティー
のみが変更されます。SNMP プロパティーは、-p オプションを使って指
定する必要があります。すべての MIB では、デフォルトのプロパティー値
protocol:SNMPv2、min_severity:NOTICE、log_number:100 を使用しま
す。set サブコマンドは、mib オペランドを使用して MIB 名を指定しないかぎり、すべての
MIB のプロトコル、min_severity、または log_number 設定を変更します。

http://otn.oracle.com
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スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

show

指定されたノード上の MIB の情報を表示します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
show サブコマンドは、MIB の名前、その SNMP プロトコルバージョン、min_severity 値、
または log_number 値を表示します。デフォルトでは、このサブコマンドはノード上のすべて
の MIB の情報を表示します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。
このオプションはサブコマンド付きでもサブコマンドなしでも指定できます。
■ このオプションをサブコマンドなしで使用すると、使用可能なサブコマンドのリストが表

示されます。
■ このオプションをサブコマンドとともに使用すると、サブコマンドの使用オプションが表

示されます。

このオプションを使用すると、ほかの処理は実行されません。

-n node[,…]
--node[s] node[,…]

ノードまたはノードリストを指定します。各ノードはノード名またはノード ID で指定できま
す。clsnmpmib コマンドのすべての形式で、このオプションが受け付けられます。-n オプ
ションを使用すると、処理が実行されるノードを指定できます。- n オプションがない場合、
このコマンドは現在のノードを想定します。

-o {- | clconfigfile}
--output {- | clconfigfile}

クラスタの MIB 構成についての情報が書き込まれる場所を指定します。この書き込み先
は、ファイルでも、標準出力でもかまいません。標準出力を指定するには、ファイル名の代
わりにマイナス記号 (-) を指定します。標準出力を指定すると、コマンドに対するほかのす
べての標準出力が抑制されます。-o オプションを指定しない場合、出力は標準出力に送
信されます。このオプションは、export サブコマンドの場合にだけ指定できます。

http://otn.oracle.com
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構成情報は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで定義されて
いる形式で書き込まれます。

-p name= value
--property=name =value
--property name=value

version MIB で使用する SNMP プロトコルのバージョンを指定しま
す。Oracle Solaris Cluster は、SNMPv2 および SNMPv3 プロ
トコルバージョンをサポートしています。

min_severity 重要度の最小値を指定します。min_severity 値に等しいか、それを
上回る値を持つイベントのみが MIB テーブルに記録され、それらの
イベントについて、トラップが構成済みのホストに送信されます。

log_number 古いエントリを破棄するまでに MIB テーブルに記録するイベントの
数を指定します。

-p  name=value は複数回指定できます。
このオプションとともに次のプロパティーを設定できます。

version

MIB で使用する SNMP プロトコルのバージョンを指定します。value は次のように指
定します。
■ version=SNMPv2

■ version=snmpv2

■ version=2

■ version=SNMPv3

■ version=snmpv3

■ version=3

min_severity

MIB で使用する重要度の最小値を指定します。この値は次のように指定します。
■ min_severity=NOTICE

■ min_severity=WARNING

■ min_severity=ERROR

■ min_severity=CRITICAL

■ min_severity=FATAL

大文字と小文字のどちらの値も指定できます。
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log_number

古いエントリを破棄するまでに MIB テーブルに記録するイベントの数を指定します。
デフォルト値は 100 です。値は 100-500 の範囲である必要があります。この値は次
のように指定します。
■ log_number=number

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションは、サブコマンド、オペランド、またはその他のオプションと一緒に指定しな
いでください。指定すると、一緒に指定されたサブコマンド、オペランド、またはその他のオ
プションは無視されます。-V オプションは、コマンドのバージョンだけを表示します。その他
の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細情報を標準出力に出力します。
このオプションはどの形式のコマンドととも指定できますが、一部のサブコマンドは拡張出
力を発生させないことがあります。たとえば、export サブコマンドでは、冗長オプションを指
定すると拡張出力は生成されません。

次のオペランドがサポートされています。

mib サブコマンドが適用される単数または複数の MIB の名前を指定しま
す。このオペランドを指定しない場合は、デフォルトのプラス記号 (+) が
サブコマンドで使用されます (すべての MIB を意味します)。 mib オペ
ランドを使用する場合は、その他のすべてのコマンド行オプションのあと
にあるスペースで区切られたリスト内で MIB を指定してください。

+ クラスタのすべての MIB。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。
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1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

18 CL_EINTERNAL

内部エラーが発生しました
内部エラーは、ソフトウェアの欠陥またはその他の欠陥を示しています。

35 CL_EIO

I/O エラー
物理的な入出力エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。

■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

例   77 MIB の一覧表示

次のコマンドは、クラスタノード上にあるすべての MIB を一覧表示します。

# clsnmpmib list

Event

http://otn.oracle.com
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例   78 MIB の有効化

次のコマンドは、現在のノード上にある Event MIB を有効にします。

# clsnmpmib enable event

クラスタの MIB の名前では大文字と小文字は区別されません。

例   79 プロトコルの変更

次のコマンドは、クラスタノード phys-cluster-2 の Event MIB のプロトコルを SNMPv3 に変更
します。

# clsnmpmib set -n phys-cluster-2 -p version=SNMPv3 Event

-n オプションを使用すると、ノード名の代わりにノード ID を使用できます。

例   80 構成の表示

次のコマンドは、クラスタノード  phys-cluster-1 および phys-cluster-2 上の構成情報を表
示します。

# clsnmpmib show -n phys-cluster-1,phys-cluster-2

--- SNMP MIB Configuration on myhost ---

SNMP MIB Name:                 phys-cluster-1

  State:                         Event

  Enabled:                       yes

  Protocol:                      SNMPv3

  min_severity:                  1

  log_number:                    100

SNMP MIB Name:                 phys-cluster-2

  State:                         Event

  Enabled:                       yes

  Protocol:                      SNMPv3

  min_severity:                  3

  log_number:                    250

例   81 Min Severity 値の変更

次のコマンドは、クラスタノード phys-cluster-2 上のイベント MIB の min_severity を
WARNING に変更します。

# clsnmpmib set -n phys-cluster-2 -p min_severity=WARNING Event

-n オプションを使用すると、ノード名の代わりにノード ID を使用できます。
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例   82 Log_Number 値の変更

次のコマンドは、クラスタノード phys-cluster-2 上のイベント MIB の log_number を 250 に
変更します。

# clsnmpmib set -n phys-cluster-2 -p log_number=250 Event

-n オプションを使用すると、ノード名の代わりにノード ID を使用できます。

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

/usr/cluster/lib/mib/sun-cluster-event-mib.mib

Oracle Solaris Cluster SNMP イベント MIB 定義ファイル

491 ページのclsnmphost(1CL), 509 ページのclsnmpuser(1CL),
19 ページのIntro(1CL), 551 ページのcluster(1CL), 809 ページのsceventmib(1M),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5", Unresolved link
to " rbac5", 1447 ページのclconfiguration(5CL)

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

すべてのユーザーがこのコマンドに -? (ヘルプ) オプションまたは -V (バージョン) オプションを
指定して実行できます。

clsnmpmib コマンドをほかのサブコマンドとともに実行する場合、スーパーユーザー以外のユー
ザーは RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

disable solaris.cluster.modify

enable solaris.cluster.modify

export solaris.cluster.read

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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サブコマンド RBAC の承認

list solaris.cluster.read

set solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read
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名前
clnasdevice, clnas — Oracle Solaris Cluster 向け NAS デバイスへのアクセスの管理

/usr/cluster/bin/clnasdevice -V

/usr/cluster/bin/clnasdevice [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/clnasdevice subcommand [options] -v [nasdevice[…]]

/usr/cluster/bin/clnasdevice add -t type {-p name=value
     [,…] | -u userid} [-f passwdfile] [-Z {zoneclustername | global}] 
     nasdevice 

/usr/cluster/bin/clnasdevice add -i {- | clconfigfile}[-t type] 
     [-p name=value | -u userid] {-f passwdfile} [-Z {zoneclustername | global}] 
     {nasdevice

/usr/cluster/bin/clnasdevice add-dir -d directory[,…] [-Z 
     {zoneclustername | global}] nasdevice

/usr/cluster/bin/clnasdevice add-dir -i {- | clconfigfile} [-d all | 
     directory [,…]] [-f passwordfile] [-Z {zoneclustername | global}] 
     {nasdevice

/usr/cluster/bin/clnasdevice export [-o {- | clconfigfile}] [-t 
     type[,…]] [-d all | directory[,…]] [+ | nasdevice[…]]

/usr/cluster/bin/clnasdevice find-dir [-d {all |directory[,...] 

     [-t type[,…]] [-Z {zoneclustername[,…] | global | all}] 
     [+ | nasdevice[…]]

/usr/cluster/bin/clnasdevice list [-t type[,…]] [-Z 
     {zoneclustername[,...] | global | all}] [+ | nasdevice[…]]

/usr/cluster/bin/clnasdevice remove [-t type[,…]] [-Z 
     {zoneclustername | global}] [-F ] {+ | nasdevice[…]}

/usr/cluster/bin/clnasdevice remove-dir -d all | directory[,…] 
     [-Z {zoneclustername | global}] nasdevice

/usr/cluster/bin/clnasdevice set {-p name=value[,…] | -u 
     userid} [-f passwdfile] [-Z {zoneclustername | global}] 
     nasdevice

/usr/cluster/bin/clnasdevice show [-d {all | directory[,...] [-t 
     type[,…]] [-Z {zoneclustername[,…] | global | all}] 
     [+ | nasdevice[…]]

clnasdevice コマンドは、NAS デバイスとそのディレクトリまたはプロジェクトに関する Oracle
Solaris Cluster 構成情報を管理します。
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clnas コマンドは、clnasdevice コマンドの短い形式です。clnas コマンドと clnasdevice コマ
ンドは同じものです。どちらの形式のコマンドも使用できます。

このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

clnasdevice [subcommand] [options] [operands]

subcommand を省略できるのは、options で -? オプションまたは -V オプションが指定されて
いる場合のみです。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
は、このマニュアルページの「オプション」セクションのオプションの説明で紹介されています。

clnasdevice コマンドを使用して NAS デバイスをクラスタに構成する前に、NAS デバイスが
次の状態であることを確認してください。

■ NAS デバイスが設定されており、機能している。
■ NAS デバイスがブートされ、動作している。
■ NAS デバイスのディレクトリが作成され、クラスタノードに使用可能である。
■ NAS デバイスが定足数デバイスになる予定である場合、その定足数デバイスの LUN が

作成されている必要があります。NAS 定足数デバイスの構成については、clquorum のマ
ニュアルページを参照してください。

NAS デバイスのベンダーによっては、デバイスをクラスタに構成する前に、追加のタスクを行う
必要がある場合もあります。これらのタスクについての詳細は、「オプション」セクションの -t オ
プションを参照してください。NAS デバイスの設定手順やそのディレクトリのエクスポート手順
については、NAS デバイスのドキュメントを参照してください。

NAS デバイスが完全に機能し、クラスタにストレージを提供する準備ができたあと
は、clnasdevice コマンドを使用して、クラスタ内の NAS デバイス構成情報を管理します。これ
を行わないと、クラスタは NAS デバイスとそのエクスポートされるディレクトリを検出できませ
ん。結果として、クラスタはこれらのディレクトリにある情報の整合性を保護できません。

clnasdevice コマンドを使用して、次のような管理タスクを行います。

■ NAS デバイス構成の作成
■ NAS タイプ固有プロパティーの更新
■ NAS デバイスディレクトリのクラスタ構成からの削除
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■ NAS デバイスのクラスタ構成からの削除

clnasdevice コマンドは、アクティブなクラスタノードだけで実行できます。コマンドを実行して得
られる結果は、実行するノードに関係なく、常に同じです。

clnasdevice コマンドは、ゾーンクラスタで、 export を除くすべてのサブコマンドを指定して使
用することができます。すべてのサブコマンド (export を除く) で -Z オプションを使用して、操
作を制限する特定のゾーンクラスタの名前を指定することもできます。

グローバルクラスタノードからすべてのゾーンクラスタ情報にアクセスできますが、特定のゾーン
クラスタは他のゾーンクラスタを認識しません。特定のゾーンクラスタに操作を制限できない場
合、使用するサブコマンドは現在のクラスタでのみ機能します。

サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

add

Oracle Solaris Cluster 構成に NAS デバイスを追加します。
-t オプションは、NAS デバイスのベンダーを指定するのに使用します。詳細は、「オプショ
ン」セクションの -t オプションの説明を参照してください。
NAS デバイスのタイプによって、追加のプロパティーを設定する必要がある場合がありま
す。このような追加のプロパティーについても、「オプション」セクションの -t オプションの
説明を参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのコマンドを使用するには、solaris.cluster.modify
役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
を参照してください。
remove サブコマンドの説明も参照してください。

add-dir

すでに構成されている NAS デバイスの指定したディレクトリまたはプロジェクトをクラスタ
構成に追加します。このサブコマンドを使用する前に、デバイス上でこれらのディレクトリま
たはプロジェクトを作成し、クラスタで使用できるようにしなければなりません。ディレクトリ
またはプロジェクトの作成については、NAS デバイスのドキュメントを参照してください。
NAS デバイスのディレクトリまたはプロジェクトの追加は、次のいずれかの方法で行なう
ことができます。
■ clnasdevice add コマンドを使用して、NAS デバイスをクラスタに構成します。その

後、clnasdevice add-dir コマンドを使用してデバイスのディレクトリまたはプロジェク
トをクラスタ内に構成します。

■ clnasdevice add-dir -i  configurationfile 形式のコマンドを使用して、デバイスの追
加とそのディレクトリまたはプロジェクトの構成を 1 ステップで行ないます。この方法で

http://otn.oracle.com
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ディレクトリまたはプロジェクトを追加するには、-f オプションを使用してパスワードファ
イルを指定します。このオプションの詳細は、「オプション」セクションを参照してくださ
い。詳細は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページを参照してく
ださい。

NAS デバイス上に新しいディレクトリまたはプロジェクトを作成し、それをクラスタノードか
ら使用できるようにする場合は常に、この add-dir サブコマンドを使用してそれらのディレ
クトリまたはプロジェクトをクラスタ構成に追加する必要があります。add-dir サブコマンド
を使用してクラスタに追加できる使用可能なディレクトリやプロジェクトのリストを表示する
には、find-dir サブコマンドを使用します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのコマンドを使用するには、solaris.cluster.modify
RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
remove-dir サブコマンドの説明も参照してください。

export

クラスタ NAS デバイス構成情報をエクスポートします。-o オプションでファイルを指定す
ると、そのファイルに構成情報が書き込まれます。-o オプションを使用しない場合、出力は
標準出力 (stdout) に書き込まれます。
export サブコマンドはクラスタ構成情報を変更しません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのコマンドを使用するには、solaris.cluster.read
RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

find-dir

NAS デバイスに設定されており、クラスタによって使用される可能性のある sun_uss プ
ロジェクトを表示します。これらのプロジェクトは、add-dir サブコマンドでクラスタ構成にま
だ追加されていません。出力にリストされているプロジェクトは、add-dir サブコマンドを使
用するときの -d オプションの候補になることができます。
特定のタイプの NAS デバイスを表示するには、-t オプションを指定します。
sun_uss プロジェクトとそのプロジェクト内のファイルシステムを表示するには、-v オプ
ションを指定します。
特定の sun_uss NAS デバイスプロジェクトを表示するには、-d オプションを指定しま
す。
特定の sun_uss NAS デバイスプロジェクトとそのプロジェクト内のファイルシステムを表
示するには、-v オプションと -d オプションを指定します。
find-dir サブコマンドはクラスタ構成情報を変更しません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのコマンドを使用するには、solaris.cluster.read
RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

list

クラスタに構成されている NAS デバイス構成を表示します。

http://otn.oracle.com
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クラスタに構成されているデバイスのディレクトリとデバイスタイプを表示するには、詳細オ
プション -v を使用します。
特定のタイプの NAS デバイスを表示するには、-t オプションを使用します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのコマンドを使用するには、solaris.cluster.read
RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

remove

指定されている単数または複数の NAS デバイスを、Oracle Solaris Cluster 構成から
削除します。
強制オプション -F を指定しない場合、remove-dir サブコマンドを使用して、NAS デバイ
スディレクトリを構成から削除しておいてください。
強制オプション -F を指定する場合、このコマンドは、NAS デバイスとそのディレクトリをク
ラスタ構成から削除します。「-オプション」セクションの F の説明を参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのコマンドを使用するには、solaris.cluster.modify
RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
add サブコマンドの説明も参照してください。

remove-dir

指定した NAS ディレクトリまたはプロジェクトを Oracle Solaris Cluster 構成から削除
します。
remove-dir サブコマンドは、-d オプションで指定したエクスポート済みディレクトリまたは
プロジェクトを削除します。-d all を使用すると、このサブコマンドによって、指定した NAS
デバイスのすべてのディレクトリまたはプロジェクトが削除されます。
NAS デバイスからディレクトリまたはプロジェクトを削除した場合、この remove-dir サブ
コマンドを使用して、クラスタ構成からそのディレクトリまたはプロジェクトを削除する必要
があります。クラスタ構成内の NAS ディレクトリまたはプロジェクトは、NAS デバイスから
エクスポートした既存のディレクトリまたはプロジェクトと一致していなければなりません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのコマンドを使用するには、solaris.cluster.modify
RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
add-dir サブコマンドの説明も参照してください。

set

特定の NAS デバイスの指定されたプロパティーを設定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのコマンドを使用するには、solaris.cluster.modify
RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

show

オプションが何も指定されていない場合は、次の情報を表示します。
■ Oracle Solaris Cluster に構成されている現在のすべての NAS デバイスのリスト
■ 各 NAS デバイスの使用可能なディレクトリ
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■ 各 NAS デバイスに関連付けられたすべてのプロパティー

特定のタイプの NAS デバイスを表示するには、-t オプションを指定します。特定のデバイ
スに関する情報を表示するには、NAS デバイスのホスト名をオペランドとしてコマンドに渡
します。
指定されたプロジェクトに含まれているファイルシステムを表示するには、show サブコマン
ドで -d および -v オプションを使用します。all キーワードを使用して、NAS デバイスのすべ
てのプロジェクトまたは個々のプロジェクトを表示できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのコマンドを使用するには、solaris.cluster.read
RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。このオプションを使用するとき、ほかのオプションの処理は実行
されません。
このオプションはサブコマンド付きでもサブコマンドなしでも指定できます。
サブコマンドなしでこのオプションを指定すると、このコマンドのサブコマンドのリストが表
示されます。
サブコマンド付きでこのオプションを指定すると、サブコマンドの使用方法が表示されま
す。

-d directory[,…]
--directory=directory-[,…]
--directory directory-[,…]
-d project[,…]
--directory=project-[,…]
--directory project-[,…]

sun_uss NAS デバイスのプロジェクトを指定します。sun_uss  NAS デバイスでは、ファ
イルシステムを作成する前に NAS デバイスでプロジェクトを作成する必要があります。
プロジェクト名を / で始めることはできません。ファイルシステムはプロジェクト内で作
成する必要があります。プロジェクトは sun_uss NAS デバイスの用語です。プロジェクト
では任意の数のファイルシステムを作成できます。このオプションは、add-dir、remove-
dir、export、および show サブコマンドでのみ使用します。
このオプションは、特別なキーワード all を受け入れます。-d all オプションを使用すると、
指定した NAS デバイス上のすべてのディレクトリが指定されます。
■ remove-dir サブコマンドと一緒に使用する場合、指定したデバイス上のすべてのディ

レクトリが削除されます。
■ export サブコマンドと一緒に使用する場合、指定したデバイス上のすべてのディレクト

リの構成情報が、指定した出力に表示されます。

http://otn.oracle.com
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■ add-dir サブコマンドと -i configfile オプションを使用すると、構成ファイルに一覧表
示されている指定された NAS デバイス上のすべてのディレクトリが追加されます。

■ show サブコマンドおよび find-dir サブコマンドを使用する際に、sun_uss NAS デ
バイスの -v オプションを指定すると、-d オプションで指定したプロジェクトに含まれる
ファイルシステムが表示されます。all キーワードを使用して、NAS デバイスのすべての
プロジェクトまたは個々のプロジェクトを表示できます。

-F
--force

指定した NAS デバイスを強制的に削除します。
強制オプションを一緒に指定できるのは、remove サブコマンドだけです。この強制オプ
ションを remove サブコマンドと一緒に使用すると、NAS デバイスとその構成されている
ディレクトリが Oracle Solaris Cluster 構成から削除されます。

-f passwd-file
--passwdfile=passwd-file
--passwdfile passwd-file

NAS デバイスにログインするときに使用するパスワードが格納されているパスワードファイ
ルを指定します。
セキュリティー上の理由により、パスワードはコマンド行オプションには指定できません。パ
スワードのセキュリティーを強化するには、パスワードをテキストファイルに格納し、-f オプ
ションでこのファイルを指定してください。パスワード用の入力ファイルを指定しないと、パ
スワードの入力が求められます。
入力ファイルの読み取り可能アクセス権を root だけに与え、このファイルにグループから
も一般ユーザーからもアクセスできないようにします。
clnasdevice add を -i オプションと一緒に使用するとき、clconfigfile にパスワードが格納
されていない場合、-f passwdfile オプションを必ず指定してください。
入力ファイルでは、次の制限を守ってください。
■ パスワードは単一行に指定します。パスワードを複数行にまたがって入力してはいけま

せん。
■ 行頭にあるブランクやタブは無視されます。
■ コメントは引用符で囲まれていない # 記号で始まります。コメントは次の新しい行に続

きます。

すべてのコメントはパーサーによって無視されます。
■ デバイスユーザーのパスワードに入力ファイルを使用する場合は、# 記号をパスワードの

一部に使用できません。
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-i clconfigfile
--input={- | clconfigfile}
--input {- | clconfigfile}

NAS デバイスを作成または変更するのに使用される構成情報を指定します。この情報
は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義されている形式
に準拠している必要があります。この情報はファイルに含まれている場合と、標準入力
stdin を通して指定される場合があります。標準入力を指定するには、ファイル名の代わり
に - を指定します。
コマンド行と clconfigfile ファイルで同じプロパティーを指定する場合、コマンド行で設定し
たプロパティーが優先されます。
clnasdevice add を -i オプションと一緒に使用するとき、-f passwdfile オプションを必ず
指定してください。

-o {- | clconfigfile}
--output={- | clconfigfile}
--output {- | clconfigfile}

1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで定義されている形式
で、NAS デバイス構成情報を書き込みます。この情報は、ファイルまたは標準出力
(stdout) のどちらにでも書き込むことができます。標準出力を指定するには、ファイル名の
代わりに - を指定します。

-p name=value[,…]
--property=name=value[,…]
--property name value[,…]

ある NAS デバイスタイプに固有のプロパティーを指定します。
add サブコマンドを使用して新しい NAS デバイスをクラスタ構成に追加する場合は、この
オプションを指定する必要があります。set サブコマンドで NAS デバイスのプロパティーを
変更する場合も、このオプションを指定する必要があります。詳細は、-t オプションの説明
を参照してください。

-t nas-device-type
--type=nas-device-type
--type nas-device-type

NAS デバイスタイプを指定します。このオプションは、NAS デバイスを Oracle Solaris
Cluster 構成に追加するときに指定してください。NAS デバイスタイプは、ベンダー名で
指定します。たとえば、OracleZFS Storage Appliance NAS デバイスタイプは sun_uss
です。
異なるタイプの NAS デバイスには異なるプロパティーがあるか、またはプロパティーがまっ
たくない場合もあります。

sun_uss OracleZFS Storage Appliance NAS デバイスを指定します。
-p userid=osc_agent [-f passwd-file] または  -u userid [-f
passwdfile]
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userid は osc_agent である必要があります。sun_uss を使用する
前に、クライアントコードをダウンロードし、すべてのクライアントノード
にインストールする必要があります。この osc_agent userid は、デ
バイスでいずれかのワークフローを実行すると作成されます。この
userid は、userid を入力として受け取る clnasdevice サブコマン
ドを使用する前に、デバイスで作成されている必要があります。
userid とパスワードプロパティーは必須です。
-p "nodeIPs{node}"=[ IP]
このプロパティーは、各ノードの IP を指定します。クラスタノード名
の IP とは異なる IP を使用して NAS デバイスにアクセスする場
合、nodeIPsnode プロパティーを使用してこの IP を指定できます。
このプロパティーは省略可能です。IP を指定しない場合は、クラスタ
ノード名の IP が使用されます。これらの IP は、NAS デバイス上の
プロジェクトの NFS Access Mode で指定された IP と一致する必要
があります。
プロパティーの値を指定しない場合 (例: -p "nodeIPs{node}"=)、
指定したノードの IP がクラスタ構成から削除され、クラスタノード名
の IP が使用されます。
sun_uss NAS デバイスとそのプロジェクトを追加する前に、必要な
設定を行う必要があります。この設定タスクには、クライアントコード
のダウンロードとクラスタノードへのインストールが含まれます。デバ
イスで Configure for Oracle Solaris Cluster NFS ワークフロー
を実行して、userid osc_agent とそのパスワードを作成します。プロ
ジェクトを作成し、Share Mode を none または read-only に設定
します (read-write モードもサポートされていますがお勧めしませ
ん)。NFS Access Mode では、ネットワーク概念を使用し、クラスタノー
ドの IP に対する read-write アクセスを付与する必要があります。

NAS デバイスとそのエクスポートされたディレクトリをクラスタ構成に追加する前に、次に
示す手順を実行しておく必要があります。
■ NAS デバイスを設定します。
■ ディレクトリを設定し、クラスタノードに使用可能にします。
■ NAS デバイスで管理タスクを実行するときに使用するユーザー ID とパスワードを決定

します。

また、NAS デバイスは起動され、動作している必要があります。詳細は、Unresolved
link to " Oracle Solaris Cluster With Network-Attached Storage Device
Manual "を参照してください。

-u userid
--userid=userid
--userid userid

NAS デバイスにログインするのに使用するユーザー ID を指定します。

http://otn.oracle.com
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クラスタは、ログインし、デバイス上で管理処理を実行するために、ユーザー ID を把握する
必要があります。
あるいは、-p オプションでもユーザー ID を指定できます。詳細は、-p オプションを参照して
ください。
このオプションを一緒に指定できるのは、add および set サブコマンドだけです。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションには、サブコマンドやオペランドなどのオプションは指定しないでください。
サブコマンドやオペランドなどのオプションは無視されます。コマンドのバージョンが表示さ
れます。ほかの処理は実行されません。

-v
--verbose

詳細な情報を標準出力 stdout に表示します。

-Z {zoneclustername | global | all}
--zoneclustername={zoneclustername | global | all}

nas-device-type が登録されている、処理するクラスタを指定します。
このオプションは、export コマンド以外のすべてのサブコマンドでサポートされています。
このオプションを指定する場合は、次のいずれかの引数も指定する必要があります。

zoneclustername このオプションと一緒に使用するコマンドが、zoneclustername とい
う名前のゾーンクラスタ内でのみ、指定された各 nas-device-type に
対して動作することを指定します。

global このオプションと一緒に使用するコマンドが、グローバルクラスタ内
でのみ、指定された各 nas-device-type に対して動作することを指
定します。

all グローバルクラスタ内でこの引数を使用した場合は、この引数と一
緒に使用するコマンドが、すべてのクラスタ (グローバルクラスタおよ
びすべてのゾーンクラスタを含む) 内で、指定された各 nas-device-
type に対して動作することを指定します。
ゾーンクラスタ内でこの引数を使用した場合は、この引数と一緒に
使用するコマンドが、そのゾーンクラスタ内でのみ、指定された各
nas-device-type に対して動作することを指定します。

次のオペランドがサポートされています。

nasdevice
NAS デバイスの名前。NAS デバイス名は、ネットワークで通信を行うために NAS デバイ
スが使用するホスト名です。NAS デバイスと通信するために、クラスタは NAS デバイス
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の NAS ホスト名を知っておく必要があります。サブコマンドが複数の NAS デバイスを受
け入れる場合は、プラス記号 + を使用して、すべての NAS デバイスを指定できます。add
および add-dir サブコマンドの場合、プラス記号オペランドは、指定された構成ファイルに
あるすべての NAS デバイスを指定します。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

次の終了値が返される可能性があります。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

15 CL_EPROP

無効なプロパティーです
-p、-y、または -x オプションで指定したプロパティーまたは値が存在しないか、許可されて
いません。

18 CL_EINTERNAL

内部エラーが発生しました
内部エラーは、ソフトウェアの欠陥またはその他の欠陥を示しています。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


164 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。
■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。
指定したデバイス、デバイスグループ、クラスタインターコネクトコンポーネント、ノード、クラス
タ、リソース、リソースタイプ、リソースグループ、またはプライベート文字列はすでに存在しま
す。

41 CL_ETYPE

無効なタイプです
-t または -p オプションで指定したタイプは存在しません。

例   83 OracleZFS Storage Appliance からクラスタまたはゾーンクラスタへの NAS デバ
イスの追加

次の clnasdevice コマンドは、タイプが sun_uss の OracleZFS Storage Appliance
uss7110-01 を構成に追加します。

# clnasdevice add -t sun_uss -p userid=osc_agent -f passwd-file uss7110-01

例   84 クラスタへの NAS プロジェクトの追加

次の clnasdevice コマンドは、すでに構成されている NAS デバイスである uss7110-01 に 2
つのプロジェクトを追加します。

# clnasdevice add-dir -d pool-0/local/nassa-pl,pool-0/local/nassa-p2 uss7110-01

例   85 クラスタまたはゾーンクラスタから NAS デバイスを削除する

次の clnasdevice コマンドは、NAS デバイス uss7110-01 と、残りのプロジェクトがある場合
はそのプロジェクトをすべて、sun というクラスタ構成から削除します。

# clnasdevice remove -F uss7110-01

次の clnasdevice コマンドは、NAS デバイス uss7110-01 とその残りのすべてのプロジェクト
(存在する場合) をゾーンクラスタの ZC 構成から削除します。
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# clnasdevice remove -Z ZC -F uss7110-01

次の例は、nodeIPs プロパティーを更新する方法を示しています。

# clnasdevice set -p "nodeIPs{cluster-1}"=10.155.55.145 \
-p "nodeIPs{cluster-2}"=10.155.55.146 uss7110-01

次の例では、クラスタ構成から現在の IP の設定を削除して、クラスタノード名の IP が使用さ
れるようにします。

# clnasdevice set -p "nodeIPs{cluster-1}"= -p "nodeIPs{cluster-2}"= uss7110-01

例   86 クラスタに追加されていない NAS デバイスプロジェクトを表示する

次の clnasdevice コマンドは、クラスタにまだ追加されていない NAS デバイスプロジェクト名
を表示します。

# clnasdevice find-dir uss7110-01

Nas Device:           uss7110-01

Type:                 sun_uss

Unconfigured Project: pool-0/local/nassa-p2

Unconfigured Project: pool-0/local/nassa-p1

例   87 クラスタまたはゾーンクラスタに構成されている NAS デバイスを表示する

次の clnasdevice コマンドは、クラスタに構成されているすべての NAS デバイスの名前を表
示します。デバイスとそのディレクトリのリストを表示するには、詳細オプションか show サブコマ
ンドを使用します。

# clnasdevice list

uss7110-01

次の clnasdevice コマンドは、ゾーンクラスタ ZC に構成されているすべての NAS デバイスの
名前を表示します。デバイスとそのディレクトリのリストを表示するには、詳細オプションか show
サブコマンドを使用します。

# clnasdevice list -Z ZC

ZC:uss7110-01

次の clnasdevice コマンドは、ゾーンクラスタ ZC に構成されているすべての NAS デバイスの
名前を表示します。デバイスとそのディレクトリのリストを表示するには、詳細オプションか show
サブコマンドを使用します。

# clnasdevice list -Z all

global:uss7110-01

ZC:uss7110-01
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例   88 NAS デバイスとそのプロジェクトを表示する

次の clnasdevice コマンドは、クラスタに構成されているすべての NAS デバイスの名前とプ
ロジェクトファイルシステムを表示します。

# clnasdevice show -v -d all uss7110-01

Nas Device:      uss7110-01

Type:            sun_uss

Project:         pool-0/local/nassa-p1

  File System:   /export/nassa-p1/nassa-p1-fs1

  File System:   /export/nassa-p1/nassa-p1-fs2

  File System:   /export/nassa-p1/nassa-p1-fs3

Project:         pool-0/local/nassa-p2

  File System:   /export/nassa-p2/nassa-p2-fs1

  File System:   /export/nassa-p2/nassa-p2-fs2

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 551 ページのcluster(1CL)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster With Network-Attached Storage
Device Manual "

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

任意のユーザーは次のサブコマンドとオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

■ -? オプション
■ -V オプション

スーパーユーザー以外のユーザーがほかのサブコマンドを指定してこのコマンドを実行するに
は、RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

add solaris.cluster.modify

http://otn.oracle.com
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サブコマンド RBAC の承認

add-dir solaris.cluster.modify

export solaris.cluster.read

find-dir solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

set solaris.cluster.modify

remove solaris.cluster.modify

remove-dir solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read
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名前
clnasdevice, clnas — Oracle Solaris Cluster 向け NAS デバイスへのアクセスの管理

/usr/cluster/bin/clnasdevice -V

/usr/cluster/bin/clnasdevice [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/clnasdevice subcommand [options] -v [nasdevice[…]]

/usr/cluster/bin/clnasdevice add -t type {-p name=value
     [,…] | -u userid} [-f passwdfile] [-Z {zoneclustername | global}] 
     nasdevice 

/usr/cluster/bin/clnasdevice add -i {- | clconfigfile}[-t type] 
     [-p name=value | -u userid] {-f passwdfile} [-Z {zoneclustername | global}] 
     {nasdevice

/usr/cluster/bin/clnasdevice add-dir -d directory[,…] [-Z 
     {zoneclustername | global}] nasdevice

/usr/cluster/bin/clnasdevice add-dir -i {- | clconfigfile} [-d all | 
     directory [,…]] [-f passwordfile] [-Z {zoneclustername | global}] 
     {nasdevice

/usr/cluster/bin/clnasdevice export [-o {- | clconfigfile}] [-t 
     type[,…]] [-d all | directory[,…]] [+ | nasdevice[…]]

/usr/cluster/bin/clnasdevice find-dir [-d {all |directory[,...] 

     [-t type[,…]] [-Z {zoneclustername[,…] | global | all}] 
     [+ | nasdevice[…]]

/usr/cluster/bin/clnasdevice list [-t type[,…]] [-Z 
     {zoneclustername[,...] | global | all}] [+ | nasdevice[…]]

/usr/cluster/bin/clnasdevice remove [-t type[,…]] [-Z 
     {zoneclustername | global}] [-F ] {+ | nasdevice[…]}

/usr/cluster/bin/clnasdevice remove-dir -d all | directory[,…] 
     [-Z {zoneclustername | global}] nasdevice

/usr/cluster/bin/clnasdevice set {-p name=value[,…] | -u 
     userid} [-f passwdfile] [-Z {zoneclustername | global}] 
     nasdevice

/usr/cluster/bin/clnasdevice show [-d {all | directory[,...] [-t 
     type[,…]] [-Z {zoneclustername[,…] | global | all}] 
     [+ | nasdevice[…]]

clnasdevice コマンドは、NAS デバイスとそのディレクトリまたはプロジェクトに関する Oracle
Solaris Cluster 構成情報を管理します。
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clnas コマンドは、clnasdevice コマンドの短い形式です。clnas コマンドと clnasdevice コマ
ンドは同じものです。どちらの形式のコマンドも使用できます。

このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

clnasdevice [subcommand] [options] [operands]

subcommand を省略できるのは、options で -? オプションまたは -V オプションが指定されて
いる場合のみです。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
は、このマニュアルページの「オプション」セクションのオプションの説明で紹介されています。

clnasdevice コマンドを使用して NAS デバイスをクラスタに構成する前に、NAS デバイスが
次の状態であることを確認してください。

■ NAS デバイスが設定されており、機能している。
■ NAS デバイスがブートされ、動作している。
■ NAS デバイスのディレクトリが作成され、クラスタノードに使用可能である。
■ NAS デバイスが定足数デバイスになる予定である場合、その定足数デバイスの LUN が

作成されている必要があります。NAS 定足数デバイスの構成については、clquorum のマ
ニュアルページを参照してください。

NAS デバイスのベンダーによっては、デバイスをクラスタに構成する前に、追加のタスクを行う
必要がある場合もあります。これらのタスクについての詳細は、「オプション」セクションの -t オ
プションを参照してください。NAS デバイスの設定手順やそのディレクトリのエクスポート手順
については、NAS デバイスのドキュメントを参照してください。

NAS デバイスが完全に機能し、クラスタにストレージを提供する準備ができたあと
は、clnasdevice コマンドを使用して、クラスタ内の NAS デバイス構成情報を管理します。これ
を行わないと、クラスタは NAS デバイスとそのエクスポートされるディレクトリを検出できませ
ん。結果として、クラスタはこれらのディレクトリにある情報の整合性を保護できません。

clnasdevice コマンドを使用して、次のような管理タスクを行います。

■ NAS デバイス構成の作成
■ NAS タイプ固有プロパティーの更新
■ NAS デバイスディレクトリのクラスタ構成からの削除
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■ NAS デバイスのクラスタ構成からの削除

clnasdevice コマンドは、アクティブなクラスタノードだけで実行できます。コマンドを実行して得
られる結果は、実行するノードに関係なく、常に同じです。

clnasdevice コマンドは、ゾーンクラスタで、 export を除くすべてのサブコマンドを指定して使
用することができます。すべてのサブコマンド (export を除く) で -Z オプションを使用して、操
作を制限する特定のゾーンクラスタの名前を指定することもできます。

グローバルクラスタノードからすべてのゾーンクラスタ情報にアクセスできますが、特定のゾーン
クラスタは他のゾーンクラスタを認識しません。特定のゾーンクラスタに操作を制限できない場
合、使用するサブコマンドは現在のクラスタでのみ機能します。

サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

add

Oracle Solaris Cluster 構成に NAS デバイスを追加します。
-t オプションは、NAS デバイスのベンダーを指定するのに使用します。詳細は、「オプショ
ン」セクションの -t オプションの説明を参照してください。
NAS デバイスのタイプによって、追加のプロパティーを設定する必要がある場合がありま
す。このような追加のプロパティーについても、「オプション」セクションの -t オプションの
説明を参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのコマンドを使用するには、solaris.cluster.modify
役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
を参照してください。
remove サブコマンドの説明も参照してください。

add-dir

すでに構成されている NAS デバイスの指定したディレクトリまたはプロジェクトをクラスタ
構成に追加します。このサブコマンドを使用する前に、デバイス上でこれらのディレクトリま
たはプロジェクトを作成し、クラスタで使用できるようにしなければなりません。ディレクトリ
またはプロジェクトの作成については、NAS デバイスのドキュメントを参照してください。
NAS デバイスのディレクトリまたはプロジェクトの追加は、次のいずれかの方法で行なう
ことができます。
■ clnasdevice add コマンドを使用して、NAS デバイスをクラスタに構成します。その

後、clnasdevice add-dir コマンドを使用してデバイスのディレクトリまたはプロジェク
トをクラスタ内に構成します。

■ clnasdevice add-dir -i  configurationfile 形式のコマンドを使用して、デバイスの追
加とそのディレクトリまたはプロジェクトの構成を 1 ステップで行ないます。この方法で

http://otn.oracle.com
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ディレクトリまたはプロジェクトを追加するには、-f オプションを使用してパスワードファ
イルを指定します。このオプションの詳細は、「オプション」セクションを参照してくださ
い。詳細は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページを参照してく
ださい。

NAS デバイス上に新しいディレクトリまたはプロジェクトを作成し、それをクラスタノードか
ら使用できるようにする場合は常に、この add-dir サブコマンドを使用してそれらのディレ
クトリまたはプロジェクトをクラスタ構成に追加する必要があります。add-dir サブコマンド
を使用してクラスタに追加できる使用可能なディレクトリやプロジェクトのリストを表示する
には、find-dir サブコマンドを使用します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのコマンドを使用するには、solaris.cluster.modify
RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
remove-dir サブコマンドの説明も参照してください。

export

クラスタ NAS デバイス構成情報をエクスポートします。-o オプションでファイルを指定す
ると、そのファイルに構成情報が書き込まれます。-o オプションを使用しない場合、出力は
標準出力 (stdout) に書き込まれます。
export サブコマンドはクラスタ構成情報を変更しません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのコマンドを使用するには、solaris.cluster.read
RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

find-dir

NAS デバイスに設定されており、クラスタによって使用される可能性のある sun_uss プ
ロジェクトを表示します。これらのプロジェクトは、add-dir サブコマンドでクラスタ構成にま
だ追加されていません。出力にリストされているプロジェクトは、add-dir サブコマンドを使
用するときの -d オプションの候補になることができます。
特定のタイプの NAS デバイスを表示するには、-t オプションを指定します。
sun_uss プロジェクトとそのプロジェクト内のファイルシステムを表示するには、-v オプ
ションを指定します。
特定の sun_uss NAS デバイスプロジェクトを表示するには、-d オプションを指定しま
す。
特定の sun_uss NAS デバイスプロジェクトとそのプロジェクト内のファイルシステムを表
示するには、-v オプションと -d オプションを指定します。
find-dir サブコマンドはクラスタ構成情報を変更しません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのコマンドを使用するには、solaris.cluster.read
RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

list

クラスタに構成されている NAS デバイス構成を表示します。

http://otn.oracle.com
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クラスタに構成されているデバイスのディレクトリとデバイスタイプを表示するには、詳細オ
プション -v を使用します。
特定のタイプの NAS デバイスを表示するには、-t オプションを使用します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのコマンドを使用するには、solaris.cluster.read
RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

remove

指定されている単数または複数の NAS デバイスを、Oracle Solaris Cluster 構成から
削除します。
強制オプション -F を指定しない場合、remove-dir サブコマンドを使用して、NAS デバイ
スディレクトリを構成から削除しておいてください。
強制オプション -F を指定する場合、このコマンドは、NAS デバイスとそのディレクトリをク
ラスタ構成から削除します。「-オプション」セクションの F の説明を参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのコマンドを使用するには、solaris.cluster.modify
RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
add サブコマンドの説明も参照してください。

remove-dir

指定した NAS ディレクトリまたはプロジェクトを Oracle Solaris Cluster 構成から削除
します。
remove-dir サブコマンドは、-d オプションで指定したエクスポート済みディレクトリまたは
プロジェクトを削除します。-d all を使用すると、このサブコマンドによって、指定した NAS
デバイスのすべてのディレクトリまたはプロジェクトが削除されます。
NAS デバイスからディレクトリまたはプロジェクトを削除した場合、この remove-dir サブ
コマンドを使用して、クラスタ構成からそのディレクトリまたはプロジェクトを削除する必要
があります。クラスタ構成内の NAS ディレクトリまたはプロジェクトは、NAS デバイスから
エクスポートした既存のディレクトリまたはプロジェクトと一致していなければなりません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのコマンドを使用するには、solaris.cluster.modify
RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
add-dir サブコマンドの説明も参照してください。

set

特定の NAS デバイスの指定されたプロパティーを設定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのコマンドを使用するには、solaris.cluster.modify
RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

show

オプションが何も指定されていない場合は、次の情報を表示します。
■ Oracle Solaris Cluster に構成されている現在のすべての NAS デバイスのリスト
■ 各 NAS デバイスの使用可能なディレクトリ

http://otn.oracle.com
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■ 各 NAS デバイスに関連付けられたすべてのプロパティー

特定のタイプの NAS デバイスを表示するには、-t オプションを指定します。特定のデバイ
スに関する情報を表示するには、NAS デバイスのホスト名をオペランドとしてコマンドに渡
します。
指定されたプロジェクトに含まれているファイルシステムを表示するには、show サブコマン
ドで -d および -v オプションを使用します。all キーワードを使用して、NAS デバイスのすべ
てのプロジェクトまたは個々のプロジェクトを表示できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのコマンドを使用するには、solaris.cluster.read
RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。このオプションを使用するとき、ほかのオプションの処理は実行
されません。
このオプションはサブコマンド付きでもサブコマンドなしでも指定できます。
サブコマンドなしでこのオプションを指定すると、このコマンドのサブコマンドのリストが表
示されます。
サブコマンド付きでこのオプションを指定すると、サブコマンドの使用方法が表示されま
す。

-d directory[,…]
--directory=directory-[,…]
--directory directory-[,…]
-d project[,…]
--directory=project-[,…]
--directory project-[,…]

sun_uss NAS デバイスのプロジェクトを指定します。sun_uss  NAS デバイスでは、ファ
イルシステムを作成する前に NAS デバイスでプロジェクトを作成する必要があります。
プロジェクト名を / で始めることはできません。ファイルシステムはプロジェクト内で作
成する必要があります。プロジェクトは sun_uss NAS デバイスの用語です。プロジェクト
では任意の数のファイルシステムを作成できます。このオプションは、add-dir、remove-
dir、export、および show サブコマンドでのみ使用します。
このオプションは、特別なキーワード all を受け入れます。-d all オプションを使用すると、
指定した NAS デバイス上のすべてのディレクトリが指定されます。
■ remove-dir サブコマンドと一緒に使用する場合、指定したデバイス上のすべてのディ

レクトリが削除されます。
■ export サブコマンドと一緒に使用する場合、指定したデバイス上のすべてのディレクト

リの構成情報が、指定した出力に表示されます。

http://otn.oracle.com
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■ add-dir サブコマンドと -i configfile オプションを使用すると、構成ファイルに一覧表
示されている指定された NAS デバイス上のすべてのディレクトリが追加されます。

■ show サブコマンドおよび find-dir サブコマンドを使用する際に、sun_uss NAS デ
バイスの -v オプションを指定すると、-d オプションで指定したプロジェクトに含まれる
ファイルシステムが表示されます。all キーワードを使用して、NAS デバイスのすべての
プロジェクトまたは個々のプロジェクトを表示できます。

-F
--force

指定した NAS デバイスを強制的に削除します。
強制オプションを一緒に指定できるのは、remove サブコマンドだけです。この強制オプ
ションを remove サブコマンドと一緒に使用すると、NAS デバイスとその構成されている
ディレクトリが Oracle Solaris Cluster 構成から削除されます。

-f passwd-file
--passwdfile=passwd-file
--passwdfile passwd-file

NAS デバイスにログインするときに使用するパスワードが格納されているパスワードファイ
ルを指定します。
セキュリティー上の理由により、パスワードはコマンド行オプションには指定できません。パ
スワードのセキュリティーを強化するには、パスワードをテキストファイルに格納し、-f オプ
ションでこのファイルを指定してください。パスワード用の入力ファイルを指定しないと、パ
スワードの入力が求められます。
入力ファイルの読み取り可能アクセス権を root だけに与え、このファイルにグループから
も一般ユーザーからもアクセスできないようにします。
clnasdevice add を -i オプションと一緒に使用するとき、clconfigfile にパスワードが格納
されていない場合、-f passwdfile オプションを必ず指定してください。
入力ファイルでは、次の制限を守ってください。
■ パスワードは単一行に指定します。パスワードを複数行にまたがって入力してはいけま

せん。
■ 行頭にあるブランクやタブは無視されます。
■ コメントは引用符で囲まれていない # 記号で始まります。コメントは次の新しい行に続

きます。

すべてのコメントはパーサーによって無視されます。
■ デバイスユーザーのパスワードに入力ファイルを使用する場合は、# 記号をパスワードの

一部に使用できません。
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-i clconfigfile
--input={- | clconfigfile}
--input {- | clconfigfile}

NAS デバイスを作成または変更するのに使用される構成情報を指定します。この情報
は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義されている形式
に準拠している必要があります。この情報はファイルに含まれている場合と、標準入力
stdin を通して指定される場合があります。標準入力を指定するには、ファイル名の代わり
に - を指定します。
コマンド行と clconfigfile ファイルで同じプロパティーを指定する場合、コマンド行で設定し
たプロパティーが優先されます。
clnasdevice add を -i オプションと一緒に使用するとき、-f passwdfile オプションを必ず
指定してください。

-o {- | clconfigfile}
--output={- | clconfigfile}
--output {- | clconfigfile}

1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで定義されている形式
で、NAS デバイス構成情報を書き込みます。この情報は、ファイルまたは標準出力
(stdout) のどちらにでも書き込むことができます。標準出力を指定するには、ファイル名の
代わりに - を指定します。

-p name=value[,…]
--property=name=value[,…]
--property name value[,…]

ある NAS デバイスタイプに固有のプロパティーを指定します。
add サブコマンドを使用して新しい NAS デバイスをクラスタ構成に追加する場合は、この
オプションを指定する必要があります。set サブコマンドで NAS デバイスのプロパティーを
変更する場合も、このオプションを指定する必要があります。詳細は、-t オプションの説明
を参照してください。

-t nas-device-type
--type=nas-device-type
--type nas-device-type

NAS デバイスタイプを指定します。このオプションは、NAS デバイスを Oracle Solaris
Cluster 構成に追加するときに指定してください。NAS デバイスタイプは、ベンダー名で
指定します。たとえば、OracleZFS Storage Appliance NAS デバイスタイプは sun_uss
です。
異なるタイプの NAS デバイスには異なるプロパティーがあるか、またはプロパティーがまっ
たくない場合もあります。

sun_uss OracleZFS Storage Appliance NAS デバイスを指定します。
-p userid=osc_agent [-f passwd-file] または  -u userid [-f
passwdfile]
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userid は osc_agent である必要があります。sun_uss を使用する
前に、クライアントコードをダウンロードし、すべてのクライアントノード
にインストールする必要があります。この osc_agent userid は、デ
バイスでいずれかのワークフローを実行すると作成されます。この
userid は、userid を入力として受け取る clnasdevice サブコマン
ドを使用する前に、デバイスで作成されている必要があります。
userid とパスワードプロパティーは必須です。
-p "nodeIPs{node}"=[ IP]
このプロパティーは、各ノードの IP を指定します。クラスタノード名
の IP とは異なる IP を使用して NAS デバイスにアクセスする場
合、nodeIPsnode プロパティーを使用してこの IP を指定できます。
このプロパティーは省略可能です。IP を指定しない場合は、クラスタ
ノード名の IP が使用されます。これらの IP は、NAS デバイス上の
プロジェクトの NFS Access Mode で指定された IP と一致する必要
があります。
プロパティーの値を指定しない場合 (例: -p "nodeIPs{node}"=)、
指定したノードの IP がクラスタ構成から削除され、クラスタノード名
の IP が使用されます。
sun_uss NAS デバイスとそのプロジェクトを追加する前に、必要な
設定を行う必要があります。この設定タスクには、クライアントコード
のダウンロードとクラスタノードへのインストールが含まれます。デバ
イスで Configure for Oracle Solaris Cluster NFS ワークフロー
を実行して、userid osc_agent とそのパスワードを作成します。プロ
ジェクトを作成し、Share Mode を none または read-only に設定
します (read-write モードもサポートされていますがお勧めしませ
ん)。NFS Access Mode では、ネットワーク概念を使用し、クラスタノー
ドの IP に対する read-write アクセスを付与する必要があります。

NAS デバイスとそのエクスポートされたディレクトリをクラスタ構成に追加する前に、次に
示す手順を実行しておく必要があります。
■ NAS デバイスを設定します。
■ ディレクトリを設定し、クラスタノードに使用可能にします。
■ NAS デバイスで管理タスクを実行するときに使用するユーザー ID とパスワードを決定

します。

また、NAS デバイスは起動され、動作している必要があります。詳細は、Unresolved
link to " Oracle Solaris Cluster With Network-Attached Storage Device
Manual "を参照してください。

-u userid
--userid=userid
--userid userid

NAS デバイスにログインするのに使用するユーザー ID を指定します。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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クラスタは、ログインし、デバイス上で管理処理を実行するために、ユーザー ID を把握する
必要があります。
あるいは、-p オプションでもユーザー ID を指定できます。詳細は、-p オプションを参照して
ください。
このオプションを一緒に指定できるのは、add および set サブコマンドだけです。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションには、サブコマンドやオペランドなどのオプションは指定しないでください。
サブコマンドやオペランドなどのオプションは無視されます。コマンドのバージョンが表示さ
れます。ほかの処理は実行されません。

-v
--verbose

詳細な情報を標準出力 stdout に表示します。

-Z {zoneclustername | global | all}
--zoneclustername={zoneclustername | global | all}

nas-device-type が登録されている、処理するクラスタを指定します。
このオプションは、export コマンド以外のすべてのサブコマンドでサポートされています。
このオプションを指定する場合は、次のいずれかの引数も指定する必要があります。

zoneclustername このオプションと一緒に使用するコマンドが、zoneclustername とい
う名前のゾーンクラスタ内でのみ、指定された各 nas-device-type に
対して動作することを指定します。

global このオプションと一緒に使用するコマンドが、グローバルクラスタ内
でのみ、指定された各 nas-device-type に対して動作することを指
定します。

all グローバルクラスタ内でこの引数を使用した場合は、この引数と一
緒に使用するコマンドが、すべてのクラスタ (グローバルクラスタおよ
びすべてのゾーンクラスタを含む) 内で、指定された各 nas-device-
type に対して動作することを指定します。
ゾーンクラスタ内でこの引数を使用した場合は、この引数と一緒に
使用するコマンドが、そのゾーンクラスタ内でのみ、指定された各
nas-device-type に対して動作することを指定します。

次のオペランドがサポートされています。

nasdevice
NAS デバイスの名前。NAS デバイス名は、ネットワークで通信を行うために NAS デバイ
スが使用するホスト名です。NAS デバイスと通信するために、クラスタは NAS デバイス
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の NAS ホスト名を知っておく必要があります。サブコマンドが複数の NAS デバイスを受
け入れる場合は、プラス記号 + を使用して、すべての NAS デバイスを指定できます。add
および add-dir サブコマンドの場合、プラス記号オペランドは、指定された構成ファイルに
あるすべての NAS デバイスを指定します。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

次の終了値が返される可能性があります。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

15 CL_EPROP

無効なプロパティーです
-p、-y、または -x オプションで指定したプロパティーまたは値が存在しないか、許可されて
いません。

18 CL_EINTERNAL

内部エラーが発生しました
内部エラーは、ソフトウェアの欠陥またはその他の欠陥を示しています。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。
■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。
指定したデバイス、デバイスグループ、クラスタインターコネクトコンポーネント、ノード、クラス
タ、リソース、リソースタイプ、リソースグループ、またはプライベート文字列はすでに存在しま
す。

41 CL_ETYPE

無効なタイプです
-t または -p オプションで指定したタイプは存在しません。

例   89 OracleZFS Storage Appliance からクラスタまたはゾーンクラスタへの NAS デバ
イスの追加

次の clnasdevice コマンドは、タイプが sun_uss の OracleZFS Storage Appliance
uss7110-01 を構成に追加します。

# clnasdevice add -t sun_uss -p userid=osc_agent -f passwd-file uss7110-01

例   90 クラスタへの NAS プロジェクトの追加

次の clnasdevice コマンドは、すでに構成されている NAS デバイスである uss7110-01 に 2
つのプロジェクトを追加します。

# clnasdevice add-dir -d pool-0/local/nassa-pl,pool-0/local/nassa-p2 uss7110-01

例   91 クラスタまたはゾーンクラスタから NAS デバイスを削除する

次の clnasdevice コマンドは、NAS デバイス uss7110-01 と、残りのプロジェクトがある場合
はそのプロジェクトをすべて、sun というクラスタ構成から削除します。

# clnasdevice remove -F uss7110-01

次の clnasdevice コマンドは、NAS デバイス uss7110-01 とその残りのすべてのプロジェクト
(存在する場合) をゾーンクラスタの ZC 構成から削除します。
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# clnasdevice remove -Z ZC -F uss7110-01

次の例は、nodeIPs プロパティーを更新する方法を示しています。

# clnasdevice set -p "nodeIPs{cluster-1}"=10.155.55.145 \
-p "nodeIPs{cluster-2}"=10.155.55.146 uss7110-01

次の例では、クラスタ構成から現在の IP の設定を削除して、クラスタノード名の IP が使用さ
れるようにします。

# clnasdevice set -p "nodeIPs{cluster-1}"= -p "nodeIPs{cluster-2}"= uss7110-01

例   92 クラスタに追加されていない NAS デバイスプロジェクトを表示する

次の clnasdevice コマンドは、クラスタにまだ追加されていない NAS デバイスプロジェクト名
を表示します。

# clnasdevice find-dir uss7110-01

Nas Device:           uss7110-01

Type:                 sun_uss

Unconfigured Project: pool-0/local/nassa-p2

Unconfigured Project: pool-0/local/nassa-p1

例   93 クラスタまたはゾーンクラスタに構成されている NAS デバイスを表示する

次の clnasdevice コマンドは、クラスタに構成されているすべての NAS デバイスの名前を表
示します。デバイスとそのディレクトリのリストを表示するには、詳細オプションか show サブコマ
ンドを使用します。

# clnasdevice list

uss7110-01

次の clnasdevice コマンドは、ゾーンクラスタ ZC に構成されているすべての NAS デバイスの
名前を表示します。デバイスとそのディレクトリのリストを表示するには、詳細オプションか show
サブコマンドを使用します。

# clnasdevice list -Z ZC

ZC:uss7110-01

次の clnasdevice コマンドは、ゾーンクラスタ ZC に構成されているすべての NAS デバイスの
名前を表示します。デバイスとそのディレクトリのリストを表示するには、詳細オプションか show
サブコマンドを使用します。

# clnasdevice list -Z all

global:uss7110-01

ZC:uss7110-01
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例   94 NAS デバイスとそのプロジェクトを表示する

次の clnasdevice コマンドは、クラスタに構成されているすべての NAS デバイスの名前とプ
ロジェクトファイルシステムを表示します。

# clnasdevice show -v -d all uss7110-01

Nas Device:      uss7110-01

Type:            sun_uss

Project:         pool-0/local/nassa-p1

  File System:   /export/nassa-p1/nassa-p1-fs1

  File System:   /export/nassa-p1/nassa-p1-fs2

  File System:   /export/nassa-p1/nassa-p1-fs3

Project:         pool-0/local/nassa-p2

  File System:   /export/nassa-p2/nassa-p2-fs1

  File System:   /export/nassa-p2/nassa-p2-fs2

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 551 ページのcluster(1CL)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster With Network-Attached Storage
Device Manual "

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

任意のユーザーは次のサブコマンドとオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

■ -? オプション
■ -V オプション

スーパーユーザー以外のユーザーがほかのサブコマンドを指定してこのコマンドを実行するに
は、RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

add solaris.cluster.modify

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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サブコマンド RBAC の承認

add-dir solaris.cluster.modify

export solaris.cluster.read

find-dir solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

set solaris.cluster.modify

remove solaris.cluster.modify

remove-dir solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read
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名前
clnode — Oracle Solaris Cluster ノードの管理

/usr/cluster/bin/clnode -V

/usr/cluster/bin/clnode [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/clnode subcommand [options] -v [node …]

/usr/cluster/bin/clnode add -n sponsornode[-i {- | clconfigfile}] -c clustername] [-G globaldevfs]
[-e endpoint,endpoint] node

/usr/cluster/bin/clnode create-loadlimit -p limitname=value[-p 
     softlimit=value] [-p hardlimit=value] {+ | node[:zone] …}

/usr/cluster/bin/clnode clear [-F] node...

/usr/cluster/bin/clnode delete-loadlimit -p limitname=value
     {+ | node[:zone] …}

/usr/cluster/bin/clnode evacuate [-T seconds] {+ | node …}

/usr/cluster/bin/clnode export [-o {- | clconfigfile}][+ | node …]

/usr/cluster/bin/clnode list [-Z {zoneclustername | global | all}] 
     [+ | node …]

/usr/cluster/bin/clnode rename -n newnodename[node]

/usr/cluster/bin/clnode remove [-n sponsornode][-G globaldevfs] 
     [-F] [node]

/usr/cluster/bin/clnode set [-p name=value] […] {+ | node …}

/usr/cluster/bin/clnode set-loadlimit -p limitname=value[-p 
     softlimit=value] [-p hardlimit=value] {+ | node[:zone] …}

/usr/cluster/bin/clnode show [-p name[,…]][-Z {zoneclustername |
     global | all}][+ | node …]

/usr/cluster/bin/clnode show-rev [node]

/usr/cluster/bin/clnode status [-m][-Z {zoneclustername| global | 
     all}][+ | node …]

このコマンドは次のことを行います。

■ ノードをクラスタに追加します
■ ノードをクラスタから削除します
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■ すべてのリソースグループとデバイスグループのスイッチオーバーを試みます
■ ノードのプロパティーの変更
■ ノードの負荷制限を管理します
■ 1 つまたは複数のノードのステータスと構成の報告またはエクスポート

clnode コマンドのほとんどのサブコマンドはクラスタモードで機能します。これらのサブコマンド
のほとんどは、クラスタの任意のノードから実行できます。ただし、add および remove サブコマン
ドは例外です。これらのコマンドは非クラスタモードで実行してください。

add および remove サブコマンドを実行するときには、追加または削除しようとしているノードか
ら実行してください。clnode add コマンドはまた、ノード自身もクラスタに参加できるように初期
化します。clnode remove コマンドは、削除されるノードでクリーンアップ処理も実行します。

subcommand を省略できるのは、options が -? オプションまたは -V オプションの場合のみで
す。

このコマンドの各オプションには長形式と短形式があります。各オプションの両方の形式は、オ
プション に説明とともに記載されています。

clnode コマンドに短形式はありません。

このコマンドは、ゾーンクラスタでいくつかの形式で使用できます。クラスタでのこのコマンドの
有効な使用方法の詳細については、個々のサブコマンドの説明を参照してください。

サブコマンド
サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

add

ノードをクラスタに構成および追加します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。 このサブコマンドは、大域ゾーンだけ
で使用できます。
このサブコマンドは非クラスタモードで実行してください。
ノードを構成および追加するには、-n sponsornode オプションを使用してください。このオ
プションは、既存のアクティブなノードをスポンサノードとして指定します。ノードをクラスタに
構成するときには常に、スポンサノードが必要です。
-c clustername を指定しない場合、このサブコマンドは、最初に追加するノードの名前を新
しいクラスタ名として使用します。
オペランド node はオプションです。しかし、オペランドを指定する場合、そのオペランドは
サブコマンドを実行するノードのホスト名でなければなりません。
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注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアをインストールするには、pkg install コマンドを実
行します。次に、scinstall ユーティリティーを実行して新しいクラスタを作成するか、または既
存のクラスタにノードを追加します。手順については、Unresolved link to " Oracle Solaris
Cluster ソフトウェアのインストール "を参照してください。

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してください。

clear

remove サブコマンドを実行したあと、クラスタノードについての情報が残っていれば、クリー
ンアップまたはクリアします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。 このサブコマンドは、大域ゾーンだけ
で使用できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

create-loadlimit

ノードに負荷制限を追加します。
このサブコマンドは、大域ゾーンまたはゾーンクラスタで使用できます。
オプションの -p オプションを参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

delete-loadlimit

ノードの既存の負荷制限を削除します。
このサブコマンドは、大域ゾーンまたはゾーンクラスタで使用できます。
オプションの -p オプションを参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

evacuate

すべてのリソースグループおよびデバイスグループを、指定ノードから新しいプライマリノード
のセットに切り替えることを試みます。
このサブコマンドは、大域ゾーンまたはゾーンクラスタノードで使用できます。
システムは、各グループの構成済みの設定に従って、新しいプライマリノードの選択を試み
ます。退避されたすべてのリソースグループが同じプライマリノードによって再マスターされる
とは限りません。指定されたノードから 1 つまたは複数のリソースグループまたはデバイス
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グループを退避できない場合、このサブコマンドは失敗します。失敗した場合、このサブコ
マンドはエラーメッセージを発行して、ゼロ以外の終了コードで終了します。このサブコマン
ドがデバイスグループのプライマリ所有権をほかのノードに変更できない場合、元のノードが
そのデバイスグループのプライマリ所有権を保持します。RGM が退避したリソースグルー
プを新しいプライマリ所有権で起動できない場合、その退避したリソースグループがオフラ
インになる可能性があります。
このサブコマンドの -T オプションを使用して、リソースグループが切り替わらないようにする
秒数を指定できます。値を指定しない場合、デフォルトでは、60 秒が使用されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

export

ノード構成情報をファイルまたは標準出力 (stdout) にエクスポートします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。 このサブコマンドは、大域ゾーンだけ
で使用できます。
-o オプションとファイルの名前を指定すると、構成情報はそのファイルに書き込まれます。
-o オプションとファイルの名前を指定しない場合、構成情報は標準出力に書き込まれま
す。
このサブコマンドはクラスタ構成データを変更しません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

list

クラスタに構成されているノードの名前を表示します。
このサブコマンドと -Z オプションを指定すると、指定したノード (特に 1 つ以上のクラスタ)
の名前が次のように列挙されます。
■ すべての広域クラスタノードとゾーンクラスタノード
■ すべての広域クラスタノードのみ
■ 名前を指定したゾーンクラスタノードのみ

このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
node オペランドを指定しない場合、または、プラス記号オペランド (+) を指定する場合、こ
のサブコマンドはすべてのノードメンバーを表示します。
このサブコマンドはクラスタモードで実行してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してください。
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remove

ノードをクラスタから削除します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。 このサブコマンドは、大域ゾーンだけ
で使用できます。
このサブコマンドは非クラスタモードで実行してください。
クラスタからノードを削除するには、次のガイドラインに従います。これらのガイドラインに従
わない場合、ノードを削除すると、クラスタの定足数が漏洩する場合があります。
■ -F オプションも指定する場合を除き、いずれかの定足数デバイスから削除するノードは

構成解除してください。
■ 削除されるノードがアクティブなクラスタメンバーでないことを確認します。
■ 1 つ以上の共有定足数デバイスが構成されている場合を除き、3 ノードクラスタから

ノードを削除しないでください。

このサブコマンドは、クラスタ構成デバイスから、ノード参照のサブセットを削除しようとしま
す。-F オプションを指定すると、このサブコマンドは、クラスタ構成データベースから、すべて
のノード参照を削除しようとします。

注記 - ノードからクラスタソフトウェアを削除するには、scinstall -r コマンドを実行する必要が
あります。詳細は、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster ソフトウェアのインストール
"を参照してください。

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

rename

ノードの名前を新しいノード名に変更します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。 このサブコマンドは非クラスタモード
で実行してください。

注記 - このコマンドは、Oracle Solaris ホスト名を変更したノードと同じノードで実行する必要
があります。

ノードの名前を newnodename に変更するには、-n newnodename オプションを使用しま
す。現在のアクティブな Oracle Solaris ノードの名前を、oldnodename から変更する必要
があります。このコマンドを正常に実行するには、クラスタ内のすべてのノードが非クラスタ
ノードでなければなりません。
オペランドはオプションであり、サブコマンドを実行するノードのホスト名でなければなりま
せん。
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注記 - ノードの名前を変更する前に、まず Oracle Solaris のホスト名変更手順を実行し、クラ
スタ内のクラスタノードの名前を変更する必要があります。手順については、Unresolved link
to " Managing System Information, Processes, and Performance in Oracle Solaris
11.2 のHow to Change a System’s Identity"を参照してください。

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

set

指定されたノードに関連するプロパティーを変更します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。 このサブコマンドは、大域ゾーンだけ
で使用できます。
オプションの -p オプションを参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

set-loadlimit

ノードの既存の負荷制限を変更します。
このサブコマンドは、大域ゾーンまたはゾーンクラスタで使用できます。
オプションの -p オプションを参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

show

指定されたノード (1 つまたは複数) の構成、または、それらノードのプロパティーについての
情報を表示します。
このサブコマンドと -Z オプションを指定すると、指定した 1 つ以上のノード (特に 1 つ以
上のクラスタ) の構成情報またはプロパティー情報が次のように表示されます。
■ すべての広域クラスタノードとゾーンクラスタノード
■ すべての広域クラスタノードのみ
■ 名前を指定したゾーンクラスタノードのみ

このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。 このサブコマンドは、グローバルクラ
スタまたはゾーンクラスタで使用できます。
オペランドを指定しない場合やプラス記号 (+) を指定した場合、このサブコマンドは、すべ
てのクラスタノードの情報を表示します。
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スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

show-rev

ノードにインストールされている Solaris Cluster パッケージの名前とリリース情報を表示し
ます。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
このサブコマンドは非クラスタモードおよびクラスタモードで実行できます。非クラスタモード
で実行する場合、このサブコマンドを実行したノードの名前だけを指定でき、そのノードにつ
いての情報を取得できます。クラスタモードで実行する場合、クラスタ内の任意のノードの
名前を指定でき、そのノードについての情報を取得できます。
このサブコマンドを -v オプションと一緒に使用すると、このサブコマンドは、パッケージの名
前、バージョン、およびそれらのパッケージに適用されているパッチを表示します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

status

指定したノードまたは Internet Protocol (IP) ネットワークマルチパス (IPMP) グループ
のステータスを表示します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
オペランドを指定しない場合やプラス記号 (+) を指定した場合、このサブコマンドは、すべ
てのクラスタノードのステータスを表示します。ノードのステータスは Online または Offline
のどちらかです。
このサブコマンドで -m オプションを指定すると、Oracle Solaris IPMP グループのみが表
示されます。
このサブコマンドで詳細オプション -v を指定すると、クラスタノードと Oracle Solaris
IPMP グループの両方のステータスが表示されます。
このサブコマンドと -Z オプションを指定すると、指定した 1 つ以上のノード (特に 1 つ以
上のクラスタ) のステータス情報が次のように表示されます。
■ すべての広域クラスタノードとゾーンクラスタノード
■ すべての広域クラスタノードのみ
■ 名前を指定したゾーンクラスタノードのみ

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

注記 - このセクションでは、各オプションの短い形式と長い形式の両方が示されています。
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次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。
このオプションはサブコマンド付きでもサブコマンドなしでも指定できます。
subcommand を指定しない場合、使用可能なすべてのサブコマンドのリストが表示されま
す。
subcommand を指定する場合、そのサブコマンドの使用法が表示されます。
このオプションとその他のオプションを指定すると、その他のオプションは無視されます。

-c clustername
--clustername=clustername
--clustername clustername

ノードを追加するクラスタの名前を指定します。
このオプションを一緒に指定できるのは、add サブコマンドだけです。
このオプションを指定する場合、指定する clustername は既存のクラスタの名前と一致す
る必要があります。そうでない場合、エラーが発生します。

-e endpoint,endpoint
--endpoint=endpoint,endpoint
--endpoint endpoint,endpoint

トランスポート接続を指定します。
このオプションを一緒に指定できるのは、add サブコマンドだけです。このオプションは、ク
ラスタトランスポートトポロジを確立するのに指定します。トポロジを確立するには、アダプ
タとスイッチを接続するケーブルを構成します。終端としては、アダプタまたはスイッチを指
定できます。ケーブルを示すには、コンマ区切りの終端のペアを指定します。ケーブルは、現
在のノード上のクラスタトランスポートアダプタから、次のいずれかへの接続を確立します。
■ クラスタトランスポートスイッチ上のポート。トランスポート接続点とも呼ぶ。
■ すでにクラスタに含まれる別のノード上のアダプタ。

-e オプションを指定しない場合、add サブコマンドはデフォルトケーブルの構成を試みま
す。ただし、clnode コマンドの 1 つのインスタンス内で複数のトランスポートアダプタまた
はスイッチを構成する場合、clnode はデフォルトを構築できません。デフォルトでは、シン
グル構成のトランスポートアダプタからシングル構成 (つまり、デフォルト) のトランスポート
スイッチまでに、1 つのケーブルが構成されます。
-e オプションを指定するたびに、必ず、コンマ区切りの終端のペアを指定してください。終
端のペアはそれぞれ、1 つのケーブルを定義します。個々の終端はそれぞれ、次のいずれ
かで指定されます。
■ アダプタ終端:

node:adapter
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■ スイッチ終端:

switch[@port]

タグ付き VLAN アダプタを指定するには、物理デバイス名と VLAN インスタンス番
号から派生されたタグ付き VLAN アダプタ名を使用します。VLAN インスタンス番号
は、VLAN ID に 1000 を掛けて、元の物理ユニット番号を足したものです。たとえば、物
理デバイス net2 上の VLAN ID 11 は、タグ付き VLAN アダプタ名 net11002 に変換さ
れます。
スイッチ終端のポートコンポーネントを指定しない場合、デフォルトのポートが割り当てられ
ます。

-F
--force

指定されたノード上にグローバルマウントが残っているかどうかを確認せずに、そのノードを
強制的に削除またはクリアします。
このオプションは、clear または remove サブコマンドとともにのみ使用します。

-G {lofi | special | mount-point}
--globaldevfs={lofi | special | mount-point}
--globaldevfs {lofi | special | mount-point}

グローバルデバイスのマウントポイントとして、lofi デバイス、raw special ディスクデバイ
ス、または専用ファイルシステムを指定します。
このオプションを一緒に指定できるのは、add または remove サブコマンドだけです。
ノードをクラスタメンバーに追加するには、事前に各クラスタノードのローカルファイルシステ
ムを /global/.devices/node@nodeID に対してグローバルにマウントしておく必要がありま
す。しかし、clnode コマンドを実行するまで、ノード ID は未知です。デフォルトでは、clnode
add コマンドは、/globaldevices にマウントされた、または -G オプションで指定したマウン
トポイントにマウントされた空のファイルシステムを検索します。このようなファイルシステム
が指定されている場合、clnode add コマンドは /etc/vfstab ファイルに対して必要な変
更を行います。指定したファイルシステムは、/globaldevices にマウントし直されます。ノー
ド ID のマウントが見つからない場合、clnode コマンドは、vfstab ファイルにエントリを追
加しようとします。Unresolved link to " vfstab4" のマニュアルページを参照してくださ
い。
/global/.devices/node@nodeID がマウントされておらず、空の /globaldevices ファイル
システムが提供されない場合は、コマンドが失敗します。
-G lofi が指定されている場合は、/.globaldevices ファイルが作成されます。lofi デバ
イスはそのファイルに関連付けられ、lofi デバイスにグローバルデバイスファイルシステム
が作成されます。/etc/vfstab ファイルには /global/.devices/node@nodeID  エントリは
追加されません。lofi デバイスの詳細は、Unresolved link to " lofi7D" のマニュアル
ページを参照してください。
raw special ディスクデバイス名が指定され、/global/.devices/node@nodeID がマウント
されていない場合、ファイルシステムは、newfs コマンドを使用してデバイス上に作成され
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ます。デバイス名にすでにマウントされているファイルシステムを指定すると、エラーになり
ます。
目安として、専用ファイルシステムのサイズは最低でも 512M バイトは必要です。このよ
うなパーティションやファイルシステムが使用できない場合やサイズが不足している場合
は、Oracle Solaris OS をインストールし直す必要が生じることもあります。
lofi デバイスに作成される名前空間向けに、ルートファイルシステムに 100 M バイトの
空き領域が必要です。
このオプションは remove サブコマンドと一緒に使用して、以前の /global/.devices マウ
ントポイントを復元するのに使用する新しいマウントポイント名を指定します。
広域デバイスの名前空間が専用パーティションにマウントされている場合に、このオプショ
ンを remove サブコマンドと一緒に使用することにより、以前の /global/.devices マウント
ポイントの復元に使用する新しいマウントポイント名を指定します。広域デバイスの名前空
間が専用パーティションにマウントされている場合に -G オプションを指定しないと、デフォ
ルトでそのマウントポイントの名前が /globaldevices に変更されます。

-i {- | clconfigfile}
--input={- | clconfigfile}
--input {- | clconfigfile}

ノード構成情報をファイルまたは標準入力 (stdin) から読み取ります。この構成情報の形
式は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで説明されています。
このオプションにファイル名を指定する場合、ノード構成情報はファイルから読み取られま
す。このオプションで - を指定した場合、構成情報は標準入力 (stdin) から読み取られま
す。

-m

IPMP グループを指定します。IPMP グループのステータスだけを表示する場合に、status
サブコマンドと使用してください。

-n newnodename
--newnodename=newnodename
--newnodename newnodename

新しいノード名を指定します。
このオプションは、rename サブコマンドでのみ使用できます。
現在のノードの新しいノード名を指定できます。rename サブコマンドを使用してノード名を
newnodename に変更する場合、現在のノードのホスト名がすでに newnodename に変更
されている必要があります。

-n sponsornode
--sponsornode=sponsornode
--sponsornode sponsornode

スポンサノードの名前を指定します。
sponsornode  には、名前またはノード識別子を指定できます。add サブコマンドを使用し
てノードをクラスタに追加するとき、クラスタに追加する最初のアクティブなノードがスポン
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サノードになります。この時点から、そのノードがそのクラスタの sponsornode として残りま
す。remove サブコマンドを使用してノードを削除するとき、削除するノード以外の任意のアク
ティブなノードをスポンサノードとして指定できます。
デフォルトでは、sponsornode をサブコマンドに指定すると、sponsornode が属するクラス
タがそのサブコマンドの影響を受けます。

-o {- | clconfigfile}
--output={- | clconfigfile}
--output {- | clconfigfile}

ノード構成情報をファイルまたは標準出力 (stdout) に書き込みます。この構成情報の形
式は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで説明されています。
このオプションにファイル名を指定する場合、このオプションは新しいファイルを作成しま
す。次に、ノード構成情報はそのファイルに格納されます。- をこのオプションとともに指定
すると、構成情報は標準出力 (stdout) に送信されます。このコマンドのほかの標準出力
はすべて抑制されます。
このオプションを一緒に指定できるのは、export サブコマンドだけです。

-p name
--property=name
--property name

show サブコマンドで情報を表示するノードのプロパティーを指定します。
set サブコマンドで追加または変更できるプロパティーについては、-p name= value オプ
ションの説明を参照してください。
このオプションに指定できるプロパティーは次のとおりです。

privatehostname

プライベートホスト名は、プライベートクラスタインターコネクト経由による指定された
ノードの IP アクセスに使用されます。ノードをクラスタに追加する場合、このオプション
はデフォルトでプライベートホスト名 clusternode nodeid-priv を使用します。

reboot_on_path_failure

このプロパティーに設定できる値は、enabled と disabled です。

-p name=value
--property=name=value
--property name=value

set サブコマンドで追加または変更するノードのプロパティーを指定します。
-p name= value は複数回指定できます。
show サブコマンドで情報を表示できるプロパティーについては、-p name オプションの説
明を参照してください。
このオプションで変更できるプロパティーは次のとおりです。
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defaultpsetmin

デフォルトプロセッサセットリソースで使用可能な CPU の最小数を設定します。
デフォルト値は 1、最小値も 1 です。最大値は、このプロパティーを設定しているマシ
ンの CPU 数です。

globalzoneshares

大域ゾーンに割り当てられるシェアの数を設定します。
1 から 65535 まで (両端の値を含む) の値を指定できます。この上限を理解するに
は、Unresolved link to " prctl1" のマニュアルページの zone.cpu-shares 属性を
参照してください。globalzoneshares のデフォルト値は 1 です。

hardlimit

ノードのリソースグループ負荷の必須上限を定義します。ノードの合計負荷は、強い制
限値を超えることができません。
hardlimit プロパティーは、符号のない整数です。softlimit プロパティーは、符号の
ない整数です。hardlimit プロパティーのデフォルト値は、null です。null または空の
値は、対応する limitname がそのノードで無制限であることを示します。空以外の値
が指定されている場合、1,000 万を超えることはできません。

limitname

limitname プロパティーは文字列です。名前には、強い負荷制限値と弱い負荷制限
値という 2 つの値が関連付けられており、これらはそれぞれ hardlimit プロパティー
と softlimit プロパティーで指定されています。
各 limitname プロパティーに負荷係数を割り当てる方法について
は、305 ページのclresourcegroup(1CL) のマニュアルページを参照してください。
また、clresourcegroup コマンドを使用して、優先順位とプリエンプションモードを決定
することもできます。リソースグループ負荷をすべてのノードにわたって分散する方法に
ついては、551 ページのcluster(1CL) のマニュアルページを参照してください。

privatehostname

プライベートクラスタトランスポート経由での特定のノードへの IP アクセスに使用され
ます。ノードをクラスタに追加する場合、このオプションはデフォルトでプライベートホス
ト名 clusternodenodeid -priv を使用します。
プライベートホスト名を変更する前に、すべてのノードで、このプライベートホスト名を
使用するすべてのリソースまたはアプリケーションを無効にしてください。Unresolved
link to " Oracle Solaris Cluster システム管理 のノードのプライベートホスト名を変
更する"にある「プライベートホスト名を変更する」というタイトルの例を参照してくださ
い。
hosts データベースやネーミングサービスのデータサービスには、プライベートホスト名を
格納しないでください。Unresolved link to " hosts4" のマニュアルページを参照して
ください。特殊な nsswitch コマンドは、プライベートホスト名の全ホスト名検索を実行
します。Unresolved link to " nsswitch.conf4" のマニュアルページを参照してくだ
さい。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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value を指定しない場合、このオプションは、デフォルトのプライベートホスト名
clusternodenodeid-priv を使用します。

reboot_on_path_failure

次の条件に適合する場合、モニターしているすべてのディスクパスが失敗したとき、
ノードの自動リブートを有効にします。
■ ノード上ですべてのモニター対象の共有ディスクパスが失敗した。
■ 少なくとも 1 つのディスクがクラスタ内の異なるノードからアクセス可能であ

る。scdpm デーモンは、プライベートインターコネクトを使用して、ディスクがクラスタ
内の別のノードからアクセス可能かどうかをチェックします。プライベートインターコ
ネクトが無効な場合、scdpm デーモンは別のノードからディスクのステータスを取得
できません。

このプロパティーを変更するには、set サブコマンドだけを使用できます。このプロパ
ティーは、enabled または disabled に設定できます。
ノードがリブートすると、そのノード上でマスターされているすべてのリソースグループとデ
バイスグループが別のノード上で再起動します。
ノードが自動リブートしたあと、ノード上のすべてのモニター対象共有ディスクパスがア
クセス不能のままである場合、そのノードは再び自動リブートしません。ただし、ノードが
リブートしたあとにモニター対象ディスクパスのどれかが使用可能になり、その後、すべ
てのモニター対象共有ディスクパスでふたたび問題が発見されると、ノードはふたたび
自動的にリブートします。
reboot_on_path_failure プロパティーを有効にすると、ローカルディスクパスの状態
は、ノードのリブートが必要かどうか決定するときには考慮されません。モニターされた
共有ディスクのみが影響を受けます。
このプロパティーを disabled に設定し、ノード上のすべてのモニター対象共有ディスク
パスが失敗した場合、そのノードはリブートしなくなります。

softlimit

ノードのリソースグループ負荷の推奨される上限を定義します。たとえば、負荷を分散
するためのクラスタ容量が不足している場合など、ノードの合計負荷は、弱い制限値を
超えることができます。弱い負荷制限値を超えると、クラスタのステータスを表示する
コマンドやツールで、条件にフラグが付きます。
softlimit プロパティーは、符号のない整数です。softlimit プロパティーのデフォル
ト値は、0 です。弱い制限値の値が 0 であるということは、弱い制限値が設定されて
いないことを意味します。ステータスコマンドからは、弱い制限値の超過に関する警告は
表示されません。softlimit プロパティーの最大値は 1,000 万です。特定の負荷制
限の softlimit プロパティーは、hardlimit の値以下でなければなりません。
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-T seconds
--time=seconds
--time seconds

あるノードからリソースグループを退避したあと、そのノードにリソースグループがスイッチバッ
クしないようにする時間を秒数で指定します。
このオプションを一緒に指定できるのは、evacuate サブコマンドだけです。seconds に
は、0 から 65535 までの整数値を指定する必要があります。値を指定しない場合、デフォ
ルトでは、60 秒が使用されます。
退避が完了したあと 60 秒間または指定した秒数退避ノードになっていると、、リソースグ
ループはフェイルオーバーできなかったり、自動的にオンラインになったりします。
ただし、switch または online サブコマンドを使用してリソースグループをオンライン、また
は退避されたノードリブートに切り替えると、退避タイマーはただちに期限切れになり、自動
フェイルオーバーが再度許可されます。

-v
--verbose

詳細情報を標準出力 (stdout) で表示します。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションをほかのオプション、サブコマンド、またはオペランドと一緒に指定する場
合、これらはすべて無視されます。コマンドのバージョンだけが表示されます。ほかの処理
は行われません。

-Z {zoneclustername | global | all}
--zonecluster={zoneclustername | global | all}
--zonecluster {zoneclustername | global | all}

情報を表示する 1 つまたは複数のノードが存在する 1 つまたは複数のクラスタを指定しま
す。
このオプションを指定する場合は、次のいずれかの引数も指定する必要があります。

zoneclustername zoneclustername という名前のゾーンクラスタノードだけに関する情
報を表示するように指定します。

global 広域クラスタノードだけに関する情報を表示するように指定します。

all すべての広域クラスタノードとゾーンクラスタノードに関する情報を表
示するように指定します。

次のオペランドがサポートされています。

node 管理対象のノードの名前です。
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add サブコマンドを使用するときは、node のホスト名を指定します。ほか
のサブコマンドを使用するときは、node のノード名またはノード識別子を
指定します。

+ クラスタ内のすべてのノードです。

このコマンドセットにあるすべてのコマンドの終了ステータスコードの完全なリストについて
は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

15 CL_EPROP

無効なプロパティーです
-p、-y、または -x オプションで指定したプロパティーまたは値が存在しないか、許可されて
いません。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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35 CL_EIO

I/O エラー
物理的な入出力エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。
■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

37 CL_EOP

操作が許可されていません
サポートされていない構成に対する操作を実行しようとしたか、サポートされていない操作
を実行しました。

例   95 ノードのクラスタへの追加

次のコマンドは、このコマンドを実行したノードを構成し、既存のクラスタに追加します。この例で
は、デフォルトで、グローバルデバイスのマウントポイントとして /globaldevices を使用します。
デフォルトでは、この例はまた、プライベートホスト名として clusternode1-priv を使用します。

このコマンドは、クラスタ cluster-1 を指定し、スポンサノードが phys-schost-1 であることを指
定しています。このコマンドはまた、アダプタ net1 がトランスポートスイッチ switch1 に接続さ
れていることも指定しています。最後に、このコマンドは、アダプタ net2 がトランスポートスイッ
チ switch2 に接続されていることを指定しています。

# clnode add -c cluster-1 -n phys-schost-1 \

-e phys-schost-2:net1,switch1 -e phys-schost-2:net2,switch2

例   96 クラスタからのノードの削除

次のコマンドは、ノードをクラスタから削除します。このコマンドは、このコマンドを実行したノード
を削除します。このノードは、非クラスタモードです。

# clnode remove

例   97 ノードに関連するプライベートホスト名の変更

次のコマンドは、ノード phys-schost-1 のプライベートホスト名をデフォルト設定に変更します。
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# clnode set -p privatehost=phys-schost-1

例   98 すべてのノードに対するプライベートホスト名設定の変更

次のコマンドは、すべてのノードのプライベースホスト名設定をデフォルト値に変更します。この
場合は、+ がプラス記号オペランドであることを示すために、等号 (=) とプラス記号 (+) の間に
空白を挿入する必要があります。

# clnode set -p privatehost= +

例   99 グローバルクラスタノードまたはゾーンクラスタノードでの負荷制限の設定

次のコマンドは、グローバルクラスタのすべてのノードの既存の負荷制限を変更します。この
例では、3 つの負荷制限 mem_load、disk_load、および cpu_load を定義し、それぞれに弱
い制限値と強い制限値を設定しています。mem_load 負荷制限には弱い制限値 11 があ
り、disk_load には弱い制限値がなく、cpu_load には強い制限値がありません。この例の + オ
ペランドは、すべてのノードの負荷制限を変更します。

# clnode set-loadlimit -p limitname=mem_load -p softlimit=11 -p hardlimit=20 +

# clnode set-loadlimit -p limitname=disk_load -p hardlimit=20 +

# clnode set-loadlimit -p limitname=cpu_load -p softlimit=8 node1:zone1 node2:zone2

次のコマンドは、大域ゾーンから、ゾーンクラスタノードの負荷制限を変更します。この例では、
ゾーンクラスタノードで強い制限値を使用して負荷制限を定義しています。

# clnode set-loadlimit -

Z zoneclustername
 -p limitname=zc_disk_load -p

 hardlimit=15

zc-node1

例   100 クラスタ内のすべてのノードのステータスの表示

次のコマンドは、クラスタ内のすべてのノードのステータスを表示します。

# clnode status

=== Cluster Nodes ===

--- Node Status ---

Node Name                                       Status

---------                                       ------

phys-schost-1                                   Online

phys-schost-2                                   Online
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例   101 クラスタ内のすべてのノードの冗長なステータスの表示

次のコマンドは、クラスタ内のすべてのノードの冗長なステータスを表示します。

# clnode status -v

=== Cluster Nodes ===

--- Node Status ---

Node Name                                                       Status

---------                                                       ------

phys-schost-1                                                   Online

phys-schost-2                                                   Online

--- Node IPMP Group Status ---

Node Name        Group Name        Status        Adapter        Status

---------        ----------        ------        -------        ------

phys-schost-1    sc_ipmp0          Online        net0           Online

phys-schost-2    sc_ipmp0          Online        net0           Online

--- Load Limit Status ---

Node Name      Load Limit Name   Soft Limit/Hard Limit   Load   Status

phys-schost-1  mem_load          30/50                   23     OK

               disk_load         10/15                   14     Softlimit Exceeded

               cpu_load          2/unlimited             1      OK

phys-schost-2  disk_load         90/97                   11     OK

               cpu_load          unlimited/unlimited     0      OK

例   102 すべてのノードの負荷制限ステータスを表示する

次のコマンドは、クラスタ内のすべてのノードの負荷制限ステータスを表示します。

# clnode status -l

--- Load Limit Status ---

Node Name      Load Limit Name   Soft Limit/Hard Limit   Load   Status

phys-schost-1  mem_load          30/50                   23     OK

               disk_load         10/15                   14     Softlimit Exceeded

               cpu_load          2/unlimited             1      OK

phys-schost-2  disk_load         90/97                   11     OK

               cpu_load          unlimited/unlimited     0      OK
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例   103 クラスタ内のすべての広域クラスタノードとゾーンクラスタノードのステータスの表示

次のコマンドは、クラスタ内のすべての広域クラスタノードとゾーンクラスタノードのステータスを
表示します。

# clnode status -Z all

=== Cluster Nodes ===

--- Node Status ---

Node Name                                       Status

---------                                       ------

global:phys-schost-1                            Online

global:phys-schost-2                            Online

global:phys-schost-4                            Online

global:phys-schost-3                            Online

=== Zone Cluster Nodes ===

--- Node Status ---

Node Name                                       Status

---------                                       ------

cz2:phys-schost-1                               Online

cz2:phys-schost-3                               Offline

例   104 クラスタ内のすべてのノードについての構成情報の表示

次のコマンドは、クラスタ内のすべてのノードについての構成情報を表示します。

# clnode show

=== Cluster Nodes ===

Node Name:                                      phys-schost-1

  Node ID:                                         1

  Enabled:                                         yes

  privatehostname:                                 clusternode1-priv

  reboot_on_path_failure:                          disabled

  globalzoneshares:                                1

  defaultpsetmin:                                  1

  quorum_vote:                                     1

  quorum_defaultvote:                              1

  quorum_resv_key:                                 0x4487349A00000001

  Transport Adapter List:                          net2, net3

Node Name:                                      phys-schost-2

  Node ID:                                         2

  Enabled:                                         yes

  privatehostname:                                 clusternode2-priv

  reboot_on_path_failure:                          disabled
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  globalzoneshares:                                1

  defaultpsetmin:                                  1

  quorum_vote:                                     1

  quorum_defaultvote:                              1

  quorum_resv_key:                                 0x4487349A00000002

  Transport Adapter List:                          net2, net3

例   105 クラスタ内の特定のノードについての構成情報の表示

次のコマンドは、クラスタ内の phys-schost-1 に関する構成情報を表示します。

# clnode show phys-schost-1

=== Cluster Nodes ===                          

Node Name:                                      phys-schost-1

  Node ID:                                         1

  Enabled:                                         yes

  privatehostname:                                 clusternode1-priv

  reboot_on_path_failure:                          disabled

  globalzoneshares:                                1

  defaultpsetmin:                                  1

  quorum_vote:                                     1

  quorum_defaultvote:                              1

  quorum_resv_key:                                 0x4487349A00000001

  Transport Adapter List:                          net2, net3

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

Unresolved link to " prctl1", 37 ページのclaccess(1CL),
305 ページのclresourcegroup(1CL), 551 ページのcluster(1CL),
19 ページのIntro(1CL), Unresolved link to " newfs1M", Unresolved link to " su1M",
Unresolved link to " hosts4", 819 ページのscinstall(1M), Unresolved link to "
nsswitch.conf4", Unresolved link to " vfstab4", Unresolved link to " attributes5",
Unresolved link to " rbac5", 1447 ページのclconfiguration(5CL), Unresolved link
to " lofi7D"

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster システム管理 のクラスタの管理の概要"で、
プライベートホスト名の変更方法を示す例を参照してください。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

すべてのユーザーがこのコマンドに -? (ヘルプ) オプションまたは -V (バージョン) オプションを
指定して実行できます。

スーパーユーザー以外のユーザーが clnode コマンドにサブコマンドを付けて実行するに
は、RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

add solaris.cluster.modify

clear solaris.cluster.modify

create-loadlimit solaris.cluster.modify

delete-loadlimit solaris.cluster.modify

evacuate solaris.cluster.admin

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

remove solaris.cluster.modify

rename solaris.cluster.modify

set solaris.cluster.modify

set-loadlimit solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

show-rev solaris.cluster.read

status solaris.cluster.read
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名前
clpstring, clps — Oracle Solaris Cluster プライベート文字列の管理

/usr/cluster/bin/clpstring -V

/usr/cluster/bin/clpstring subcommand -?

/usr/cluster/bin/clpstring subcommand [options] -v [pstring-name[...]

/usr/cluster/bin/clpstring create -b object-instance [-f 
     stringvalue-file] [-t object-type] [-Z {zoneclustername | global}] 
     pstring-name

/usr/cluster/bin/clpstring delete [-F] [-Z {zoneclustername[,...] | 
     global | all}] + | pstring-name ...

/usr/cluster/bin/clpstring list [-b object-instance[,...]] [-t 
     type[,...]] [-Z {zoneclustername[,...] | global | all}] [+ | 
     pstring-name[...]]

/usr/cluster/bin/clpstring set [-f stringvalue-file] [-Z 
     {zoneclustername | global}] pstring-name

/usr/cluster/bin/clpstring show [-b object-instance[,...]] [-t 
     type[,...]] [-Z {zoneclustername[,...] | global | all}] [+ | 
     pstring-name[...]]

clpstring コマンドは、Oracle Solaris Cluster プライベート文字列を管理します。プライベー
ト文字列は一意の名前で識別され、669 ページのscha_cluster_get(1HA) コマンドを使用
してのみ取得可能なエンコードされた値が含まれます。

プライベート文字列は、リソースなどのクラスタオブジェクトで使用され、非公開の値をセキュア
に保管および取得します。一般的な用途には、エージェントで使用される内部パスワードがあり
ます。

clps コマンドは clpstring コマンドの短い形式です。clpstring コマンドと clps コマンドは同
じものです。どちらの形式のコマンドも使用できます。

このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

clpstring [subcommand] [options] [operands]

options に -? または -V オプションを指定する場合だけは、subcommand を省略できます。
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このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
は、このマニュアルページの「オプション」セクションのオプションの説明で紹介されています。
clpstring コマンドは、次の管理タスクに使用します:

■ 存在またはまだ存在しない可能性のあるクラスタオブジェクトインスタンスで使用するため
のプライベート文字列を作成する

■ プライベート文字列の値を更新する
■ プライベート文字列をクラスタ構成から削除する
■ プライベート文字列の仕様を表示する

clpstring コマンドは、アクティブなクラスタノードのみで実行できます。コマンドの実行結果は、
実行するノードに関係なく常に同じです。

clpstring コマンドのすべてのサブコマンドは、大域ゾーンとゾーンクラスタの両方で実行でき
ます。大域ゾーンで実行する場合、-Z オプションを使用すると、操作を制限する特定のゾーンク
ラスタの名前を指定できます。

グローバルクラスタノードからすべてのゾーンクラスタ情報にアクセスできますが、個別のゾーン
クラスタはほかのゾーンクラスタを認識しません。特定のゾーンクラスタに操作を制限できない
場合、使用するサブコマンドは現在のクラスタでのみ機能します。

サブコマンド
サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

create

Oracle Solaris Cluster オブジェクトインスタンスで使用するためのプライベート文字列
を作成します。
このプライベート文字列を使用するクラスタオブジェクトインスタンスを指定するには、-b
オプションを使用します。オブジェクトインスタンスがクラスタ構成に存在しなくても、その
インスタンスのプライベート文字列を作成できます。クラスタオブジェクトインスタンスのタ
イプを指定するには、-t オプションを使用します。デフォルトのオブジェクト型は resource
です。
プライベート文字列の値を含むファイルを指定するには、-f オプションを使用します。-f が
指定されていない場合は、コマンドによって、プライベート文字列の値を指定するように求
められます。詳細は オプション セクションで確認できます。
スーパーユーザー以外のユーザーが create サブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要です。
詳細は、Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してください。
delete サブコマンドの説明も参照してください。
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delete

Oracle Solaris Cluster 構成の指定したプライベート文字列を削除します。
force オプションの -F を指定しない場合は、プライベート文字列が作成されたクラスタオ
ブジェクトインスタンスをすでに削除している必要があります。-F オプションを指定すると、
関連付けられたオブジェクトインスタンスがクラスタ構成にまだ存在し、プライベート文字
列を使用している場合でも、コマンドによってプライベート文字列が削除されます。詳細は、
オプション の -F を参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーが delete サブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
create サブコマンドの説明も参照してください。

list

クラスタに作成されたすべてのプライベート文字列を表示しますが、その値は表示しませ
ん。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。

set

指定したプライベート文字列の値を設定します。-f オプションを使用すると、プライベート
文字列の値のソースを指定できます。-f が指定されていない場合は、コマンドによって値
が求められます。プライベート文字列の値については、オプション セクションの -f の説明
を参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

show

プライベート文字列の仕様を表示しますが、その値は表示しません。仕様には、プライベー
ト文字列の名前、それに関連するオブジェクトインスタンス、およびインスタンスのオブ
ジェクト型が含まれます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。このオプションを使用する場合、ほかの処理は実行されません。
このオプションを指定するとき、サブコマンドは指定してもしなくてもかまいません。
サブコマンドなしでこのオプションを指定すると、このコマンドのサブコマンドのリストが表
示されます。
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サブコマンド付きでこのオプションを指定すると、サブコマンドの使用方法が表示されま
す。

-b object-instance
--object-instance=object-instance
--object-instance object-instance

プライベート文字列を使用または使用を目的とするオブジェクトインスタンスの名前を指
定します。オブジェクト型が resource のオブジェクトインスタンスのみが現在サポートさ
れています。

-F
--force

指定したプライベート文字列を強制的に削除します。このオプションは、delete サブコマン
ドの場合にだけ指定できます。
このオプションを delete サブコマンドとともに使用する場合、指定したプライベート文字列
を使用するオブジェクトインスタンスがクラスタにまだ存在する場合でも、このプライベート
文字列を削除します。プライベート文字列を削除する前に、クラスタからオブジェクトインス
タンスを通常どおりに削除します。

-f stringvalue-file
--stringvalue-file=stringvalue-file
--stringvalue-file stringvalue-file

プライベート文字列の値を含むファイルを指定します。ファイル名は、コマンドを実行する
ノードからアクセスできるフルパスである必要があります。
セキュリティー上の理由により、プライベート文字列の値はコマンド行オプションには指定で
きません。値のセキュリティーを維持するには、値をテキストファイルに格納し、-f オプショ
ンを使用して、このファイルのフルパスを指定します。文字列値のファイルの所有者を root
にし、ファイルの読み取り可能アクセス権を root のみに設定して、グループからも一般ユー
ザーからもアクセスできないようにします。セキュリティーをさらに強化するために、コマンド
を実行して値をプライベート文字列に設定したら、ファイルを削除できます。
-f オプションを指定しない場合は、同じ値が入力されたことを確認するために、コマンドに
よって、プライベート文字列の値を 2 回入力するように求められます。エコーを無効にした
制御端末から値を読み取ります。
-f - (-f の後に空白とダッシュ) を指定すると、プライベート文字列の値を標準入力から 1
回のみ直接読み取ることができます。プライベート文字列の値は、入力時に画面でエコーさ
れるか、コマンドがスクリプト化されている場合はスクリプトに表示されるため、プライベート
文字列の値をこのように設定する場合は注意してください。
プライベート文字列の値の入力には次の要件があります:
■ 文字列の長さは 257 文字以下にする必要があります。
■ この文字列に NULL 文字を含めることはできません。



clps 211

-t object-type
--object-type=object-type
--object-type object-type

オブジェクトインスタンスのタイプを指定します。デフォルトタイプは resource で、現在は
プライベート文字列を使用できる唯一のオブジェクト型であるため、-t オプションは必要あ
りません。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションには、サブコマンドやオペランドなどのオプションは指定しないでください。
サブコマンドやオペランドなどのオプションは無視されます。-V オプションは、コマンドの
バージョンだけを表示します。その他の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細メッセージを標準出力に表示します。
このオプションは、このコマンドの任意の形式とともに指定できます。

-Z {zoneclustername | global | all}
--zoneclustername={zoneclustername | global | all}

プライベート文字列を作成するクラスタまたはプライベート文字列が存在するクラスタを指
定します。
このオプションは、すべてのサブコマンドでサポートされています。
このオプションを指定する場合は、次のいずれかの引数も指定する必要があります。

zoneclustername このオプションを使用するコマンドが、zoneclustername という名前
のゾーンクラスタ内でのみ、指定されたすべてのプライベート文字列
で機能するように指定します。

global このオプションを使用するコマンドが、グローバルクラスタでのみ、指
定されたすべてのプライベート文字列で機能するように指定します。

all 広域クラスタでこの引数を使用する場合、それを使用するコマンド
が広域クラスタとすべてのゾーンクラスタを含め、すべてのクラスタ
で指定されたすべてのリソースで機能するように指定します。

次のオペランドだけがサポートされています。

pstring-name プライベート文字列の名前を指定します。プライベート文字列を作成する
場合は、指定する名前がクラスタ全体で一意である必要があります。サ
ブコマンドで複数のプライベート文字列を受け入れる場合、すべてのプ
ライベート文字列を指定するには、pstring-name の代わりに、プラス記号
(+) を使用できます。
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指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

次の終了コードが返されます。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

18 CL_EINTERNAL

内部エラーが発生しました
内部エラーは、ソフトウェアの欠陥またはその他の欠陥を示しています。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。
■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

37 CL_EOP

操作が許可されていません

http://otn.oracle.com
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サポートされていない構成に対する操作を実行しようとしたか、サポートされていない操作
を実行しました。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。
指定したデバイス、デバイスグループ、クラスタインターコネクトコンポーネント、ノード、クラス
タ、リソース、リソースタイプ、リソースグループ、またはプライベート文字列はすでに存在しま
す。

41 CL_ETYPE

無効なタイプです
-t または -p オプションで指定したタイプは存在しません。

これらの終了値は、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページで説明されている
リターンコードと互換性があります。

例   106 グローバルクラスタまたはゾーンクラスタのリソースにプライベート文字列を作成する

次のコマンドは、リソースインスタンスのプライベート文字列をグローバルクラスタに作成します。

# clpstring create -b resource1 -t resource -v pstring1

Enter string value: 

Enter string value again: 

Private string "pstring1" is created for the global cluster.

次のコマンドは大域ゾーンで実行され、zc1 という名前のゾーンクラスタにプライベート文字列を
作成します。プライベート文字列の値は、/pvalue.file ファイルで指定されます。

# clpstring create -Z zc1 -b resource2 -f /pvalue.file pstring2

例   107 グローバルクラスタまたはゾーンクラスタの構成からのプライベート文字列の削除

次のコマンドは、オブジェクトインスタンスがクラスタにまだ存在するかどうかに関係なく、クラ
スタ構成からすべてのプライベート文字列を削除します。

# clpstring delete -F +

次のコマンドは、zc1 という名前のゾーンクラスタから、指定したプライベート文字列を削除しま
す。

# clpstring delete -Z zc1 pstring1
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例   108 クラスタに作成されたプライベート文字列の仕様の表示

次のコマンドは、クラスタ内のプライベート文字列を表示します。

# clpstring show

=== Private Strings ===                        

Pstring Name:                                   pstring1

  Object Instance:                                 resource1

  Object Type:                                     resource

Pstring Name:                                   pstring2

  Object Instance:                                 object2

  Object Type:                                     resource

例   109 グローバルクラスタとゾーンクラスタのプライベート文字列の一覧表示

次のコマンドは、グローバルクラスタおよびすべてのゾーンクラスタ内のプライベート文字列の名
前を表示します。

# clpstring list -Z all

global:pstring1

global:pstring2

zc1:pstring1

zc1:pstring2

zc2:pstring

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 551 ページのcluster(1CL),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5", Unresolved link
to " rbac5"

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

任意のユーザーは次のオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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■ -? オプション
■ -V オプション

サブコマンドを指定してこのコマンドを実行する場合、スーパーユーザー以外のユーザーは
RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

create solaris.cluster.modify

delete solaris.cluster.modify

list solaris.cluster.read

set solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read
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名前
clpstring, clps — Oracle Solaris Cluster プライベート文字列の管理

/usr/cluster/bin/clpstring -V

/usr/cluster/bin/clpstring subcommand -?

/usr/cluster/bin/clpstring subcommand [options] -v [pstring-name[...]

/usr/cluster/bin/clpstring create -b object-instance [-f 
     stringvalue-file] [-t object-type] [-Z {zoneclustername | global}] 
     pstring-name

/usr/cluster/bin/clpstring delete [-F] [-Z {zoneclustername[,...] | 
     global | all}] + | pstring-name ...

/usr/cluster/bin/clpstring list [-b object-instance[,...]] [-t 
     type[,...]] [-Z {zoneclustername[,...] | global | all}] [+ | 
     pstring-name[...]]

/usr/cluster/bin/clpstring set [-f stringvalue-file] [-Z 
     {zoneclustername | global}] pstring-name

/usr/cluster/bin/clpstring show [-b object-instance[,...]] [-t 
     type[,...]] [-Z {zoneclustername[,...] | global | all}] [+ | 
     pstring-name[...]]

clpstring コマンドは、Oracle Solaris Cluster プライベート文字列を管理します。プライベー
ト文字列は一意の名前で識別され、669 ページのscha_cluster_get(1HA) コマンドを使用
してのみ取得可能なエンコードされた値が含まれます。

プライベート文字列は、リソースなどのクラスタオブジェクトで使用され、非公開の値をセキュア
に保管および取得します。一般的な用途には、エージェントで使用される内部パスワードがあり
ます。

clps コマンドは clpstring コマンドの短い形式です。clpstring コマンドと clps コマンドは同
じものです。どちらの形式のコマンドも使用できます。

このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

clpstring [subcommand] [options] [operands]

options に -? または -V オプションを指定する場合だけは、subcommand を省略できます。
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このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
は、このマニュアルページの「オプション」セクションのオプションの説明で紹介されています。
clpstring コマンドは、次の管理タスクに使用します:

■ 存在またはまだ存在しない可能性のあるクラスタオブジェクトインスタンスで使用するため
のプライベート文字列を作成する

■ プライベート文字列の値を更新する
■ プライベート文字列をクラスタ構成から削除する
■ プライベート文字列の仕様を表示する

clpstring コマンドは、アクティブなクラスタノードのみで実行できます。コマンドの実行結果は、
実行するノードに関係なく常に同じです。

clpstring コマンドのすべてのサブコマンドは、大域ゾーンとゾーンクラスタの両方で実行でき
ます。大域ゾーンで実行する場合、-Z オプションを使用すると、操作を制限する特定のゾーンク
ラスタの名前を指定できます。

グローバルクラスタノードからすべてのゾーンクラスタ情報にアクセスできますが、個別のゾーン
クラスタはほかのゾーンクラスタを認識しません。特定のゾーンクラスタに操作を制限できない
場合、使用するサブコマンドは現在のクラスタでのみ機能します。

サブコマンド
サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

create

Oracle Solaris Cluster オブジェクトインスタンスで使用するためのプライベート文字列
を作成します。
このプライベート文字列を使用するクラスタオブジェクトインスタンスを指定するには、-b
オプションを使用します。オブジェクトインスタンスがクラスタ構成に存在しなくても、その
インスタンスのプライベート文字列を作成できます。クラスタオブジェクトインスタンスのタ
イプを指定するには、-t オプションを使用します。デフォルトのオブジェクト型は resource
です。
プライベート文字列の値を含むファイルを指定するには、-f オプションを使用します。-f が
指定されていない場合は、コマンドによって、プライベート文字列の値を指定するように求
められます。詳細は オプション セクションで確認できます。
スーパーユーザー以外のユーザーが create サブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要です。
詳細は、Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してください。
delete サブコマンドの説明も参照してください。

http://otn.oracle.com
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delete

Oracle Solaris Cluster 構成の指定したプライベート文字列を削除します。
force オプションの -F を指定しない場合は、プライベート文字列が作成されたクラスタオ
ブジェクトインスタンスをすでに削除している必要があります。-F オプションを指定すると、
関連付けられたオブジェクトインスタンスがクラスタ構成にまだ存在し、プライベート文字
列を使用している場合でも、コマンドによってプライベート文字列が削除されます。詳細は、
オプション の -F を参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーが delete サブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
create サブコマンドの説明も参照してください。

list

クラスタに作成されたすべてのプライベート文字列を表示しますが、その値は表示しませ
ん。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。

set

指定したプライベート文字列の値を設定します。-f オプションを使用すると、プライベート
文字列の値のソースを指定できます。-f が指定されていない場合は、コマンドによって値
が求められます。プライベート文字列の値については、オプション セクションの -f の説明
を参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

show

プライベート文字列の仕様を表示しますが、その値は表示しません。仕様には、プライベー
ト文字列の名前、それに関連するオブジェクトインスタンス、およびインスタンスのオブ
ジェクト型が含まれます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。このオプションを使用する場合、ほかの処理は実行されません。
このオプションを指定するとき、サブコマンドは指定してもしなくてもかまいません。
サブコマンドなしでこのオプションを指定すると、このコマンドのサブコマンドのリストが表
示されます。
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サブコマンド付きでこのオプションを指定すると、サブコマンドの使用方法が表示されま
す。

-b object-instance
--object-instance=object-instance
--object-instance object-instance

プライベート文字列を使用または使用を目的とするオブジェクトインスタンスの名前を指
定します。オブジェクト型が resource のオブジェクトインスタンスのみが現在サポートさ
れています。

-F
--force

指定したプライベート文字列を強制的に削除します。このオプションは、delete サブコマン
ドの場合にだけ指定できます。
このオプションを delete サブコマンドとともに使用する場合、指定したプライベート文字列
を使用するオブジェクトインスタンスがクラスタにまだ存在する場合でも、このプライベート
文字列を削除します。プライベート文字列を削除する前に、クラスタからオブジェクトインス
タンスを通常どおりに削除します。

-f stringvalue-file
--stringvalue-file=stringvalue-file
--stringvalue-file stringvalue-file

プライベート文字列の値を含むファイルを指定します。ファイル名は、コマンドを実行する
ノードからアクセスできるフルパスである必要があります。
セキュリティー上の理由により、プライベート文字列の値はコマンド行オプションには指定で
きません。値のセキュリティーを維持するには、値をテキストファイルに格納し、-f オプショ
ンを使用して、このファイルのフルパスを指定します。文字列値のファイルの所有者を root
にし、ファイルの読み取り可能アクセス権を root のみに設定して、グループからも一般ユー
ザーからもアクセスできないようにします。セキュリティーをさらに強化するために、コマンド
を実行して値をプライベート文字列に設定したら、ファイルを削除できます。
-f オプションを指定しない場合は、同じ値が入力されたことを確認するために、コマンドに
よって、プライベート文字列の値を 2 回入力するように求められます。エコーを無効にした
制御端末から値を読み取ります。
-f - (-f の後に空白とダッシュ) を指定すると、プライベート文字列の値を標準入力から 1
回のみ直接読み取ることができます。プライベート文字列の値は、入力時に画面でエコーさ
れるか、コマンドがスクリプト化されている場合はスクリプトに表示されるため、プライベート
文字列の値をこのように設定する場合は注意してください。
プライベート文字列の値の入力には次の要件があります:
■ 文字列の長さは 257 文字以下にする必要があります。
■ この文字列に NULL 文字を含めることはできません。
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-t object-type
--object-type=object-type
--object-type object-type

オブジェクトインスタンスのタイプを指定します。デフォルトタイプは resource で、現在は
プライベート文字列を使用できる唯一のオブジェクト型であるため、-t オプションは必要あ
りません。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションには、サブコマンドやオペランドなどのオプションは指定しないでください。
サブコマンドやオペランドなどのオプションは無視されます。-V オプションは、コマンドの
バージョンだけを表示します。その他の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細メッセージを標準出力に表示します。
このオプションは、このコマンドの任意の形式とともに指定できます。

-Z {zoneclustername | global | all}
--zoneclustername={zoneclustername | global | all}

プライベート文字列を作成するクラスタまたはプライベート文字列が存在するクラスタを指
定します。
このオプションは、すべてのサブコマンドでサポートされています。
このオプションを指定する場合は、次のいずれかの引数も指定する必要があります。

zoneclustername このオプションを使用するコマンドが、zoneclustername という名前
のゾーンクラスタ内でのみ、指定されたすべてのプライベート文字列
で機能するように指定します。

global このオプションを使用するコマンドが、グローバルクラスタでのみ、指
定されたすべてのプライベート文字列で機能するように指定します。

all 広域クラスタでこの引数を使用する場合、それを使用するコマンド
が広域クラスタとすべてのゾーンクラスタを含め、すべてのクラスタ
で指定されたすべてのリソースで機能するように指定します。

次のオペランドだけがサポートされています。

pstring-name プライベート文字列の名前を指定します。プライベート文字列を作成する
場合は、指定する名前がクラスタ全体で一意である必要があります。サ
ブコマンドで複数のプライベート文字列を受け入れる場合、すべてのプ
ライベート文字列を指定するには、pstring-name の代わりに、プラス記号
(+) を使用できます。
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指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

次の終了コードが返されます。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

18 CL_EINTERNAL

内部エラーが発生しました
内部エラーは、ソフトウェアの欠陥またはその他の欠陥を示しています。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。
■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

37 CL_EOP

操作が許可されていません

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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サポートされていない構成に対する操作を実行しようとしたか、サポートされていない操作
を実行しました。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。
指定したデバイス、デバイスグループ、クラスタインターコネクトコンポーネント、ノード、クラス
タ、リソース、リソースタイプ、リソースグループ、またはプライベート文字列はすでに存在しま
す。

41 CL_ETYPE

無効なタイプです
-t または -p オプションで指定したタイプは存在しません。

これらの終了値は、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページで説明されている
リターンコードと互換性があります。

例   110 グローバルクラスタまたはゾーンクラスタのリソースにプライベート文字列を作成する

次のコマンドは、リソースインスタンスのプライベート文字列をグローバルクラスタに作成します。

# clpstring create -b resource1 -t resource -v pstring1

Enter string value: 

Enter string value again: 

Private string "pstring1" is created for the global cluster.

次のコマンドは大域ゾーンで実行され、zc1 という名前のゾーンクラスタにプライベート文字列を
作成します。プライベート文字列の値は、/pvalue.file ファイルで指定されます。

# clpstring create -Z zc1 -b resource2 -f /pvalue.file pstring2

例   111 グローバルクラスタまたはゾーンクラスタの構成からのプライベート文字列の削除

次のコマンドは、オブジェクトインスタンスがクラスタにまだ存在するかどうかに関係なく、クラ
スタ構成からすべてのプライベート文字列を削除します。

# clpstring delete -F +

次のコマンドは、zc1 という名前のゾーンクラスタから、指定したプライベート文字列を削除しま
す。

# clpstring delete -Z zc1 pstring1
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例   112 クラスタに作成されたプライベート文字列の仕様の表示

次のコマンドは、クラスタ内のプライベート文字列を表示します。

# clpstring show

=== Private Strings ===                        

Pstring Name:                                   pstring1

  Object Instance:                                 resource1

  Object Type:                                     resource

Pstring Name:                                   pstring2

  Object Instance:                                 object2

  Object Type:                                     resource

例   113 グローバルクラスタとゾーンクラスタのプライベート文字列の一覧表示

次のコマンドは、グローバルクラスタおよびすべてのゾーンクラスタ内のプライベート文字列の名
前を表示します。

# clpstring list -Z all

global:pstring1

global:pstring2

zc1:pstring1

zc1:pstring2

zc2:pstring

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 551 ページのcluster(1CL),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5", Unresolved link
to " rbac5"

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

任意のユーザーは次のオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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■ -? オプション
■ -V オプション

サブコマンドを指定してこのコマンドを実行する場合、スーパーユーザー以外のユーザーは
RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

create solaris.cluster.modify

delete solaris.cluster.modify

list solaris.cluster.read

set solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read
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名前
clquorum, clq — Oracle Solaris Cluster 定足数デバイスおよびプロパティーの管理

/usr/cluster/bin/clquorum -V

/usr/cluster/bin/clquorum subcommand -?

/usr/cluster/bin/clquorum subcommand [options] -v devicename[…]

/usr/cluster/bin/clquorum add [-a] [-t type] [-p name=value [,…]] devicename[…]

/usr/cluster/bin/clquorum add -i {- | clconfigfile} [-t type] [-p name=value[,…]] {+
 | devicename[…]}

/usr/cluster/bin/clquorum disable [-t type[,…]] {+ | devicename...}

/usr/cluster/bin/clquorum enable [-t type[,…]] {+ | devicename[…]}

/usr/cluster/bin/clquorum export [-o {- | clconfigfile}] [-t type[,…]] {+ | devicename[…]}

/usr/cluster/bin/clquorum list [-t type[,…]] [-n node[,…]] [+ | devicename[…]]

/usr/cluster/bin/clquorum remove -F [-t type[,…]] 
     {+ | devicename[…]}

/usr/cluster/bin/clquorum reset 

/usr/cluster/bin/clquorum show [-t type[,…]] [-n node[,…]] 
     [+ | devicename[…]]

/usr/cluster/bin/clquorum status [-t type[,…]] [-n node[,…]] 
     [+ | devicename[…]]

clquorum コマンドは、クラスタ定足数デバイスとクラスタ定足数プロパティーを管理します。clq
コマンドは、clquorum コマンドの短縮形式です。clquorum コマンドと clq コマンドは同じもので
す。どちらの形式のコマンドも使用できます。

このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

clquorum [subcommand] [options] [operands]

subcommand を省略できるのは、options で -? オプションまたは -V オプションが指定されて
いる場合のみです。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
は、このマニュアルページの「オプション」セクションのオプションの説明で紹介されています。
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定足数デバイスは、スプリットブレーンおよび記憶喪失状態からクラスタを保護するために必要
です。(スプリットブレインおよび記憶喪失状態については、『Oracle Solaris Cluster の概念』
の定足数および定足数デバイスに関するセクションを参照してください)。各定足数デバイス
は、SCSI ケーブルまたは IP ネットワークによって、2 つ以上のノードに接続する必要がありま
す。

定足数デバイスは、共有 SCSI ストレージデバイス、共有 NAS ストレージデバイス (Oracle
ZFS Storage Appliance)、定足数サーバーのいずれかです。定足数デバイスがユーザーデー
タを格納する場合に、そのデバイスを定足数デバイスとして追加または削除しても、格納されて
いるデータは影響を受けません。ただし、レプリケーションストレージデバイスを使用する場合、定
足数デバイスはレプリケートされないボリューム上に置きます。

ノードと定足数デバイスが保守状態にある場合を除き、ノードと定足数デバイスは両方、クラス
タ定足数構成に参加します。ノードまたは定足数デバイスが保守状態の場合、その投票数は常
に 0 で、このノードまたは定足数デバイスは、定足数構成に参加しません。

clquorum コマンドを使用すると、次に示すタスクを実行できます。

■ 定足数デバイスを Oracle Solaris Cluster 構成に追加する
■ 定足数デバイスを Oracle Solaris Cluster 構成から削除する
■ 定足数プロパティーを管理する

サブコマンド

サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

add

指定した共有デバイスを定足数デバイスとして追加します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
個々の定足数デバイスは、クラスタ内の最低 2 つのノードに接続します。定足数デバイス
は、クラスタ構成内の接続パスを使用して、デバイスが接続されているすべてのノードに追
加されます。その後、定足数デバイス-クラスタノード間の接続が変更された場合は、ユー
ザーがパスを更新します。パスは、定足数デバイスを削除し、構成に追加し直すことによっ
て更新できます。この状態は、定足数デバイスに接続されているノードをさらに追加する場
合や、1 つ以上のノードから定足数デバイスを切断する場合に発生することがあります。定
足数の管理の詳細は、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster システム管理 の
第 6 章定足数の管理"を参照してください。
定足数デバイスには、タイプがいくつかあります。詳細は、オプション セクションの -t オプ
ションを参照してください。デフォルトのタイプは shared_disk です。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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スーパーユーザー以外のユーザーは、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御
(RBAC) の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
remove サブコマンドの説明も参照してください。

disable

定足数デバイスまたはノードを定足数保守状態に置きます。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
保守状態では、共有デバイスまたはノードの投票数は 0 です。そのような共有デバイスま
たはノードは、定足数構成にもはや参加しません。さらに、保守状態のノードの場合、その
ノードに接続されているすべての定足数デバイスの投票数は、1 減分されます。
この機能は、保守のために長期間ノードまたはデバイスを停止する必要がある場合に便利
です。installmode が設定されていない場合、ノードをクラスタにブートし直すと、ノードは、
保守モードを解除します。
ノードを保守状態にする前に、ノードを停止する必要があります。
スーパーユーザー以外のユーザーは、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
enable サブコマンドの説明も参照してください。

enable

定足数デバイスまたはノードを定足数保守状態から解除します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
enable サブコマンドは、定足数デバイスまたはノードの保守モードを解除します。このサブ
コマンドは、定足数デバイスまたはノードの構成済み定足数投票数をデフォルトにリセット
します。これにより、共有デバイスまたはノードは、定足数構成に参加できるようになります。
定足数デバイスをリセットすると、定足数デバイスの投票数は N-1 に変更されます。この
計算では、N は、デバイスに接続されているゼロ以外の投票数を持つノードの数です。ノー
ドのリセット後、投票数はそのデフォルト値にリセットされます。次に、ノードに接続されてい
る定足数デバイスの投票数が、1 増分されます。
インストールモード設定 installmode が有効でない場合は、各ノードの定足数構成が、ブー
ト時に自動的に有効になります。
スーパーユーザー以外のユーザーは、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
disable サブコマンドの説明も参照してください。

export

クラスタ定足数の構成情報をエクスポートします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
-o オプションを使用してファイルを指定する場合、構成情報は、そのファイルに書き込まれ
ます。ファイルを指定しない場合、この情報は標準出力 (stdout) に書き込まれます。
export サブコマンドは、クラスタ構成データをまったく変更しません。
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スーパーユーザー以外のユーザーは、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

list

クラスタ内で構成されている定足数デバイスの名前を表示します。
このサブコマンドのすべての形式を大域ゾーンで使用できます。ゾーンクラスタでは、この
サブコマンドを -? または -V オプションと一緒でのみ、またはオプションなしで使用できま
す。
オプションを指定しない場合、list サブコマンドは、クラスタ内で構成されているすべての
定足数デバイスを表示します。-t オプションを指定すると、このサブコマンドは、指定されて
いるタイプの定足数デバイスだけを表示します。-n オプションを指定すると、このサブコマ
ンドは、指定されているいずれかのノードに接続されているすべての定足数デバイスの名
前を表示します。
スーパーユーザー以外のユーザーは、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

remove

指定された定足数デバイス (1 つまたは複数) を、Oracle Solaris Cluster 定足数構成
から削除します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
このサブコマンドで強制オプション -F を使用すると、2 ノードクラスタの最後の定足数デバ
イスを削除できます。-F オプションを指定しないと、remove サブコマンドは、2 ノードクラス
タの最後の定足数デバイスを削除しません。
remove サブコマンドは、物理デバイスを切断したり、削除したりするわけではありません。ま
た、何らかのデータが存在する場合も、デバイス上のユーザーデータに影響を与えることは
ありません。installmode が有効でないかぎり、2 ノードクラスタの最後の定足数デバイス
は削除できません。
削除できるのは、定足数デバイスだけです。このサブコマンドを使用して、クラスタノードを
削除できません。
スーパーユーザー以外のユーザーは、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
add サブコマンドの説明も参照してください。

reset

定足数構成全体をリセットし、デフォルトの投票数にします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
installmode が有効な場合、このノードはリセットによってクリアーされます。1 つ以上の定
足数デバイスが正常に構成されている場合を除き、2 ノードクラスタでは installmode をリ
セットできません。
スーパーユーザー以外のユーザーは、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
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installmode プロパティーの説明については、551 ページのcluster(1CL) の -p オプ
ションも参照してください。

show

定足数デバイスのプロパティーを表示します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
オプションを指定しない場合、show サブコマンドは、クラスタ内のすべての定足数デバイス
のプロパティーを表示します。
-t オプションを使用してタイプを指定すると、このサブコマンドは、そのタイプのデバイスの
プロパティーだけを表示します。オプション の -t を参照してください。
-n オプションを使用してノードを指定すると、このサブコマンドは、指定されるずれかのノー
ドに接続されている定足数デバイスのプロパティーを表示します。
スーパーユーザー以外のユーザーは、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

status

定足数デバイスの現在のステータスおよび投票数を確認および表示します。
このサブコマンドのすべての形式を大域ゾーンで使用できます。ゾーンクラスタでは、この
サブコマンドを -? または -V オプションと一緒でのみ、またはオプションなしで使用できま
す。
このサブコマンドを大域ゾーンで使用すると、指定したノードに接続されている定足数デバ
イスのステータスをすぐに確認できます。ノードに接続されていない定足数デバイスでは、こ
のサブコマンドは前回のクラスタ再構成中に True であったステータスを表示します。
オプションを指定しない場合、status サブコマンドは、クラスタ内のすべての定足数デバイ
スに関する情報を表示します。
-t オプションを使用してタイプを指定すると、このサブコマンドは、そのタイプのデバイスの
情報だけを表示します。オプション セクションの -t を参照してください。
-n オプションを使用してノードを指定すると、このサブコマンドは、指定されるずれかのノー
ドに接続されている定足数デバイスのプロパティーを表示します。
スーパーユーザー以外のユーザーは、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。このオプションを使用する場合、ほかの処理は実行されません。
このオプションを指定するとき、サブコマンドは指定してもしなくてもかまいません。
このオプションをサブコマンドなしで指定すると、このコマンドのサブコマンドのリストが表
示されます。
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サブコマンド付きでこのオプションを指定すると、サブコマンドの使用方法が表示されま
す。

-a
--autoconfig

共有ディスクを使用する 2 ノードクラスタの場合、定足数デバイスが構成されていないとき
は、1 つの定足数デバイスを自動的に選択して構成します。
クラスタにあるすべての共有ディスクは、定足数デバイスとしての資格を備えていなけれ
ばなりません。autoconfig サブコマンドは、使用できるデバイスが定足数デバイスになる
資格があるかどうかをチェックしません。autoconfig サブコマンドは、共有ディスクだけを
チェックします。
スーパーユーザー以外のユーザーは、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してください。

-F

指定した定足数デバイスを強制的に削除します。
強制オプションを一緒に指定できるのは、remove サブコマンドだけです。強制オプションに
より、2 ノードクラスタの最後の定足数デバイスを削除したり、失敗した定足数デバイスを削
除したりすることができます。remove サブコマンドでこのオプションを使用すると、定足数
サブシステムは削除中に定足数デバイスにタッチしません。

-i clconfigfile
--input=clconfigfile
--input clconfigfile

定足数デバイスの管理に使用する構成情報を指定します。この情報
は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義されている形式に
準拠している必要があります。
ほかのコマンド行オプションでサブコマンドとともに -i を使用すると、コマンド行オプション
の引数が、構成ファイル内の設定を上書きします。

-n node-name
--node=node-name
--node node-name

定足数デバイスの接続先ノード名を指定します。このオプションは、指定されてい
るノードに接続されている定足数デバイスに対して表示される情報を制限するため
に、list、status、および show サブコマンドで使用されます。
ノード名または node-name に対応するノード ID を指定できます。

-o {- | clconfigfile}
--output={- | clconfigfile}
--output {- | clconfigfile}

定足数デバイスの構成情報をファイルまたは標準出力 (stdout) に書き込みます。この構
成情報の形式は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで説明さ
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れている形式に準拠します。標準出力を指定するには、ファイル名の代わりに - を指定し
ます。

-p name=value[,…]
--property=name=value[,…]
--property name=value[,…]

デバイスタイプ固有の定足数デバイスのプロパティーを指定します。このオプションは、add
サブコマンドとともに使用します。これらプロパティーのリストと説明については、-t オプショ
ンの説明を参照してください。

-t device-type
--type=device-type
--type device-type

定足数デバイスタイプを指定します。このオプションが指定されている場合、オペランド
は、指定されているタイプでなければなりません。
add、export、および remove サブコマンドの現在サポートされている定足数デバイスタイプ
は、次のとおりです。
■ shared_disk によって指定されている共有ローカルディスク (SCSI-2、SCSI-3、ソフト

ウェア定足数 (フェンシングが無効化されている SCSI ディスク) のいずれか)
■ quorum_server によって指定されている、Oracle Solaris Cluster Quorum Server

マシン上で実行されている定足数サーバープロセス

デフォルトのタイプは shared_disk です。
add サブコマンドは、-tnode を定足数タイプとして受け付けません。
enable、disable、list、show、および status サブコマンドの場合、タイプ
node、shared_disk、または quorum_server を指定できます。これらの異なるタイプの定足
数デバイスは、次に示すプロパティーを持っています。

node

定足数構成に参加するノードに対して、固有のプロパティーは設定されていません。
このタイプは、enable、disable、list、status、および show サブコマンドでのみ使用さ
れます。タイプ node の定足数デバイスの追加には使用できません。

quorum_server

quorum_server タイプの定足数デバイスは、次に示すプロパティーを持っています。
qshost=quorum-server-host: 定足数サーバーが動作するマシンの名前を指定します。
このホストは、ネットワーク上のマシンまたはホスト名の IP アドレスとすることができま
す。ホスト名を指定した場合は、そのマシンの IP アドレスが、/etc/hosts ファイルま
たは /etc/inet/ipnodes ファイル、あるいはその両方に指定されている必要がありま
す。
port=port: 定足数サーバーがクラスタノードと通信するために使用するポート番号を指
定します。
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定足数サーバーを追加する前に、定足数サーバーソフトウェアをホストマシンに
インストールし、定足数サーバーを起動して実行しておく必要があります。詳細
は、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster ソフトウェアのインストール "を参
照してください。

shared_disk

SCSI-2、SCSI-3、またはソフトウェア定足数デバイスを構成するには、このタイプを使
用します。shared_disk 定足数デバイスに対して、固有のプロパティーは設定されてい
ません。autoconfig サブコマンドは、このタイプの定足数デバイスだけを受け付けま
す。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションは、ほかのサブコマンド、オプション、またはオペランドと一緒に使用しない
でください。サブコマンド、オプション、またはオペランドは、無視されます。-V オプションは、
コマンドのバージョンだけを表示します。その他の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細な情報を標準出力 (stdout) に表示します。

次のオペランドがサポートされています。

devicename
add、export、および remove サブコマンドの場合のみ、オペランドは共有ディスク (SCSI、
定足数サーバー、または NAS 定足数デバイス) の名前です。add サブコマンドの場合、-i
を使用して clconfigurationfile を指定しないときは、少なくとも 1 つの定足数デバイス
をオペランドとして指定する必要があります。
disable、enable、list、status、および show サブコマンドの場合のみ、オペランドをノード
の名前または共有ディスク (SCSI、定足数サーバー、または NAS 定足数デバイス) の名
前とすることができます。
どの場合でも、オペランドのタイプは -t オプションの値と一致している必要があります (そ
のオプションを指定する場合)。
devicename オペランドとして、次の値を使用します。
■ ノードの場合、オペランドはノード名またはノード ID です。
■ SCSI 定足数デバイスの場合、オペランドはデバイス識別子または DID フルパス名

である必要があります (たとえば、d1 や /dev/did/rdsk/d1)。
■ 定足数サーバーの定足数デバイスの場合、オペランドは、単数または複数の定足数

サーバーの識別子を指定する必要があります。これは定足数サーバーのインスタンス名
でもよく、すべての定足数デバイスで一意の必要があります。
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+
disable、enable、list、status、および show サブコマンドの場合のみ、クラスタに対して構
成されているすべての定足数デバイスを指定します。-t オプションを使用する場合、プラス
記号 (+) オペランドでは該当するタイプを持つすべてのデバイスを指定します。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

次の終了値が返される可能性があります。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

18 CL_EINTERNAL

内部エラーが発生しました
内部エラーは、ソフトウェアの欠陥またはその他の欠陥を示しています。

35 CL_EIO

I/O エラー
物理的な入出力エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
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次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。

■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。
指定したデバイス、デバイスグループ、クラスタインターコネクトコンポーネント、ノード、クラス
タ、リソース、リソースタイプ、リソースグループ、またはプライベート文字列はすでに存在しま
す。

41 CL_ETYPE

無効なタイプです
-t または -p オプションで指定したタイプは存在しません。

例   114 SCSI 定足数デバイスの追加

clquorum コマンドは、すべてのクラスタノードに接続されている SCSI 定足数デバイスを構成し
ます。

# clquorum add /dev/did/rdsk/d4s2

add サブコマンドの使用時は、shared_disk タイプがデフォルトです。shared_disk 定足数デバ
イスを追加するには、-t shared_disk を指定する必要はありません。

例   115 定足数サーバーの追加

次の clquorum コマンドは、定足数サーバー qs1 を構成します。

# clquorum add -t quorum_server -p qshost=10.11.114.81 -p port=9000 qs1

例   116 定足数デバイスの削除

次の clquorum コマンドは、定足数デバイス d4 を削除します。

# clquorum remove d4

定足数デバイスを削除するために使用するコマンドは、デバイスタイプが shared_disk と
quorum_server のいずれでも同じです。
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例   117 定足数デバイスの保守状態への移行

次の clquorum コマンドは、定足数デバイス qs1 を保守状態に移行し、デバイスが保守状態で
あることを確認します。

# clquorum disable qs1

# clquorum status qs1

  

=== Cluster Quorum ===

--- Quorum Votes by Device ---

Device Name       Present      Possible      Status

-----------       -------      --------      ------

qs1                1            1             Offline

例   118 定足数デバイスの定足数投票数のリセット

次の clquorum コマンドは、定足数デバイス d4 の構成済みの定足数投票数をデフォルトにリ
セットします。

# clquorum enable d4

例   119 クラスタ内で構成されている定足数デバイスの表示

次の clquorum コマンドは、簡潔な形式と詳細形式で、定足数デバイスを表示します。

# clquorum list

d4

pcow1

pcow2

# clquorum list -v

Quorums               Type

-------               ----

d4                    shared_disk

pcow1                 node

pcow2                 node

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中
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19 ページのIntro(1CL), 551 ページのcluster(1CL),
1447 ページのclconfiguration(5CL)

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

任意のユーザーは次のオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

■ -? オプション
■ -V オプション

スーパーユーザー以外のユーザーがほかのサブコマンドを指定してこのコマンドを実行するに
は、RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

add solaris.cluster.modify

disable solaris.cluster.modify

enable solaris.cluster.modify

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

remove solaris.cluster.modify

reset solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

status solaris.cluster.read
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名前
clquorum, clq — Oracle Solaris Cluster 定足数デバイスおよびプロパティーの管理

/usr/cluster/bin/clquorum -V

/usr/cluster/bin/clquorum subcommand -?

/usr/cluster/bin/clquorum subcommand [options] -v devicename[…]

/usr/cluster/bin/clquorum add [-a] [-t type] [-p name=value [,…]] devicename[…]

/usr/cluster/bin/clquorum add -i {- | clconfigfile} [-t type] [-p name=value[,…]] {+
 | devicename[…]}

/usr/cluster/bin/clquorum disable [-t type[,…]] {+ | devicename...}

/usr/cluster/bin/clquorum enable [-t type[,…]] {+ | devicename[…]}

/usr/cluster/bin/clquorum export [-o {- | clconfigfile}] [-t type[,…]] {+ | devicename[…]}

/usr/cluster/bin/clquorum list [-t type[,…]] [-n node[,…]] [+ | devicename[…]]

/usr/cluster/bin/clquorum remove -F [-t type[,…]] 
     {+ | devicename[…]}

/usr/cluster/bin/clquorum reset 

/usr/cluster/bin/clquorum show [-t type[,…]] [-n node[,…]] 
     [+ | devicename[…]]

/usr/cluster/bin/clquorum status [-t type[,…]] [-n node[,…]] 
     [+ | devicename[…]]

clquorum コマンドは、クラスタ定足数デバイスとクラスタ定足数プロパティーを管理します。clq
コマンドは、clquorum コマンドの短縮形式です。clquorum コマンドと clq コマンドは同じもので
す。どちらの形式のコマンドも使用できます。

このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

clquorum [subcommand] [options] [operands]

subcommand を省略できるのは、options で -? オプションまたは -V オプションが指定されて
いる場合のみです。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
は、このマニュアルページの「オプション」セクションのオプションの説明で紹介されています。
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定足数デバイスは、スプリットブレーンおよび記憶喪失状態からクラスタを保護するために必要
です。(スプリットブレインおよび記憶喪失状態については、『Oracle Solaris Cluster の概念』
の定足数および定足数デバイスに関するセクションを参照してください)。各定足数デバイス
は、SCSI ケーブルまたは IP ネットワークによって、2 つ以上のノードに接続する必要がありま
す。

定足数デバイスは、共有 SCSI ストレージデバイス、共有 NAS ストレージデバイス (Oracle
ZFS Storage Appliance)、定足数サーバーのいずれかです。定足数デバイスがユーザーデー
タを格納する場合に、そのデバイスを定足数デバイスとして追加または削除しても、格納されて
いるデータは影響を受けません。ただし、レプリケーションストレージデバイスを使用する場合、定
足数デバイスはレプリケートされないボリューム上に置きます。

ノードと定足数デバイスが保守状態にある場合を除き、ノードと定足数デバイスは両方、クラス
タ定足数構成に参加します。ノードまたは定足数デバイスが保守状態の場合、その投票数は常
に 0 で、このノードまたは定足数デバイスは、定足数構成に参加しません。

clquorum コマンドを使用すると、次に示すタスクを実行できます。

■ 定足数デバイスを Oracle Solaris Cluster 構成に追加する
■ 定足数デバイスを Oracle Solaris Cluster 構成から削除する
■ 定足数プロパティーを管理する

サブコマンド

サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

add

指定した共有デバイスを定足数デバイスとして追加します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
個々の定足数デバイスは、クラスタ内の最低 2 つのノードに接続します。定足数デバイス
は、クラスタ構成内の接続パスを使用して、デバイスが接続されているすべてのノードに追
加されます。その後、定足数デバイス-クラスタノード間の接続が変更された場合は、ユー
ザーがパスを更新します。パスは、定足数デバイスを削除し、構成に追加し直すことによっ
て更新できます。この状態は、定足数デバイスに接続されているノードをさらに追加する場
合や、1 つ以上のノードから定足数デバイスを切断する場合に発生することがあります。定
足数の管理の詳細は、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster システム管理 の
第 6 章定足数の管理"を参照してください。
定足数デバイスには、タイプがいくつかあります。詳細は、オプション セクションの -t オプ
ションを参照してください。デフォルトのタイプは shared_disk です。
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スーパーユーザー以外のユーザーは、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御
(RBAC) の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
remove サブコマンドの説明も参照してください。

disable

定足数デバイスまたはノードを定足数保守状態に置きます。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
保守状態では、共有デバイスまたはノードの投票数は 0 です。そのような共有デバイスま
たはノードは、定足数構成にもはや参加しません。さらに、保守状態のノードの場合、その
ノードに接続されているすべての定足数デバイスの投票数は、1 減分されます。
この機能は、保守のために長期間ノードまたはデバイスを停止する必要がある場合に便利
です。installmode が設定されていない場合、ノードをクラスタにブートし直すと、ノードは、
保守モードを解除します。
ノードを保守状態にする前に、ノードを停止する必要があります。
スーパーユーザー以外のユーザーは、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
enable サブコマンドの説明も参照してください。

enable

定足数デバイスまたはノードを定足数保守状態から解除します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
enable サブコマンドは、定足数デバイスまたはノードの保守モードを解除します。このサブ
コマンドは、定足数デバイスまたはノードの構成済み定足数投票数をデフォルトにリセット
します。これにより、共有デバイスまたはノードは、定足数構成に参加できるようになります。
定足数デバイスをリセットすると、定足数デバイスの投票数は N-1 に変更されます。この
計算では、N は、デバイスに接続されているゼロ以外の投票数を持つノードの数です。ノー
ドのリセット後、投票数はそのデフォルト値にリセットされます。次に、ノードに接続されてい
る定足数デバイスの投票数が、1 増分されます。
インストールモード設定 installmode が有効でない場合は、各ノードの定足数構成が、ブー
ト時に自動的に有効になります。
スーパーユーザー以外のユーザーは、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
disable サブコマンドの説明も参照してください。

export

クラスタ定足数の構成情報をエクスポートします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
-o オプションを使用してファイルを指定する場合、構成情報は、そのファイルに書き込まれ
ます。ファイルを指定しない場合、この情報は標準出力 (stdout) に書き込まれます。
export サブコマンドは、クラスタ構成データをまったく変更しません。
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スーパーユーザー以外のユーザーは、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

list

クラスタ内で構成されている定足数デバイスの名前を表示します。
このサブコマンドのすべての形式を大域ゾーンで使用できます。ゾーンクラスタでは、この
サブコマンドを -? または -V オプションと一緒でのみ、またはオプションなしで使用できま
す。
オプションを指定しない場合、list サブコマンドは、クラスタ内で構成されているすべての
定足数デバイスを表示します。-t オプションを指定すると、このサブコマンドは、指定されて
いるタイプの定足数デバイスだけを表示します。-n オプションを指定すると、このサブコマ
ンドは、指定されているいずれかのノードに接続されているすべての定足数デバイスの名
前を表示します。
スーパーユーザー以外のユーザーは、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

remove

指定された定足数デバイス (1 つまたは複数) を、Oracle Solaris Cluster 定足数構成
から削除します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
このサブコマンドで強制オプション -F を使用すると、2 ノードクラスタの最後の定足数デバ
イスを削除できます。-F オプションを指定しないと、remove サブコマンドは、2 ノードクラス
タの最後の定足数デバイスを削除しません。
remove サブコマンドは、物理デバイスを切断したり、削除したりするわけではありません。ま
た、何らかのデータが存在する場合も、デバイス上のユーザーデータに影響を与えることは
ありません。installmode が有効でないかぎり、2 ノードクラスタの最後の定足数デバイス
は削除できません。
削除できるのは、定足数デバイスだけです。このサブコマンドを使用して、クラスタノードを
削除できません。
スーパーユーザー以外のユーザーは、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
add サブコマンドの説明も参照してください。

reset

定足数構成全体をリセットし、デフォルトの投票数にします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
installmode が有効な場合、このノードはリセットによってクリアーされます。1 つ以上の定
足数デバイスが正常に構成されている場合を除き、2 ノードクラスタでは installmode をリ
セットできません。
スーパーユーザー以外のユーザーは、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
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installmode プロパティーの説明については、551 ページのcluster(1CL) の -p オプ
ションも参照してください。

show

定足数デバイスのプロパティーを表示します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
オプションを指定しない場合、show サブコマンドは、クラスタ内のすべての定足数デバイス
のプロパティーを表示します。
-t オプションを使用してタイプを指定すると、このサブコマンドは、そのタイプのデバイスの
プロパティーだけを表示します。オプション の -t を参照してください。
-n オプションを使用してノードを指定すると、このサブコマンドは、指定されるずれかのノー
ドに接続されている定足数デバイスのプロパティーを表示します。
スーパーユーザー以外のユーザーは、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

status

定足数デバイスの現在のステータスおよび投票数を確認および表示します。
このサブコマンドのすべての形式を大域ゾーンで使用できます。ゾーンクラスタでは、この
サブコマンドを -? または -V オプションと一緒でのみ、またはオプションなしで使用できま
す。
このサブコマンドを大域ゾーンで使用すると、指定したノードに接続されている定足数デバ
イスのステータスをすぐに確認できます。ノードに接続されていない定足数デバイスでは、こ
のサブコマンドは前回のクラスタ再構成中に True であったステータスを表示します。
オプションを指定しない場合、status サブコマンドは、クラスタ内のすべての定足数デバイ
スに関する情報を表示します。
-t オプションを使用してタイプを指定すると、このサブコマンドは、そのタイプのデバイスの
情報だけを表示します。オプション セクションの -t を参照してください。
-n オプションを使用してノードを指定すると、このサブコマンドは、指定されるずれかのノー
ドに接続されている定足数デバイスのプロパティーを表示します。
スーパーユーザー以外のユーザーは、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。このオプションを使用する場合、ほかの処理は実行されません。
このオプションを指定するとき、サブコマンドは指定してもしなくてもかまいません。
このオプションをサブコマンドなしで指定すると、このコマンドのサブコマンドのリストが表
示されます。

http://otn.oracle.com
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サブコマンド付きでこのオプションを指定すると、サブコマンドの使用方法が表示されま
す。

-a
--autoconfig

共有ディスクを使用する 2 ノードクラスタの場合、定足数デバイスが構成されていないとき
は、1 つの定足数デバイスを自動的に選択して構成します。
クラスタにあるすべての共有ディスクは、定足数デバイスとしての資格を備えていなけれ
ばなりません。autoconfig サブコマンドは、使用できるデバイスが定足数デバイスになる
資格があるかどうかをチェックしません。autoconfig サブコマンドは、共有ディスクだけを
チェックします。
スーパーユーザー以外のユーザーは、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してください。

-F

指定した定足数デバイスを強制的に削除します。
強制オプションを一緒に指定できるのは、remove サブコマンドだけです。強制オプションに
より、2 ノードクラスタの最後の定足数デバイスを削除したり、失敗した定足数デバイスを削
除したりすることができます。remove サブコマンドでこのオプションを使用すると、定足数
サブシステムは削除中に定足数デバイスにタッチしません。

-i clconfigfile
--input=clconfigfile
--input clconfigfile

定足数デバイスの管理に使用する構成情報を指定します。この情報
は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義されている形式に
準拠している必要があります。
ほかのコマンド行オプションでサブコマンドとともに -i を使用すると、コマンド行オプション
の引数が、構成ファイル内の設定を上書きします。

-n node-name
--node=node-name
--node node-name

定足数デバイスの接続先ノード名を指定します。このオプションは、指定されてい
るノードに接続されている定足数デバイスに対して表示される情報を制限するため
に、list、status、および show サブコマンドで使用されます。
ノード名または node-name に対応するノード ID を指定できます。

-o {- | clconfigfile}
--output={- | clconfigfile}
--output {- | clconfigfile}

定足数デバイスの構成情報をファイルまたは標準出力 (stdout) に書き込みます。この構
成情報の形式は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで説明さ
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れている形式に準拠します。標準出力を指定するには、ファイル名の代わりに - を指定し
ます。

-p name=value[,…]
--property=name=value[,…]
--property name=value[,…]

デバイスタイプ固有の定足数デバイスのプロパティーを指定します。このオプションは、add
サブコマンドとともに使用します。これらプロパティーのリストと説明については、-t オプショ
ンの説明を参照してください。

-t device-type
--type=device-type
--type device-type

定足数デバイスタイプを指定します。このオプションが指定されている場合、オペランド
は、指定されているタイプでなければなりません。
add、export、および remove サブコマンドの現在サポートされている定足数デバイスタイプ
は、次のとおりです。
■ shared_disk によって指定されている共有ローカルディスク (SCSI-2、SCSI-3、ソフト

ウェア定足数 (フェンシングが無効化されている SCSI ディスク) のいずれか)
■ quorum_server によって指定されている、Oracle Solaris Cluster Quorum Server

マシン上で実行されている定足数サーバープロセス

デフォルトのタイプは shared_disk です。
add サブコマンドは、-tnode を定足数タイプとして受け付けません。
enable、disable、list、show、および status サブコマンドの場合、タイプ
node、shared_disk、または quorum_server を指定できます。これらの異なるタイプの定足
数デバイスは、次に示すプロパティーを持っています。

node

定足数構成に参加するノードに対して、固有のプロパティーは設定されていません。
このタイプは、enable、disable、list、status、および show サブコマンドでのみ使用さ
れます。タイプ node の定足数デバイスの追加には使用できません。

quorum_server

quorum_server タイプの定足数デバイスは、次に示すプロパティーを持っています。
qshost=quorum-server-host: 定足数サーバーが動作するマシンの名前を指定します。
このホストは、ネットワーク上のマシンまたはホスト名の IP アドレスとすることができま
す。ホスト名を指定した場合は、そのマシンの IP アドレスが、/etc/hosts ファイルま
たは /etc/inet/ipnodes ファイル、あるいはその両方に指定されている必要がありま
す。
port=port: 定足数サーバーがクラスタノードと通信するために使用するポート番号を指
定します。
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定足数サーバーを追加する前に、定足数サーバーソフトウェアをホストマシンに
インストールし、定足数サーバーを起動して実行しておく必要があります。詳細
は、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster ソフトウェアのインストール "を参
照してください。

shared_disk

SCSI-2、SCSI-3、またはソフトウェア定足数デバイスを構成するには、このタイプを使
用します。shared_disk 定足数デバイスに対して、固有のプロパティーは設定されてい
ません。autoconfig サブコマンドは、このタイプの定足数デバイスだけを受け付けま
す。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションは、ほかのサブコマンド、オプション、またはオペランドと一緒に使用しない
でください。サブコマンド、オプション、またはオペランドは、無視されます。-V オプションは、
コマンドのバージョンだけを表示します。その他の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細な情報を標準出力 (stdout) に表示します。

次のオペランドがサポートされています。

devicename
add、export、および remove サブコマンドの場合のみ、オペランドは共有ディスク (SCSI、
定足数サーバー、または NAS 定足数デバイス) の名前です。add サブコマンドの場合、-i
を使用して clconfigurationfile を指定しないときは、少なくとも 1 つの定足数デバイス
をオペランドとして指定する必要があります。
disable、enable、list、status、および show サブコマンドの場合のみ、オペランドをノード
の名前または共有ディスク (SCSI、定足数サーバー、または NAS 定足数デバイス) の名
前とすることができます。
どの場合でも、オペランドのタイプは -t オプションの値と一致している必要があります (そ
のオプションを指定する場合)。
devicename オペランドとして、次の値を使用します。
■ ノードの場合、オペランドはノード名またはノード ID です。
■ SCSI 定足数デバイスの場合、オペランドはデバイス識別子または DID フルパス名

である必要があります (たとえば、d1 や /dev/did/rdsk/d1)。
■ 定足数サーバーの定足数デバイスの場合、オペランドは、単数または複数の定足数

サーバーの識別子を指定する必要があります。これは定足数サーバーのインスタンス名
でもよく、すべての定足数デバイスで一意の必要があります。
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+
disable、enable、list、status、および show サブコマンドの場合のみ、クラスタに対して構
成されているすべての定足数デバイスを指定します。-t オプションを使用する場合、プラス
記号 (+) オペランドでは該当するタイプを持つすべてのデバイスを指定します。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

次の終了値が返される可能性があります。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

18 CL_EINTERNAL

内部エラーが発生しました
内部エラーは、ソフトウェアの欠陥またはその他の欠陥を示しています。

35 CL_EIO

I/O エラー
物理的な入出力エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。

■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。
指定したデバイス、デバイスグループ、クラスタインターコネクトコンポーネント、ノード、クラス
タ、リソース、リソースタイプ、リソースグループ、またはプライベート文字列はすでに存在しま
す。

41 CL_ETYPE

無効なタイプです
-t または -p オプションで指定したタイプは存在しません。

例   120 SCSI 定足数デバイスの追加

clquorum コマンドは、すべてのクラスタノードに接続されている SCSI 定足数デバイスを構成し
ます。

# clquorum add /dev/did/rdsk/d4s2

add サブコマンドの使用時は、shared_disk タイプがデフォルトです。shared_disk 定足数デバ
イスを追加するには、-t shared_disk を指定する必要はありません。

例   121 定足数サーバーの追加

次の clquorum コマンドは、定足数サーバー qs1 を構成します。

# clquorum add -t quorum_server -p qshost=10.11.114.81 -p port=9000 qs1

例   122 定足数デバイスの削除

次の clquorum コマンドは、定足数デバイス d4 を削除します。

# clquorum remove d4

定足数デバイスを削除するために使用するコマンドは、デバイスタイプが shared_disk と
quorum_server のいずれでも同じです。
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例   123 定足数デバイスの保守状態への移行

次の clquorum コマンドは、定足数デバイス qs1 を保守状態に移行し、デバイスが保守状態で
あることを確認します。

# clquorum disable qs1

# clquorum status qs1

  

=== Cluster Quorum ===

--- Quorum Votes by Device ---

Device Name       Present      Possible      Status

-----------       -------      --------      ------

qs1                1            1             Offline

例   124 定足数デバイスの定足数投票数のリセット

次の clquorum コマンドは、定足数デバイス d4 の構成済みの定足数投票数をデフォルトにリ
セットします。

# clquorum enable d4

例   125 クラスタ内で構成されている定足数デバイスの表示

次の clquorum コマンドは、簡潔な形式と詳細形式で、定足数デバイスを表示します。

# clquorum list

d4

pcow1

pcow2

# clquorum list -v

Quorums               Type

-------               ----

d4                    shared_disk

pcow1                 node

pcow2                 node

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com
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19 ページのIntro(1CL), 551 ページのcluster(1CL),
1447 ページのclconfiguration(5CL)

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

任意のユーザーは次のオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

■ -? オプション
■ -V オプション

スーパーユーザー以外のユーザーがほかのサブコマンドを指定してこのコマンドを実行するに
は、RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

add solaris.cluster.modify

disable solaris.cluster.modify

enable solaris.cluster.modify

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

remove solaris.cluster.modify

reset solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

status solaris.cluster.read
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名前
clreslogicalhostname, clrslh — Oracle Solaris Cluster 論理ホスト名用リソースの管理

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname -V

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname [subcommand [options]] -v 
     [lhresource]...

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname create -g resourcegroup 
     [-h lhost[,…]] [-N netif@node[,…]] [-p name=value] 
     [-Z {zoneclustername | global}] [-d] lhresource

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname create -i 

     {- | clconfiguration} [-a] [-g resourcegroup[,…]] [-p 
     name=value] [-d] {+ | lhresource...}

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname delete [-g resourcegroup[,…]]
     [-Z {zoneclustername | global}] [-F] {+ | lhresource...}

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname disable [-g resourcegroup[,…]] 
     [-R] [-n node[,…]] [-Z {zoneclustername | global}] 
     {+ | lhresource...}

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname enable [-g resourcegroup[,…]] 
     [-R] [-n node[,…]] [-Z {zoneclustername | global}] 
     {+ | lhresource...}

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname export [-o {- | configfile}] 
     [+ | lhresource...]

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname list [-s state[,…]] 
     [-g resourcegroup[,…]] [-Z {zoneclustername 
     [,...] | global | all}] [+ | lhresource...]

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname list-props [-l listtype] 
     [-p name[,…]] [-Z {zoneclustername [,...] | global | all}] 
     [+ | lhresource...]

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname monitor [-g resourcegroup[,…]] 
     [-Z zoneclustername | all | global] {+ | lhresource...}

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname reset [-f errorflag] [-g 
     resourcegroup[,…]] [-Z {zoneclustername | global}] 
     {+ | lhresource...}

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname set [-i 

     {- | clconfiguration}] [-g resourcegroup[,…]] [-p name
     [+|-]=value] [-Z {zoneclustername}] {+ | lhresource...}

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname show [-g resourcegroup[,…]] 
     [-p name[,…]] [-Z {zoneclustername [,...] | global | all}] 
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     [+ | lhresource...]

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname status [-s state[,…]] 
     [-n node[,…]] [-g resourcegroup[,…]] [-Z 
     {zoneclustername [,...] | global | all}] [+ | lhresource...]

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname unmonitor [-g 

     resourcegroup[,…]] [-Z {zoneclustername | global}] 
     {+ | lhresource...}

clreslogicalhostname コマンドは、Oracle Solaris Cluster 論理ホスト名用のリソー
スを管理します。clrslh コマンドは、clreslogicalhostname コマンドの短い形式で
す。clreslogicalhostname コマンドと clrslh コマンドは同じものです。どちらの形式のコマン
ドも使用できます。

clreslogicalhostname コマンドには、論理ホスト名リソースを作成するための便利なオプ
ションが組み込まれています。clreslogicalhostname コマンドでは、Solaris IP マルチパス
(IPMP) グループの自動作成もサポートされています。

clreslogicalhostname コマンドの一部のサブコマンドは、リソース構成を変更します:

■ disable

■ enable

■ monitor

■ reset

■ set

■ unmonitor

clreslogicalhostname コマンドの一部のサブコマンドは、リソースに関する情報だけを取得し
ます。これらのサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタから使用できます: 次の
コマンドは、リソースに関する情報のみを取得します:

■ export

■ list

■ list-props

■ show

■ status

このコマンドからの予想不能な結果を避けるには、コマンドのすべての書式をグローバルクラス
タノードから実行してください。
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このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

clreslogicalhostname [subcommand] [options] [operands]

subcommand を省略できるのは、options で -?、-o、-V、または -v オプションが指定されている
場合のみです。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
については、このマニュアルページの「オプション」セクションを参照してください。
ゾーンクラスタでの操作

clreslogicalhostname コマンドは、ゾーンクラスタで、export を除くすべてのサブコマンドを指
定して使用することができます。

export 以外のすべてのサブコマンドで -Z オプションを使用して、操作を制限する特定のゾー
ンクラスタの名前を指定することもできます。また、論理ホスト名リソース (zoneclustername :
lhresource) にゾーンクラスタ名を付けて、操作を特定のゾーンクラスタに制限することもできま
す。

グローバルクラスタノードからすべてのゾーンクラスタ情報にアクセスできますが、特定のゾーン
クラスタは他のゾーンクラスタを認識しません。特定のゾーンクラスタに操作を制限できない場
合、使用するサブコマンドは現在のクラスタでのみ機能します。

サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

create

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースを作成します。
create を -i オプションと使用して構成ファイルを指定した場合、サブコマンドはプラス記
号 (+) をオペランドとして受け付けます。+ オペランドを使用すると、構成ファイル内に存
在しないすべてのリソースが作成されます。
create サブコマンドを使用する前に、すべての論理ホスト名の IP アドレスのサブネットと
ネットマスクのエントリが /etc/netmasks ファイルにあることを確認してください。必要に応
じて、/etc/netmasks ファイルを編集して、不足しているエントリがある場合は追加します。
デフォルトでは、リソースはモニタリング対象となり、有効な状態で作成されます。ただし、リ
ソースがオンライン状態になり、モニターされるのは、リソースのリソースグループがオンライ
ンになったあとだけです。無効な状態でリソースを作成するには、-d オプションを指定しま
す。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタから、ゾーンクラスタ内の論理ホスト名リソースを作成するには、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
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スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要です。
delete サブコマンドの説明も参照してください。

delete

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースを削除します。このサブ
コマンドに対しオペランドとしてプラス記号 (+) を指定すると、すべてのリソースが削除され
ます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、削除するリソースを限定
することができます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーで
ある、オペランドのリスト内のリソースだけを削除します。
■ デフォルトでは、リソースは次の条件が満たされる場合に  のみ  削除されます。
■ リソースが無効なとき
■ リソースに対するすべての依存性が削除されているとき

■ 指定したすべてのリソースを確実に削除するには、-F オプションを指定します。-F オプ
ションの効果は、次のとおりです。

■ 指定したすべてのリソース (無効になっていないリソースも含む) が削除されます。
■ 指定したすべてのリソースが、他のリソースのリソース依存性設定から削除されます。

リソースは、コマンド行でリソースを指定した順序とは無関係に、リソース間の依存性を満た
すのに必要な順序に従って削除されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタから、ゾーンクラスタ内の論理ホスト名リソースを削除するには、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
create サブコマンドの説明も参照してください。

disable

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースを無効にします。このサ
ブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースが無効になり
ます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、無効にするリソースを限
定することができます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバー
である、オペランドのリスト内のリソースだけを無効にします。
必要なリソース依存性をすべて確実に満たすには、-R オプションを指定します。-R オプショ
ンは、コマンドに対するオペランドとして指定したリソースに依存しているリソース (コマンド
に対するオペランドとして指定しなかったリソースも含まれる) をすべて無効にします。-g オ
プションと -t オプションは、リソースの依存関係を満たすためだけに無効化されるリソース
には適用されません。
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リソースは、コマンド行でリソースを指定した順序とは無関係に、リソース間の依存性を満た
すのに必要な順序に従って無効化されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタから、ゾーンクラスタ内で登録された論理ホスト名リソースを無効にする
には、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
enable サブコマンドの説明も参照してください。

enable

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースを有効にします。このサ
ブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースが有効になり
ます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、有効にするリソースを限
定できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーである、オ
ペランドのリスト内のリソースだけを有効にします。
必要なリソース依存性をすべて確実に満たすには、-R オプションを指定します。-R オプショ
ンは、コマンドに対するオペランドとして指定したリソースに依存しているリソース (コマンド
に対するオペランドとして指定しなかったリソースも含まれる) をすべて有効にします。-g オ
プションは、リソースの依存関係を満たすためだけに有効化されるリソースには適用されま
せん。
リソースは、コマンド行でリソースを指定した順序とは無関係に、リソース間の依存性を満た
すのに必要な順序に従って有効化されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタから、ゾーンクラスタ内で登録された論理ホスト名リソースを有効にする
には、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
disable サブコマンドの説明も参照してください。

export

1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで規定されている形式で、
論理ホスト名リソース構成をエクスポートします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

list

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースのリストを表示します。
デフォルトでは、すべてのリソースが表示されます。
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-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、表示するリソースを限定
できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーである、オペ
ランドのリスト内のリソースだけを表示します。
このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、指定したリソースグルー
プ内のすべてのリソースまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソー
スを指定できます。オペランドが指定されていない場合、指定されているリソースグループ
内のすべてのリソースまたは指定されているリソースタイプのインスタンスであるすべての
リソースが表示されます。
-v オプションを指定すると、該当するリソースグループおよびリスト内の各リソースのリソー
スタイプも表示されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタから、ゾーンクラスタ内で登録された論理ホスト名リソースを表示するに
は、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

list-props

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースのプロパティーのリスト
を表示します。デフォルトでは、すべてのリソースの拡張プロパティーが表示されます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、プロパティーが表示さ
れるリソースを限定できます。

-g resourcegrouplist resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーであ
る、オペランドのリスト内の論理ホスト名リソースのみの
プロパティーを表示します。

-l オプションでは、表示するリソースプロパティーのタイプを指定します。

-l all 標準プロパティーと拡張プロパティーを表示するように指
定します。

-l extension 拡張プロパティーだけを表示するように指定します。デ
フォルトでは、拡張プロパティーだけが表示されます。

-l standard 標準プロパティーだけを表示するように指定します。
-l オプションを指定しない場合、-p オプションまたは -y オプションを使用して標準プロパ
ティーを明示的に指定しないかぎり、拡張プロパティーだけが表示されます。
-p オプションは、表示するリソースプロパティーのセットを制限します。-p オプションを指定
すると、namelist で指定したプロパティーだけが表示されます。namelist では、標準プロパ
ティーと拡張プロパティーを指定できます。
-v オプションを指定すると、各プロパティーの説明も表示されます。
このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、指定したリソースグルー
プ内のすべてのリソースまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソー
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スを指定できます。オペランドを指定しないと、指定したリソースグループ内のすべてのリ
ソースのプロパティーまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソース
のプロパティーが表示されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
ゾーンクラスタの論理ホスト名リソースのプロパティーのリストを表示するには、-Z オプショ
ンを使用してゾーンクラスタ名を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

monitor

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースのモニタリングを有効
にします。このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソー
スに対してモニタリングが有効になります。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、モニター対象のリソース
を限定できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーであ
る、オペランドのリスト内のリソースだけをモニターします。
■ リソースは、モニタリングが有効になっている場合、次の条件が満たされているときだけ

モニタリングされます。
■ リソースが有効な状態にある。
■ 該当リソースが含まれるリソースグループが、1 つ以上のクラスタノード上でオンライン

状態にある。

注記 - リソースに対するモニタリングを有効にしても、そのリソースは有効になりません。

このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタのリソースをモニターするには、-Z オプションを使用し
てゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
unmonitor サブコマンドの説明も参照してください。

reset

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースに関連付けられている
エラーフラグをクリアします。このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定す
ると、すべてのリソースのエラーフラグがクリアされます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、リセットするリソースを限
定できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーである、オ
ペランドのリスト内のリソースだけをリセットします。
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デフォルトでは、reset サブコマンドによって STOP_FAILED エラーフラグがクリアーされま
す。クリアするエラーフラグを明示的に指定するには、-f オプションを使用します。-f オプ
ションが受け付けるエラーフラグは、STOP_FAILED だけです。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタから、ゾーンクラスタ内の論理ホスト名リソースをリセットするには、-Z オ
プションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。

set

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースの指定プロパティーを
変更します。このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリ
ソースの指定したプロパティーが変更されます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、変更するリソースを限定
できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーである、オペ
ランドのリスト内のリソースだけを変更します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタから、ゾーンクラスタ内の論理ホスト名リソースのプロパティーを設定す
るには、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

show

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースの構成を表示します。デ
フォルトでは、すべてのリソースの構成が表示されます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、構成が表示されるリソー
スを限定できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーで
ある、オペランドのリスト内のリソースのみの構成を表示します。
-p オプションは、表示するリソースプロパティーのセットを制限します。-p オプションを指定
すると、namelist で指定したプロパティーだけが表示されます。namelist では、標準プロパ
ティーと拡張プロパティーを指定できます。
このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、指定したリソースグルー
プ内のすべてのリソースまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソー
スを指定できます。オペランドを指定しないと、指定したリソースグループ内のすべてのリ
ソースの構成または指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソースの構成
が表示されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタから、ゾーンクラスタ内の論理ホスト名リソースの構成を表示するに
は、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。
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status

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースのステータスを表示しま
す。デフォルトでは、すべてのリソースのステータスが表示されます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、ステータスが表示され
るリソースを限定できます。

-g resourcegrouplist resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーであ
る、オペランドのリスト内のリソースのみのステータスを表
示します。

-n nodelist nodelist 内のノード上でホストされている、オペランドの
リスト内のリソースについてのみステータスを表示しま
す。

-s statelist statelist 内の状態にある、オペランドのリスト内のリソー
スだけのステータスを表示します。

このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、指定したリソースグルー
プ内のすべてのリソースまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソー
スを指定できます。オペランドを指定しないと、指定したリソースグループ内のすべてのリ
ソースのステータスまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソースの
ステータスが表示されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタから、ゾーンクラスタ内の論理ホスト名リソースのステータスを表示する
には、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

unmonitor

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースのモニタリングを無効
にします。このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソー
スに対するモニタリングが無効になります。
無効になっているリソースのモニタリングを無効にしても、リソースは影響を受けません。リ
ソースとそのモニターは、すでにオフライン状態です。

注記 - リソースに対するモニタリングを無効にしても、そのリソースは無効になりません。ただし、リ
ソースを無効にする場合、モニタリングを無効にする必要はありません。無効なリソースとそのモ
ニターは、オフライン状態が維持されます。

-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、モニタリングを無効にす
るリソースを限定できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメン
バーである、オペランドのリスト内のリソースのモニタリングを無効にします。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
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グローバルクラスタからゾーンクラスタへの論理ホスト名リソースのモニタリングをオフにす
るには、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
disable サブコマンドおよび monitor サブコマンドの説明も参照してください。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。このオプションを使用する場合、ほかの処理は実行されません。
このオプションを指定するとき、サブコマンドは指定してもしなくてもかまいません。
サブコマンドなしでこのオプションを指定すると、このコマンドのサブコマンドのリストが表
示されます。
サブコマンド付きでこのオプションを指定すると、サブコマンドの使用方法が表示されま
す。
特定のサブコマンドを指定した場合のこのオプションの効果は、次のようになります。

create

-g オプションとともに指定された場合、指定されたリソースグループのすべてのリソー
スプロパティーのヘルプ情報を表示します。

set

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースのプロパティーに関する情報を表示
します。

-a
--automatic

クラスタ構成情報からリソースが作成される場合、次の処理も自動的に実行します。
■ リソースタイプの登録
■ リソースグループの作成
■ オペランドのリスト内で指定されているリソースの依存先リソースの作成

■ クラスタ構成情報には、次の処理をすべて実行するのに必要な十分な情報が含まれて
いる必要があります。

■ リソースタイプの登録を有効にする
■ リソースグループの作成を有効にする
■ リソースの作成を有効にする

このオプションを指定できるのは、create サブコマンドの場合だけです。このオプションを
指定する場合は、-i オプションも指定し、構成ファイルを指定します。
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-d
--disable

リソースの作成時にリソースを無効にします。このオプションを指定できるのは、create サ
ブコマンドの場合だけです。デフォルトでは、リソースは作成されたあと、有効な状態になり
ます。
リソースは、有効化しても、オンライン状態になるとは限りません。リソースは、リソースのリ
ソースグループが 1 つ以上のノードでオンライン状態になったあとでのみオンライン状態に
なります。

-f errorflag
--flag errorflag

reset サブコマンドによってクリアするエラーフラグを明示的に指定します。このオプション
を指定できるのは、reset サブコマンドの場合だけです。デフォルトでは、reset サブコマン
ドはエラーフラグ STOP_FAILED をクリアします。
-f オプションが受け付けるエラーフラグは、STOP_FAILED だけです。

-F
--force

無効状態でないリソースの削除が、強制的に実行されます。このオプションは、delete サ
ブコマンドの場合にだけ指定できます。

-g resourcegroup[,…]
--resourcegroup resourcegroup[,…]

1 つのリソースグループまたはリソースグループのリストを指定します。
create 以外のサブコマンドの場合、コマンドは -g オプションで指定したリソースグループ
のメンバーである、オペランドのリスト内のリソースにだけ作用します。
特定のサブコマンドを指定した場合のこのオプションの効果は、次のようになります。

create 指定したリソースグループ内でリソースを作成するように
指定します。-create サブコマンドを指定して g を使用す
る場合、リソースグループは 1 つしか指定することができ
ません。

-h lhost[,…]
--logicalhost lhost[,…]

このリソースが表す論理ホスト名のリストを指定します。複数の論理ホスト名を新しい論理
ホスト名リソースと関連付ける場合または論理ホスト名がリソース自体と同じ名前でない
場合は、-h オプションを使用します。リスト内のすべての論理ホスト名は、同じサブネット上
に置きます。-h オプションを指定しない場合、リソースはリソース名と同じ名前の 1 台の論
理ホスト名を表します。
-h は、-p とともに HostnameList プロパティーを設定する代わりに使用できます。ただし、-h
を使用し、同じコマンド内で HostnameList を明示的に設定することはできません。
-h は、create サブコマンドの場合にだけ使用できます。
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注記 - ゾーンクラスタの場合、すべての論理ホスト名または対応する IP アドレスを、ゾーンクラ
スタ構成内のグローバルスコープのネットプロパティーで指定する必要があります。指定しない
場合、リソースグループの作成に失敗します。

グローバルスコープのネットプロパティーについての詳細
は、613 ページのclzonecluster(1CL) のマニュアルページを参照してください。

-i {- | clconfiguration}
--input {- | clconfiguration}

論理ホスト名リソースの作成または変更に使用する構成情報を指定します。この情報
は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義されている形式に
準拠している必要があります。この情報は、ファイルに含めることも、標準入力を使って指
定することもできます。標準入力を指定するには、ファイル名の代わりに - を指定します。
コマンドに対するオペランドとして指定したリソースだけが、作成または変更されます。コマ
ンドで指定したオプションは、構成情報で設定されているオプションより優先されます。構
成パラメータは、構成情報内で設定されていない場合、コマンド行で指定します。
特定のサブコマンドを指定した場合のこのオプションの効果は、次のようになります。

create -a オプションと指定された場合は、必要なすべてのリ
ソースタイプを登録し、必要なすべてのリソースグループ
を作成します。登録および構成に必要なすべての情報を
指定します。その他の構成データはすべて無視します。

-l listtype
--listtype listtype

list-props サブコマンドによって表示するリソースプロパティーのタイプを指定します。この
オプションは、list-props サブコマンドの場合にだけ指定できます。
listtype に対して、次のリストから値を 1 つ指定する必要があります。

all 標準プロパティーと拡張プロパティーを表示するように指
定します。

extension 拡張プロパティーだけを表示するように指定します。デ
フォルトでは、拡張プロパティーだけが表示されます。

standard 標準プロパティーだけを表示するように指定します。
-l オプションを指定しないと、-p オプションを使って標準プロパティーを明示的に指定しな
いかぎり、拡張プロパティーしか表示されません。

-n node[,…]
--node node[,…]

ターゲットのグローバルクラスタまたはゾーンクラスタに、ノードまたはノードのリストを指定し
ます。各ノードは、ノード名またはノード ID として指定できます。-Z オプションが指定されて
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いる場合は、-n オプションで、グローバルクラスタホスト名ではなくゾーンクラスタホスト名
のみを指定できます。-Z オプションが指定されていない場合は、-n オプションでグローバル
クラスタホスト名のみを指定できます。
このオプションとともに指定できるサブコマンドは、次のとおりです。

disable 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト
内のリソースのみを無効にします。

enable 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト
内のリソースのみを有効にします。

status 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト
内のリソースについてのみステータスを報告します。

-N netif@node[,…]
--netiflist netif@node[,…]

リソースプロパティーを指定します。-N オプションを使用すると、プロパティーの p オ
プションを使用せずに -NetIfList プロパティーを設定できます。-N を指定しない場
合、clreslogicalhostname コマンドは、利用できる IPMP グループまたはパブリッ
クアダプタと、HostnameList プロパティーと関連付けられているサブネットに基づい
て、NetIfList プロパティーを設定しようと試みます。
NetIfList プロパティーは、ipmpgroup@node[,…]、または publicNIC@node[,…] の形式
で指定できます。-N を使用しない場合、またはそれを publicNIC@node とともに使用する
場合、clreslogicalhostname コマンドは必要な IPMP グループを作成しようと試みます。
システムは基本デフォルトで単一アダプタの IPMP グループを作成します。このグループ
は、あとで標準 Solaris IPMP インタフェースを使用して変更できます。IPMP グループ
は、グローバルクラスタノードの場合のみ、自動的に作成されます。
-N は、NetIfList プロパティーを -p とともに直接設定する代わりに使用できます。ただし、
同じコマンド内で -N を使用して、NetIfList を明示的に設定できません。
-N は、create サブコマンドの場合にだけ使用できます。

-o {- | clconfiguration}
--output {- | clconfiguration}

リソース構成情報の書き込み先を指定します。この書き込み先は、ファイルでも、標準出力
でもかまいません。標準出力を指定するには、ファイル名の代わりに - を指定します。標準
出力を指定すると、コマンドに対するほかのすべての標準出力が抑制されます。このオプ
ションは、export サブコマンドの場合にだけ指定できます。
構成情報は、コマンドに対するオペランドとして指定したリソースの場合だけ書き込まれま
す。この情報は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義され
ている形式で書き込まれます。
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-p name=value
-p name+=array-values
-p name-=array-values
--property name=value
--property name+=value-values
--property name-=value-values

リソースの標準プロパティーと拡張プロパティーを設定します。このオプションは、create サ
ブコマンドおよび set サブコマンドの場合にだけ指定できます。
標準プロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参
照してください。
リソースタイプの拡張プロパティーについては、リソースタイプに関するドキュメントを参照し
てください。
このオプションとともに使用する演算子は、次のとおりです。

= プロパティーに、指定した値を設定します。create サブコマンドおよ
び set サブコマンドがこの演算子を受け付けます。

+= 1 つまたは複数の値を文字列配列値に追加します。この演算子
は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、文字列配
列値に対してだけ指定できます。

-= 1 つまたは複数の値が、文字列配列値から削除されます。この演算
子は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、文字列
配列値に対してだけ指定できます。

ノード単位のプロパティーをクラスタノードのサブセット上でのみ設定する場合は、中括弧で
囲まれたノードのリストを次のようにプロパティー名の後に付加し、プロパティーが設定の対
象となるノードを指定します。

name{nodelist}

nodelist は、ノード名またはノード ID をコンマで区切ったリストです。ノード単位のプロパ
ティーの詳細は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページを参照してくださ
い。

-p name[,…]
--property name[,…]

list-props サブコマンドおよび show サブコマンドのプロパティーのリストを指定します。
このオプションは、リソースの標準プロパティーおよび拡張プロパティーに対して使用できま
す。
標準プロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参
照してください。
リソースタイプの拡張プロパティーについては、リソースタイプに関するドキュメントを参照し
てください。
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このオプションを指定しない場合、list-props サブコマンドおよび show サブコマンド
は、-v オプションも指定されているかどうかに応じて、すべてまたはほとんどのリソースプロ
パティーを一覧表示します。

-R
--recursive

必要な依存性がすべて満たされるように、リソースの有効化または無効化を再帰的に実行
します。このオプションは、disable サブコマンドおよび enable サブコマンドでのみ指定で
きます。
このオプションをこれらのサブコマンドとともに指定した場合の効果は、次のとおりです。

disable コマンドに対するオペランドとして指定したリソースに依
存しているリソース (コマンドに対するオペランドとして
指定しなかったリソースも含まれる) をすべて無効にしま
す。

enable コマンドに対するオペランドとして指定したリソースの依
存先リソース (コマンドに対するオペランドとして指定し
なかったリソースも含まれる) がすべて有効になります。

-s state[,…]
--state state[,…]

list サブコマンドおよび status サブコマンドの状態のリストを指定します。
このオプションは出力を制限し、ノードリスト内の 1 つまたは複数のノード上で指定されて
いる状態の 1 つにあるリソースだけが含まれるようにします。
可能な状態は、次のとおりです。
■ degraded

■ detached

■ faulted

■ monitor_failed

■ not_online - online または online_not_monitored 以外のすべてのステータスを指
定します

■ offline

■ online

■ online_not_monitored

■ start_failed

■ stop_failed

■ unknown

■ unmonitored
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■ wait

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションには、サブコマンドやオペランドなどのオプションは指定しないでください。
サブコマンドやオペランドなどのオプションは無視されます。-V オプションは、コマンドの
バージョンを表示するだけです。その他の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細なメッセージを標準出力に表示します。
このオプションは、このコマンドの任意の形式とともに指定できます。
-v オプションと -o - オプションを同時に指定してはいけません。-v オプ ションは無視され
ます。-o- オプションは、その他のすべての標準出力を抑制します。

-Z {zoneclustername | global | all}
--zoneclustername={zoneclustername | global | all}
--zoneclustername {zoneclustername | global | all}

クラスタ、またはリソースが存在するクラスタや処理するクラスタを指定します。
このオプションは、export サブコマンドを除くすべてのサブコマンドでサポートされていま
す。
このオプションを指定する場合は、次のいずれかの引数も指定する必要があります。

zoneclustername このオプションを使用しているコマンドが、zoneclustername という
名前のゾーンクラスタ内のみの指定されたすべてのリソースに対して
動作することを指定します。

global このオプションを使用するコマンドが、広域クラスタでのみ指定され
たすべてのリソースで機能するように指定します。

all 広域クラスタでこの引数を使用する場合、それを使用するコマンド
が広域クラスタとすべてのゾーンクラスタを含め、すべてのクラスタ
で指定されたすべてのリソースで機能するように指定します。
この引数をゾーンクラスタで使用すると、このオプションを使用する
コマンドが、ゾーンクラスタ内だけで指定されたすべてのリソースに対
して機能するように指定されます。

次のオペランドを指定できます。

resource Oracle Solaris Cluster のリソース名をオペランドとして受け付けるよ
うに指定します。サブコマンドで複数のリソースを指定できる場合は、プ
ラス記号 (+) を使用すると、すべての論理ホスト名リソースを指定できま
す。
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指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

9 CL_ESTATE

オブジェクトの状態が不正です
その時点で変更できない、または常時変更できないプロパティー、リソースグループ、または
その他のオブジェクトを変更しようとしました。

10 CL_EMETHOD

リソースのメソッドが失敗しました
リソースのメソッドが失敗しました。次のいずれかの理由のために、メソッドは失敗しました。
■ validate メソッドは、リソースを作成しようとしたときに、あるいは、リソースのプロパ

ティーを変更しようとしたときに失敗しました。
■ validate 以外のメソッドは、リソースを有効、無効、または削除しようとしたときに失敗

しました。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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15 CL_EPROP

無効なプロパティーです
-p、-y、または -x オプションで指定したプロパティーまたは値が存在しないか、許可されて
いません。

35 CL_EIO

I/O エラー
物理的な入出力エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。

■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。
指定したデバイス、デバイスグループ、クラスタインターコネクトコンポーネント、ノード、クラス
タ、リソース、リソースタイプ、リソースグループ、またはプライベート文字列はすでに存在しま
す。

これらの終了値は、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページで説明されている
リターンコードと互換性があります。

例   126 論理ホスト名リソースの作成

このコマンドは、rg-failover という名前のリソースグループ内に logicalhost1 という名前の
リソースを作成します。リソースは有効な状態で作成され、モニタリングも有効になっています。

# clreslogicalhostname create -g rg-failover logicalhost1

次の 2 つのコマンドはどちらも、ゾーンクラスタ ZC 内に logicalhost1 という名前のリソースを
作成します。これらのコマンドは、グローバルクラスタノードまたはゾーンクラスタ ZC から実行で
きます。コマンドをゾーンクラスタから実行する場合、任意でゾーンクラスタ名を持つリソースのス
コープを明示的に定義できます。

# clreslogicalhostname create -g rg-failover -Z ZC logicalhost1

# clreslogicalhostname create -g rg-failover ZC:logicalhost1
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例   127 異なる論理ホスト名を持つ論理ホスト名リソースの作成

このコマンドは、rg-failover という名前のリソースグループ内に、rs-logicalhost1 という名
前のリソースを作成します。

論理ホスト名はリソース名と同じではありませんが、論理ホストの名前と IP アドレスは同じまま
です。

# clreslogicalhostname create -g rg-failover \

-h logicalhost1 rs-logicalhost1

例   128 論理ホスト名リソースの IPMP グループの指定

このコマンドは、logicalhost1 リソースの IPMP グループを設定します。

# clreslogicalhostname create -g rg-failover \

-N ipmp0@black,ipmp0@white logicalhost1

例   129 論理ホスト名リソースの削除

このコマンドは、logicalhost1 という名前のリソースを削除します。

# clreslogicalhostname delete logicalhost1

例   130 論理ホスト名リソースの一覧表示

このコマンドは、すべての論理ホスト名リソースを一覧表示します。

# clreslogicalhostname list

logicalhost1

logicalhost2

例   131 論理ホスト名リソース、リソースグループ、およびリソースタイプの一覧表示

このコマンドは、すべての論理ホスト名リソースをそれらのリソースグループおよびリソースタイプ
と合わせて一覧表示します。

# clreslogicalhostname list -v

Resources    Resource Groups Resource Types

---------    --------------- --------------

logicalhost1 rg-failover-1   SUNW.LogicalHostname

logicalhost2 rg-failover-2   SUNW.LogicalHostname

例   132 論理ホスト名リソースの拡張プロパティーの一覧表示

このコマンドは、すべての論理ホスト名リソースの拡張プロパティーを一覧表示します。
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# clreslogicalhostname list-props -v

Properties       Descriptions

----------       ------------

NetIfList        List of IPMP groups on each node

HostnameList     List of hostnames this resource manages

CheckNameService Name service check flag

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 551 ページのcluster(1CL), 273 ページのclresource(1CL),
347 ページのclressharedaddress(1CL), 305 ページのclresourcegroup(1CL),
333 ページのclresourcetype(1CL), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1447 ページのclconfiguration(5CL), Unresolved link to " rbac5",
1287 ページのr_properties(5)

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

任意のユーザーは次のオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

■ -? オプション
■ -V オプション

サブコマンドを指定してこのコマンドを実行する場合、スーパーユーザー以外のユーザーは
RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

create solaris.cluster.modify

delete solaris.cluster.modify

disable solaris.cluster.admin

enable solaris.cluster.admin

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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サブコマンド RBAC の承認

list-props solaris.cluster.read

monitor solaris.cluster.admin

reset solaris.cluster.admin

set solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

status solaris.cluster.read

unmonitor solaris.cluster.admin
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名前
clresource, clrs — Oracle Solaris Cluster データサービスのリソースの管理

/usr/cluster/bin/clresource subcommand [-?]

/usr/cluster/bin/clresource -V

/usr/cluster/bin/clresource subcommand [options] -v [resource]...

/usr/cluster/bin/clresource clear [-f errorflag] [-g 
     [resourcegroup,]...] [-t [resourcetype,]...] -n node
     [,…]] [-Z {zoneclustername | global}] 
     {+ | resource...}

/usr/cluster/bin/clresource create -g resourcegroup -t 
     resourcetype [-d] [-p "property-name[{node-specifier,...}]"=
     value] [-x "extension-property[{node-specifier,...}]"=value] [-y 
     standard-property=value] [-Z {zoneclustername | global}] 
     resource

/usr/cluster/bin/clresource create -i {- | clconfiguration} -t 
     resourcetype [-a] [-d] [-g [resourcegroup,]...] [-p "
     property-name[{node-specifier,...}]"=value] [-x "
     extension-property[{node-specifier,...}]"=value] [-y 
     standard-property=value] {+ | resource...}

/usr/cluster/bin/clresource delete [-F] [-g [resourcegroup,]...] 
     [-t [resourcetype,...]] [-Z {zoneclustername | global}] 
     {+ | resource...}

/usr/cluster/bin/clresource disable [-r] [-g [resourcegroup,]...] 
     [-t [resourcetype,]...] [-n node[,…]] 
     [-Z {zoneclustername | global}] {+ | resource...}

/usr/cluster/bin/clresource enable [-r] [-g [resourcegroup,]...] 
     [-t [resourcetype,]...] [ -n node[,…]] 
     [-Z {zoneclustername | global}] {+ | resource...}

/usr/cluster/bin/clresource export [-o {- | configfile}] 
     [+ | resource...]

/usr/cluster/bin/clresource list [-g [resourcegroup,]...] [-t 
     [resourcetype,]...] [ -n node[,…]] [-Z 
     {zoneclustername [,...] | global | all}] [+ | resource...]

/usr/cluster/bin/clresource list-props [-l listtype] [-g 
     [resourcegroup,]...] [-p "property-name[{node-specifier,…}]",...] 
     [-t [resourcetype,]...] [-x "extension-property[{node-specifier,…}]"...] 
     [-y "standard-property[{node-specifier,…}]",...] [-Z 
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     {zoneclustername [,...] | global | all}] [+ | resource...]

/usr/cluster/bin/clresource monitor [-g [resourcegroup,]...] [-t 
     [resourcetype,]...] [ -n node[,…]] [-Z 
     {zoneclustername | global}] {+ | resource...}

/usr/cluster/bin/clresource set [-g [resourcegroup,]...] [-p "
     property-name[{node-specifier,…}]"=value] [-t 
     [resourcetype,]...] [-x "extension-property[{node-specifier,…}]"=
     value] [-y standard-property [+= | -=]value] [-Z 
     {zoneclustername | global}] {+ | resource...}

/usr/cluster/bin/clresource show [-g [resourcegroup,]...] [-p 
     property-name[{node-specifier,…}]",...] [-t [resourcetype,]...] 
     [-x "extension-property[{node-specifier,…}]",...] [-y "
     standard-property[{node-specifier,…}]",...] [-Z 
     {zoneclustername [,...] | global | all}] [+ | resource...]

/usr/cluster/bin/clresource status [-g [resourcegroup,]...] [-s 
     [state,]...] [-t [resourcetype,]...] [ -n node[,…]] 
     [-Z {zoneclustername [,...] | global | all}] [+ | resource...]

/usr/cluster/bin/clresource unmonitor [-g [resourcegroup,]...] 
     [-t [resourcetype,]...] [ -n node[,…]] 
     [-Z {zoneclustername | global}] {+ | resource...}

clresource コマンドは、Oracle Solaris Cluster データサービスのリソースを管理します。clrs
コマンドは、clresource コマンドの短縮形式です。clresource コマンドと clrs コマンドは同じ
ものです。どちらの形式のコマンドも使用できます。

このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

clresource [subcommand] [options] [operands]

options に -? または -V オプションを指定する場合だけは、subcommand を省略できます。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
は、このマニュアルページの「オプション」セクションのオプションの説明で紹介されています。
ゾーンクラスタでこのコマンドを使用する

clresource コマンドは、ゾーンクラスタで、export を除くすべてのサブコマンドを指定して使用
することができます。

export 以外のすべてのサブコマンドで -Z オプションを使用して、操作を制限する特定のゾー
ンクラスタの名前を指定することもできます。また、リソース名 (zoneclustername : resource)
にゾーンクラスタ名を付けて、操作を特定のゾーンクラスタに制限することもできます。
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グローバルクラスタノードからすべてのゾーンクラスタ情報にアクセスできますが、特定のゾーン
クラスタは他のゾーンクラスタを認識しません。特定のゾーンクラスタに操作を制限できない場
合、使用するサブコマンドは現在のクラスタでのみ機能します。

ゾーンクラスタのリソースは、別のゾーンクラスタのリソース、またはグローバルクラスタのリソース
に依存性を持ちます。また、グローバルクラスタからのリソースは、そのグローバルクラスタのゾー
ンクラスタのリソースに依存性を持ちます。このインタークラスタ依存性は、グローバルクラスタよ
り設定できます。

インタークラスタ依存性は、次のコマンドで指定できます。

# clresource set -p resource_dependencies=target-
zc
:target-rs source-zc:
source-rs

たとえば、ゾーンクラスタ ZC1 内のリソース R1 からゾーンクラスタ ZC2 内のリソース R2 への依
存性を指定する必要がある場合は、次のコマンドを使用します。

# clresource set -p resource_dependencies=ZC2:R2 ZC1:R1

グローバルクラスタリソース R2 にゾーンクラスタ ZC1 リソース R1 の依存性を指定する必要があ
る場合、次のコマンドを使用してください。

# clresource set -p resource_dependencies=global:R2 ZC1:R1

既存のリソース依存性（強、弱、リスタート、オフラインリスタート）がサポートされています。
リソースのステータスとステータス

リソースのステータスとリソースのステータスは、ノード単位で維持されます。リソースは、各クラス
タノード上で固有のステータス、固有のステータスを持ちます。

Resource Group Manager(RGM) は、リソースに対して起動されたメソッドに基づき、各ノー
ド上でリソースの状態を設定します。たとえば、指定のノード上でリソースに対する STOP メソッド
を正しく実行した場合、そのリソースのノード上での状態は OFFLINE になります。STOP メソッドが
0 以外またはタイムアウトで終了した場合、そのリソースの状態は Stop_failed になります。

リソースの可能な状態は、次のとおりです。

■ Online

■ Offline

■ Start_failed
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■ Stop_failed

■ Monitor_failed

■ Online_not_monitored

■ Starting

■ Stopping

■ Not_online

注記 - Offline や Start_failed などの状態の名前は、大文字と小文字が区別されません。状
態の名前を指定する際には、大文字と小文字を任意に組み合わせることができます。

RGM は、リソースのステータスだけでなく、リソース自体が API を使って設定するリソースのス
テータスも維持します。Status Message のフィールドは、実際には、ステータスキーワードとステー
タスメッセージからなります。ステータスメッセージは、ステータスキーワードのあとに出力される任
意のテキスト文字列で、リソースによって任意に設定されます。

リソースステータスの値には、次のものがあります。

DEGRADED リソースはオンラインですが、何らかの理由でパフォーマンスまたは可用
性が低下しています。

FAULTED リソースの機能を妨げるエラーが検出されました。

OFFLINE リソースはオフラインです。

ONLINE リソースはオンラインでサービスを提供します。

UNKNOWN 現在のステータスは不明または遷移中です。

サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

clear

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースに関連付けられているエラーフラグをク
リアします。このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリ
ソースのエラーフラグがクリアされます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、エラーフラグがクリア
されるリソースを限定できます。

-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースだけをクリアします。
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-n node 指定した 1 つまたは複数のノード上のリソースをクリアし
ます。-n オプションを指定しないと、すべてのノード上のリ
ソースがクリアされます。

-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスである、
オペランドのリスト内のリソースだけをクリアします。

-Z {zoneclustername |  global} 特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースだけ
をクリアします。グローバルクラスタからゾーンクラスタ内
のリソースをクリアするには、-Z オプションを使用してゾー
ンクラスタを指定します。

デフォルトでは、clear サブコマンドは STOP_FAILED エラーフラグをクリアします。クリアす
るエラーフラグを明示的に指定するには、-f オプションを使用します。-f オプションが受け
付けるエラーフラグは、STOP_FAILED だけです。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。

create

コマンドに対するオペランドとして指定されたリソースを作成します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタから特定のゾーンクラスタ内のリソースを作成するには、-Z オプションを
使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
create を -i オプションとともに使用して構成ファイルを指定した場合、このサブコマンド
はプラス記号 (+) をオペランドとして受け付けます。+ オペランドを使用すると、存在しない
すべてのリソースが構成ファイル内に作成されます。
デフォルトでは、リソースはモニタリング対象となり、有効な状態で作成されます。ただし、リ
ソースは、そのリソースのリソースグループがオンライン状態になったあとでのみ、オンライン
状態になり、モニター対象となります。無効な状態でリソースを作成するには、-d オプション
を指定します。
リソースの作成時にプロパティー値を設定するには、次のオプションを使用します。

-p property-name= value 標準プロパティーまたは拡張プロパティーを、
それらの名前が一意であるかぎり、設定しま
す。

-x extension-property= value 拡張プロパティーを設定します。

-y standard-property= value 標準プロパティーを設定します。
node-specifier は、-p および -x オプションに対する任意の修飾子です。リソースが作成さ
れると、指定した 1 つまたは複数のノード上にあるプロパティーのみが設定されることを示
します。指定したプロパティーは、クラスタ内のほかのノード上では設定されません。node-
specifier を含めない場合、指定したプロパティーは、クラスタ内のすべてのノード上で設定
されます。node-specifier の構文例を次に示します。
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-x "myprop{phys-schost-1}"

中括弧 ({}) は、指定したプロパティーをノード phys-schost-1 でのみ設定することを示しま
す。ほとんどのシェルの場合、中括弧は引用符で囲みます。
次の構文を使用すると、2 つのノード上でプロパティーを設定できます。

-x "myprop{phys-schost-1,phys-schost-2}"

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要です。
delete サブコマンドの説明も参照してください。

delete

コマンドに対するオペランドとして指定されたリソースを削除します。このサブコマンドでプ
ラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースが削除されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドは、リソース間の依存性を満たすのに必要な順序で複数のリソースを削除
します。このサブコマンドは、コマンド行でリソースを指定する順序を無視します。
同時に複数のリソースを削除する場合、このコマンドは、いくつかのステップに分けて実行
されます。たとえばノードで問題が発見された場合などのように、コマンドが割り込まれたと
きには、いくつかのリソースが無効な構成のまま残される場合があります。問題を修正して、
リソースの削除を終了するには、同じコマンドを正常なノードで再実行してください。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、削除するリソースを限
定できます。

-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースだけを削除します。

-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスである、
オペランドのリスト内のリソースだけを削除します。

-Z {zoneclustername |  global} 特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースだけ
を削除します。グローバルクラスタからゾーンクラスタ内
のリソースを削除するには、-Z オプションを使用してゾー
ンクラスタを指定します。

デフォルトでは、リソースは次の条件が満たされる場合に  のみ  削除されます。
■ リソースが無効な状態である。
■ リソースに対するすべての依存性が削除されている。

指定したリソースの削除を強制的に実行するには、-F オプションを指定します。このオプ
ションは、次のような影響があるので、注意して使用してください。
■ 指定したすべてのリソース (無効になっていないリソースも含む) が削除されます。
■ 指定したすべてのリソースが、他のリソースのリソース依存性設定から削除されます。
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このような影響により、クラスタ内でサービスが消失する場合があります。削除されていな
い依存リソースも、無効な状態またはエラー状態で残される場合があります。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
create サブコマンドの説明も参照してください。

disable

コマンドに対するオペランドとして指定されたリソースを無効にします。このサブコマンドで
プラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースが無効になります。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、無効にするリソースを
限定できます。

-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースだけを無効にします。

-n node -n node を使用すると、1 つ以上のノードでリソースを無
効化できます。

-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスである、
オペランドのリスト内のリソースだけを無効にします。

-Z {zoneclustername |  global} 特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースだ
けを無効にします。グローバルクラスタからゾーンクラス
タ内のリソースを削除するには、-Z オプションを使用して
ゾーンクラスタを指定します。

-r オプションは、コマンドに対するオペランドとして指定したリソースに依存しているすべて
のリソースを無効にします。これらのリソースは、コマンドに対するオペランドとして指定しな
かった場合でも無効になります。-g オプションと -t オプションは、リソース依存性を満たす
ためだけに無効化されるリソースには適用されません。
このサブコマンドは、リソースのモニタリングステータスに影響を与えません。リソースは、有
効な状態のときにモニターされていると、無効化されたあともモニターされます。リソース
は、あとで再度有効な状態にしても、モニターされます。
このサブコマンドは、リソース間の依存性を満たすのに必要な順序でリソースを無効にしま
す。このサブコマンドでは、コマンド行でリソースが指定された順序は無視されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
enable サブコマンドの説明も参照してください。

enable

コマンドに対するオペランドとして指定されたリソースを有効にします。このサブコマンドで
プラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースが有効になります。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
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次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、有効にするリソースを
限定できます。

-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースだけを有効にします。

-n node -n node を使用すると、1 つ以上のノードでリソースを有
効化できます。

-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスである、
オペランドのリスト内のリソースだけを有効にします。

-Z {zoneclustername |  global} 特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースだけ
を有効にします。グローバルクラスタからゾーンクラスタ
内のリソースを有効にするには、-Z オプションを使用して
ゾーンクラスタを指定します。

必要なリソース依存性をすべて確実に満たすには、-r オプションを指定します。-r オプショ
ンは、コマンドに対するオペランドとして指定したリソースが依存しているすべてのリソース
を有効にします。これらのリソースは、コマンドに対するオペランドとして指定しなかった場
合でも有効になります。-g オプションおよび -t オプションは、リソース依存性を満たすため
だけに有効化されるリソースには適用されません。
リソースは、リソース間の依存性を満たすのに必要な順序で有効化されます。このサブコマ
ンドでは、コマンド行でリソースが指定された順序は無視されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
disable サブコマンドの説明も参照してください。

export

1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで規定されている形式で、ク
ラスタリソース構成をエクスポートします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。

list

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースのリストを表示します。デフォルトでは、
すべてのリソースが表示されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、表示するリソースを限
定できます。

-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースだけを表示します。
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-n node -n node を使用すると、1 つ以上のノードでオンライン状
態のリソースのみを一覧表示できます。

-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスであるリ
ソースだけを表示します。

-Z {zoneclustername | global |
all}

特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースだけ
を表示します。グローバルクラスタからゾーンクラスタ内
のリソースを表示するには、-Z オプションを使用してゾー
ンクラスタを指定します。

このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソース構成が
表示されます。-g オプションまたは -t オプションを指定すると、表示する情報を特定のリ
ソースグループまたはリソースタイプに制限することができます。オペランドが指定されてい
ない場合、指定されているリソースグループ内のすべてのリソースまたは指定されているリ
ソースタイプのインスタンスであるすべてのリソースが表示されます。
-v オプションを指定すると、リスト内の各リソースのリソースグループおよびリソースタイプも
表示されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。

list-props

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースのプロパティーのリストを表示します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、プロパティーが表示さ
れるリソースを限定できます。

-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースのプロパティーだけを表
示します。

-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスである、
オペランドのリスト内のリソースのプロパティーだけを表
示します。

-l オプションでは、表示するリソースプロパティーのタイプを指定します。

-l all 標準プロパティーと拡張プロパティーを表示するように指定します。

-l extension 拡張プロパティーだけを表示するように指定します。デフォルトでは、
拡張プロパティーだけが表示されます。

-l standard 標準プロパティーだけを表示するように指定します。
-l オプションを指定しないと、拡張プロパティーだけが表示されます。標準プロパティーを
表示するには、-p オプションまたは -y オプションを使用して、プロパティーを明示的に指定
します。
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次のオプションを指定すると、表示するリソースプロパティーのセットを限定できます。

-p property-name property-name で指定したプロパティーだけ表示しま
す。property-name では、標準プロパティーと拡張プロパ
ティーを指定できます。

-x extension-property extension-property で指定した 1 つまたは複数のノード
上の拡張プロパティーだけを表示します。

-y standard-property standard-property で指定した標準プロパティーだけを
表示します。

node-specifier は、-p、-x、および -y オプションに対する任意の修飾子です。指定した 1 つ
または複数のノード上にあるプロパティーのみが表示されることを示します。指定したプロパ
ティーは、クラスタ内のほかのノード上では表示されません。node-specifier を含めない場
合、指定したプロパティーは、クラスタ内のすべてのノード上で表示されます。node-specifier
の構文例を次に示します。

-x "myprop{phys-schost-1}"

中括弧 ({}) は、指定したプロパティーをノード phys-schost-1 でのみ表示するよう指定しま
す。ほとんどのシェルの場合、中括弧は引用符で囲みます。
次の構文を使用すると、2 つのノード上でプロパティーを表示できます。

-x "myprop{phys-schost-1,phys-schost-2}"

-v オプションを指定すると、各プロパティーの説明も表示されます。
このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースプロパ
ティーが表示されます。オペランドを指定しないと、指定したリソースグループ内のすべての
リソースのプロパティーまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソース
のプロパティーが表示されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。

-Z {zoneclustername | global | all}

特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースのプロパティーを一覧表示します。グ
ローバルクラスタからゾーンクラスタ内のリソースを一覧表示するには、-Z オプションを使用
してゾーンクラスタを指定します。

monitor

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースのモニタリングを有効にします。このサ
ブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースに対してモニ
タリングが有効になります。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、モニタリングを有効に
するリソースを限定できます。
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-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースのモニタリングだけを有
効にします。

-n node 1 つ以上のノードでオンライン状態のリソースのモニタリ
ングのみを有効にします。

-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスである、
オペランドのリスト内のリソースのモニタリングだけを有
効にします。

-Z {zoneclustername |  global} 特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースの
モニタリングだけを有効にします。グローバルクラスタ
からゾーンクラスタ内のリソースの監視を有効にするに
は、-Z オプションを使用してゾーンクラスタを指定しま
す。

リソースは、モニタリングが有効になっている場合、次の条件が満たされているときだけモ
ニタリングされます。
■ リソースが有効な状態にある。
■ 該当リソースが含まれるリソースグループが、1 つ以上のクラスタノード上でオンライン

状態にある。

注記 - リソースに対するモニタリングを有効にする場合、該当リソースを有効にする必要はありま
せん。

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
unmonitor サブコマンドの説明も参照してください。

set

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースの、指定したプロパティーを設定します。
このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースの指定
したプロパティーが変更されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、プロパティーが変更の
対象となるリソースを限定できます。

-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースのプロパティーだけを変
更します。

-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスである、
オペランドのリスト内のリソースのプロパティーだけを変
更します。
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プロパティー値は、次のオプションを使用して設定します。

-p property-name= value 標準プロパティーまたは拡張プロパティーを、
それらの名前が一意であるかぎり、設定しま
す。

-x extension-property= value 拡張プロパティーを設定します。

-y standard-property= value 標準プロパティーを設定します。
node-specifier は、ノード単位の拡張プロパティーを更新するための -p および -x オプショ
ンに対するオプションの修飾子です。指定した 1 つまたは複数のノード上でのみプロパティー
が設定されることを示します。指定したプロパティーは、クラスタ内のほかのノード上では設
定されません。node-specifier を含めない場合、指定したプロパティーは、クラスタ内のすべ
てのノード上で設定されます。node-specifier の構文例を次に示します:
-x "myprop{phys-schost-1}"

中括弧 ({}) は、指定したプロパティーをノード phys-schost-1 でのみ設定することを示しま
す。ほとんどのシェルの場合、中括弧は引用符で囲みます。
次の構文を使用すると、2 つのノード上でプロパティーを設定できます。
-x "myprop{phys-schost-1,phys-schost-2}"

-Z {zoneclustername |  global}

特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースのプロパティーだけを設定します。グ
ローバルクラスタからゾーンクラスタ内のリソースのプロパティーを設定するには、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタを指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

show

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースの構成を表示します。デフォルトでは、
すべてのリソースの構成が表示されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、構成が表示されるリ
ソースを限定できます。

-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースの構成だけを表示しま
す。

-n node -n node を使用すると、1 つ以上のノードでオンライン状
態のリソースについてのみ構成を表示できます。

-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスである、
オペランドのリスト内のリソースの構成だけを表示しま
す。
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-Z {zoneclustername | global | all}

特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースだけを表示します。グローバルクラ
スタからゾーンクラスタ内のリソースを表示するには、-Z オプションを使用してゾーンク
ラスタを指定します。

次のオプションを指定すると、表示するリソースプロパティーのセットを限定できます。

-p property-name property-name で指定したプロパティーだけ表示しま
す。property-name では、標準プロパティーと拡張プロパ
ティーを指定できます。

-x extension-property extension-property で指定した 1 つまたは複数のノード
上の拡張プロパティーだけを表示します。

-y standard-property standard-property で指定した標準プロパティーだけを
表示します。

node-specifier は、-p、-x、および -y オプションに対する任意の修飾子です。指定した 1 つ
または複数のノード上にあるプロパティーのみが表示されることを示します。指定したプロパ
ティーは、クラスタ内のほかのノード上では表示されません。node-specifier を含めない場
合、指定したプロパティーは、クラスタ内のすべてのノード上で表示されます。node-specifier
の構文例を次に示します。

-x "myprop{phys-schost-1}"

中括弧 ({}) は、指定したプロパティーをノード phys-schost-1 でのみ表示するよう指定しま
す。ほとんどのシェルの場合、中括弧は引用符で囲みます。
次の構文を使用すると、2 つのノード上でプロパティーを表示できます。

-x "myprop{phys-schost-1,phys-schost-2}"

このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソース構成が
表示されます。-g オプションまたは -t オプションを指定すると、表示する情報を特定のリ
ソースグループまたはリソースタイプに制限することができます。オペランドを指定しないと、
指定したすべてのリソースの構成が表示されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。

status

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースのステータスを表示します。デフォルトで
は、すべてのリソースのステータスが表示されます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、ステータスが表示され
るリソースを限定できます。

-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースのステータスだけを表示
します。
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-n node -n node を使用すると、1 つ以上のノードでオンライン状
態のリソースについてのみステータスを表示できます。-n
オプションおよび -s オプションは、同時に指定できませ
ん。

-s state state のステータス内にある、オペランドのリスト内のリ
ソースのステータスだけを表示します。-n オプションおよ
び -s オプションは、同時に指定できません。

-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスである、
オペランドのリスト内のリソースのステータスだけを表示
します。

-Z {zoneclustername | global |
all}

特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースの
ステータスを表示します。グローバルクラスタからゾーンク
ラスタ内のリソースのステータスを表示するには、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタを指定します。

このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースのス
テータスが表示されます。-g オプションまたは -t オプションを指定すると、表示する情報を
特定のリソースグループまたはリソースタイプに制限することができます。オペランドを指定
しないと、指定したすべてのリソースのステータスが表示されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。

unmonitor

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースのモニタリングを無効にします。このサ
ブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースに対するモニ
タリングが無効になります。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
無効になっているリソースのモニタリングを無効にしても、リソースは影響を受けません。リ
ソースとそのモニターは、すでにオフライン状態です。

注記 - リソースのモニタリングを無効にしても、リソースは無効になりません。ただし、リソースを無
効にする場合、モニタリングを無効にする必要はありません。無効なリソースとそのモニターは、
オフライン状態が維持されます。

次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、モニタリングを無効に
するリソースを限定できます。

-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースのモニタリングだけを無
効にします。

-n node 1 つ以上のノードでオンライン状態のリソースのモニタリ
ングのみを無効にします。
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-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスである、
オペランドのリスト内のリソースのモニタリングだけを無
効にします。

-Z {zoneclustername |  global} 特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースの
モニタリングだけを無効にします。グローバルクラスタか
らゾーンクラスタ内のリソースのモニタリングを無効にす
るには、-Z オプションを使用してゾーンクラスタを指定し
ます。

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
disable サブコマンドおよび monitor サブコマンドの説明も参照してください。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。このオプションを使用する場合、ほかの処理は実行されません。
このオプションを指定するとき、サブコマンドは指定してもしなくてもかまいません。
サブコマンドなしでこのオプションを指定すると、このコマンドのサブコマンドのリストが表
示されます。
サブコマンド付きでこのオプションを指定すると、サブコマンドの使用方法が表示されま
す。

-a
--automatic

リソースがクラスタ構成ファイル (1447 ページのclconfiguration(5CL)) から作成され
る場合は、次の追加の操作を自動的に実行します。
■ リソースタイプの登録
■ リソースグループの作成
■ オペランドのリスト内で指定されているリソースの依存先リソースの作成

クラスタ構成情報には、次の処理をすべて実行するのに必要な十分な情報が含まれてい
る必要があります。
■ リソースタイプの登録を有効にする
■ リソースグループの作成を有効にする
■ リソースの作成を有効にする

このオプションを指定できるのは、create サブコマンドの場合だけです。このオプションを
指定する場合は、-i オプションも指定し、構成ファイルを指定します。
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-d
--disable

リソースの作成時にリソースを無効にします。このオプションを指定できるのは、create サ
ブコマンドの場合だけです。デフォルトでは、リソースは作成されたあと、有効な状態になり
ます。
リソースは、有効化しても、オンライン状態になるとは限りません。リソースは、リソースのリ
ソースグループが 1 つ以上のノードでオンラインになってはじめてオンラインになります。

-f errorflag
--flag=errorflag
--flag errorflag

clear サブコマンドによってクリアするエラーフラグを明示的に指定します。このオプション
は、clear サブコマンドの場合にだけ指定できます。デフォルトでは、clear サブコマンドは
STOP_FAILED エラーフラグをクリアします。
-f オプションが受け付けるエラーフラグは、STOP_FAILED だけです。

-F
--force

無効状態でないリソースの削除が、強制的に実行されます。このオプションは、delete サ
ブコマンドの場合にだけ指定できます。
このオプションは、次のような影響があるので、注意して使用してください。
■ 指定したすべてのリソース (無効になっていないリソースも含む) が削除されます。
■ 指定したすべてのリソースが、他のリソースのリソース依存性設定から削除されます。

このような影響により、クラスタ内でサービスが消失する場合があります。削除されていな
い依存リソースも、無効な状態またはエラー状態で残される場合があります。

-g resourcegroup[,…]
--resourcegroup=resourcegroup[,…]
--resourcegroup resourcegroup[,…]

1 つのリソースグループまたはリソースグループのリストを指定します。
create 以外のサブコマンドの場合、このコマンドは指定されたリソースグループのメンバー
である、オペランドのリスト内のリソースに対してのみ作用します。-g オプションを使用して、
リソースグループを指定します。
-g オプションと create サブコマンドを同時に指定すると、clresource は指定されたリソー
スグループ内に該当するリソースを作成します。このオプションを使用する場合は、リソース
グループを 1 つしか指定することができません。

-i {- | clconfiguration}
--input={- | clconfiguration}
--input {- | clconfiguration}

リソースの作成または変更に使用する構成情報を指定します。この情報
は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義されている形式に
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準拠している必要があります。この情報は、ファイルに含めることも、標準入力を使って指
定することもできます。標準入力を指定するには、ファイル名の代わりに - を指定します。
コマンドに対するオペランドとして指定したリソースだけが、作成または変更されます。コマ
ンドで指定したオプションは、構成情報で設定されているオプションより優先されます。構
成パラメータは、構成情報内で設定されていない場合、コマンド行で指定します。
-i オプションと create サブコマンドを同時に指定すると、clresource は必要なすべての
リソースタイプを登録し、必要なリソースグループをすべて作成します。登録および構成に必
要なすべての情報を指定します。その他の構成データはすべて無視します。

-l listtype
--listtype=listtype
--listtype listtype

list-props サブコマンドによって表示するリソースプロパティーのタイプを指定します。この
オプションは、list-props サブコマンドの場合にだけ指定できます。
listtype に対して、次のリストから値を 1 つ指定します。

all 標準プロパティーと拡張プロパティーを表示するように指定します。

extension 拡張プロパティーだけを表示するよう指定します。デフォルトでは、拡
張プロパティーだけが表示されます。

standard 標準プロパティーだけを表示するように指定します。
-l オプションを指定しないと、拡張プロパティーだけが表示されます。標準プロパティーを
表示するには、-p オプションまたは -y オプションを使用して、プロパティーを明示的に指定
します。

-n node[,…]
--node=node[,…]
--node node[,…]

ターゲットのグローバルクラスタまたはゾーンクラスタに、ノードまたはノードのリストを指定し
ます。各ノードはノード名またはノード ID で指定できます。
-Z オプションが指定されている場合は、-n オプションで、グローバルクラスタホスト名では
なくゾーンクラスタホスト名のみを指定できます。-Z オプションが指定されていない場合
は、-n オプションでグローバルクラスタホスト名のみを指定できます。
このオプションとともに指定できるサブコマンドは、次のとおりです。

disable 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト内のリソー
スのみを無効にします。

enable 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト内のリソー
スのみを有効にします。

list 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト内のリソー
スのみのリストを表示します。



290 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

monitor 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト内のリソー
スのみをモニターします。

show 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト内のリソー
スについてのみ構成情報を表示します。

status 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト内のリソー
スについてのみステータスを報告します。

unmonitor 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト内のリソー
スについてのみモニターを解除します。

-o {- | clconfiguration}
--output={- | clconfiguration}
--output {- | clconfiguration}

リソース構成情報の書き込み先を指定します。この書き込み先は、ファイルでも、標準出力
でもかまいません。標準出力を指定するには、ファイル名の代わりに、ダッシュ (-) を指定
します。標準出力を指定すると、コマンドに対するほかのすべての標準出力が抑制されま
す。このオプションは、export サブコマンドの場合にだけ指定できます。
構成情報は、コマンドに対するオペランドとして指定したリソースの場合だけ書き込まれま
す。この情報は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義され
ている形式で書き込まれます。

-p property-name=value
-p property-name+=array-values
-p property-name-=array-values
--property=property-name=value
--property=property-name+=array-values
--property=property-name-=array-values
--property property-name=value
--property property-name+=array-values
--property property-name-=array-values

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースに対し、プロパティーの値を設定します。
このオプションの代入形式を指定できるのは、create サブコマンドおよび set サブコマン
ドだけです。
-p オプションを使用すると、任意の標準プロパティーまたは拡張プロパティーを指定できま
す。あるリソースタイプの拡張プロパティーが同じリソースタイプの標準プロパティーと同じ
名前を持っている場合、-p オプションを使用するとエラーが返されます。そのような場合、
拡張プロパティーを指定するには -x オプション、標準プロパティーを指定するには -y オプ
ションを使用します。
標準プロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参
照してください。
リソースタイプの拡張プロパティーについては、リソースタイプに関するドキュメントを参照し
てください。
このオプションとともに使用する演算子は、次のとおりです。



clresource 291

= プロパティーに、指定した値を設定します。この演算子は、create サ
ブコマンドおよび set サブコマンドで使用できます。

+= 1 つまたは複数の値を文字列配列値に追加します。この演算子
は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、たとえ
ば、Resource_dependencies のような文字列値のリストを受け付け
るプロパティーに対してのみ指定できます。

-= 1 つまたは複数の値を文字列配列値から削除します。この演算子
は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、たとえ
ば、Resource_dependencies のような文字列値のリストを受け付け
るプロパティーに対してのみ指定できます。

クラスタノードのサブセットに対してノード単位の拡張プロパティーを設定するには、プロパ
ティーの設定時にノードを指定します。次のように、中括弧で囲まれたノードのリストをプロパ
ティー名のあとに付加します。

name{node}

node は、ノード名またはノード ID をコンマで区切ったリストです。ノード単位の拡張プロパ
ティーの詳細は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページを参照してくださ
い。
ノード単位のリソース依存関係をクラスタノードのサブセットに設定するには、各ノード単位
の依存関係を次の形式で指定します:

myres1@node1,myres2@node2,myres3@node3

gds-rs リソースの場合は、次のコマンドで、ノード ptrancos1 上のリソース trancos-3-rs お
よびノード ptrancos2 上のリソース trancos-4-rs に対する依存関係を設定します。

# clresource set -p \

resource_dependencies=trancos-3-rs@ptrancos1,trancos-4-rs@ptrancos2 gds-rs

phys-schost-1# clresource show -p resource_dependencies gds-rs

=== Resources ===
Resource: gds-rs
Resource_dependencies: trancos-3-rs@ptrancos1 trancos-4-rs@ptrancos2

ローカルノードスコープでリソースの依存関係を設定するには、LOCAL_NODE  修飾子を次の
形式で指定します:

myres1{LOCAL_NODE},myres2{LOCAL_NODE}

gds-rs リソースの場合は、次のコマンドで、リソース trancos-3-rs に対するローカルノード
の依存関係を設定します。

# clresource set -p resource_dependencies=trancos-3-rs{LOCAL_NODE} gds-rs

phys-schost-1# clresource show -p resource_dependencies gds-rs

=== Resources ===
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Resource: gds-rs
Resource_dependencies: trancos-3-rs{LOCAL_NODE}

ノード単位のリソース依存関係および依存関係のスコープ修飾子の詳細
は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参照してください。

-p property-name[,…]
--property=property-name[,…]
--property property-name[,…]

list-props サブコマンドおよび show サブコマンドのプロパティーのリストを指定します。
-p オプションを使用すると、任意の標準プロパティーまたは拡張プロパティーを指定できま
す。あるリソースタイプの拡張プロパティーが同じリソースタイプの標準プロパティーと同じ
名前を持っている場合、-p オプションを使用するとエラーが返されます。そのような場合、
拡張プロパティーを指定するには -x オプション、標準プロパティーを指定するには -y オプ
ションを使用します。
標準プロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参
照してください。
リソースタイプの拡張プロパティーについては、リソースタイプに関するドキュメントを参照し
てください。
このオプションを指定しなかった場合、list-props サブコマンドおよび show サブコマンド
は、-v オプションも指定されているかどうかに基づいて、すべてまたはほとんどのリソース
プロパティーを一覧表示します。

-r
--recursive

必要な依存性がすべて満たされるように、リソースの有効化または無効化を再帰的に実行
します。このオプションは、disable サブコマンドおよび enable サブコマンドの場合にだけ
指定できます。
このオプションをこれらのサブコマンドとともに指定した場合の効果は、次のとおりです。

disable コマンドに対するオペランドとして指定したリソースに依存しているリ
ソースを、すべて無効にします。これらのリソースは、コマンドに対する
オペランドとして指定しなかった場合でも無効になります。

enable コマンドに対するオペランドとして指定したリソースが依存しているリ
ソースを、すべて有効にします。これらのリソースは、コマンドに対する
オペランドとして指定しなかった場合でも有効になります。

-s state[,…]
--state=state[,…]
--state state[,…]

list サブコマンドおよび status サブコマンドの状態のリストを指定します。
このオプションは出力を制限し、ノードリスト内の 1 つまたは複数のノード上で指定されて
いる状態の 1 つにあるリソースだけが含まれるようにします。
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可能な状態は、次のとおりです。
■ Online

■ Offline

■ Start_failed

■ Stop_failed

■ Monitor_failed

■ Online_not_monitored

■ Starting

■ Stopping

■ Not_online

注記 - Offline や Start_failed などの状態の名前は、大文字と小文字が区別されません。状
態の名前を指定する際には、大文字と小文字を任意に組み合わせることができます。

-t resourcetype[,…]
--type=resourcetype[,…]
--type resourcetype[,…]

1 つのリソースタイプまたはリソースタイプのリストを指定します。
create を除くこのオプションを使用できるすべてのサブコマンドの場合、コマンドは、次の
両方の条件を満たすリソースに対してだけ作用します。
■ リソースが、オペランドのリスト内にある。
■ リソースが、-t オプションで指定するリソースタイプのインスタンスである。

-t オプションと clresource create を同時に指定すると、指定したタイプのリソースが作
成されます。指定できるリソースタイプは、1 つだけです。
リソースタイプ名の形式については、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster デー
タサービス計画および管理ガイド の有効な RGM 名"を参照してください。

-u

+ オペランドを使用する場合、このオプションは、リソースグループが中断されたリソース上
でコマンドが機能するように指定します。
+ オペランドを指定した状態で -u オプションを指定しないと、コマンドはリソースグ
ループが中断されたすべてのリソースを無視します。-u オプションは、+ オペランドが
clear、disable、enable、monitor、set、または unmonitor コマンドとともに指定されている
場合に有効となります。
+ オペランドが clear、disable、enable、monitor、set、またはunmonitor サブコマンドとと
もに使用されている場合、-u オプションも指定しないかぎり、コマンドはリソースグループが
中断されたすべてのリソースを無視します。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションには、サブコマンドやオペランドなどのオプションは指定しないでください。
サブコマンドやオペランドなどのオプションは無視されます。-V オプションは、コマンドの
バージョンだけを表示します。その他の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細メッセージを標準出力に表示します。
このオプションは、このコマンドの任意の形式とともに指定できます。
-v オプションと -o - オプションを同時に指定してはいけません。-v オプ ションは無視され
ます。-o - オプションは、ほかのすべての標準出力を抑制します。

-x extension-property=value
-x extension-property+=array-value
-x extension-property-=array-value
--extension-property=extension-property=value
--extension-property=extension-property+=array-value
--extension-property=extension-property-=array-value
--extension-property extension-property=value
--extension-property extension-property+=array-value
--extension-property extension-property-=array-value

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースの拡張プロパティーの値を、設定または
変更します。
一般に、-p オプションを使用すると、任意の標準プロパティーまたは拡張プロパティーを
指定できます。あるリソースタイプの拡張プロパティーが同じリソースタイプの標準プロパ
ティーと同じ名前を持っている場合、-p オプションを使用するとエラーが返されます。そのよ
うな場合、拡張プロパティーを指定するには -x オプション、標準プロパティーを指定するに
は -y オプションを使用します。
このオプションの代入形式を指定できるのは、create サブコマンドおよび set サブコマン
ドだけです。
リソースタイプの拡張プロパティーについては、リソースタイプに関するドキュメントを参照し
てください。
このオプションとともに使用する演算子は、次のとおりです。

= プロパティーに、指定した値を設定します。この演算子は、create サ
ブコマンドおよび set サブコマンドで使用できます。

+= 1 つまたは複数の値を文字列配列値に追加します。この演算子
は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、たとえ
ば、Resource_dependencies のような文字列値のリストを受け付け
るプロパティーに対してのみ指定できます。
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-= 1 つまたは複数の値が、文字列配列値から削除されます。この演算
子は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、たとえ
ば、Resource_dependencies のような文字列値のリストを受け付け
るプロパティーに対してのみ指定できます。

クラスタノードのサブセットに対してノード単位の拡張プロパティーを設定するには、プロパ
ティーの設定時にノードを指定します。次のように、中括弧で囲まれたノードのリストをプロパ
ティー名のあとに付加します。

name{node}

node は、ノード名またはノード ID をコンマで区切ったリストです。ノード単位のプロパティー
の詳細は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページを参照してください。

-x extension-property[,…]
--extension-property=extension-property[…]
--extension-property extension-property[,…]

list-props サブコマンドおよび show サブコマンドの拡張プロパティーのリストを指定しま
す。
リソースタイプの拡張プロパティーについては、リソースタイプに関するドキュメントを参照し
てください。
-p オプションを使用すると、任意の標準プロパティーまたは拡張プロパティーを指定できま
す。あるリソースタイプの拡張プロパティーが同じリソースタイプの標準プロパティーと同じ
名前を持っている場合、-p オプションを使用するとエラーが返されます。そのような場合、
拡張プロパティーを指定するには -x オプション、標準プロパティーを指定するには -y オプ
ションを使用します。
このオプションを指定しないと、list-props サブコマンドおよび show サブコマンドは、-v
オプションも指定されているかどうかに基づいて、すべてまたはほとんどのリソースプロパ
ティーを一覧表示します。

-y standard-property=value
-y standard-property+=array-value
-y standard-property-=array-value
--standard-property=standard-property=value
--standard-property=standard-property+=array-value
--standard-property=standard-property-=array-value
--standard-property standard-property=value
--standard-property standard-property+=array-value
--standard-property standard-property-=array-value

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースの標準プロパティーの値を、設定または
変更します。
-p オプションを使用すると、任意の標準プロパティーまたは拡張プロパティーを指定できま
す。あるリソースタイプの拡張プロパティーが同じリソースタイプの標準プロパティーと同じ
名前を持っている場合、-p オプションを使用するとエラーが返されます。そのような場合、
拡張プロパティーを指定するには -x オプション、標準プロパティーを指定するには -y オプ
ションを使用します。
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このオプションの代入形式を指定できるのは、create サブコマンドおよび set サブコマン
ドだけです。
標準プロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参
照してください。
このオプションとともに使用する演算子は、次のとおりです。

= プロパティーに、指定した値を設定します。この演算子は、create サ
ブコマンドおよび set サブコマンドで使用できます。

+= 1 つまたは複数の値を文字列配列値に追加します。この演算子
は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、たとえ
ば、Resource_dependencies のような文字列値のリストを受け付け
るプロパティーに対してのみ指定できます。

-= 1 つまたは複数の値が、文字列配列値から削除されます。この演算
子は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、たとえ
ば、Resource_dependencies のような文字列値のリストを受け付け
るプロパティーに対してのみ指定できます。

-y standard-property[,…]
--standard-property=standard-property[,...]
--standard-property standard-property[,...]

list-props サブコマンドおよび show サブコマンドの標準プロパティーのリストを指定しま
す。
標準プロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参
照してください。
-p オプションを使用すると、任意の標準プロパティーまたは拡張プロパティーを指定できま
す。あるリソースタイプの拡張プロパティーが同じリソースタイプの標準プロパティーと同じ
名前を持っている場合、-p オプションを使用するとエラーが返されます。そのような場合、
拡張プロパティーを指定するには -x オプション、標準プロパティーを指定するには -y オプ
ションを使用します。
このオプションを指定しないと、list-props サブコマンドおよび show サブコマンドは、-v
オプションも指定されているかどうかに基づいて、すべてまたはほとんどのリソースプロパ
ティーを一覧表示します。

-Z {zoneclustername | global | all}
--zoneclustername={zoneclustername | global | all}
--zoneclustername {zoneclustername | global | all}

クラスタ、またはリソースが存在するクラスタや処理するクラスタを指定します。
このオプションは、export サブコマンド以外のすべてのサブコマンドでサポートされていま
す。
このオプションを指定する場合は、次のいずれかの引数も指定する必要があります。
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zoneclustername このオプションを使用するコマンドが、zoneclustername という名前
のゾーンクラスタでのみ指定されたすべてのリソースで機能するよう
に指定します。

global このオプションを使用するコマンドが、広域クラスタでのみ指定され
たすべてのリソースで機能するように指定します。

all 広域クラスタでこの引数を使用する場合、それを使用するコマンド
が広域クラスタとすべてのゾーンクラスタを含め、すべてのクラスタ
で指定されたすべてのリソースで機能するように指定します。
この引数をゾーンクラスタで使用すると、このオプションを使用する
コマンドが、ゾーンクラスタ内だけで指定されたすべてのリソースに対
して機能するように指定されます。

次のオペランドだけがサポートされています。

resource 管理対象のリソース (1 つまたは複数) を指定します。サブコマンドで複
数のリソースを指定できる場合は、プラス記号 (+) を使用すると、すべて
のリソースを指定できます。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

次の終了コードが返されます。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
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指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

9 CL_ESTATE

オブジェクトの状態が不正です
その時点で変更できない、または常時変更できないプロパティー、リソースグループ、または
その他のオブジェクトを変更しようとしました。

10 CL_EMETHOD

リソースのメソッドが失敗しました
リソースのメソッドが失敗しました。次のいずれかの理由のために、メソッドは失敗しました。
■ validate メソッドは、リソースを作成しようとしたときに、あるいは、リソースのプロパ

ティーを変更しようとしたときに失敗しました。
■ validate 以外のメソッドは、リソースを有効、無効、または削除しようとしたときに失敗

しました。

15 CL_EPROP

無効なプロパティーです
-p、-y、または -x オプションで指定したプロパティーまたは値が存在しないか、許可されて
いません。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。

■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。
指定したデバイス、デバイスグループ、クラスタインターコネクトコンポーネント、ノード、クラス
タ、リソース、リソースタイプ、リソースグループ、またはプライベート文字列はすでに存在しま
す。

41 CL_ETYPE

無効なタイプです
-t または -p オプションで指定したタイプは存在しません。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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これらの終了値は、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページで説明されている
リターンコードと互換性があります。

例   133 リソースの作成

この例では、rg-failover という名前のリソースグループ内で rs-nfs という名前のリソースを
作成します。リソースは、リソースタイプ SUNW.nfs のインスタンスです。リソースは作成後に有効
な状態になり、リソースモニタリングも有効になります。

# clresource create -g rg-failover -t SUNW.nfs rs-nfs

次の 2 つのコマンドのいずれかで、rg-failover という名前のリソースグループにあるゾーンク
ラスタ ZC 内に、rs-nfs という名前のリソースを作成します。これらのコマンドは、グローバルク
ラスタノードから、またはゾーンクラスタ ZC 内で実行できます。コマンドをゾーンクラスタから実
行する場合、任意でゾーンクラスタ名を持つリソースのスコープを明示的に定義できます。

# clresource create -g rg-failover -t SUNW.nfs -Z ZC rs-nfs

# clresource create -g rg-failover -t SUNW.nfs ZC:rs-nfs

例   134 リソースモニタリングの有効化

この例では、rs-nfs という名前のリソースに対するモニタリングを有効にします。

# clresource monitor rs-nfs

リソースのモニタリングは、いったん有効になると、clresource unmonitor コマンドを使って明
示的に無効にするまで、有効な状態のままとなります。リソースの無効化および有効化は、リソー
スがモニターされるかどうかに影響を与えません。

例   135 リソースの有効化

この例では、リソースグループ rg-failover および rg-failover2 の中のすべてのリソースを有
効にします。

# clresource enable -g rg-failover,rg-failover2 +

このコマンドは、リソースがモニターされるかどうかに影響を与えません。

例   136 リソースプロパティーの設定

この例では、リソースタイプ SUNW.nfs の全インスタンスの r_description プロパティーを HA-
NFS res に設定します。



300 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

# clresource set -t SUNW.nfs -p r_description="HA-NFS res" +

例   137 ノード単位リソースプロパティーの設定

この例では、リソース rs-oracle のノード単位プロパティー oracle_sid に、次のように別のノー
ド上の別の値を設定します。

■ ノード phys-schost-1 およびノード phys-schost-2 上で、このプロパティーには myora1 が
設定されます。

■ ノード phys-schost-3 上の場合、このプロパティーには myora2 が設定されます。

この例の場合、中括弧文字は、使用されるシェルに対して特別な意味があります。そのため、
ノードリストが付加される各プロパティー名は、二重引用符で囲んであります。

# clresource set -p "oracle_sid{phys-schost-1,phys-schost-2}"=myora1 \

-p "oracle_sid{phys-schost-3}"=myora2 rs-oracle

例   138 ノード単位のリソース依存関係の設定

この例では、gds-rs のノード単位のリソース依存関係を設定して、それが 2 つの異なる論理ホ
ストリソースに依存するようにします。

# clresource set -p resource_dependencies=node-3-rs@pnode1,node-4-rs@pnode2 gds-rs

# clresource show -p resource_dependencies gds-rs

Resource: gds-rs
Standard Properties:
Resource_dependencies: node-3-rs@pnode1,node-4-rs@pnode2

例   139 文字列配列プロパティーへの値の追加

この例では、値 rs-oracle を、リソース rs-myapp の文字列配列プロパティー
resource_dependencies に追加します。この文字列配列プロパティー内の既存の値は、変更さ
れません。

# clresource set -p resource_dependencies+=rs-oracle rs-myapp

# clresource show -p resource_dependencies rs-myapp

Resource: rs-myapp
Standard Properties:
Resource_dependencies: rs-nfs rs-oracle
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例   140 リソースの削除

この例では、rs-nfs という名前のリソースを削除します。

# clresource delete rs-nfs

例   141 クラスタ構成全体の更新

この例では、次の順序で処理を実行することにより、クラスタ構成全体を更新します。

1. クラスタ内のリソースグループをすべてオフラインにしたあと、すべてのリソースを削除してか
ら、すべてのリソースグループを削除します。

2. すべてのリソースタイプの登録解除

3. 構成ファイル /net/server/export/mycluster.xml の中で指定されているすべてのリソー
スの作成、そのリソースタイプの登録、および必要なすべてのリソースグループの作成

# clresourcegroup delete --force +

# clresourcetype unregister +

# clresource -i /net/server/export/mycluster.xml -a +

例   142 リソースの一覧表示

この例では、すべてのリソースを一覧表示します。

# clresource list

logicalhost1

rs-nfs-1

rs-nfs-2

logicalhost2

rs-apache-1

例   143 リソースおよびグループとタイプの一覧表示

この例では、すべてのリソースおよびそのリソースグループとリソースタイプを一覧表示します。

# clresource list -v

Resource Name      Resource Group    Resource Type

-------------      --------------    -------------

logicalhost1       rg-failover-1     SUNW.LogicalHostname

rs-nfs-1           rg-failover-1     SUNW.nfs

logicalhost2       rg-failover-2     SUNW.LogicalHostname

rs-nfs-2           rg-failover-2     SUNW.nfs

rs-apache-1        rg-failover-1     SUNW.apache
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例   144 特定のタイプのリソースの一覧表示

この例では、リソースタイプ nfs のすべてのインスタンスを一覧表示します。

# clresource list -t nfs

rs-nfs-1

rs-nfs-2

例   145 リソースタイプの拡張プロパティーと説明の一覧表示

この例では、リソースタイプ nfs の拡張プロパティーと各拡張プロパティーの説明を一覧表示し
ます。

# clresource list-props -t nfs -v

Properties              Descriptions

----------              ------------

Monitor_retry_count     Number of PMF restarts allowed for the fault monitor

Monitor_retry_interval  Time window (minutes) for fault monitor restarts

Rpcbind_nullrpc_timeout Timeout(seconds) to use when probing rpcbind

Nfsd_nullrpc_timeout    Timeout(seconds) to use when probing nfsd

Mountd_nullrpc_timeout  Timeout(seconds) to use when probing mountd

Statd_nullrpc_timeout   Timeout(seconds) to use when probing statd

Lockd_nullrpc_timeout   Timeout(seconds) to use when probing lockd

Rpcbind_nullrpc_reboot  Boolean to indicate if we should reboot system when 

                          null rpc call on rpcbind fails

Nfsd_nullrpc_restart    Boolean to indicate if we should restart nfsd when 

                          null rpc call fails

Mountd_nullrpc_restart  Boolean to indicate if we should restart mountd when 

                          null rpc call fails

Line breaks in the Descriptions column are added to enhance
the readability of this example. Actual output from the command does not

contain these line breaks.

例   146 リソースの無効化および有効化によるリソース状態 Start_failed のクリア

Start_failed リソース状態は、Start メソッドまたは Prenet_start メソッドがリソース上で失敗
またはタイムアウトしたが、そのリソースグループは結果的にオンラインになっていることを示し
ます。リソースグループは、リソースが障害状態に置かれていてサービスを提供していなくても、
オンライン状態になります。この状態は、リソースの Failover_mode プロパティーに None または
リソースグループのフェイルオーバーを妨げる別の値が設定されている場合に発生することがあ
ります。

Stop_failed リソース状態とは異なり、Start_failed リソース状態は、Oracle Solaris
Cluster ソフトウェアがリソースグループ上で操作を実行することを妨げません。リソース状態
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Start_failed は、command clear コマンドを発行しなくてもクリアすることができます。該当リ
ソースを再起動するコマンドを実行するだけで済みます。

次のコマンドでは、リソース resource-1 上で発生したリソース状態 Start_failed を、リソースを
いったん無効化したあと再度有効化することにより、クリアします。

# clresource disable resource-1

# clresource enable resource-1

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 251 ページのclreslogicalhostname(1CL ),
305 ページのclresourcegroup(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
347 ページのclressharedaddress(1CL), 551 ページのcluster(1CL),
1047 ページのscha_calls(3HA), 1447 ページのclconfiguration(5CL), Unresolved
link to " attributes5", 1287 ページのr_properties(5), Unresolved link to " rbac5"

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster データサービス計画および管理ガイド "

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

任意のユーザーは次のオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

■ -? オプション
■ -V オプション

サブコマンドを指定してこのコマンドを実行する場合、スーパーユーザー以外のユーザーは
RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

create solaris.cluster.modify

delete solaris.cluster.modify

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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サブコマンド RBAC の承認

disable solaris.cluster.admin

enable solaris.cluster.admin

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

list-props solaris.cluster.read

set solaris.cluster.modify

monitor solaris.cluster.admin

clear solaris.cluster.admin

show solaris.cluster.read

status solaris.cluster.read

unmonitor solaris.cluster.admin
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名前
clresourcegroup, clrg — Oracle Solaris Cluster データサービスのリソースグループの管
理

/usr/cluster/bin/clresourcegroup -V

/usr/cluster/bin/clresourcegroup [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/clresourcegroup subcommand [options] -v [resourcegroup …]

/usr/cluster/bin/clresourcegroup add-node -n node[,...] [-S] [-Z {zoneclustername | global}]
 {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup create [-S] [-n node[,...]] [-p name=value] […] [-Z
 {zoneclustername | global}] {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup create -i {- | clconfigfile} [-S] [-n node [,...]] [-
p name=value] […] {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup delete [-F] [-Z {zoneclustername | global}] {+
 | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup evacuate -n node[,...] [-T seconds] [-Z {zoneclustername
 | global}] {+}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup export [-o {- | configfile}] [+ | resourcegroup...]

/usr/cluster/bin/clresourcegroup list [-n node[,...]] [-r resource[,...]] [-s state[,...]] [-
t resourcetype[,...]] [ [-Z {zoneclustername[,...] | global | all}] [+ | resourcegroup...]

/usr/cluster/bin/clresourcegroup manage [-Z {zoneclustername | global}] {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup offline [-n node [,...]] ] [-Z {zoneclustername | global}] {+
 | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup online [-e] [-m] [-M] [-n node [,...]] [-Z {zoneclustername
 | global}] {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup quiesce [-k] [-Z {zoneclustername | global}] {+
 | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup remaster [-Z {zoneclustername | 
     global}] {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup remove-node -n node
     [,...]  [-Z {zoneclustername | global}]
     {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup restart [-n node[,...]] 
     [-Z zoneclustername |global}] {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup resume [-Z {zoneclustername | 
     global}] {+ | resourcegroup...}
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/usr/cluster/bin/clresourcegroup set [-n node[,...]] -p name[+|-]=value […]  
     [-Z {zoneclustername | global}] {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup show [-n node[,...]] 
     [-p name[,...]] [-r resource[,...]] [-t resourcetype[,...]] 
     [-Z {zoneclustername[,...] | global | all}] 
     [+ | resourcegroup...]

/usr/cluster/bin/clresourcegroup status [-n node[,...]] 
     [-r resource [,]...] [-s state [,]...] [-t resourcetype 
     [,]...] [-Z {zoneclustername[,...] | global | all}] 
     [+ | resourcegroup...]

/usr/cluster/bin/clresourcegroup suspend [-k] [-Z 

     {zoneclustername | global}] {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup switch -n node[,...] 
     [-e] [-m] [-M] [-Z {zoneclustername | global}] 
     {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup unmanage [-Z {zoneclustername | 
     global}] {+ | resourcegroup...}

このコマンドは、Oracle Solaris Cluster データサービスのリソースグループを管理します。

subcommand を省略できるのは、options が -? オプションまたは -V オプションの場合のみで
す。

このコマンドの各オプションには長形式と短形式があります。各オプションの両方の形式は、オ
プション に説明とともに記載されています。

clrg コマンドは、clresourcegroup コマンドの短い形式です。

list、show、および status 以外のサブコマンドでは、1 つ以上のオペランドが必要です。ただ
し、多くのサブコマンドはプラス記号のオペランド (+) を受け付けます。このオペランドは、サブ
コマンドをすべての適用できるオブジェクトに適用します。

このコマンドは、ゾーンクラスタでいくつかの形式で使用できます。このコマンドの有効な使用
方法の詳細については、個々のサブコマンドの説明を参照してください。管理しやすいように、
広域クラスタノードからこのコマンドを使用してください。
リソースとリソースグループ

リソースのステータス、リソースグループのステータス、リソースのステータスは、すべてノード単位
で管理されます。たとえば、リソースは、各クラスタノード上で固有のステータス、固有のステータ
スを持ちます。
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注記 - Offline や Start_failed などの状態の名前は、大文字と小文字が区別されません。状
態の名前を指定する際には、大文字と小文字を任意に組み合わせることができます。

リソース状態は、そのリソース上でどのメソッドが呼び出されたかにのみ基づいて、各ノード上
の Resource Group Manager (RGM ) によって設定されます。たとえば、指定のノード上
でリソースに対する STOP メソッドを正しく実行した場合、そのリソースのノード上での状態は
Offline になります。STOP メソッドが 0 以外またはタイムアウトで終了した場合、そのリソースの
状態は Stop_failed になります。

可能性のあるリソース状態に
は、Online、Offline、Start_failed、Stop_failed、Monitor_failed、Online_not_monitored、Starting、
および Stopping があります。

可能性のあるリソースグループの状態に
は、Unmanaged、Online、Offline、Pending_online、Pending_offline、Error_stop_failed、Online_faulted、
および Pending_online_blocked があります。

RGM は、リソースのステータスだけでなく、リソース自体が API を使って設定するリソースのス
テータスも維持します。Status Message のフィールドは、実際には、ステータスキーワードとステー
タスメッセージからなります。ステータスメッセージは、ステータスキーワードのあとに出力される任
意のテキスト文字列で、リソースによって任意に設定されます。

リソースステータスの値には、次のものがあります。

Degraded リソースはオンラインですが、何らかの理由でパフォーマンスまたは可用
性が低下しています。

Faulted リソースの機能を妨げるエラーが検出されました。

Offline リソースはオフラインです。

Online リソースはオンラインでサービスを提供します。

Unknown 現在のステータスは不明または遷移中です。

ゾーンクラスタでこのコマンドを使用する

clresourcegroup コマンドは、ゾーンクラスタで、 export を除くすべてのサブコマンドを指定し
て使用することができます。

export 以外のすべてのサブコマンドで -Z オプションを使用して、操作を制限する特定の
ゾーンクラスタの名前を指定することもできます。また、リソースグループ (zoneclustername
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:resourcegroup) にゾーンクラスタ名を付けて、操作を特定のゾーンクラスタに制限することもで
きます。

グローバルクラスタノードからすべてのゾーンクラスタ情報にアクセスできますが、特定のゾーン
クラスタは他のゾーンクラスタを認識しません。特定のゾーンクラスタに操作を制限できない場
合、使用するサブコマンドは現在のクラスタでのみ機能します。

ゾーンクラスタのリソースグループと別のゾーンクラスタまたはグローバルクラスタのリソースグ
ループ間のアフィニティーを指定することができます。次のコマンドで別のゾーンクラスタのリ
ソースグループ間のアフィニティーを指定することができます。

# clresourcegroup set -p RG_affinities={+|++|-|--}

target-zc:target-rg 
source-zc:source-rg

アフィニティータイプは次のいずれかとなります。

■ + (弱い肯定的)

■ ++ (強い肯定的)

■ +++ (フェイルオーバー委託付きの強い肯定的)

■ - (弱い否定的)

■ -- (強い否定的)

たとえば、ゾーンクラスタ ZC1 内のリソースグループ RG1 とゾーンクラスタ ZC2 内のリソースグ
ループ RG2 の間に強い肯定的なアフィニティー (++) を指定する必要がある場合は、次のコマ
ンドを使用します。

# clresourcegroup set -p RG_affinities=++ZC2:RG2 ZC1:RG1

ゾーンクラスタ ZC1 内のリソースグループ RG1 とゾーンクラスタ ZC2 内のリソースグループ RG2
の間にフェイルオーバー委託付きの強い肯定的なアフィニティー (+++) を指定するには、次のコ
マンドを使用します。

# clresourcegroup set -p RG_affinities=+++ZC2:RG2 ZC1:RG1

ゾーンクラスタ ZC1 内のリソースグループ RG1 とグローバルクラスタ内のリソースグループ RG2
の間に強い否定的なアフィニティー (--) を指定するには、次のコマンドを使用します。

# clresourcegroup set -p RG_affinities=--global:RG2 ZC1:RG1
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リソースグループはクラスタノードまたはゾーンに自動的に分散されます。詳細
は、1319 ページのrg_properties(5) のマニュアルページにある Load_factors、Priority、
および Preemption_mode のエントリを参照してください。

サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

add-node

ノードをリソースグループの Nodelist プロパティーの最後に追加します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
リスト内のノードとゾーンの順序は、それらのノードまたはゾーンでリソースグループがオンラ
インにされる優先順位を指定します。Nodelist プロパティー内の別の位置にノードを追加
するには、set サブコマンドを使用します。
広域クラスタノードから特定のゾーンクラスタのリソースグループに対してノードを追加する
ために、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してください。

create

新しいリソースグループを作成します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
広域クラスタノードから特定のゾーンクラスタにリソースグループを作成するために、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタの名前を指定できます。
-i オプションで構成ファイルを指定する場合は、プラス記号のオペランド (+) を指定でき
ます。このオペランドは、存在していないすべてのリソースをそのファイル内に作成すること
を指定します。
新しいリソースグループの Nodelist プロパティーを設定するには、次に示すオプションの
いずれかを指定します。
■ -n node
■ -p Nodelist=-node- ][,…]
■ -i clconfigfile

リスト内のノードの順序は、それらのノードでリソースグループをオンラインにする優先順位を
指定します。作成時にノードリストを指定しない場合、クラスタ内で構成されているすべての
ノードが Nodelist プロパティーに設定されます。順序は任意です。
デフォルトでは、リソースグループは Failover が設定された RG_mode プロパティーで作
成されます。ただし、-S オプションまたは -p RG_mode=Scalable オプションを使用する
か、Maximum_primaries に 1 より大きい値を指定することで、スケーラブルリソースグルー
プを作成できます。リソースグループの RG_mode プロパティーを設定できるのは、このグルー
プを作成するときだけです。

http://otn.oracle.com
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リソースグループは、作成時には常に管理されない状態に置かれます。ただし、manage サブ
コマンドを実行したり、online または switch サブコマンドを -M> オプションとともに実行し
たりすると、RGM の状態は管理状態に変わります。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

delete

リソースグループを削除します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
広域クラスタノードから特定のゾーンクラスタのリソースグループを削除するために、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタの名前を指定できます。
このサブコマンドとともに正符号のオペランド (+) を指定すると、すべてのリソースグループ
を削除できます。
リソースグループがリソースを含む場合は、-F オプションを指定しないかぎり、そのリソースグ
ループを削除できません。-F オプションを指定した場合は、各グループ内のすべてのリソー
スおよびそのグループが削除されます。すべての依存関係とアフィニティーも削除されま
す。
このサブコマンドは、リソースとリソースグループの依存関係を反映する順序で複数のリソー
スグループを削除します。コマンド行でリソースグループを指定する順序は関係ありません。
次の clresourcegroup delete コマンドはいくつかのステップで実行されます。
■ 複数のリソースグループを同時に削除する場合
■ リソースグループを -F オプションで削除する場合

たとえばノードで問題が発見された場合などのように、このいずれかのフォームのコマンド
が割り込まれたときには、いくつかのリソースグループが無効な構成のまま残される場合が
あります。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

evacuate

-n オプションで指定したノード上のすべてのリソースグループをオフラインにします。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタノードから evacuate コマンドを実行すると、このサブコマンドはグローバ
ルクラスタまたはゾーンクラスタのすべてのリソースグループを退避します。ゾーンクラスタ
で、このサブコマンドは指定したゾーンクラスタのリソースグループのみを退避します。グロー
バルクラスタノードから特定のゾーンクラスタのリソースグループを退避する場合は、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタの名前を指定できます。
リソースグループは、リソースとリソースグループの依存関係を反映する順序でオフラインに
されます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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このサブコマンドの -T オプションを使用して、リソースグループが切り替わらないようにする
秒数を指定できます。値を指定しない場合、デフォルトでは、60 秒が使用されます。
退避が完了したあと 60 秒間または指定した秒数の間、リソースグループは退避中ノードで
フェイルオーバーできなかったり自動的にオンラインになれなくなったりします。
ただし、switch または online サブコマンドを使用して、リソースグループをオンラインまた
は退避ノードリブートに切り替えると、退避タイマーはただちに期限切れになり、自動フェイ
ルオーバーが再度許可されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

export

リソースグループの構成情報をファイルまたは標準出力 (stdout) に書き込みます。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
この構成情報の形式は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで
説明されています。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

list

指定したリソースグループの修飾子オプションでフィルタリングされたリストを表示します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
-r resource を使用すると、リソースを含むリソースグループのみを含めることができます。-t
resourcetype を使用すると、resourcetype 内のリソースタイプを含むリソースグループのみ
を含めることができます。-n node を使用すると、1 つ以上のノード内でオンラインであるリ
ソースグループのみを含めることができます。
-s state を指定すると、指定した状態のグループのみが一覧表示されます。
オペランドを指定しない場合や正符号のオペランド (+) を指定した場合は、指定した任意
の修飾子オプションでフィルタリングされたすべてのリソースグループが一覧表示されま
す。
詳細オプション -v を指定すると、リソースグループがオンラインかオフラインにかかわらず、
そのステータスが表示されます。クラスタ内の 1 つのノードだけでオンラインの場合でも、リ
ソースグループはオンラインとして一覧表示されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

manage

指定したリソースグループを管理状態にします。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。

http://otn.oracle.com
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このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、ゾー
ンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。グローバルクラスタノードから特定
のゾーンクラスタのリソースグループを管理するには、-Z オプションを使用してゾーンクラス
タの名前を指定できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

offline

指定したリソースグループをオフライン状態にします。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、ゾー
ンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。グローバルクラスタノードから特定
のゾーンクラスタのリソースグループを退避するには、-Z オプションを使用してゾーンクラス
タの名前を指定できます。
-n オプションを指定すると、リソースグループは、指定したノードでのみオフラインになりま
す。
-n オプションを指定しないと、リソースグループはすべてのノード上でオフラインになります。
リソースグループを offline サブコマンドでオフラインにした場合、リソースグループの
Offline 状態はノードのリブートで解除されます。つまり、ノードを終了またはクラスタに接続
すると、以前にオフラインにしたリソースグループが一部のノード上でオンラインになる可能
性があります。すべてのリソースを無効にしていても、リソースグループはオンラインになりま
す。
同様に、任意の RG_dependencies または強い RG_affinities を示すリソースグループは、
別のリソースグループに切り替わると、自動的のオンラインになります。
リソースグループが自動的にオンラインになるのを防止するには、suspend サブコマンド
を使用してリソースグループの自動復旧処理を中断します。自動復旧処理を再開するに
は、resume サブコマンドを使用します。
リソースグループは、リソースとリソースグループの依存関係を反映する順序でオフラインに
されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

online

指定したリソースグループをオンライン状態にします。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、ゾー
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ンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。グローバルクラスタノードから特定
のゾーンクラスタのリソースグループを退避するには、-Z オプションを使用してゾーンクラス
タの名前を指定できます。
リソースグループをオンラインにするノードのリストを指定するには、-n オプションを使
用します。-n オプションを指定しない場合、このサブコマンドは、リソースグループを現
在のプライマリノードからオフラインにせずに、リソースグループを最優先ノードでオンラ
インにします。リソースグループごとのオンラインノードの総数は、Desired_primaries
および Maximum_primaries プロパティーによって制限されます。ノードの優先順序
は、Nodelist、RG_affinities、および Load_factors プロパティーによって決定されます。
これらのプロパティーの詳細は、1319 ページのrg_properties(5) のマニュアルページを
参照してください。
コマンド行で複数のリソースグループのオペランドが指定され、-n オプションが指定され
ていない場合、それらのリソースグループのオペランドには Priority プロパティーによっ
て決定される順序でプライマリノードが割り当てられます。つまり、優先順位のもっとも高
いリソースグループが最初にノードの割り当てを受けます。プライマリノードが割り当てられ
たあと、リソースの依存関係またはリソースグループの依存関係によって制約されている
場合を除き、すべてのリソースグループオペランドが並列でオンラインになります。コマン
ド行でリソースグループを指定する順序は関係ありません。Priority プロパティーの詳細
は、1319 ページのrg_properties(5) のマニュアルページを参照してください。
優先順位の低いリソースグループは、最優先ノードに割り当てられなかったり、負荷制限
を超えている場合は優先順位の高いリソースグループによって強制的にオフラインにさ
れたりすることがあります。詳細は、185 ページのclnode(1CL) のマニュアルページの
loadlimit サブコマンドを参照してください。
switch サブコマンドと異なり、このサブコマンドは Nodelist プロパティーで一覧表示され
ているどのノードも Offline 状態にしようとしません。
このサブコマンドとともに -e オプションを指定すると、オンラインにされるリソースグループ
のセット内のすべてのリソースが有効になります。
-m オプションを指定すると、オンラインにされるリソースグループのセット内のすべてのリ
ソースのモニタリングを有効にできます。ただし、最初に有効にされ、MONITOR_START メソッ
ドと関連付けられている場合以外、リソースが実際にモニターされることはありません。
-M オプションを指定して、オンラインにされるすべてのリソースグループを管理状態に置くよ
うに指示することもできます。-M オプションが指定されていない場合、このサブコマンドは、
管理されていないリソースグループには効果を持ちません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

quiesce

指定されたリソースグループを休止状態にします。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
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このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、ゾー
ンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。グローバルクラスタノードから特定
のゾーンクラスタのリソースグループを退避するには、-Z オプションを使用してゾーンクラス
タの名前を指定できます。
このコマンドは、START または STOP メソッドが失敗した場合に、あるノードから別のノードに
リソースグループが連続して切り替わるのを阻止します。また、停止メソッドが失敗したとき、
リソースの Failover_mode プロパティーが HARD に設定されている場合に通常実行される
ノードのリブートも阻止します。その場合、リソースは代わりに STOP_FAILED 状態に移動しま
す。
影響されるリソースグループ内のリソースの代わりに実行されているメソッドを終了するに
は、-k オプションを使用します。-k オプションを指定しないと、終了するか構成されている
タイムアウトを超えるまで継続的にメソッドを実行できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

remaster

指定したリソースグループを、現在のプライマリノードから最優先ノードに切り替え
ます。各リソースグループのオンラインノードの合計数は、 Desired_primaries お
よび Maximum_primaries プロパティーによって制限されます。ノードの優先順序
は、Nodelist、RG_affinities、および Load_factors プロパティーによって決定されます。
詳細は、185 ページのclnode(1CL) および 1319 ページのrg_properties(5) のマニュ
アルページを参照してください。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、ゾー
ンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。グローバルクラスタノードから特定
のゾーンクラスタのリソースグループを退避するには、-Z オプションを使用してゾーンクラス
タの名前を指定できます。
online サブコマンドと異なり、このサブコマンドでは、リソースグループを現在のマスターか
らオフラインに切り替えて、より優先されるマスター上でオンラインにすることができます。
コマンド行で複数のリソースグループオペランドを指定すると、Priority プロパ
ティーで決定されている順序でリソースグループオペランドがプライマリノードに割
り当てられます。優先順位がもっとも高いリソースグループに最初にノードが割り当
てられます。コマンド行でリソースグループを指定する順序は関係ありません。詳細
は、1319 ページのrg_properties(5) のマニュアルページを参照してください。
優先順位の低いリソースグループは、最優先ノードに割り当てられなかったり、負荷制限
を超えている場合は優先順位の高いリソースグループによって強制的にオフラインにさ
れたりすることがあります。詳細は、185 ページのclnode(1CL) のマニュアルページの
loadlimit サブコマンドを参照してください。
このサブコマンドは、管理されていないリソースグループには影響を与えません。
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スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" の
マニュアルページを参照してください。

remove-node

リソースグループの Nodelist プロパティーからノードを削除します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタノードまたはゾーンクラスタから使用できます。グ
ローバルクラスタノードからゾーンクラスタ内のリソースグループのノードを削除するには、-Z
オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定できます。
ノードを削除すると、remove-node は Maximum_primaries または Desired_primaries プ
ロパティーの値を Nodelist プロパティー内の新しいノード数にリセットする場合がありま
す。remove-node が Maximum_primaries または Desired_primaries プロパティーの値をリ
セットするのは、いずれかの値が Nodelist プロパティー内の新しいノード数を超える場合
のみです。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

restart

現在リソースグループをホストしているプライマリノードの同じセット上でリソースグループを
オフラインにしてからオンラインに戻します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、ゾー
ンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。グローバルクラスタノードから特定
のゾーンクラスタのリソースグループを退避するには、-Z オプションを使用してゾーンクラス
タの名前を指定できます。
-n オプションを指定すると、リソースグループは、指定するノードのリストにある現在のマス
ターでのみ再起動されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

resume

suspend サブコマンドによって以前中断されていた指定のリソースグループで自動復旧処
理を再開します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、ゾー
ンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。グローバルクラスタノードから特定
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のゾーンクラスタのリソースグループを退避するには、-Z オプションを使用してゾーンクラス
タの名前を指定できます。
自動復旧を再開するコマンドを明示的に実行するまで、中断されたリソースグループが自動的
に再開またはフェイルオーバーされることはありません。オンラインかオフラインかにかか
わらず、中断されたデータサービスは現在の状態のままです。指定したノード上でリソース
グループの状態を手作業で切り替えることもできます。また、リソースグループ内の個々のリ
ソースも有効または無効にできます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

set

指定するリソースグループに関連付けられているプロパティーを変更します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、ゾー
ンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。グローバルクラスタノードから特定
のゾーンクラスタのリソースグループを退避するには、-Z オプションを使用してゾーンクラス
タの名前を指定できます。
Nodelist プロパティーは、-p Nodelist=node で、または便宜的に -n node で変更できま
す。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

show

指定したリソースグループの修飾子オプションでフィルタリングされた構成レポートを生成
します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
-rresource を使用すると、リソースを含むリソースグループのみを含めることができま
す。-tresourcetype を使用すると、resourcetype 内のリソースタイプを含むリソースグループ
のみを含めることができます。-n node を使用すると、1 つ以上のノード内でオンラインであ
るリソースグループのみを含めることができます。広域クラスタから -Z オプションを使用す
ると、指定されたゾーンクラスタでオンラインになるこれらのリソースグループのみを含める
ことができます。
-p オプションを使用すると、すべてのリソースグループプロパティーではなく、選択されたリ
ソースグループプロパティーのセットを表示できます。
オペランドを指定しない場合や正符号のオペランド (+) を指定した場合は、指定した任意
の修飾子オプションでフィルタリングされたすべてのリソースグループが一覧表示されま
す。
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スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

status

指定したリソースグループの修飾子オプションでフィルタリングされたステータスレポートを
生成します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
ゾーンクラスタでこのコマンドを使用すると、このサブコマンドはゾーンクラスタのリソースグ
ループにのみ適用されます。
-r resource を使用すると、リソースを含むリソースグループのみを含めることができます。-t
resourcetype を使用すると、resourcetype 内のリソースタイプを含むリソースグループのみ
を含めることができます。-n node を使用すると、1 つ以上のノード内でオンラインであるリ
ソースグループのみを含めることができます。-Z オプションを使用すると、広域クラスタノー
ドからゾーンクラスタを指定して、指定されたゾーンクラスタでオンラインになるこれらのリ
ソースグループのみを含めることができます。
-s state を指定すると、指定した状態のグループのみが一覧表示されます。

注記 - status サブコマンドでは、-n オプションまたは -s オプションのいずれかを指定できま
す。ただし、両方のオプションを同時に status サブコマンドとともに指定できません。

オペランドを指定しない場合や正符号のオペランド (+) を指定した場合は、指定した任意
の修飾子オプションでフィルタリングされたすべてのリソースグループが一覧表示されま
す。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

suspend

指定されたリソースグループ上の自動復旧アクションを中断し、そのリソースグループを休
止します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、ゾー
ンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。グローバルクラスタノードから特定
のゾーンクラスタのリソースグループを退避するには、-Z オプションを使用してゾーンクラス
タの名前を指定できます。
自動復旧を再開するコマンドを明示的に実行するまで、中断されたリソースグループが自
動的に再開またはフェイルオーバーされることはありません。オンラインかオフラインか
にかかわらず、中断されたデータサービスは現在の状態のままです。リソースグループが
一時停止されている間、clresourcegroup(1CL) または clresource(1CL) コマンドを
switch、online、offline、disable、enable などのサブコマンドとともに使用すると、リ
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ソースグループまたはそのリソースを特定のノード上の別の状態に手動で切り替えること
ができます。アプリケーションプロセスの強制終了やアプリケーション固有のコマンドの
実行など、リソースに対して直接に操作するのではなく、clresourcegroup(1CL) または
clresource(1CL) コマンドを使用してください。これにより、クラスタのフレームワークがリ
ソースおよびリソースグループの現在のステータスを正確に把握することができ、resume サ
ブコマンドが実行されたときに可用性が正しく復元されます。
リソースグループの自動回復を中断する必要があるのは、クラスタの問題を調査して修正
する場合、あるいは、リソースグループサービスに保守を実行する場合などです。
また、-k オプションを指定すると、影響されるリソースグループ内のリソースの代わりに実行
されているメソッドを即座に終了できます。-k オプションを使用することで、リソースグルー
プの休止を早めることができます。-k オプションを指定しない場合、メソッドは終了するか、
または構成されているタイムアウトを超えるまで実行を継続することを許可されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

switch

指定したリソースグループをマスターするノードまたはノードのセットを変更します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、ゾー
ンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。
リソースグループをオンラインにするノードのリストを指定するには、-n オプションを使用しま
す。-Z オプションを使用すると、広域クラスタノードからゾーンクラスタを指定して、指定され
たゾーンクラスタのリソースグループのリストのみを含めることができます。
リソースグループがまだオンラインでない場合は、-n オプションで指定されているノードの
セット上でオンラインになります。ただし、これらのグループが新しいノード上でオンラインに
なる前に、-n オプションで指定されていないノード上でオンラインのグループがオフライン
になります。
このサブコマンドとともに -e を指定すると、オンラインにされるリソースグループのセット内
のすべてのリソースが有効になります。
-m を指定すると、オンラインにされるリソースグループのセット内のすべてのリソースのモニ
タリングを有効にできます。ただし、最初に有効にされ、MONITOR_START メソッドと関連付け
られている場合以外、リソースが実際にモニターされることはありません。
-M オプションを指定して、オンラインにされるすべてのリソースグループを管理状態に置くよ
うに指示することもできます。-M オプションが指定されていない場合、このサブコマンドは、
管理されていないリソースグループには効果を持ちません。
リソースグループは、リソースとリソースグループの依存関係を反映する順序でオンラインに
されます。コマンド行でグループを指定する順序は関係ありません。
優先順位の低いリソースグループは、指定されたノードに切り替えられなかったり、負荷制
限を超えている場合は優先順位の高いリソースグループによって強制的にオフラインに
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されたりすることがあります。詳細は、185 ページのclnode(1CL) のマニュアルページの
loadlimit サブコマンドを参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

unmanage

指定したリソースグループを管理されない状態にします。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、同じ
ゾーンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。グローバルクラスタノードから
特定のゾーンクラスタのリソースグループを退避するには、-Z オプションを使用してゾーンク
ラスタの名前を指定できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

次のオプションがサポートされています。

注記 - このセクションでは、各オプションの短い形式と長い形式の両方が示されています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。
このオプションはサブコマンド付きでもサブコマンドなしでも指定できます。
このオプションを subcommand なしで指定すると、使用可能なすべてのサブコマンドのリ
ストが表示されます。
このオプションを subcommand とともに指定すると、subcommand の使用法が表示され
ます。
このオプションを create または set サブコマンドで指定した場合は、すべてのリソースグ
ループプロパティーのヘルプ情報が表示されます。
このオプションをほかのオプション、サブコマンド、またはオペランドと一緒に指定する場
合、これらはすべて無視されます。ほかの処理は行われません。

-e
--enable

グループがオンラインにされる時点でリソースグループ内のすべてのリソースを有効にしま
す。
このオプションは switch および online サブコマンドとだけ使用できます。

http://otn.oracle.com
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-F
--force

リソースが有効またはオンラインであっても、リソースグループおよびそのすべてのリソースを
強制的に削除します。また、このオプションは、ほかのリソースおよびほかのリソースグルー
プ内のすべての依存関係プロパティー設定またはアフィニティープロパティー設定からもリ
ソースとリソースグループの両方を削除します。
-F オプションを delete サブコマンドとともに使用する場合は、注意が必要です。依存関係
やアフィニティーが設定されている場合などは、強制削除により、削除されたリソースグルー
プを参照するその他のリソースグループが変更される場合があります。強制削除後、依存
リソースが無効またはエラー状態のまま残されることもあります。このような現象が発生し
た場合は、影響を受ける依存リソースを再構成または再起動する必要がある場合がありま
す。

-i {- | clconfigfile}
--input={- | clconfigfile}
--input {- | clconfigfile}

clconfigfile ファイル内にある構成情報を使用することを指定しま
す。1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページを参照してください。
標準入力 stdin を通して構成情報を提供するには、このオプションとともにダッシュ - を
指定します。
ほかのオプションを指定した場合は、clconfigfile 内のオプションや情報より指定したオプ
ションが優先されます。
指定したリソースグループだけがこのオプションの影響を受けます。

-k
--kill

指定したリソースグループ内のリソースの代わりに実行されている RGM のリソースメソッド
を終了します。
このオプションは、quiesce および suspend サブコマンドで使用できます。-k オプションを
指定しないと、終了するか構成されているタイムアウトを超えるまで継続的にメソッドを実
行できます。

-m
--monitor

リソースグループがオンラインにされる時点でリソースグループ内のすべてのリソースのモニ
タリングを有効にします。
ただし、最初に有効にされ、MONITOR_START メソッドと関連付けられている場合以外、リソー
スが実際にモニターされることはありません。
このオプションは switch および online サブコマンドとだけ使用できます。
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-M
--manage

サブコマンドによってオンラインにされるすべてのリソースグループが管理状態となることを
指定します。

-n node[,…]]
--node=node[,…]]
--node node[,…]]

ターゲットのグローバルクラスタまたはゾーンクラスタに、ノードまたはノードのリストを指定し
ます。-Z オプションが指定されている場合は、-n オプションで、グローバルクラスタホスト名
ではなくゾーンクラスタホスト名のみを指定できます。-Z オプションが指定されていない場
合は、-n オプションでグローバルクラスタホスト名のみを指定できます。
node には、ノードの名前または識別子を指定できます。
list、show、および status サブコマンドとともに使用されると、このオプションは出力を限
定します。ノードリスト内の 1 つ以上のノードで現在オンラインのリソースグループのみが対
象となります。
このオプションを create、add-node、remove-node、および set サブコマンドで指定するこ
とは、Nodelist プロパティーを設定することと同じです。Nodelist プロパティー内のノード
の順序は、それらのノードでグループがオンラインになる順序を指定します。create サブコ
マンドでノードリストを指定しない場合は、クラスタ内のすべてのノードが Nodelist プロパ
ティーに設定されます。順序は任意です。
switch および online サブコマンドとともに使用するときは、このオプションによりリソース
グループをオンラインにするノードを指定します。
evacuate および offline サブコマンドとともに使用するときは、このオプションによりリ
ソースグループをオフラインにするノードを指定します。
restart サブコマンドとともに使用するときは、このオプションによりリソースグループを再
起動するノードを指定します。リソースグループは、指定されたリストにある現在のマスターで
再起動されます。

-o {- | clconfigfile}
--output={- | clconfigfile}
--output {- | clconfigfile}

リソースグループの構成情報をファイルまたは標準出力 stdout に書き込みます。この構成
情報の形式は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで説明され
ています。
このオプションにファイル名を指定する場合、このオプションは新しいファイルを作成しま
す。次に、ノード構成情報はそのファイルに格納されます。- をこのオプションとともに指定
すると、構成情報は標準出力 (stdout) に送信されます。このコマンドのほかの標準出力
はすべて抑制されます。
このオプションを一緒に指定できるのは、export サブコマンドだけです。
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-p name
--property=name
--property name

リソースグループのプロパティーのリストを指定します。
このオプションは、show サブコマンドとともに使用します。
create または set サブコマンドで設定または変更できるプロパティーについて
は、-pname=value オプションの説明を参照してください。
このオプションを指定しないと、show サブコマンドはほとんどのリソースグループプロパ
ティーを一覧表示します。このオプションを指定せず、-verbose オプションを show サブコマ
ンドで指定した場合、このサブコマンドはすべてのリソースグループプロパティーを一覧表示
します。
指定できるリソースグループプロパティーは、Unresolved link to " Oracle Solaris
Cluster データサービス計画および管理ガイド のリソースグループプロパティー"に記載され
ています。

-p name=value
-p name+=array-values
-p name=array-values
--property=name=value
--property=name+=array-values
--property=name-=array-values
--property name=value
--property name+=array-values
--property name-=array-values

リソースグループプロパティーの値を設定または変更します。
このオプションは create および set サブコマンドとだけ使用できます。
show サブコマンドで情報を表示できるプロパティーについては、-p name オプションの説
明を参照してください。
-p は複数のインスタンスが許可されます。
このオプションとともに使用する演算子は、次のとおりです。

= プロパティーに、指定した値を設定します。create および set サブコ
マンドがこの演算子を受け付けます。

+= 1 つ以上の値をプロパティー値のリストに追加します。この演算子
は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、たとえ
ば、Nodelist のような文字列値のリストを受け付けるプロパティーに
対してのみ指定できます。

–= 1 つ以上の値をプロパティー値のリストから削除します。この演算
子は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、たとえ
ば、Nodelist のような文字列値のリストを受け付けるプロパティーに
対してのみ指定できます。
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-r resource[,…]
--resource=resource[,…]
--resource resource[,…]

リソースまたはリソースのリストを指定します。
このオプションは、list、show、および status サブコマンドでのみ使用できます。このオプ
ションは、これらのコマンドからの出力を制限します。リソースリスト内に 1 つ以上のリソース
を含むリソースグループだけが出力されます。

-s state[,…]
--state=state[,…]
--state state[,…]

リソースグループの状態またはリソースグループの状態のリストを指定します。
このオプションを一緒に指定できるのは、evacuate サブコマンドだけです。このオプション
は、指定した任意のノード上で指定した状態にあるリソースグループのみが表示されるよう
に、出力を制限します。このオプションとともに次に示す引数を 1 つ以上指定できます。引
数は、状態を表します。

Error_stop_failed

指定した任意のノード上で Error_stop_failed 状態のリソースグループがすべて表示
されます。

Not_online

指定した任意のノード上で online 以外の状態の指定したリソースグループがすべて
表示されます。

Offline

指定したすべてのノードで Offline 状態の場合にのみ、指定したリソースグループが表
示されます。

Online

指定した任意のノード上で Online 状態の指定したリソースグループがすべて表示さ
れます。

Online_faulted

指定した任意のノード上で Online_faulted  状態のリソースグループがすべて表示さ
れます。

Pending_offline

指定した任意のノード上で Pending_offline 状態のリソースグループがすべて表示さ
れます。

Pending_online

指定した任意のノード上で Pending_online 状態のリソースグループがすべて表示さ
れます。
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Pending_online_blocked

指定した任意のノード上で Pending_online_blocked 状態のリソースグループがすべ
て表示されます。

Unmanaged

指定した任意のノード上で Unmanaged 状態の指定したリソースグループがすべて表示
されます。

-S
--scalable

スケーラブルリソースグループを作成するか、または Maximum_primaries および
Desired_primaries プロパティーを更新します。
このオプションは create および add-nod サブコマドとだけ使用できます。
create サブコマンドと使用された場合、このオプションはフェイルオーバーリソース
グループではなくスケーラブルリソースグループを作成します。また、このオプションは
Maximum_primaries および Desired_primaries の両方のプロパティーを、結果となる
Nodelist プロパティー内のノードの数に設定します。
このオプションを add-node サブコマンドと使用できるのは、リソースグループがすでにス
ケーラブルな場合だけです。add-node サブコマンドとともに使用した場合、このオプション
は Maximum_primaries および Desired_primaries の両方のプロパティーを、結果となる
Nodelist プロパティー内のノードの数に更新します。
また、RG_mode、Maximum_primaries、および Desired_primaries プロパティーを -p オプ
ションで設定することもできます。

-t resourcetype[,…]
--type=resourcetype[,…]
--type resourcetype[,…]

1 つのリソースタイプまたはリソースタイプのリストを指定します。
このオプションは、list、show、および status サブコマンドでのみ使用できます。このオプ
ションは、これらのコマンドからの出力を制限します。リソースタイプリストに含まれているタ
イプのリソースを 1 つ以上含むリソースグループだけが出力されます。
[prefix としてリソースタイプを指定しています。]type[:RT-version]. たとえば、nfs リソー
スタイプは、SUNW.nfs:3.2、SUNW.nfs、または nfs として表される可能性があります。RT-
version を含める必要があるのは、そのクラスタで登録されているリソースタイプの複数の
バージョンが存在する場合だけです。prefix を含めない場合は、SUNW が使用されます。

-T seconds
--time=seconds
--time seconds

あるノードからリソースグループを退避したあと、そのノードにリソースグループがスイッチバッ
クしないようにする時間を秒数で指定します。
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このオプションを一緒に指定できるのは、evacuate サブコマンドだけです。seconds に
は、0 から 65535 までの整数値を指定する必要があります。値を指定しない場合、デフォ
ルトでは、60 秒が使用されます。
退避が完了したあと 60 秒間または指定した秒数退避ノードになっていると、、リソースグ
ループはフェイルオーバーできなかったり、自動的にオンラインになったりします。
ただし、switch または online サブコマンドを使用してリソースグループをオンライン、また
は退避されたノードリブートに切り替えると、退避タイマーはただちに期限切れになり、自動
フェイルオーバーが再度許可されます。
-T オプションは、退避の完了後 T 秒間、退避したノードの RGM によってリソースグルー
プがオンラインにならないことを指定します。-n オプション付きで switch または online
サブコマンドを使用することで退避されたノードにリソースグループを切り替えることによっ
て、-T タイマーをオーバーライドできます。そのような切り替えが完了すると、-T タイマーは
ただちにそのノードに対して期限切れになります。ただし、-n フラグのない online または
remaster などのスイッチオーバーコマンドは、-T タイマーを引き続き認識し、任意のリソース
グループが退避されたノードに切り替わるのを避けます。

-u

+ オペランドを使用する場合、このオプションは、リソースグループが中断されたリソース上
でコマンドが機能するように指定します。
+ オペランドを指定するとき -u オプションを指定しないと、コマンドは停止され
たすべてのリソースグループを無視します。-u オプションは、+ オペランドが add-
node、manage、offline、online、quiesce、remaster、remove-node、restart、set、switch、
または unamanage サブコマンドで指定されている場合に有効です。
+ オペランドを add-node、manage、offline、online、quiesce、remaster、remove-
node、restart、set、switch、または unamanage サブコマンドで使用した場合は、-u オプ
ションも指定しないかぎり、このコマンドは中断されたすべてのリソースグループを無視しま
す。

-v
--verbose

詳細情報を標準出力 (stdout) で表示します。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションをほかのオプション、サブコマンド、またはオペランドと一緒に指定する場
合、これらはすべて無視されます。コマンドのバージョンだけが表示されます。ほかの処理
は行われません。

-Z {zoneclustername | global | all}
--zoneclustername={zoneclustername | global | all}
--zoneclustername {zoneclustername | global | all}

リソースグループが存在し、操作する 1 つまたは複数のクラスタを指定します。
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このオプションは、export サブコマンドを除くすべてのサブコマンドでサポートされていま
す。
このオプションを指定する場合は、次のいずれかの引数も指定する必要があります。

zoneclustername このオプションを使用するコマンドが、zoneclustername という名前
のゾーンクラスタでのみ指定されたすべてのリソースグループで作動
するように指定します。

global このオプションを使用するコマンドが、広域クラスタでのみ指定され
たすべてのリソースグループで作動するように指定します。

all 広域クラスタでこの引数を使用すると、その引数とともに使用するコ
マンドが、広域クラスタおよびすべてのゾーンクラスタを含め、すべて
のクラスタで指定されたすべてのリソースグループで作動するように
指定します。
ゾーンクラスタでこの引数を使用すると、その引数とともに使用する
コマンドがそのゾーンクラスタでのみ指定されたすべてのリソースグ
ループで作動するように指定します。

次のオペランドがサポートされています。

resourcegroup 管理するリソースグループの名前。

+ すべてのリソースグループ。

このコマンドセットにあるすべてのコマンドの終了ステータスコードの完全なリストについて
は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。返される終了コードも
1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページで説明されているリターンコードに準拠
しています。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
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クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

35 CL_EIO

I/O エラー
物理的な入出力エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。

■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

38 CL_EBUSY

オブジェクトはビジーです
アクティブなクラスタノードへの最後のクラスタインターコネクトパスからケーブルを取り外そ
うとしました。または、参照を削除していないクラスタ構成からノードを削除しようとしました。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。
指定したデバイス、デバイスグループ、クラスタインターコネクトコンポーネント、ノード、クラス
タ、リソース、リソースタイプ、リソースグループ、またはプライベート文字列はすでに存在しま
す。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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例   147 新しいフェイルオーバーリソースグループの作成

次の例の 1 番目のコマンドは、フェイルオーバーリソースグループ rg1 と rg2 を作成します。2
番目のコマンドは、構成ファイル cluster-1.xml に含まれているリソースをこれらのリソースグ
ループに追加します。

# clresourcegroup create rg1 rg2

# clresource create -g rg1,rg2 -i /net/server/export/cluster-1.xml +

次の 2 つの例はどちらも、グローバルクラスタノードからゾーンクラスタ ZC 内にフェイルオー
バーリソースグループ rg1 および rg2 を作成します。

# clresourcegroup create -Z ZC rg1 rg2

# clresourcegroup create ZC:rg1 ZC:rg2

例   148 すべてのリソースグループのオンライン化

次のコマンドは、すべてのリソースを有効かつモニターされている状態にし、すべてのリソースグ
ループをオンラインにします。

# clresourcegroup online -eM +

例   149 Nodelist プロパティーへのノードの追加

次のコマンドは、ノード phys-schost-4 をすべてのリソースグループの Nodelist プロパティーに
追加します。

# clresourcegroup set -p Nodelist+=phys-schost-4 +

例   150 すべてのリソースグループのノードからの退避

次のコマンドは、ノード phys-schost-3 からすべてのリソースグループを退避します。

# clresourcegroup evacuate -n phys-schost-3 +

例   151 すべてのノード上でのリソースグループのオフライン化

次のコマンドは、すべてのノード上でリソースグループ rg1をオフラインにします。

# clresourcegroup offline rg1
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例   152 リソースグループ、マネージャーの構成全体のリフレッシュ

次の例の 1 番目のコマンドは、すべてのリソースおよびリソースグループを、それらが有効でオ
ンラインの場合でも削除します。2 番目のコマンドは、すべてのリソースタイプの登録を解除しま
す。3 番目のコマンドは、構成ファイル cluster-1.xml に含まれているリソースを作成します。ま
た、3 番目のコマンドは、リソースのリソースタイプを登録し、そのリソースタイプが依存するすべ
てのリソースグループを作成します。

# clresourcegroup delete --force +

# clresourcetype unregister +

# clresource -i /net/server/export/cluster-1.xml -d +

例   153 すべてのリソースグループの一覧表示

次のコマンドはすべてのリソースグループを一覧表示します。

# clresourcegroup list

rg1

rg2

例   154 すべてのリソースグループとそのリソースの一覧表示

次のコマンドは、すべてのリソースグループをそのリソースとともに一覧表示します。rg3 にはリ
ソースはありません。

# clresourcegroup list -v

Resource Group Resource

-------------- --------

rg1            rs-2

rg1            rs-3

rg1            rs-4

rg1            rs-5

rg2            rs-1

rg3            -

例   155 特定のリソースを含むすべてのリソースグループの一覧表示

次のコマンドは、Oracle Solaris Cluster HA for NFS のリソースを含むすべてのグループを
一覧表示します。

# clresource list -t nfs

rg1
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例   156 リソースグループのスイッチオーバーによる Start_failed リソース状態のクリア

Start_failed リソース状態は、Start または Prenet_start メソッドがリソース上で失敗または
タイムアウトしたが、そのリソースグループが結果的にオンラインになったことを示します。リソー
スグループは、リソースが障害状態に置かれていてサービスを提供していなくても、オンライン
状態になります。この状態は、リソースの Failover_mode プロパティーに None またはリソースグ
ループのフェイルオーバーを妨げる別の値が設定されている場合に発生することがあります。

Stop_failed リソース状態とは異なり、Start_failed リソース状態は、ユーザーまたは Oracle
Solaris Cluster ソフトウェアがリソースグループに対してアクションを実行することを妨げませ
ん。reset サブコマンドを実行して Start_failed リソース状態を解除する必要はありません。該
当リソースを再起動するコマンドを実行するだけで済みます。

次のコマンドは、resource-grp-2 リソースグループ内のリソース上で発生した Start_failed リ
ソース状態を解除します。このコマンドは、リソースグループを schost-2 ノードに切り替えること
で、この状態を解除します。

# clresourcegroup switch -n schost-2 resource-grp-2

例   157 リソースグループの再起動による Start_failed リソース状態のクリア

次のコマンドは、resource-grp-2 リソースグループ内のリソース上で発生した Start_failed リ
ソース状態を解除します。このコマンドは、元々リソースグループをホストしていた schost-1 ノー
ド上でリソースグループを再起動することで、この状態を解除します。

# clresourcegroup restart resource-grp-2

例   158 load_factors プロパティーを設定する

次のコマンドは、2 つのリソースグループの負荷係数を設定します。

# clresourcegroup set -p load_factors=factor1@50,factor2@1 rg1 rg2

次のコマンドは、グローバルクラスタから、ゾーンクラスタ内の 2 つのリソースグループの負荷係
数を設定します。

# clresourcegroup set -Z ZC load_factors=factor1@50,factor2@1 rg1 rg2

例   159 リソースグループの priority プロパティーを設定する

次のコマンドは、リソースグループの優先順位を設定します。

# clresourcegroup set -p priority=600 rg1
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rg1 リソースグループは、ノード割り当てに関して、優先順位の低いリソースグループよりも優先
されます。rg1 は、強い制限値を超えているノードにおいて、優先順位の低いほかのリソースグ
ループを横取りできます。rg1 の優先順位が別のリソースグループの優先順位と比べて 100
以上高い場合、弱い制限値を超えているノードにおいて、そのリソースグループを横取りできま
す。priority のデフォルト値は 500 です。

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

273 ページのclresource(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
551 ページのcluster(1CL), 19 ページのIntro(1CL), Unresolved link to " su1M",
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5", Unresolved link
to " rbac5", 1319 ページのrg_properties(5), 1447 ページのclconfiguration(5CL)

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

すべてのユーザーがこのコマンドに -? (ヘルプ) オプションまたは -V (バージョン) オプションを
指定して実行できます。

clresourcegroup コマンドをほかのサブコマンドとともに実行する場合、スーパーユーザー以外
のユーザーは RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

add-node solaris.cluster.modify

create solaris.cluster.modify

delete solaris.cluster.modify

evacuate solaris.cluster.admin

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

manage solaris.cluster.admin

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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サブコマンド RBAC の承認

offline solaris.cluster.admin

online solaris.cluster.admin

quiesce solaris.cluster.admin

remaster solaris.cluster.admin

remove-node solaris.cluster.modify

restart solaris.cluster.admin

resume solaris.cluster.admin

set solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

status solaris.cluster.read

suspend solaris.cluster.admin

switch solaris.cluster.admin

unmanage solaris.cluster.admin
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名前
clresourcetype, clrt — Oracle Solaris Cluster データサービスのリソースタイプの管理

/usr/cluster/bin/clresourcetype [subcommand -?]

/usr/cluster/bin/clresourcetype subcommand -v [options] 
     [resourcetype]...

/usr/cluster/bin/clresourcetype add-node  -n node[,…] 
     [-Z {zoneclustername | global}] {+ | resourcetype}

/usr/cluster/bin/clresourcetype export [-o {- | configfile}] 
     [+ | resourcetype]

/usr/cluster/bin/clresourcetype list [ -n node[,…]] 
     [-Z {zoneclustername[,...] | global | all}] [+ | resourcetype...]

/usr/cluster/bin/clresourcetype list-props [-p [name,...]] [-Z 
     {zoneclustername[,...] | global | all}] [+ | resourcetype...]

/usr/cluster/bin/clresourcetype register [-i 

     {- | clconfiguration}] [ {[-n node
     [,…]] | -N}] [-f rtrfile] [-p [name [+ | -]=value,]...] 
     [-Z {zoneclustername | global}] {+ | resourcetype...}

/usr/cluster/bin/clresourcetype remove-node -n node

     [,…] [-Z {zoneclustername | global}] 
     {+ | resourcetype...}

/usr/cluster/bin/clresourcetype set [-n node
     [,…] | -N] [-p [name [+| -]=value,...]  [-Z 
     {zoneclustername | global}]{+ | resourcetype...}

/usr/cluster/bin/clresourcetype show [-n node[,…]] 
     [-Z {zoneclustername[,...] | global | all}] [+ | resourcetype...]

/usr/cluster/bin/clresourcetype unregister [-Z {zoneclustername | 
     global}] {+ | resourcetype...}

clresourcetype コマンドは、Oracle Solaris Cluster データサービスのリソースタイプを管理
します。clrt コマンドは clresourcetype コマンドの短い形式です。clresourcetype コマンドと
clrt コマンドは同じものです。どちらの形式のコマンドも使用できます。

管理しやすいように、グローバルクラスタノードからこのコマンドを使用してください。

clresourcetype コマンドは、ゾーンクラスタで、 export を除くすべてのサブコマンドを指定して
使用することができます。
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export 以外のすべてのサブコマンドで -Z オプションを使用して、操作を制限する特定の
ゾーンクラスタの名前を指定することもできます。また、リソースタイプ名 (zoneclustername :
resourcetype) にゾーンクラスタ名を付けて、操作を特定のゾーンクラスタに制限することもでき
ます。

グローバルクラスタノードからすべてのゾーンクラスタ情報にアクセスできますが、特定のゾーン
クラスタは他のゾーンクラスタを認識しません。特定のゾーンクラスタに操作を制限できない場
合、使用するサブコマンドは現在のクラスタでのみ機能します。

このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

clresourcetype [subcommand] [options] [operands]

options に -? または -V オプションを指定する場合だけは、subcommand を省略できます。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
は、このマニュアルページの「オプション」セクションのオプションの説明で紹介されています。

サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

add-node

コマンドのオペランドとして指定されているリソースタイプのノードリストに指定されたノード
を追加します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタノードから add-node コマンドを使用している間、-Z オプションを使用し
てゾーンクラスタの名前を指定できます。
このサブコマンドは、すべてのリソースタイプを指定するオペランドとして正符号 (+) を受け
付けます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要です。
remove-node サブコマンドの説明も参照してください。

export

1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで規定されている形式で、ク
ラスタリソースタイプ構成をエクスポートします。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

list

コマンドのオペランドとして指定されているリソースタイプのリストを表示します。デフォルト
では、クラスタ内に登録されているすべてのリソースタイプが表示されます。このサブコマン
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ドは、クラスタ内に登録されているすべてのリソースタイプを指定するオペランドとしてプラ
ス記号 (+) を受け付けます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタノードで、このサブコマンドはグローバルクラスタノードで登録されたソー
スのみを表示します。グローバルクラスタからゾーンクラスタに登録されたリソースタイプを
表示するために、-Z オプションを使用してゾーンクラスタを指定できます。
-n nodelist オプションを指定すると、nodelist 内のノードで使用するために登録されている
リソースタイプだけが表示されます。
-v オプションを指定すると、リスト内の各リソースタイプのノードリストも表示されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。

list-props

指定されたリソースタイプのプロパティーを表示します。このサブコマンドは、クラスタ内に
登録されているすべてのリソースタイプを指定するオペランドとしてプラス記号 (+) を受け
付けます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタで登録されたリソースタイプのプロパティーを表示す
るには、-Z オプションを使用してゾーンクラスタを指定できます。
-p オプションは、表示されるプロパティーのセットを限定します。
-v オプションを指定すると、各プロパティーの説明も表示されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。

register

コマンドのオペランドとして指定されているリソースタイプを登録します。リソースタイプは、
そのタイプのリソースを作成する前に登録してください。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタでリソースタイプを登録するには、-Z オプションを使
用してゾーンクラスタ名を指定します。
各リソースタイプを定義するデータサービスは、リソースタイプが使用可能になる各ノードに
インストールしてください。データサービスがクラスタノードのサブセットでのみインストール
される場合は、-n nodelist オプションを使用してノードのサブセットを指定します。リソース
タイプがクラスタ内のすべてのノードで使用可能な場合は、-N オプションを指定します。-N
オプションを使用する場合は、将来クラスタに追加される可能性があるどのノードでもリ
ソースタイプを使用できます。-N オプションと -n nodelist オプションの両方を省略すること
は、-N オプションを指定することと同じです。プロパティー名を明示的に指定するには、-p
Installed_nodes=nodelist オプションを使用します。
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クラスタに登録されているリソースタイプについての情報は、リソースタイプを定義するリ
ソースタイプ登録 (RTR) ファイルから取得されます。一般的に、RTR ファイルの場所と名
前は次に示す規約に従います。
■ RTR ファイルは、通常 /opt/cluster/lib/rgm/rtreg ディレクトリ内にあります。
■ RTR ファイルの名前は、通常リソースタイプの名前に一致します。

Oracle が提供するすべての RTR ファイルの場所とファイル名は、次に示す規約に従っ
ています。たとえば、SUNW.nfs リソースタイプを定義する RTR ファイルは /opt/cluster/
lib/rgm/rtreg/SUNW.nfs ファイルに含まれています。
RTR ファイルがこれらの規約に従わない場合は、-f rtrfile オプションを指定してください。
これらの規則は、ゾーンクラスタから登録されたリソースタイプに対しても適用されます。
ゾーンクラスタに対してリソースを登録するとき、RTR ファイルをゾーンクラスタ zonepath
内に常駐させる必要があります。ゾーンクラスタ zonepath 境界の外部で RTR ファイルを
登録できません。Global_zone プロパティーのあるソースタイプを登録している間ゾーンクラ
スタに対して TRUE に設定するには、RTR ファイルを /opt/cluster/lib/rgm/rtreg また
は /usr/cluster/lib/rgm/rtreg ディレクトリのグローバルクラスタノード内部に常駐させ
る必要があります。これらの場所の外部の任意の場所を指定すると、リソースタイプを登録
できません。

注意 - 信頼できる既知のソースであるリソースタイプを除いて、Global_zone プロパティーに
TRUE が設定されているリソースタイプは登録しないでください。このプロパティーに TRUE を設
定したリソースタイプは、ゾーン分離をすり抜け、脅威をもたらします。

このサブコマンドは、まだ登録されていないすべてのリソースタイプを指定するオペランドと
してプラス記号 (+) を受け付けます。使用可能なリソースタイプのリスト全体は、次のように
決定されます。
■ -i clconfiguration オプションを指定すると、clconfiguration は使用可能なリソースタイ

プの完全なリストを定義します。
■ -i オプションを指定しない場合、使用可能なリソースタイプの完全なリストには

Oracle が提供するリソースタイプのみが含まれます。これらのリソースタイプもまた、
ノードリスト内のすべてのノードにインストールする必要があります。

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
unregister サブコマンドの説明も参照してください。

remove-node

オペランドリスト内のリソースタイプが登録されるノードのリストからノードを削除します。 こ
のサブコマンドは、クラスタ内に登録されているすべてのリソースタイプを指定するオペラ
ンドとしてプラス記号 (+) を受け付けます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
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グローバルクラスタからゾーンクラスタのあるリソースタイプを削除するには、-Z オプション
を使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
このサブコマンドは、クラスタ内のすべてのノードではなく一部のノードに対してすでに登録
されているリソースタイプでのみ使用できます。結果として、次に示す状況でこのサブコマ
ンドを使用するとエラーが発生します。
■ オペランドのリスト内にあるリソースタイプがクラスタ内のすべてのノードに対してすでに

登録されている。クラスタ内のすべてのノードのリソースタイプの登録については、-N オ
プションの説明を参照してください。

■ オペランドのリスト内のリソースタイプの Installed_nodes プロパティーが、クラスタ内
のノードのサブセットをまだ指定していない。

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
add-node サブコマンドの説明も参照してください。

set

コマドのオペランドとして指定されているリソースタイプのプロパティーを設定します。この
サブコマンドは、クラスタ内に登録されているすべてのリソースタイプを指定するオペランド
としてプラス記号 (+) を受け付けます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
広域クラスタからゾーンクラスタにリソースタイプのプロパティーを設定するには、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページで Tunable Any Time として指定
されているリソースタイププロパティーのみを設定できます。
■ Installed_Nodes のプロパティーは、-p オプションを指定せずに、-n nodelist オプショ

ンを指定することによって変更できます。または、-p Installed_Nodes= nodelist オプ
ションを指定して、プロパティ名を明示的に指定できます。

■ Tunable Any Time として指定されている他のすべてのプロパティーに関しては、-p
property = value オプションを使用して、プロパティー名を明示的に指定します。

リソースタイプが使用できるノードのリストを制限するには、-n nodelist オプションを指定し
ます。逆に、リソースタイプがクラスタ内のすべてのノードで使用可能であることを指定する
には、-N オプションを指定します。-N オプションを使用する場合は、将来クラスタに追加さ
れる可能性があるどのノードでもリソースタイプを使用できます。-n オプションまたは -N オ
プションを指定してください。どちらのオプションも省略すると、このサブコマンドは構成情
報を一切変更しません。

show

クラスタ内に登録されているリソースタイプについての情報を表示します。デフォルトでは、
登録されているすべてのリソースタイプに対して次の情報が表示されます。
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■ 各リソースタイプに関連付けられているプロパティーのリスト
■ これらのプロパティーを定義するパラメータ

-n nodelist オプションを指定すると、nodelist 内のノードで使用するために登録されている
リソースタイプだけが表示されます。
-v オプションを指定すると、次の情報もリソースタイプごとに表示されます。
■ リソースタイプに対して定義されているメソッド
■ 各メソッドのタイムアウトパラメータ

このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタに登録されたリソースタイプを表示するために、-Z オ
プションを使用してゾーンクラスタの名前を指定できます。
このサブコマンドは、クラスタ内に登録されているすべてのリソースタイプを指定するオペラ
ンドとしてプラス記号 (+) を受け付けます。オペランドが指定されていない場合、クラスタに
登録されているすべてのリソースタイプについての情報が表示されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。

unregister

コマンドのオペランドとして指定されているリソースタイプの登録を解除します。このサブコ
マンドは、そのタイプのインスタンスが存在しないすべての登録リソースタイプを指定する
オペランドとしてプラス記号 (+) を受け付けます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
option.グローバルクラスタからゾーンクラスタのあるリソースタイプを登録解除するには、-Z
オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
リソースタイプを定義するデータサービスをアンインストールする前にリソースタイプの登録
を解除してください。
特定のリソースタイプのリソースが存在する場合、そのリソースタイプの登録は解除できま
せん。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
register サブコマンドの説明も参照してください。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。このオプションを使用する場合、ほかの処理は実行されません。
このオプションを指定するとき、サブコマンドは指定してもしなくてもかまいません。
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サブコマンドなしでこのオプションを指定すると、このコマンドのサブコマンドのリストが表
示されます。
サブコマンド付きでこのオプションを指定すると、サブコマンドの使用方法が表示されま
す。

-f rtrfile|rtrfiledir
--rtrfile=rtrfile|rtrfiledir
--rtrfile rtrfile|rtrfiledir

リソースタイプの登録で使用するために、RTR ファイルのフルパスまたは RTR ファイルを
含むディレクトリを指定します。このオプションは register サブコマンドとだけ指定できま
す。
ファイルを指定すると、1 つのリソースタイプだけを登録できます。
このオプションを指定する必要があるのは、使用している RTR ファイルが次に示す規約
に従っていない場合だけです。
■ RTR ファイルは、通常 /opt/cluster/lib/rgm/rtreg ディレクトリ内にあります。

■ RTR ファイルの名前は、通常リソースタイプの名前に一致します。

Oracle が提供するすべての RTR ファイルの場所とファイル名は、次に示す規約に従っ
ています。たとえば、SUNW.nfs リソースタイプを定義する RTR ファイルは /opt/cluster/
lib/rgm/rtreg/SUNW.nfs ファイルに含まれています。
-i オプションを指定すると、構成情報で指定されているどのリソースタイプに対する
構成情報でも resourcetypeRTRFile 要素を指定できます。resourcetypeRTRFile 要
素は、リソースタイプの登録に使用される RTR ファイルを指定します。ただし、export
サブコマンドは、生成される構成情報に resourcetypeRTRFile 要素を含みませ
ん。resourcetypeRTRFile 要素の詳細は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマ
ニュアルページを参照してください。

-i {- | clconfiguration}
--input={- | clconfiguration}
--input {- | clconfiguration}

リソースタイプの登録または登録されているリソースタイプのノードリストの変更に使用され
る構成情報を指定します。この情報は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュ
アルページに定義されている形式に準拠している必要があります。この情報はファイルに
含まれている場合と、標準入力 stdin を通して指定される場合があります。標準入力を指
定するには、ファイル名の代わりに - を指定します。
コマンドのオペランドとして指定されているリソースタイプだけが、このオプションに
よって影響されます。コマンドで指定されているオプションは、clconfiguration ファ
イル内に設定されているあらゆるオプションをオーバーライドします。構成パラメータが
clconfiguration ファイル内にない場合は、不足しているパラメータをコマンド行で指定し
てください。
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-N
--allnodes

オペランドのリスト内のリソースタイプがクラスタ内のすべてのノードで使用可能であること
を指定します。-N オプションは、将来クラスタに追加される可能性がある任意のノードでも
これらのリソースタイプを使用可能にします。オプションは、Installed_nodes プロパティー
をクリアすることによって、この結果を取得します。
-N オプションを指定すると、同じコマンドで -n オプションは指定できません。
-N オプションは、register サブコマンドまたは set サブコマンドとだけ指定できます。

-n node[,…]
--node=node[,…]
--node node[,…]

ターゲットのグローバルクラスタまたはゾーンクラスタに、ノードまたはノードのリストを指定し
ます。各ノードはノード名またはノード ID で指定できます。
-Z オプションが指定されている場合は、-n オプションで、グローバルクラスタホスト名では
なくゾーンクラスタホスト名のみを指定できます。-Z オプションが指定されていない場合
は、-n オプションでグローバルクラスタホスト名のみを指定できます。
-N オプションを指定すると、同じコマンドで -n オプションは指定できません。
このオプションとともに指定できるサブコマンドは、次のとおりです。

add-node

指定されたノードをリソースタイプが登録されているノードのリストに追加します。

list

指定されたノード上で使用するために登録されているリソースタイプだけを表示しま
す。

register

指定されたノード上で使用する際にのみリソースタイプを登録します。-n オプションを
省略すると、register サブコマンドはすべてのノード上で使用されるリソースタイプを
登録します。このサブコマンドは、将来クラスタに追加される任意のノードのリソースタ
イプも登録します。

remove-node

指定されたノードをリソースタイプが登録されているノードのリストから削除します。

set

指定されたノードでのみリソースタイプを使用可能にします。

show

指定されたノード上で使用するために登録されているリソースタイプについての情報だ
けを表示します。
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-o {- | clconfiguration}
--output={- | clconfiguration}
--output {- | clconfiguration}

リソースタイプについての構成情報が書き込まれる場所を指定します。この場所はファイル
の場合と標準出力 stdout の場合があります。標準出力を指定するには、ファイル名の代
わりに - を指定します。標準出力を指定すると、コマンドに対するほかのすべての標準出
力が抑制されます。このオプションは、export サブコマンドの場合にだけ指定できます。
構成情報は、コマンドに対するオペランドとして指定されるリソースタイプに対してのみ記
述されます。この情報は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに
定義されている形式で書き込まれます。

-p name=value
-p name+=array-values
-p name-=array-values
--property=name=value
--property=name+=array-values
--property=name-=array-values
--property name=value
--property name+=array-values
--property name-=array-values

コマンドのオペランドとして指定されるリソースタイプのプロパティーの値を設定します。
このオプションとともに使用する演算子は、次のとおりです。

= プロパティーに、指定した値を設定します。

+= 1 つまたは複数の値を文字列配列値に追加します。この演算子は、
たとえば、Installed_nodes のような文字列値のリストを受け付ける
プロパティーに対してのみ指定できます。

-= 1 つまたは複数の値が、文字列配列値から削除されます。この演算
子は、たとえば、Installed_nodes のような文字列値のリストを受け
付けるプロパティーに対してのみ指定できます。

オプション -p Installed_nodes+=nodeC,nodeD を set サブコマンドで使用することは、オ
プション -n nodeC,nodeD を add-node サブコマンドで使用することと同じです。

-p name[,…]
--property=name[,…]
--property name[,…]

list-props サブコマンドのプロパティーのリストを指定します。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
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このオプションには、サブコマンドやオペランドなどのオプションは指定しないでください。
サブコマンドやオペランドなどのオプションは無視されます。-V オプションは、コマンドの
バージョンだけを表示します。その他の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細メッセージを標準出力 (stdout) に表示します。
このオプションは、このコマンドの任意の形式とともに指定できます。
-v オプションと -o - オプションを同時に指定してはいけません。-v オプ ションは無視され
ます。-o - オプションは、ほかのすべての標準出力を抑制します。

-Z {zoneclustername | global | all}
--zoneclustername={zoneclustername | global | all}
--zoneclustername {zoneclustername | global | all}

リソースタイプが登録されている場合、操作する必要がある 1 つまたは複数のクラスタを
指定します。
このオプションは、export サブコマンド以外のすべてのサブコマンドでサポートされていま
す。
このオプションを指定する場合は、次のいずれかの引数も指定する必要があります。

zoneclustername このオプションを使用するコマンドが、zoneclustername という名前
のゾーンクラスタでのみ指定されたすべてのリソースタイプで機能す
るように指定します。

global このオプションを使用するコマンドが、グローバルクラスタでのみ指
定されたすべてのリソースタイプで機能するように指定します。

all グローバルクラスタでこの引数を使用する場合、それを使用するコマ
ンドがグローバルクラスタとすべてのゾーンクラスタを含め、すべての
クラスタで指定されたすべてのリソースタイプで機能するように指定
します。
ゾーンクラスタでこの引数を使用する場合、この引数を使用するコマ
ンドがそのゾーンクラスタでのみ指定されたすべてのリソースタイプ
で機能するように指定します。

次のオペランドだけがサポートされています。

resourcetype 管理対象となる 1 つまたは複数のリソースタイプを指定します。サブコマ
ンドが複数のリソースタイプを受け入れる場合は、プラス記号 (+) を使用
してすべてのリソースタイプを指定できます。
リソースタイプ名の形式については、Unresolved link to " Oracle
Solaris Cluster データサービス計画および管理ガイド の有効な RGM
名"を参照してください。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

次の終了コードが返されます。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

18 CL_EINTERNAL

内部エラーが発生しました
内部エラーは、ソフトウェアの欠陥またはその他の欠陥を示しています。

35 CL_EIO

I/O エラー
物理的な入出力エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

37 CL_EOP

操作が許可されていません
サポートされていない構成に対する操作を実行しようとしたか、サポートされていない操作
を実行しました。

41 CL_ETYPE

無効なタイプです
-t または -p オプションで指定したタイプは存在しません。

これらの終了値は、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページで説明されている
リターンコードと互換性があります。

例   160 リソースタイプの登録

この例では、データサービスがすべてのノードにインストールされ、まだ登録されていないすべて
のリソースタイプを登録する方法を示します。このコマンドは簡略モードで実行されます。

# clresourcetype register +

例   161 選択されたノード上でのリソースタイプの登録

この例では、データサービスがノード phys-schost-1 およびノード phys-schost-2 にインストール
されており、かつまだ登録されていないすべてのリソースタイプを登録します。リソースはこれら
のノードでのみ使用可能になります。この例では、コマンドがエラーを返すことはありません。この
コマンドは詳細モードで実行されます。

# clresourcetype register -v -n phys-schost-1,phys-schost-2 +

次のコマンドは、そのデータサービスがゾーンクラスタ ZC のゾーンクラスタのゾーンクラスタノード
zc-host-1 と zc-host-2 にインストールされたすべてのリソースタイプおよび登録されていない
リソースタイプを登録します。リソースは、これらのゾーンクラスタノードでのみ使用可能です。

#.clresourcetype register -n zc-host-1,zc-host-2 -Z ZC +

例   162 単一のリソースタイプの登録

この例では、SUNW.nfs:3.2 リソースタイプを登録する方法を示します。このリソースタイプのデー
タサービスは、すべてのクラスタノードにインストールされます。

# clresourcetype register nfs:3.2
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例   163 リソースタイプの一覧表示

この例では、登録されているすべてのリソースタイプの名前だけを一覧表示する方法を示しま
す。

# clresourcetype list

SUNW.LogicalHostname

SUNW.SharedAddress

SUNW.nfs

SUNW.apache

例   164 リソースタイプとリソースタイプのノードリストの一覧表示

この例では、登録されているすべてのリソースタイプをそれらのノードリストとともに一覧表示す
る方法を示します。

# clresourcetype list -v

Resource Type         Node List

-------------         ---------

SUNW.LogicalHostname  <all>

SUNW.SharedAddress    <all>

SUNW.nfs              phys-schost-1,phys-schost-2,phys-schost-3

SUNW.apache           phys-schost-1,phys-schost-2,phys-schost-3

グローバルクラスタノードから次のコマンドを実行するとき、コマンドはゾーンクラスタ ZC に登録
されたすべてのリソースタイプを一覧します。

#.clresourcetype list -Z ZC

SUNW.nfs

SUNW.apache

例   165 指定されたノード上でのリソースタイプの一覧表示

この例では、 phys-schost-4 上で登録されているすべてのリソースタイプを一覧表示する方
法を示します。

# clrt list -n phys-schost-4

SUNW.LogicalHostname

SUNW.SharedAddress

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

http://otn.oracle.com


346 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

属性タイプ 属性値

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 251 ページのclreslogicalhostname(1CL ),
273 ページのclresource(1CL), 305 ページのclresourcegroup(1CL),
347 ページのclressharedaddress(1CL), 551 ページのcluster(1CL),
1047 ページのscha_calls(3HA), 1447 ページのclconfiguration(5CL),
1287 ページのr_properties(5), Unresolved link to " attributes5", Unresolved link
to " rbac5"

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster データサービス計画および管理ガイド のリ
ソースグループプロパティー"

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

任意のユーザーは次のオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

■ -? オプション
■ -V オプション

サブコマンドを指定してこのコマンドを実行する場合、スーパーユーザー以外のユーザーは
RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

add-node solaris.cluster.modify

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

list-props solaris.cluster.read

set solaris.cluster.modify

register solaris.cluster.modify

remove-node solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

unregister solaris.cluster.admin

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
clressharedaddress, clrssa — 共有アドレスの Oracle Solaris Cluster リソースの管理

/usr/cluster/bin/clressharedaddress [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/clressharedaddress -V

/usr/cluster/bin/clressharedaddress [subcommand [options]] -v 
     [saresource]...

/usr/cluster/bin/clressharedaddress create -g resourcegroup [-h 
     lhost[,…]] [-N netif@node[,…]] [-X node[,…]] 
     [-p name=value] [-Z {zoneclustername | global}] [-d] saresource

/usr/cluster/bin/clressharedaddress create -i 

     {- | clconfiguration} [-a] [-g resourcegroup[,…]] [-X 
     node[,…]] [-p name=value] [-d] {+ | saresource...}

/usr/cluster/bin/clressharedaddress delete [-g resourcegroup[,…]]
     [-Z {zoneclustername | global}] [-F] {+ | saresource...}

/usr/cluster/bin/clressharedaddress disable [-g resourcegroup[,…]] 
     [-R] [-n node[,…]] [-Z 
     {zoneclustername | global}] {+ | saresource...}

/usr/cluster/bin/clressharedaddress enable [-g resourcegroup[,…]] 
     [-R] [ -n node[,…]] [-Z 
     {zoneclustername | global}]{+ | saresource...}

/usr/cluster/bin/clressharedaddress export [-o {- | configfile}] 
     [+ | saresource...]

/usr/cluster/bin/clressharedaddress list [-s state[,…]] 
     [-g resourcegroup[,…]] [-Z {zoneclustername 
     [,...] | global | all}] [+ | saresource...]

/usr/cluster/bin/clressharedaddress list-props [-l listtype] [-p 
     name[,…]] [-Z {zoneclustername [,...] | global | all}] 
     [+ | lhresource...]

/usr/cluster/bin/clressharedaddress monitor [-g resourcegroup[,…]] 
     [-Z {zoneclustername | global}] {+ | saresource...}

/usr/cluster/bin/clressharedaddress reset [-f errorflag] [-g 
     resourcegroup[,…]] [-Z {zoneclustername | global}] 
     {+ | saresource...}

/usr/cluster/bin/clressharedaddress set [-i {- | clconfiguration}] 
     [-g resourcegroup[,…]] [-X node[,…]] [-p 
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     name[+|-]=value] [-Z {zoneclustername | global}] {+ | saresource...}

/usr/cluster/bin/clressharedaddress show [-g resourcegroup[,…]] 
     [-p name[,…]] [-Z {zoneclustername [,...] | global | all}] 
     [+ | saresource...]

/usr/cluster/bin/clressharedaddress status [-s state[,…]] 
     [ -n node[,…]] [-g resourcegroup[,…]] 
     [-Z {zoneclustername [,...] | global | all}] [+ | saresource...]

/usr/cluster/bin/clressharedaddress unmonitor [-g resourcegroup[,…]] 
     [-Z {zoneclustername | global}] {+ | saresource...}

clressharedaddress コマンドは、Oracle Solaris Cluster 共有アドレスのリソースを管理しま
す。clrssa コマンドは clressharedaddress コマンドの短い形式です。clressharedaddress コ
マンドと clrssa コマンドは同じものです。どちらの形式のコマンドも使用できます。

273 ページのclresource(1CL) コマンドを使用して、共有アドレスのリソースを管理することも
できます。

clressharedaddress コマンドの一部のサブコマンドは、リソース構成を変更します。これらのサ
ブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタから使用できます。リソース構成を変更す
るサブコマンドは、次のとおりです。

■ disable

■ enable

■ monitor

■ reset

■ set

■ unmonitor

clressharedaddress コマンドの一部のサブコマンドは、リソースに関する情報のみを取得しま
す。

■ export

■ list

■ list-props

■ show

■ status
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このコマンドからの予想不能な結果を避けるには、コマンドのすべての書式をグローバルクラス
タノードから実行してください。

コマンドの一般的な形式は次のとおりです。

clressharedaddress [subcommand] [options] [operands]

subcommand を省略できるのは、options がオプション -? または -V を指定している場合だけ
です。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
は、このマニュアルページの「オプション」セクションのオプションの説明で紹介されています。
ゾーンクラスタでの操作

clressharedaddress コマンドは、ゾーンクラスタで、export を除くすべてのサブコマンドを指定
して使用することができます。

export 以外のすべてのサブコマンドで -Z オプションを使用して、操作を制限する特定のゾー
ンクラスタの名前を指定することもできます。また、共有アドレスリソース (zoneclustername :
saresource) にゾーンクラスタ名を付けて、操作を特定のゾーンクラスタに制限することもできま
す。

グローバルクラスタノードからすべてのゾーンクラスタ情報にアクセスできますが、特定のゾーン
クラスタは他のゾーンクラスタを認識しません。特定のゾーンクラスタに操作を制限できない場
合、使用するサブコマンドは現在のクラスタでのみ機能します。

サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

create

コマンドに対するオペランドとして共有アドレス指定されたリソースを作成します。
create を -i オプションと使用して構成ファイルを指定した場合、サブコマンドはプラス記
号 (+) をオペランドとして受け付けます。+ オペランドを使用すると、構成ファイル内に存
在しないすべてのリソースが作成されます。
create サブコマンドを使用する前に、すべての論理ホスト名の IP アドレスのサブネットと
ネットマスクのエントリが /etc/netmasks ファイルにあることを確認してください。必要に応
じて、/etc/netmasks ファイルを編集して、不足しているエントリがある場合は追加します。
デフォルトでは、リソースはモニタリング対象となり、有効な状態で作成されます。ただし、リ
ソースがオンライン状態になり、モニターされるのは、リソースのリソースグループがオンライ
ンになったあとだけです。無効な状態でリソースを作成するには、-d オプションを指定しま
す。
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このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタに共有アドレスリソースを作成するために、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタの名前を指定できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要です。
delete サブコマンドの説明も参照してください。

delete

コマンドに対するオペランドとして指定された共有アドレスリソースを削除します。このサブ
コマンドに対しオペランドとしてプラス記号 (+) を指定すると、すべてのリソースが削除され
ます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタに共有アドレスリソースを作成するために、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタの名前を指定できます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、削除するリソースを限定
することができます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーで
ある、オペランドのリスト内のリソースだけを削除します。
■ デフォルトでは、リソースは次の条件が満たされる場合に  のみ  削除されます。
■ リソースが無効な状態である。
■ リソースに対するすべての依存性が削除されている。

■ 指定したすべてのリソースを確実に削除するには、-F オプションを指定します。-F オプ
ションの効果は、次のとおりです。

■ 指定したすべてのリソース (無効になっていないリソースも含む) が削除されます。
■ 指定したすべてのリソースが、他のリソースのリソース依存性設定から削除されます。

リソースは、コマンド行でリソースを指定した順序とは無関係に、リソース間の依存性を満た
すのに必要な順序に従って削除されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
create サブコマンドの説明も参照してください。

disable

コマンドに対するオペランドとして指定された共有アドレスリソースを無効にします。このサ
ブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースが無効になり
ます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、無効にするリソースを限
定することができます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバー
である、オペランドのリスト内のリソースだけを無効にします。
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必要なリソース依存性をすべて確実に満たすには、-R オプションを指定します。-R オプショ
ンは、コマンドに対するオペランドとして指定したリソースに依存しているリソース (コマンド
に対するオペランドとして指定しなかったリソースも含まれる) をすべて無効にします。-g オ
プションと -t オプションは、リソース依存性を満たすためだけに無効化されるリソースには
適用されません。
リソースは、コマンド行でリソースを指定した順序とは無関係に、リソース間の依存性を満た
すのに必要な順序に従って無効化されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタに登録された共有アドレスリソースを無効にするに
は、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
enable サブコマンドの説明も参照してください。

enable

コマンドに対するオペランドとして指定された共有アドレスリソースを有効にします。このサ
ブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースが有効になり
ます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、有効にするリソースを限
定できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーである、オ
ペランドのリスト内のリソースだけを有効にします。
必要なリソース依存性をすべて確実に満たすには、-R オプションを指定します。-R オプショ
ンは、コマンドに対するオペランドとして指定したリソースに依存しているリソース (コマンド
に対するオペランドとして指定しなかったリソースも含まれる) をすべて有効にします。-g オ
プションは、リソース依存性を満たすためだけに有効化されるリソースには適用されません。
リソースは、コマンド行でリソースを指定した順序とは無関係に、リソース間の依存性を満た
すのに必要な順序に従って有効化されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタに登録された共有アドレスリソースを有効にするに
は、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
disable サブコマンドの説明も参照してください。

export

1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで規定されている形式で、
共有アドレスリソース構成をエクスポートします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。
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list

マンドに対するオペランドとして指定した共有アドレスリソースのリストを表示します。デフォ
ルトでは、すべてのリソースが表示されます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、表示するリソースを限定
できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーである、オペ
ランドのリスト内のリソースだけを表示します。
このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、指定したリソースグルー
プ内のすべてのリソースまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソー
スを指定できます。オペランドが指定されていない場合、指定されているリソースグループ
内のすべてのリソースまたは指定されているリソースタイプのインスタンスであるすべての
リソースが表示されます。
-v オプションを指定すると、該当するリソースグループおよびリスト内の各リソースのリソー
スタイプも表示されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタに登録された共有アドレスリソースを表示するに
は、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

list-props

コマンドに対するオペランドとして指定した共有アドレスリソースのプロパティーのリストを表
示します。デフォルトでは、すべてのリソースの拡張プロパティーが表示されます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、プロパティーが表示さ
れるリソースを限定できます。

-g resourcegrouplist resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーで
あるオペランドのリストの共有アドレスリソースのプロパ
ティーだけを表示します。

-l オプションでは、表示するリソースプロパティーのタイプを指定します。

-l all 標準プロパティーと拡張プロパティーを表示するように指
定します。

-l extension 拡張プロパティーだけを表示するように指定します。デ
フォルトでは、拡張プロパティーだけが表示されます。

-l standard 標準プロパティーだけを表示するように指定します。
-l オプションを指定しない場合、-p オプションまたは -y オプションを使用して標準プロパ
ティーを明示的に指定しないかぎり、拡張プロパティーだけが表示されます。
-p オプションは、表示するリソースプロパティーのセットを制限します。-p オプションを指定
すると、namelist で指定したプロパティーだけが表示されます。namelist では、標準プロパ
ティーと拡張プロパティーを指定できます。
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-v オプションを指定すると、各プロパティーの説明も表示されます。
このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、指定したリソースグルー
プ内のすべてのリソースまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソー
スを指定できます。オペランドを指定しないと、指定したリソースグループ内のすべてのリ
ソースのプロパティーまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソース
のプロパティーが表示されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタの共有アドレスリソースのプロパティーのリストを表示
するには、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

monitor

コマンドに対するオペランドとして指定した共有アドレスリソースのモニタリングを有効にし
ます。このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソース
に対してモニタリングが有効になります。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、モニター対象のリソース
を限定できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーであ
る、オペランドのリスト内のリソースだけをモニターします。
リソースは、モニタリングが有効になっている場合、次の条件が満たされているときだけモ
ニタリングされます。
■ リソースが有効な状態にある。
■ 該当リソースが含まれるリソースグループが、1 つ以上のクラスタノード上でオンライン

状態にある。

注記 - リソースに対するモニタリングを有効にする場合、該当リソースを有効にする必要はありま
せん。

このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタのリソースをモニターするには、-Z オプションを使用し
てゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
unmonitor サブコマンドの説明も参照してください。

reset

コマンドに対するオペランドとして指定した共有アドレスリソースに関連付けられているエ
ラーフラグをクリアします。このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定する
と、すべてのリソースのエラーフラグがクリアされます。
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-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、リセットするリソースを限
定できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーである、オ
ペランドのリスト内のリソースだけをリセットします。
デフォルトでは、reset サブコマンドはエラーフラグ STOP_FAILED をクリアします。クリアす
るエラーフラグを明示的に指定するには、-f オプションを使用します。-f オプションが受け
付けるエラーフラグは、STOP_FAILED だけです。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタの共有アドレスリソースをリセットするには、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。

set

コマンドのオペランドとして指定されている共有アドレスリソースの指定プロパティーを変更
します。このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソース
の指定したプロパティーが変更されます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、変更するリソースを限定
できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーである、オペ
ランドのリスト内のリソースだけを変更します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタに共有アドレスリソースのプロパティーを設定するに
は、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

show

コマンドに対するオペランドとして指定した共有アドレスリソースの構成を表示します。デ
フォルトでは、すべてのリソースの構成が表示されます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、構成が表示されるリソー
スを限定できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーで
ある、オペランドのリスト内のリソースだけの構成を表示します。
-p オプションは、表示するリソースプロパティーのセットを制限します。-p オプションを指定
すると、namelist で指定したプロパティーだけが表示されます。namelist では、標準プロパ
ティーと拡張プロパティーを指定できます。
このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、指定したリソースグルー
プ内のすべてのリソースまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソー
スを指定できます。オペランドを指定しないと、指定したリソースグループ内のすべてのリ
ソースの構成または指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソースの構成
が表示されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
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グローバルクラスタからゾーンクラスタに共有アドレスリソースの構成を表示するには、-Z オ
プションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

status

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースのステータスを表示します。デフォルトで
は、すべてのリソースのステータスが表示されます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、ステータスが表示され
るリソースを限定できます。

-g resourcegrouplist resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーであ
る、オペランドのリスト内のリソースだけのステータスを表
示します。

-n nodelist nodelist 内のノード上でホストされている、オペランドの
リスト内のリソースについてのみステータスを表示しま
す。

-s statelist statelist 内の状態にある、オペランドのリスト内のリソー
スだけのステータスを表示します。

このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、指定したリソースグルー
プ内のすべてのリソースまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソー
スを指定できます。オペランドを指定しないと、指定したリソースグループ内のすべてのリ
ソースのステータスまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソースの
ステータスが表示されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタに共有アドレスリソースのステータスを表示するに
は、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

unmonitor

コマンドに対するオペランドとして指定した共有アドレスリソースのモニタリングを無効にし
ます。このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソース
に対するモニタリングが無効になります。
無効になっているリソースのモニタリングを無効にしても、リソースは影響を受けません。リ
ソースとそのモニターは、すでにオフライン状態です。

注記 - リソースのモニタリングを無効にしても、リソースは無効になりません。ただし、リソースを無
効にする場合、モニタリングを無効にする必要はありません。無効なリソースとそのモニターは、
オフライン状態が維持されます。
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-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、モニタリングを無効にす
るリソースを限定できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメン
バーである、オペランドのリスト内のリソースのモニタリングを無効にします。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタへの共有アドレスリソースのモニタリングをオフにす
るには、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
disable サブコマンドおよび monitor サブコマンドの説明も参照してください。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。このオプションを使用する場合、ほかの処理は実行されません。
このオプションを指定するとき、サブコマンドは指定してもしなくてもかまいません。
サブコマンドなしでこのオプションを指定すると、このコマンドのサブコマンドのリストが表
示されます。
サブコマンド付きでこのオプションを指定すると、サブコマンドの使用方法が表示されま
す。
特定のサブコマンドを指定した場合のこのオプションの効果は、次のようになります。

create -g オプションとともに指定された場合、指定されたリソー
スグループのすべてのリソースプロパティーのヘルプ情
報を表示します。

set コマンドに対するオペランドとして指定したリソースのプ
ロパティーに関する情報を表示します。

-a
--automatic

クラスタ構成情報からリソースが作成される場合、次の処理も自動的に実行します。
■ リソースタイプの登録
■ リソースグループの作成
■ オペランドのリスト内で指定されているリソースの依存先リソースの作成

クラスタ構成情報には、次の処理をすべて実行するのに必要な十分な情報が含まれてい
る必要があります。
■ リソースタイプの登録を有効にする
■ リソースグループの作成を有効にする
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■ 作成されるリソースの有効化

このオプションを指定できるのは、create サブコマンドの場合だけです。このオプションを
指定する場合は、-i オプションも指定し、構成ファイルを指定します。

-d
--disable

リソースの作成時にリソースを無効にします。このオプションを指定できるのは、create サ
ブコマンドの場合だけです。デフォルトでは、リソースは作成されたあと、有効な状態になり
ます。
リソースは、有効化しても、オンライン状態になるとは限りません。リソースは、リソースのリ
ソースグループが 1 つ以上のノードでオンライン状態になったあとでのみオンライン状態に
なります。

-f errorflag
--flag errorflag

reset サブコマンドによってクリアするエラーフラグを明示的に指定します。このオプション
を指定できるのは、reset サブコマンドの場合だけです。デフォルト時、reset サブコマンド
はエラーフラグ STOP_FAILED をクリアします。
-f オプションが受け付けるエラーフラグは、STOP_FAILED だけです。

-F
--force

無効状態でないリソースの削除が、強制的に実行されます。このオプションは、delete サ
ブコマンドの場合にだけ指定できます。

-g resourcegroup[,…]
--resourcegroup resourcegroup[,…]

1 つのリソースグループまたはリソースグループのリストを指定します。
create 以外のサブコマンドの場合、コマンドは -g オプションで指定したリソースグループ
のメンバーである、オペランドのリスト内のリソースにだけ作用します。
特定のサブコマンドを指定した場合のこのオプションの効果は、次のようになります。

create 指定したリソースグループ内でリソースを作成するように
指定します。-create サブコマンドを指定して g を使用す
る場合、リソースグループは 1 つしか指定することができ
ません。

-h lhost[,…]
--logicalhost lhost[,…]

ホスト名リストを指定します。複数の論理ホストを新しい -SharedAddress リソースに関連
付ける必要がある場合や論理ホストがリソース自体と同じ名前を持っていない場合は、h
オプションを使用します。SharedAddress リソースの HostnameList 内のすべての論理



358 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

ホストは同じサブネット上に置いてください。HostnameList プロパティーを指定しない場
合、HostnameList は SharedAddress リソースと同じになります。
SharedAddress リソースの論理ホスト名は同じサブネット上に置いてください。
-HostnameList プロパティーを p とともに設定する代わりに、-h を使用することは可能で
す。ただし、-h を使用して、同じコマドで明示的に HostnameList を設定できません。
-h は、create サブコマンドの場合にだけ使用できます。

-i {- | clconfiguration}
--input {- | clconfiguration}

共有アドレスリソースの作成または変更に使用する構成情報を指定します。この情報
は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義されている形式に
準拠している必要があります。この情報は、ファイルに含めることも、標準入力を介して指
定することもできます。標準入力を指定するには、ファイル名の代わりに - を指定します。
コマンドに対するオペランドとして指定したリソースだけが、作成または変更されます。コマ
ンドで指定したオプションは、構成情報で設定されているオプションより優先されます。構
成パラメータは、構成情報内で設定されていない場合、コマンド行で指定します。
特定のサブコマンドを指定した場合のこのオプションの効果は、次のようになります。

create -a オプションと指定された場合は、必要なすべてのリ
ソースタイプを登録し、必要なすべてのリソースグループ
を作成します。登録および構成に必要なすべての情報を
指定します。その他の構成データはすべて無視します。

-l listtype
--listtype listtype

list-props サブコマンドによって表示するリソースプロパティーのタイプを指定します。この
オプションは、list-props サブコマンドの場合にだけ指定できます。
listtype に対して、次のリストから値を 1 つ指定します。

all 標準プロパティーと拡張プロパティーを表示するように指
定します。

extension 拡張プロパティーだけを表示するように指定します。デ
フォルトでは、拡張プロパティーだけが表示されます。

standard 標準プロパティーだけを表示するように指定します。
-l オプションを指定しないと、-p オプションを使って標準プロパティーを明示的に指定しな
いかぎり、拡張プロパティーしか表示されません。

-n node[,…]
--node node[,…]

ターゲットのグローバルクラスタまたはゾーンクラスタに、ノードまたはノードのリストを指定し
ます。各ノードは、ノード名またはノード ID として指定できます。
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-Z オプションが指定されている場合は、-n オプションで、グローバルクラスタホスト名では
なくゾーンクラスタホスト名のみを指定できます。-Z オプションが指定されていない場合
は、-n オプションでグローバルクラスタホスト名のみを指定できます。
このオプションとともに指定できるサブコマンドは、次のとおりです。

disable 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト
内のリソースのみを無効にします。

enable 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト
内のリソースのみを有効にします。

status 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト
内のリソースについてのみステータスを報告します。

-N netif@node[,…]
--netiflist netif@node[,…]

リソースプロパティーを指定します。-N オプションを使用すると、プロパティーの p オ
プションを使用せずに -NetIfList プロパティーを設定できます。-N を指定しない
と、clressharedaddress コマンドは使用可能な IPMP グループまたはパブリックアダプタ
と、HostnameList プロパティーと関連付けられているサブネットに基づいて、NetIfList プ
ロパティーを自動的に設定するよう試みます。
NetIfList プロパティーは、次の形式で指定できます。ipmpgroup@node[,…]。ただし、-N
は両方の ipmpgroup@node[,…] および publicNIC@node[,…] を受け入れます。-N を使
用しなかったり、publicNIC@node とともに使用したりすると、clressharedaddress コマン
ドは、必要な IPMP グループを作成しようとします。システムは、標準 Oracle Solaris イ
ンタフェースを使用して複数のアダプタを含めるようにあとで変更されるデフォルトのセット
で、1 つ以上の単一アダプタ IPMP グループのセットを作成します。
-p を指定して NetIfList プロパティーを直接設定する代わりに -N を指定することができま
す。ただし、-N を使用し、同じコマンド内で NetIfList を明示的に設定できません。
-N は、create サブコマンドの場合にだけ使用できます。

-o {- | clconfiguration}
--output {- | clconfiguration}

リソース構成情報の書き込み先を指定します。この書き込み先は、ファイルでも、標準出力
でもかまいません。標準出力を指定するには、ファイル名の代わりに - を指定します。標準
出力を指定すると、該当コマンドにおける他のすべての標準出力は抑制されます。このオ
プションは、export サブコマンドの場合にだけ指定できます。
構成情報は、コマンドに対するオペランドとして指定したリソースの場合だけ書き込まれま
す。この情報は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義され
ている形式で書き込まれます。
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-p name=value
-p name+=array-values
-p name-=array-values
--property name=value
--property name+=array-values
--property name-=array-values

リソースの標準プロパティーと拡張プロパティーを設定します。このオプションは、create サ
ブコマンドおよび set サブコマンドの場合にだけ指定できます。
標準プロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参
照してください。
リソースタイプの拡張プロパティーについては、リソースタイプに関するドキュメントを参照し
てください。
このオプションとともに使用する演算子は、次のとおりです。

= プロパティーに、指定した値を設定します。この演算子は、create サ
ブコマンドおよび set サブコマンドで使用できます。

+= 1 つまたは複数の値を文字列配列値に追加します。この演算子
は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、文字列配
列値に対してだけ指定できます。

-= 1 つまたは複数の値が、文字列配列値から削除されます。この演算
子は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、文字列
配列値に対してだけ指定できます。

ノード単位のプロパティーがクラスタノードのサブセット上でのみ設定される場合は、中括弧
内のノードのリストを次のようにプロパティー名に付け加えることで、プロパティーが設定さ
れるノードを指定します。

name{nodelist}

nodelist は、ノード名またはノード ID をコンマで区切ったリストです。ノード単位のプロパ
ティーの詳細は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページを参照してくださ
い。

-p name[,…]
--property name[,…]

list-props サブコマンドおよび show サブコマンドのプロパティーのリストを指定します。
このオプションは、リソースの標準プロパティーおよび拡張プロパティーに対して使用できま
す。
標準プロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参
照してください。
リソースタイプの拡張プロパティーについては、リソースタイプに関するドキュメントを参照し
てください。
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このオプションを指定しなかった場合、list-props サブコマンドおよび show サブコマンド
は、-v オプションも指定されているかどうかに基づいて、すべてまたはほとんどのリソース
プロパティーを一覧表示します。

-R
--recursive

必要な依存性がすべて満たされるように、リソースの有効化または無効化を再帰的に実行
します。このオプションは、disable サブコマンドおよび enable サブコマンドの場合にだけ
指定できます。
このオプションをこれらのサブコマンドとともに指定した場合の効果は、次のとおりです。

disable コマンドに対するオペランドとして指定したリソースに依
存しているリソース (コマンドに対するオペランドとして
指定しなかったリソースも含まれる) をすべて無効にしま
す。

enable コマンドに対するオペランドとして指定したリソースの依
存先リソース (コマンドに対するオペランドとして指定し
なかったリソースも含まれる) がすべて有効になります。

-s state[,…]
--state state[,…]

list サブコマンドおよび status サブコマンドの状態のリストを指定します。
このオプションは出力を制限し、ノードリスト内の 1 つまたは複数のノード上で指定されて
いる状態の 1 つにあるリソースだけが含まれるようにします。
可能な状態は、次のとおりです。
■ degraded

■ detached

■ faulted

■ monitor_failed

■ not_online - online または online_not_monitored 以外のすべてのステータスを指
定します

■ offline

■ online

■ online_not_monitored

■ start_failed

■ stop_failed

■ unknown
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■ unmonitored

■ wait

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションには、サブコマンドやオペランドなどのオプションは指定しないでください。
サブコマンドやオペランドなどのオプションは無視されます。-V オプションは、コマンドの
バージョンを表示するだけです。その他の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細なメッセージを標準出力に表示します。
このオプションは、このコマンドの任意の形式とともに指定できます。
-v オプションと -o - オプションを同時に指定してはいけません。-v オプ ションは無視され
ます。-o - オプションは、ほかのすべての標準出力を抑制します。

-X node[,…]
--auxnode node[,…]

AuxNodeList SharedAddress リソースプロパティーを設定します。
AuxNodeList リスト内のノードは、共有アドレスリソースに関連付けられている論理ホストの
セットをホストできます。ただし、フェイルオーバー時にプライマリノードの役割を果たすこと
はできません。

-Z {zoneclustername | global | all}
--zoneclustername={zoneclustername | global | all}
--zoneclustername {zoneclustername | global | all}

クラスタ、またはリソースが存在するクラスタや処理するクラスタを指定します。
このオプションは、export サブコマンド以外のすべてのサブコマンドでサポートされていま
す。
このオプションを指定する場合は、次のいずれかの引数も指定する必要があります。

zoneclustername このオプションを使用するコマンドが、zoneclustername という名前
のゾーンクラスタでのみ指定されたすべてのリソースで機能するよう
に指定します。

global このオプションを使用するコマンドが、広域クラスタでのみ指定され
たすべてのリソースで機能するように指定します。

all 広域クラスタでこの引数を使用する場合、それを使用するコマンド
が広域クラスタとすべてのゾーンクラスタを含め、すべてのクラスタ
で指定されたすべてのリソースで機能するように指定します。
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この引数をゾーンクラスタで使用すると、このオプションを使用する
コマンドが、ゾーンクラスタ内だけで指定されたすべてのリソースに対
して機能するように指定されます。

次のオペランドがサポートされています。

resource Oracle Solaris Cluster のリソース名をオペランドとして受け付けるよう
に指定します。サブコマンドで複数のリソースを指定できる場合は、プラ
ス記号 (+) を使用すると、すべてのリソースを指定できます。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

9 CL_ESTATE

オブジェクトの状態が不正です
その時点で変更できない、または常時変更できないプロパティー、リソースグループ、または
その他のオブジェクトを変更しようとしました。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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10 CL_EMETHOD

リソースのメソッドが失敗しました
リソースのメソッドが失敗しました。次のいずれかの理由のために、メソッドは失敗しました。
■ validate メソッドは、リソースを作成しようとしたときに、あるいは、リソースのプロパ

ティーを変更しようとしたときに失敗しました。
■ validate 以外のメソッドは、リソースを有効、無効、または削除しようとしたときに失敗

しました。

15 CL_EPROP

無効なプロパティーです
-p、-y、または -x オプションで指定したプロパティーまたは値が存在しないか、許可されて
いません。

35 CL_EIO

I/O エラー
物理的な入出力エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。
■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。
指定したデバイス、デバイスグループ、クラスタインターコネクトコンポーネント、ノード、クラス
タ、リソース、リソースタイプ、リソースグループ、またはプライベート文字列はすでに存在しま
す。

これらの終了値は、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページで説明されている
リターンコードと互換性があります。

例   166 共有アドレスリソースの作成

このコマンドは、sharedhost1 という名前のリソースを rg-failover という名前のリソースグルー
プ内に作成します。リソースは有効な状態で作成され、モニタリングも有効になっています。

# clressharedaddress create -g rg-failover sharedhost1
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次の 2 つのコマンドはどちらも、ゾーンクラスタ ZC 内に  sharedhost1 という名前のリソースを
作成します。これらのコマンドは、グローバルクラスタノードで、またはゾーンクラスタ ZC の内部
で実行できます。

# clressharedaddress create -g rg-failover -Z ZC sharedhost1

# clressharedaddress create -g rg-failover ZC:sharedhost1

例   167 異なる論理ホスト名を持つ共有アドレスリソースの作成

このコマンドは、rs-sharedhost1 という名前のリソースを rg-failover という名前のリソースグ
ループ内に作成します。

論理ホスト名はリソース名と同じではありませんが、論理ホストの名前と IP アドレスは同じまま
です。

# clressharedaddress create -g rg-failover \

-h sharedhost1 rs-sharedhost1

例   168 共有アドレスリソースの IPMP グループの指定

このコマンドは、sharedhost1 リソースの IPMP グループを設定します。

# clressharedaddress create -g rg-failover \

-N ipmp0@black,ipmp0@white sharedhost1

例   169 共有アドレスリソースの削除

このコマンドは、sharedhost1 という名前のリソースを削除します。

# clressharedaddress delete sharedhost1

例   170 共有アドレスリソースの一覧表示

このコマンドは、すべての共有アドレスリソースを一覧表示します。

# clressharedaddress list

sharedhost1

sharedhost2

例   171 共有アドレスリソース、リソースグループ、およびリソースタイプの一覧表示

このコマンドは、すべての共有アドレスリソースをそれらのリソースグループおよびリソースタイプ
と合わせて一覧表示します。
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# clressharedaddress list -v

Resources   Resource Groups Resource Types

---------   --------------- --------------

sharedhost1 rg-failover-1   SUNW.SharedAddress

sharedhost2 rg-failover-2   SUNW.SharedAddress

例   172 共有アドレスリソースの拡張プロパティーの一覧表示

このコマンドは、すべての共有アドレスリソースの拡張プロパティーを一覧表示します。

# clressharedaddress list-props -v

Properties       Descriptions

----------       ------------

NetIfList        List of IPMP groups on each node

AuxNodeList      List of nodes on which this resource is available

HostnameList     List of hostnames this resource manages

CheckNameService Name service check flag

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 551 ページのcluster(1CL), 273 ページのclresource(1CL),
251 ページのclreslogicalhostname(1CL ), 305 ページのclresourcegroup(1CL),
333 ページのclresourcetype(1CL), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1447 ページのclconfiguration(5CL), Unresolved link to " rbac5",
1287 ページのr_properties(5)

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

任意のユーザーは次のオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

■ -? オプション
■ -V オプション

サブコマンドを指定してこのコマンドを実行する場合、スーパーユーザー以外のユーザーは
RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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サブコマンド RBAC の承認

create solaris.cluster.modify

delete solaris.cluster.modify

disable solaris.cluster.admin

enable solaris.cluster.admin

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

list-props solaris.cluster.read

monitor solaris.cluster.admin

reset solaris.cluster.admin

set solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

status solaris.cluster.read

unmonitor solaris.cluster.admin
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名前
clresourcegroup, clrg — Oracle Solaris Cluster データサービスのリソースグループの管
理

/usr/cluster/bin/clresourcegroup -V

/usr/cluster/bin/clresourcegroup [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/clresourcegroup subcommand [options] -v [resourcegroup …]

/usr/cluster/bin/clresourcegroup add-node -n node[,...] [-S] [-Z {zoneclustername | global}]
 {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup create [-S] [-n node[,...]] [-p name=value] […] [-Z
 {zoneclustername | global}] {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup create -i {- | clconfigfile} [-S] [-n node [,...]] [-
p name=value] […] {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup delete [-F] [-Z {zoneclustername | global}] {+
 | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup evacuate -n node[,...] [-T seconds] [-Z {zoneclustername
 | global}] {+}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup export [-o {- | configfile}] [+ | resourcegroup...]

/usr/cluster/bin/clresourcegroup list [-n node[,...]] [-r resource[,...]] [-s state[,...]] [-
t resourcetype[,...]] [ [-Z {zoneclustername[,...] | global | all}] [+ | resourcegroup...]

/usr/cluster/bin/clresourcegroup manage [-Z {zoneclustername | global}] {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup offline [-n node [,...]] ] [-Z {zoneclustername | global}] {+
 | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup online [-e] [-m] [-M] [-n node [,...]] [-Z {zoneclustername
 | global}] {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup quiesce [-k] [-Z {zoneclustername | global}] {+
 | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup remaster [-Z {zoneclustername | 
     global}] {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup remove-node -n node
     [,...]  [-Z {zoneclustername | global}]
     {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup restart [-n node[,...]] 
     [-Z zoneclustername |global}] {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup resume [-Z {zoneclustername | 
     global}] {+ | resourcegroup...}
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/usr/cluster/bin/clresourcegroup set [-n node[,...]] -p name[+|-]=value […]  
     [-Z {zoneclustername | global}] {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup show [-n node[,...]] 
     [-p name[,...]] [-r resource[,...]] [-t resourcetype[,...]] 
     [-Z {zoneclustername[,...] | global | all}] 
     [+ | resourcegroup...]

/usr/cluster/bin/clresourcegroup status [-n node[,...]] 
     [-r resource [,]...] [-s state [,]...] [-t resourcetype 
     [,]...] [-Z {zoneclustername[,...] | global | all}] 
     [+ | resourcegroup...]

/usr/cluster/bin/clresourcegroup suspend [-k] [-Z 

     {zoneclustername | global}] {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup switch -n node[,...] 
     [-e] [-m] [-M] [-Z {zoneclustername | global}] 
     {+ | resourcegroup...}

/usr/cluster/bin/clresourcegroup unmanage [-Z {zoneclustername | 
     global}] {+ | resourcegroup...}

このコマンドは、Oracle Solaris Cluster データサービスのリソースグループを管理します。

subcommand を省略できるのは、options が -? オプションまたは -V オプションの場合のみで
す。

このコマンドの各オプションには長形式と短形式があります。各オプションの両方の形式は、オ
プション に説明とともに記載されています。

clrg コマンドは、clresourcegroup コマンドの短い形式です。

list、show、および status 以外のサブコマンドでは、1 つ以上のオペランドが必要です。ただ
し、多くのサブコマンドはプラス記号のオペランド (+) を受け付けます。このオペランドは、サブ
コマンドをすべての適用できるオブジェクトに適用します。

このコマンドは、ゾーンクラスタでいくつかの形式で使用できます。このコマンドの有効な使用
方法の詳細については、個々のサブコマンドの説明を参照してください。管理しやすいように、
広域クラスタノードからこのコマンドを使用してください。
リソースとリソースグループ

リソースのステータス、リソースグループのステータス、リソースのステータスは、すべてノード単位
で管理されます。たとえば、リソースは、各クラスタノード上で固有のステータス、固有のステータ
スを持ちます。
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注記 - Offline や Start_failed などの状態の名前は、大文字と小文字が区別されません。状
態の名前を指定する際には、大文字と小文字を任意に組み合わせることができます。

リソース状態は、そのリソース上でどのメソッドが呼び出されたかにのみ基づいて、各ノード上
の Resource Group Manager (RGM ) によって設定されます。たとえば、指定のノード上
でリソースに対する STOP メソッドを正しく実行した場合、そのリソースのノード上での状態は
Offline になります。STOP メソッドが 0 以外またはタイムアウトで終了した場合、そのリソースの
状態は Stop_failed になります。

可能性のあるリソース状態に
は、Online、Offline、Start_failed、Stop_failed、Monitor_failed、Online_not_monitored、Starting、
および Stopping があります。

可能性のあるリソースグループの状態に
は、Unmanaged、Online、Offline、Pending_online、Pending_offline、Error_stop_failed、Online_faulted、
および Pending_online_blocked があります。

RGM は、リソースのステータスだけでなく、リソース自体が API を使って設定するリソースのス
テータスも維持します。Status Message のフィールドは、実際には、ステータスキーワードとステー
タスメッセージからなります。ステータスメッセージは、ステータスキーワードのあとに出力される任
意のテキスト文字列で、リソースによって任意に設定されます。

リソースステータスの値には、次のものがあります。

Degraded リソースはオンラインですが、何らかの理由でパフォーマンスまたは可用
性が低下しています。

Faulted リソースの機能を妨げるエラーが検出されました。

Offline リソースはオフラインです。

Online リソースはオンラインでサービスを提供します。

Unknown 現在のステータスは不明または遷移中です。

ゾーンクラスタでこのコマンドを使用する

clresourcegroup コマンドは、ゾーンクラスタで、 export を除くすべてのサブコマンドを指定し
て使用することができます。

export 以外のすべてのサブコマンドで -Z オプションを使用して、操作を制限する特定の
ゾーンクラスタの名前を指定することもできます。また、リソースグループ (zoneclustername
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:resourcegroup) にゾーンクラスタ名を付けて、操作を特定のゾーンクラスタに制限することもで
きます。

グローバルクラスタノードからすべてのゾーンクラスタ情報にアクセスできますが、特定のゾーン
クラスタは他のゾーンクラスタを認識しません。特定のゾーンクラスタに操作を制限できない場
合、使用するサブコマンドは現在のクラスタでのみ機能します。

ゾーンクラスタのリソースグループと別のゾーンクラスタまたはグローバルクラスタのリソースグ
ループ間のアフィニティーを指定することができます。次のコマンドで別のゾーンクラスタのリ
ソースグループ間のアフィニティーを指定することができます。

# clresourcegroup set -p RG_affinities={+|++|-|--}

target-zc:target-rg 
source-zc:source-rg

アフィニティータイプは次のいずれかとなります。

■ + (弱い肯定的)

■ ++ (強い肯定的)

■ +++ (フェイルオーバー委託付きの強い肯定的)

■ - (弱い否定的)

■ -- (強い否定的)

たとえば、ゾーンクラスタ ZC1 内のリソースグループ RG1 とゾーンクラスタ ZC2 内のリソースグ
ループ RG2 の間に強い肯定的なアフィニティー (++) を指定する必要がある場合は、次のコマ
ンドを使用します。

# clresourcegroup set -p RG_affinities=++ZC2:RG2 ZC1:RG1

ゾーンクラスタ ZC1 内のリソースグループ RG1 とゾーンクラスタ ZC2 内のリソースグループ RG2
の間にフェイルオーバー委託付きの強い肯定的なアフィニティー (+++) を指定するには、次のコ
マンドを使用します。

# clresourcegroup set -p RG_affinities=+++ZC2:RG2 ZC1:RG1

ゾーンクラスタ ZC1 内のリソースグループ RG1 とグローバルクラスタ内のリソースグループ RG2
の間に強い否定的なアフィニティー (--) を指定するには、次のコマンドを使用します。

# clresourcegroup set -p RG_affinities=--global:RG2 ZC1:RG1
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リソースグループはクラスタノードまたはゾーンに自動的に分散されます。詳細
は、1319 ページのrg_properties(5) のマニュアルページにある Load_factors、Priority、
および Preemption_mode のエントリを参照してください。

サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

add-node

ノードをリソースグループの Nodelist プロパティーの最後に追加します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
リスト内のノードとゾーンの順序は、それらのノードまたはゾーンでリソースグループがオンラ
インにされる優先順位を指定します。Nodelist プロパティー内の別の位置にノードを追加
するには、set サブコマンドを使用します。
広域クラスタノードから特定のゾーンクラスタのリソースグループに対してノードを追加する
ために、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してください。

create

新しいリソースグループを作成します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
広域クラスタノードから特定のゾーンクラスタにリソースグループを作成するために、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタの名前を指定できます。
-i オプションで構成ファイルを指定する場合は、プラス記号のオペランド (+) を指定でき
ます。このオペランドは、存在していないすべてのリソースをそのファイル内に作成すること
を指定します。
新しいリソースグループの Nodelist プロパティーを設定するには、次に示すオプションの
いずれかを指定します。
■ -n node
■ -p Nodelist=-node- ][,…]
■ -i clconfigfile

リスト内のノードの順序は、それらのノードでリソースグループをオンラインにする優先順位を
指定します。作成時にノードリストを指定しない場合、クラスタ内で構成されているすべての
ノードが Nodelist プロパティーに設定されます。順序は任意です。
デフォルトでは、リソースグループは Failover が設定された RG_mode プロパティーで作
成されます。ただし、-S オプションまたは -p RG_mode=Scalable オプションを使用する
か、Maximum_primaries に 1 より大きい値を指定することで、スケーラブルリソースグルー
プを作成できます。リソースグループの RG_mode プロパティーを設定できるのは、このグルー
プを作成するときだけです。

http://otn.oracle.com
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リソースグループは、作成時には常に管理されない状態に置かれます。ただし、manage サブ
コマンドを実行したり、online または switch サブコマンドを -M> オプションとともに実行し
たりすると、RGM の状態は管理状態に変わります。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

delete

リソースグループを削除します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
広域クラスタノードから特定のゾーンクラスタのリソースグループを削除するために、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタの名前を指定できます。
このサブコマンドとともに正符号のオペランド (+) を指定すると、すべてのリソースグループ
を削除できます。
リソースグループがリソースを含む場合は、-F オプションを指定しないかぎり、そのリソースグ
ループを削除できません。-F オプションを指定した場合は、各グループ内のすべてのリソー
スおよびそのグループが削除されます。すべての依存関係とアフィニティーも削除されま
す。
このサブコマンドは、リソースとリソースグループの依存関係を反映する順序で複数のリソー
スグループを削除します。コマンド行でリソースグループを指定する順序は関係ありません。
次の clresourcegroup delete コマンドはいくつかのステップで実行されます。
■ 複数のリソースグループを同時に削除する場合
■ リソースグループを -F オプションで削除する場合

たとえばノードで問題が発見された場合などのように、このいずれかのフォームのコマンド
が割り込まれたときには、いくつかのリソースグループが無効な構成のまま残される場合が
あります。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

evacuate

-n オプションで指定したノード上のすべてのリソースグループをオフラインにします。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタノードから evacuate コマンドを実行すると、このサブコマンドはグローバ
ルクラスタまたはゾーンクラスタのすべてのリソースグループを退避します。ゾーンクラスタ
で、このサブコマンドは指定したゾーンクラスタのリソースグループのみを退避します。グロー
バルクラスタノードから特定のゾーンクラスタのリソースグループを退避する場合は、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタの名前を指定できます。
リソースグループは、リソースとリソースグループの依存関係を反映する順序でオフラインに
されます。
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このサブコマンドの -T オプションを使用して、リソースグループが切り替わらないようにする
秒数を指定できます。値を指定しない場合、デフォルトでは、60 秒が使用されます。
退避が完了したあと 60 秒間または指定した秒数の間、リソースグループは退避中ノードで
フェイルオーバーできなかったり自動的にオンラインになれなくなったりします。
ただし、switch または online サブコマンドを使用して、リソースグループをオンラインまた
は退避ノードリブートに切り替えると、退避タイマーはただちに期限切れになり、自動フェイ
ルオーバーが再度許可されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

export

リソースグループの構成情報をファイルまたは標準出力 (stdout) に書き込みます。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
この構成情報の形式は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで
説明されています。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

list

指定したリソースグループの修飾子オプションでフィルタリングされたリストを表示します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
-r resource を使用すると、リソースを含むリソースグループのみを含めることができます。-t
resourcetype を使用すると、resourcetype 内のリソースタイプを含むリソースグループのみ
を含めることができます。-n node を使用すると、1 つ以上のノード内でオンラインであるリ
ソースグループのみを含めることができます。
-s state を指定すると、指定した状態のグループのみが一覧表示されます。
オペランドを指定しない場合や正符号のオペランド (+) を指定した場合は、指定した任意
の修飾子オプションでフィルタリングされたすべてのリソースグループが一覧表示されま
す。
詳細オプション -v を指定すると、リソースグループがオンラインかオフラインにかかわらず、
そのステータスが表示されます。クラスタ内の 1 つのノードだけでオンラインの場合でも、リ
ソースグループはオンラインとして一覧表示されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

manage

指定したリソースグループを管理状態にします。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
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このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、ゾー
ンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。グローバルクラスタノードから特定
のゾーンクラスタのリソースグループを管理するには、-Z オプションを使用してゾーンクラス
タの名前を指定できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

offline

指定したリソースグループをオフライン状態にします。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、ゾー
ンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。グローバルクラスタノードから特定
のゾーンクラスタのリソースグループを退避するには、-Z オプションを使用してゾーンクラス
タの名前を指定できます。
-n オプションを指定すると、リソースグループは、指定したノードでのみオフラインになりま
す。
-n オプションを指定しないと、リソースグループはすべてのノード上でオフラインになります。
リソースグループを offline サブコマンドでオフラインにした場合、リソースグループの
Offline 状態はノードのリブートで解除されます。つまり、ノードを終了またはクラスタに接続
すると、以前にオフラインにしたリソースグループが一部のノード上でオンラインになる可能
性があります。すべてのリソースを無効にしていても、リソースグループはオンラインになりま
す。
同様に、任意の RG_dependencies または強い RG_affinities を示すリソースグループは、
別のリソースグループに切り替わると、自動的のオンラインになります。
リソースグループが自動的にオンラインになるのを防止するには、suspend サブコマンド
を使用してリソースグループの自動復旧処理を中断します。自動復旧処理を再開するに
は、resume サブコマンドを使用します。
リソースグループは、リソースとリソースグループの依存関係を反映する順序でオフラインに
されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

online

指定したリソースグループをオンライン状態にします。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、ゾー
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ンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。グローバルクラスタノードから特定
のゾーンクラスタのリソースグループを退避するには、-Z オプションを使用してゾーンクラス
タの名前を指定できます。
リソースグループをオンラインにするノードのリストを指定するには、-n オプションを使
用します。-n オプションを指定しない場合、このサブコマンドは、リソースグループを現
在のプライマリノードからオフラインにせずに、リソースグループを最優先ノードでオンラ
インにします。リソースグループごとのオンラインノードの総数は、Desired_primaries
および Maximum_primaries プロパティーによって制限されます。ノードの優先順序
は、Nodelist、RG_affinities、および Load_factors プロパティーによって決定されます。
これらのプロパティーの詳細は、1319 ページのrg_properties(5) のマニュアルページを
参照してください。
コマンド行で複数のリソースグループのオペランドが指定され、-n オプションが指定され
ていない場合、それらのリソースグループのオペランドには Priority プロパティーによっ
て決定される順序でプライマリノードが割り当てられます。つまり、優先順位のもっとも高
いリソースグループが最初にノードの割り当てを受けます。プライマリノードが割り当てられ
たあと、リソースの依存関係またはリソースグループの依存関係によって制約されている
場合を除き、すべてのリソースグループオペランドが並列でオンラインになります。コマン
ド行でリソースグループを指定する順序は関係ありません。Priority プロパティーの詳細
は、1319 ページのrg_properties(5) のマニュアルページを参照してください。
優先順位の低いリソースグループは、最優先ノードに割り当てられなかったり、負荷制限
を超えている場合は優先順位の高いリソースグループによって強制的にオフラインにさ
れたりすることがあります。詳細は、185 ページのclnode(1CL) のマニュアルページの
loadlimit サブコマンドを参照してください。
switch サブコマンドと異なり、このサブコマンドは Nodelist プロパティーで一覧表示され
ているどのノードも Offline 状態にしようとしません。
このサブコマンドとともに -e オプションを指定すると、オンラインにされるリソースグループ
のセット内のすべてのリソースが有効になります。
-m オプションを指定すると、オンラインにされるリソースグループのセット内のすべてのリ
ソースのモニタリングを有効にできます。ただし、最初に有効にされ、MONITOR_START メソッ
ドと関連付けられている場合以外、リソースが実際にモニターされることはありません。
-M オプションを指定して、オンラインにされるすべてのリソースグループを管理状態に置くよ
うに指示することもできます。-M オプションが指定されていない場合、このサブコマンドは、
管理されていないリソースグループには効果を持ちません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

quiesce

指定されたリソースグループを休止状態にします。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
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このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、ゾー
ンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。グローバルクラスタノードから特定
のゾーンクラスタのリソースグループを退避するには、-Z オプションを使用してゾーンクラス
タの名前を指定できます。
このコマンドは、START または STOP メソッドが失敗した場合に、あるノードから別のノードに
リソースグループが連続して切り替わるのを阻止します。また、停止メソッドが失敗したとき、
リソースの Failover_mode プロパティーが HARD に設定されている場合に通常実行される
ノードのリブートも阻止します。その場合、リソースは代わりに STOP_FAILED 状態に移動しま
す。
影響されるリソースグループ内のリソースの代わりに実行されているメソッドを終了するに
は、-k オプションを使用します。-k オプションを指定しないと、終了するか構成されている
タイムアウトを超えるまで継続的にメソッドを実行できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

remaster

指定したリソースグループを、現在のプライマリノードから最優先ノードに切り替え
ます。各リソースグループのオンラインノードの合計数は、 Desired_primaries お
よび Maximum_primaries プロパティーによって制限されます。ノードの優先順序
は、Nodelist、RG_affinities、および Load_factors プロパティーによって決定されます。
詳細は、185 ページのclnode(1CL) および 1319 ページのrg_properties(5) のマニュ
アルページを参照してください。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、ゾー
ンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。グローバルクラスタノードから特定
のゾーンクラスタのリソースグループを退避するには、-Z オプションを使用してゾーンクラス
タの名前を指定できます。
online サブコマンドと異なり、このサブコマンドでは、リソースグループを現在のマスターか
らオフラインに切り替えて、より優先されるマスター上でオンラインにすることができます。
コマンド行で複数のリソースグループオペランドを指定すると、Priority プロパ
ティーで決定されている順序でリソースグループオペランドがプライマリノードに割
り当てられます。優先順位がもっとも高いリソースグループに最初にノードが割り当
てられます。コマンド行でリソースグループを指定する順序は関係ありません。詳細
は、1319 ページのrg_properties(5) のマニュアルページを参照してください。
優先順位の低いリソースグループは、最優先ノードに割り当てられなかったり、負荷制限
を超えている場合は優先順位の高いリソースグループによって強制的にオフラインにさ
れたりすることがあります。詳細は、185 ページのclnode(1CL) のマニュアルページの
loadlimit サブコマンドを参照してください。
このサブコマンドは、管理されていないリソースグループには影響を与えません。
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スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" の
マニュアルページを参照してください。

remove-node

リソースグループの Nodelist プロパティーからノードを削除します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタノードまたはゾーンクラスタから使用できます。グ
ローバルクラスタノードからゾーンクラスタ内のリソースグループのノードを削除するには、-Z
オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定できます。
ノードを削除すると、remove-node は Maximum_primaries または Desired_primaries プ
ロパティーの値を Nodelist プロパティー内の新しいノード数にリセットする場合がありま
す。remove-node が Maximum_primaries または Desired_primaries プロパティーの値をリ
セットするのは、いずれかの値が Nodelist プロパティー内の新しいノード数を超える場合
のみです。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

restart

現在リソースグループをホストしているプライマリノードの同じセット上でリソースグループを
オフラインにしてからオンラインに戻します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、ゾー
ンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。グローバルクラスタノードから特定
のゾーンクラスタのリソースグループを退避するには、-Z オプションを使用してゾーンクラス
タの名前を指定できます。
-n オプションを指定すると、リソースグループは、指定するノードのリストにある現在のマス
ターでのみ再起動されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

resume

suspend サブコマンドによって以前中断されていた指定のリソースグループで自動復旧処
理を再開します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、ゾー
ンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。グローバルクラスタノードから特定
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のゾーンクラスタのリソースグループを退避するには、-Z オプションを使用してゾーンクラス
タの名前を指定できます。
自動復旧を再開するコマンドを明示的に実行するまで、中断されたリソースグループが自動的
に再開またはフェイルオーバーされることはありません。オンラインかオフラインかにかか
わらず、中断されたデータサービスは現在の状態のままです。指定したノード上でリソース
グループの状態を手作業で切り替えることもできます。また、リソースグループ内の個々のリ
ソースも有効または無効にできます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

set

指定するリソースグループに関連付けられているプロパティーを変更します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、ゾー
ンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。グローバルクラスタノードから特定
のゾーンクラスタのリソースグループを退避するには、-Z オプションを使用してゾーンクラス
タの名前を指定できます。
Nodelist プロパティーは、-p Nodelist=node で、または便宜的に -n node で変更できま
す。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

show

指定したリソースグループの修飾子オプションでフィルタリングされた構成レポートを生成
します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
-rresource を使用すると、リソースを含むリソースグループのみを含めることができま
す。-tresourcetype を使用すると、resourcetype 内のリソースタイプを含むリソースグループ
のみを含めることができます。-n node を使用すると、1 つ以上のノード内でオンラインであ
るリソースグループのみを含めることができます。広域クラスタから -Z オプションを使用す
ると、指定されたゾーンクラスタでオンラインになるこれらのリソースグループのみを含める
ことができます。
-p オプションを使用すると、すべてのリソースグループプロパティーではなく、選択されたリ
ソースグループプロパティーのセットを表示できます。
オペランドを指定しない場合や正符号のオペランド (+) を指定した場合は、指定した任意
の修飾子オプションでフィルタリングされたすべてのリソースグループが一覧表示されま
す。
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スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

status

指定したリソースグループの修飾子オプションでフィルタリングされたステータスレポートを
生成します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
ゾーンクラスタでこのコマンドを使用すると、このサブコマンドはゾーンクラスタのリソースグ
ループにのみ適用されます。
-r resource を使用すると、リソースを含むリソースグループのみを含めることができます。-t
resourcetype を使用すると、resourcetype 内のリソースタイプを含むリソースグループのみ
を含めることができます。-n node を使用すると、1 つ以上のノード内でオンラインであるリ
ソースグループのみを含めることができます。-Z オプションを使用すると、広域クラスタノー
ドからゾーンクラスタを指定して、指定されたゾーンクラスタでオンラインになるこれらのリ
ソースグループのみを含めることができます。
-s state を指定すると、指定した状態のグループのみが一覧表示されます。

注記 - status サブコマンドでは、-n オプションまたは -s オプションのいずれかを指定できま
す。ただし、両方のオプションを同時に status サブコマンドとともに指定できません。

オペランドを指定しない場合や正符号のオペランド (+) を指定した場合は、指定した任意
の修飾子オプションでフィルタリングされたすべてのリソースグループが一覧表示されま
す。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

suspend

指定されたリソースグループ上の自動復旧アクションを中断し、そのリソースグループを休
止します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、ゾー
ンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。グローバルクラスタノードから特定
のゾーンクラスタのリソースグループを退避するには、-Z オプションを使用してゾーンクラス
タの名前を指定できます。
自動復旧を再開するコマンドを明示的に実行するまで、中断されたリソースグループが自
動的に再開またはフェイルオーバーされることはありません。オンラインかオフラインか
にかかわらず、中断されたデータサービスは現在の状態のままです。リソースグループが
一時停止されている間、clresourcegroup(1CL) または clresource(1CL) コマンドを
switch、online、offline、disable、enable などのサブコマンドとともに使用すると、リ
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ソースグループまたはそのリソースを特定のノード上の別の状態に手動で切り替えること
ができます。アプリケーションプロセスの強制終了やアプリケーション固有のコマンドの
実行など、リソースに対して直接に操作するのではなく、clresourcegroup(1CL) または
clresource(1CL) コマンドを使用してください。これにより、クラスタのフレームワークがリ
ソースおよびリソースグループの現在のステータスを正確に把握することができ、resume サ
ブコマンドが実行されたときに可用性が正しく復元されます。
リソースグループの自動回復を中断する必要があるのは、クラスタの問題を調査して修正
する場合、あるいは、リソースグループサービスに保守を実行する場合などです。
また、-k オプションを指定すると、影響されるリソースグループ内のリソースの代わりに実行
されているメソッドを即座に終了できます。-k オプションを使用することで、リソースグルー
プの休止を早めることができます。-k オプションを指定しない場合、メソッドは終了するか、
または構成されているタイムアウトを超えるまで実行を継続することを許可されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

switch

指定したリソースグループをマスターするノードまたはノードのセットを変更します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、ゾー
ンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。
リソースグループをオンラインにするノードのリストを指定するには、-n オプションを使用しま
す。-Z オプションを使用すると、広域クラスタノードからゾーンクラスタを指定して、指定され
たゾーンクラスタのリソースグループのリストのみを含めることができます。
リソースグループがまだオンラインでない場合は、-n オプションで指定されているノードの
セット上でオンラインになります。ただし、これらのグループが新しいノード上でオンラインに
なる前に、-n オプションで指定されていないノード上でオンラインのグループがオフライン
になります。
このサブコマンドとともに -e を指定すると、オンラインにされるリソースグループのセット内
のすべてのリソースが有効になります。
-m を指定すると、オンラインにされるリソースグループのセット内のすべてのリソースのモニ
タリングを有効にできます。ただし、最初に有効にされ、MONITOR_START メソッドと関連付け
られている場合以外、リソースが実際にモニターされることはありません。
-M オプションを指定して、オンラインにされるすべてのリソースグループを管理状態に置くよ
うに指示することもできます。-M オプションが指定されていない場合、このサブコマンドは、
管理されていないリソースグループには効果を持ちません。
リソースグループは、リソースとリソースグループの依存関係を反映する順序でオンラインに
されます。コマンド行でグループを指定する順序は関係ありません。
優先順位の低いリソースグループは、指定されたノードに切り替えられなかったり、負荷制
限を超えている場合は優先順位の高いリソースグループによって強制的にオフラインに
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されたりすることがあります。詳細は、185 ページのclnode(1CL) のマニュアルページの
loadlimit サブコマンドを参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

unmanage

指定したリソースグループを管理されない状態にします。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドをグローバルクラスタノードで使用する場合、このサブコマンドは、任意の
リソースグループに対して機能します。ゾーンクラスタでこのサブコマンドを使用すると、同じ
ゾーンクラスタのリソースグループでのみ正常に動作します。グローバルクラスタノードから
特定のゾーンクラスタのリソースグループを退避するには、-Z オプションを使用してゾーンク
ラスタの名前を指定できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

次のオプションがサポートされています。

注記 - このセクションでは、各オプションの短い形式と長い形式の両方が示されています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。
このオプションはサブコマンド付きでもサブコマンドなしでも指定できます。
このオプションを subcommand なしで指定すると、使用可能なすべてのサブコマンドのリ
ストが表示されます。
このオプションを subcommand とともに指定すると、subcommand の使用法が表示され
ます。
このオプションを create または set サブコマンドで指定した場合は、すべてのリソースグ
ループプロパティーのヘルプ情報が表示されます。
このオプションをほかのオプション、サブコマンド、またはオペランドと一緒に指定する場
合、これらはすべて無視されます。ほかの処理は行われません。

-e
--enable

グループがオンラインにされる時点でリソースグループ内のすべてのリソースを有効にしま
す。
このオプションは switch および online サブコマンドとだけ使用できます。
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-F
--force

リソースが有効またはオンラインであっても、リソースグループおよびそのすべてのリソースを
強制的に削除します。また、このオプションは、ほかのリソースおよびほかのリソースグルー
プ内のすべての依存関係プロパティー設定またはアフィニティープロパティー設定からもリ
ソースとリソースグループの両方を削除します。
-F オプションを delete サブコマンドとともに使用する場合は、注意が必要です。依存関係
やアフィニティーが設定されている場合などは、強制削除により、削除されたリソースグルー
プを参照するその他のリソースグループが変更される場合があります。強制削除後、依存
リソースが無効またはエラー状態のまま残されることもあります。このような現象が発生し
た場合は、影響を受ける依存リソースを再構成または再起動する必要がある場合がありま
す。

-i {- | clconfigfile}
--input={- | clconfigfile}
--input {- | clconfigfile}

clconfigfile ファイル内にある構成情報を使用することを指定しま
す。1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページを参照してください。
標準入力 stdin を通して構成情報を提供するには、このオプションとともにダッシュ - を
指定します。
ほかのオプションを指定した場合は、clconfigfile 内のオプションや情報より指定したオプ
ションが優先されます。
指定したリソースグループだけがこのオプションの影響を受けます。

-k
--kill

指定したリソースグループ内のリソースの代わりに実行されている RGM のリソースメソッド
を終了します。
このオプションは、quiesce および suspend サブコマンドで使用できます。-k オプションを
指定しないと、終了するか構成されているタイムアウトを超えるまで継続的にメソッドを実
行できます。

-m
--monitor

リソースグループがオンラインにされる時点でリソースグループ内のすべてのリソースのモニ
タリングを有効にします。
ただし、最初に有効にされ、MONITOR_START メソッドと関連付けられている場合以外、リソー
スが実際にモニターされることはありません。
このオプションは switch および online サブコマンドとだけ使用できます。
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-M
--manage

サブコマンドによってオンラインにされるすべてのリソースグループが管理状態となることを
指定します。

-n node[,…]]
--node=node[,…]]
--node node[,…]]

ターゲットのグローバルクラスタまたはゾーンクラスタに、ノードまたはノードのリストを指定し
ます。-Z オプションが指定されている場合は、-n オプションで、グローバルクラスタホスト名
ではなくゾーンクラスタホスト名のみを指定できます。-Z オプションが指定されていない場
合は、-n オプションでグローバルクラスタホスト名のみを指定できます。
node には、ノードの名前または識別子を指定できます。
list、show、および status サブコマンドとともに使用されると、このオプションは出力を限
定します。ノードリスト内の 1 つ以上のノードで現在オンラインのリソースグループのみが対
象となります。
このオプションを create、add-node、remove-node、および set サブコマンドで指定するこ
とは、Nodelist プロパティーを設定することと同じです。Nodelist プロパティー内のノード
の順序は、それらのノードでグループがオンラインになる順序を指定します。create サブコ
マンドでノードリストを指定しない場合は、クラスタ内のすべてのノードが Nodelist プロパ
ティーに設定されます。順序は任意です。
switch および online サブコマンドとともに使用するときは、このオプションによりリソース
グループをオンラインにするノードを指定します。
evacuate および offline サブコマンドとともに使用するときは、このオプションによりリ
ソースグループをオフラインにするノードを指定します。
restart サブコマンドとともに使用するときは、このオプションによりリソースグループを再
起動するノードを指定します。リソースグループは、指定されたリストにある現在のマスターで
再起動されます。

-o {- | clconfigfile}
--output={- | clconfigfile}
--output {- | clconfigfile}

リソースグループの構成情報をファイルまたは標準出力 stdout に書き込みます。この構成
情報の形式は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで説明され
ています。
このオプションにファイル名を指定する場合、このオプションは新しいファイルを作成しま
す。次に、ノード構成情報はそのファイルに格納されます。- をこのオプションとともに指定
すると、構成情報は標準出力 (stdout) に送信されます。このコマンドのほかの標準出力
はすべて抑制されます。
このオプションを一緒に指定できるのは、export サブコマンドだけです。
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-p name
--property=name
--property name

リソースグループのプロパティーのリストを指定します。
このオプションは、show サブコマンドとともに使用します。
create または set サブコマンドで設定または変更できるプロパティーについて
は、-pname=value オプションの説明を参照してください。
このオプションを指定しないと、show サブコマンドはほとんどのリソースグループプロパ
ティーを一覧表示します。このオプションを指定せず、-verbose オプションを show サブコマ
ンドで指定した場合、このサブコマンドはすべてのリソースグループプロパティーを一覧表示
します。
指定できるリソースグループプロパティーは、Unresolved link to " Oracle Solaris
Cluster データサービス計画および管理ガイド のリソースグループプロパティー"に記載され
ています。

-p name=value
-p name+=array-values
-p name=array-values
--property=name=value
--property=name+=array-values
--property=name-=array-values
--property name=value
--property name+=array-values
--property name-=array-values

リソースグループプロパティーの値を設定または変更します。
このオプションは create および set サブコマンドとだけ使用できます。
show サブコマンドで情報を表示できるプロパティーについては、-p name オプションの説
明を参照してください。
-p は複数のインスタンスが許可されます。
このオプションとともに使用する演算子は、次のとおりです。

= プロパティーに、指定した値を設定します。create および set サブコ
マンドがこの演算子を受け付けます。

+= 1 つ以上の値をプロパティー値のリストに追加します。この演算子
は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、たとえ
ば、Nodelist のような文字列値のリストを受け付けるプロパティーに
対してのみ指定できます。

–= 1 つ以上の値をプロパティー値のリストから削除します。この演算
子は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、たとえ
ば、Nodelist のような文字列値のリストを受け付けるプロパティーに
対してのみ指定できます。
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-r resource[,…]
--resource=resource[,…]
--resource resource[,…]

リソースまたはリソースのリストを指定します。
このオプションは、list、show、および status サブコマンドでのみ使用できます。このオプ
ションは、これらのコマンドからの出力を制限します。リソースリスト内に 1 つ以上のリソース
を含むリソースグループだけが出力されます。

-s state[,…]
--state=state[,…]
--state state[,…]

リソースグループの状態またはリソースグループの状態のリストを指定します。
このオプションを一緒に指定できるのは、evacuate サブコマンドだけです。このオプション
は、指定した任意のノード上で指定した状態にあるリソースグループのみが表示されるよう
に、出力を制限します。このオプションとともに次に示す引数を 1 つ以上指定できます。引
数は、状態を表します。

Error_stop_failed

指定した任意のノード上で Error_stop_failed 状態のリソースグループがすべて表示
されます。

Not_online

指定した任意のノード上で online 以外の状態の指定したリソースグループがすべて
表示されます。

Offline

指定したすべてのノードで Offline 状態の場合にのみ、指定したリソースグループが表
示されます。

Online

指定した任意のノード上で Online 状態の指定したリソースグループがすべて表示さ
れます。

Online_faulted

指定した任意のノード上で Online_faulted  状態のリソースグループがすべて表示さ
れます。

Pending_offline

指定した任意のノード上で Pending_offline 状態のリソースグループがすべて表示さ
れます。

Pending_online

指定した任意のノード上で Pending_online 状態のリソースグループがすべて表示さ
れます。
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Pending_online_blocked

指定した任意のノード上で Pending_online_blocked 状態のリソースグループがすべ
て表示されます。

Unmanaged

指定した任意のノード上で Unmanaged 状態の指定したリソースグループがすべて表示
されます。

-S
--scalable

スケーラブルリソースグループを作成するか、または Maximum_primaries および
Desired_primaries プロパティーを更新します。
このオプションは create および add-nod サブコマドとだけ使用できます。
create サブコマンドと使用された場合、このオプションはフェイルオーバーリソース
グループではなくスケーラブルリソースグループを作成します。また、このオプションは
Maximum_primaries および Desired_primaries の両方のプロパティーを、結果となる
Nodelist プロパティー内のノードの数に設定します。
このオプションを add-node サブコマンドと使用できるのは、リソースグループがすでにス
ケーラブルな場合だけです。add-node サブコマンドとともに使用した場合、このオプション
は Maximum_primaries および Desired_primaries の両方のプロパティーを、結果となる
Nodelist プロパティー内のノードの数に更新します。
また、RG_mode、Maximum_primaries、および Desired_primaries プロパティーを -p オプ
ションで設定することもできます。

-t resourcetype[,…]
--type=resourcetype[,…]
--type resourcetype[,…]

1 つのリソースタイプまたはリソースタイプのリストを指定します。
このオプションは、list、show、および status サブコマンドでのみ使用できます。このオプ
ションは、これらのコマンドからの出力を制限します。リソースタイプリストに含まれているタ
イプのリソースを 1 つ以上含むリソースグループだけが出力されます。
[prefix としてリソースタイプを指定しています。]type[:RT-version]. たとえば、nfs リソー
スタイプは、SUNW.nfs:3.2、SUNW.nfs、または nfs として表される可能性があります。RT-
version を含める必要があるのは、そのクラスタで登録されているリソースタイプの複数の
バージョンが存在する場合だけです。prefix を含めない場合は、SUNW が使用されます。

-T seconds
--time=seconds
--time seconds

あるノードからリソースグループを退避したあと、そのノードにリソースグループがスイッチバッ
クしないようにする時間を秒数で指定します。
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このオプションを一緒に指定できるのは、evacuate サブコマンドだけです。seconds に
は、0 から 65535 までの整数値を指定する必要があります。値を指定しない場合、デフォ
ルトでは、60 秒が使用されます。
退避が完了したあと 60 秒間または指定した秒数退避ノードになっていると、、リソースグ
ループはフェイルオーバーできなかったり、自動的にオンラインになったりします。
ただし、switch または online サブコマンドを使用してリソースグループをオンライン、また
は退避されたノードリブートに切り替えると、退避タイマーはただちに期限切れになり、自動
フェイルオーバーが再度許可されます。
-T オプションは、退避の完了後 T 秒間、退避したノードの RGM によってリソースグルー
プがオンラインにならないことを指定します。-n オプション付きで switch または online
サブコマンドを使用することで退避されたノードにリソースグループを切り替えることによっ
て、-T タイマーをオーバーライドできます。そのような切り替えが完了すると、-T タイマーは
ただちにそのノードに対して期限切れになります。ただし、-n フラグのない online または
remaster などのスイッチオーバーコマンドは、-T タイマーを引き続き認識し、任意のリソース
グループが退避されたノードに切り替わるのを避けます。

-u

+ オペランドを使用する場合、このオプションは、リソースグループが中断されたリソース上
でコマンドが機能するように指定します。
+ オペランドを指定するとき -u オプションを指定しないと、コマンドは停止され
たすべてのリソースグループを無視します。-u オプションは、+ オペランドが add-
node、manage、offline、online、quiesce、remaster、remove-node、restart、set、switch、
または unamanage サブコマンドで指定されている場合に有効です。
+ オペランドを add-node、manage、offline、online、quiesce、remaster、remove-
node、restart、set、switch、または unamanage サブコマンドで使用した場合は、-u オプ
ションも指定しないかぎり、このコマンドは中断されたすべてのリソースグループを無視しま
す。

-v
--verbose

詳細情報を標準出力 (stdout) で表示します。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションをほかのオプション、サブコマンド、またはオペランドと一緒に指定する場
合、これらはすべて無視されます。コマンドのバージョンだけが表示されます。ほかの処理
は行われません。

-Z {zoneclustername | global | all}
--zoneclustername={zoneclustername | global | all}
--zoneclustername {zoneclustername | global | all}

リソースグループが存在し、操作する 1 つまたは複数のクラスタを指定します。



390 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

このオプションは、export サブコマンドを除くすべてのサブコマンドでサポートされていま
す。
このオプションを指定する場合は、次のいずれかの引数も指定する必要があります。

zoneclustername このオプションを使用するコマンドが、zoneclustername という名前
のゾーンクラスタでのみ指定されたすべてのリソースグループで作動
するように指定します。

global このオプションを使用するコマンドが、広域クラスタでのみ指定され
たすべてのリソースグループで作動するように指定します。

all 広域クラスタでこの引数を使用すると、その引数とともに使用するコ
マンドが、広域クラスタおよびすべてのゾーンクラスタを含め、すべて
のクラスタで指定されたすべてのリソースグループで作動するように
指定します。
ゾーンクラスタでこの引数を使用すると、その引数とともに使用する
コマンドがそのゾーンクラスタでのみ指定されたすべてのリソースグ
ループで作動するように指定します。

次のオペランドがサポートされています。

resourcegroup 管理するリソースグループの名前。

+ すべてのリソースグループ。

このコマンドセットにあるすべてのコマンドの終了ステータスコードの完全なリストについて
は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。返される終了コードも
1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページで説明されているリターンコードに準拠
しています。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
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クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

35 CL_EIO

I/O エラー
物理的な入出力エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。

■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

38 CL_EBUSY

オブジェクトはビジーです
アクティブなクラスタノードへの最後のクラスタインターコネクトパスからケーブルを取り外そ
うとしました。または、参照を削除していないクラスタ構成からノードを削除しようとしました。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。
指定したデバイス、デバイスグループ、クラスタインターコネクトコンポーネント、ノード、クラス
タ、リソース、リソースタイプ、リソースグループ、またはプライベート文字列はすでに存在しま
す。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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例   173 新しいフェイルオーバーリソースグループの作成

次の例の 1 番目のコマンドは、フェイルオーバーリソースグループ rg1 と rg2 を作成します。2
番目のコマンドは、構成ファイル cluster-1.xml に含まれているリソースをこれらのリソースグ
ループに追加します。

# clresourcegroup create rg1 rg2

# clresource create -g rg1,rg2 -i /net/server/export/cluster-1.xml +

次の 2 つの例はどちらも、グローバルクラスタノードからゾーンクラスタ ZC 内にフェイルオー
バーリソースグループ rg1 および rg2 を作成します。

# clresourcegroup create -Z ZC rg1 rg2

# clresourcegroup create ZC:rg1 ZC:rg2

例   174 すべてのリソースグループのオンライン化

次のコマンドは、すべてのリソースを有効かつモニターされている状態にし、すべてのリソースグ
ループをオンラインにします。

# clresourcegroup online -eM +

例   175 Nodelist プロパティーへのノードの追加

次のコマンドは、ノード phys-schost-4 をすべてのリソースグループの Nodelist プロパティーに
追加します。

# clresourcegroup set -p Nodelist+=phys-schost-4 +

例   176 すべてのリソースグループのノードからの退避

次のコマンドは、ノード phys-schost-3 からすべてのリソースグループを退避します。

# clresourcegroup evacuate -n phys-schost-3 +

例   177 すべてのノード上でのリソースグループのオフライン化

次のコマンドは、すべてのノード上でリソースグループ rg1をオフラインにします。

# clresourcegroup offline rg1
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例   178 リソースグループ、マネージャーの構成全体のリフレッシュ

次の例の 1 番目のコマンドは、すべてのリソースおよびリソースグループを、それらが有効でオ
ンラインの場合でも削除します。2 番目のコマンドは、すべてのリソースタイプの登録を解除しま
す。3 番目のコマンドは、構成ファイル cluster-1.xml に含まれているリソースを作成します。ま
た、3 番目のコマンドは、リソースのリソースタイプを登録し、そのリソースタイプが依存するすべ
てのリソースグループを作成します。

# clresourcegroup delete --force +

# clresourcetype unregister +

# clresource -i /net/server/export/cluster-1.xml -d +

例   179 すべてのリソースグループの一覧表示

次のコマンドはすべてのリソースグループを一覧表示します。

# clresourcegroup list

rg1

rg2

例   180 すべてのリソースグループとそのリソースの一覧表示

次のコマンドは、すべてのリソースグループをそのリソースとともに一覧表示します。rg3 にはリ
ソースはありません。

# clresourcegroup list -v

Resource Group Resource

-------------- --------

rg1            rs-2

rg1            rs-3

rg1            rs-4

rg1            rs-5

rg2            rs-1

rg3            -

例   181 特定のリソースを含むすべてのリソースグループの一覧表示

次のコマンドは、Oracle Solaris Cluster HA for NFS のリソースを含むすべてのグループを
一覧表示します。

# clresource list -t nfs

rg1
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例   182 リソースグループのスイッチオーバーによる Start_failed リソース状態のクリア

Start_failed リソース状態は、Start または Prenet_start メソッドがリソース上で失敗または
タイムアウトしたが、そのリソースグループが結果的にオンラインになったことを示します。リソー
スグループは、リソースが障害状態に置かれていてサービスを提供していなくても、オンライン
状態になります。この状態は、リソースの Failover_mode プロパティーに None またはリソースグ
ループのフェイルオーバーを妨げる別の値が設定されている場合に発生することがあります。

Stop_failed リソース状態とは異なり、Start_failed リソース状態は、ユーザーまたは Oracle
Solaris Cluster ソフトウェアがリソースグループに対してアクションを実行することを妨げませ
ん。reset サブコマンドを実行して Start_failed リソース状態を解除する必要はありません。該
当リソースを再起動するコマンドを実行するだけで済みます。

次のコマンドは、resource-grp-2 リソースグループ内のリソース上で発生した Start_failed リ
ソース状態を解除します。このコマンドは、リソースグループを schost-2 ノードに切り替えること
で、この状態を解除します。

# clresourcegroup switch -n schost-2 resource-grp-2

例   183 リソースグループの再起動による Start_failed リソース状態のクリア

次のコマンドは、resource-grp-2 リソースグループ内のリソース上で発生した Start_failed リ
ソース状態を解除します。このコマンドは、元々リソースグループをホストしていた schost-1 ノー
ド上でリソースグループを再起動することで、この状態を解除します。

# clresourcegroup restart resource-grp-2

例   184 load_factors プロパティーを設定する

次のコマンドは、2 つのリソースグループの負荷係数を設定します。

# clresourcegroup set -p load_factors=factor1@50,factor2@1 rg1 rg2

次のコマンドは、グローバルクラスタから、ゾーンクラスタ内の 2 つのリソースグループの負荷係
数を設定します。

# clresourcegroup set -Z ZC load_factors=factor1@50,factor2@1 rg1 rg2

例   185 リソースグループの priority プロパティーを設定する

次のコマンドは、リソースグループの優先順位を設定します。

# clresourcegroup set -p priority=600 rg1
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rg1 リソースグループは、ノード割り当てに関して、優先順位の低いリソースグループよりも優先
されます。rg1 は、強い制限値を超えているノードにおいて、優先順位の低いほかのリソースグ
ループを横取りできます。rg1 の優先順位が別のリソースグループの優先順位と比べて 100
以上高い場合、弱い制限値を超えているノードにおいて、そのリソースグループを横取りできま
す。priority のデフォルト値は 500 です。

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

273 ページのclresource(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
551 ページのcluster(1CL), 19 ページのIntro(1CL), Unresolved link to " su1M",
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5", Unresolved link
to " rbac5", 1319 ページのrg_properties(5), 1447 ページのclconfiguration(5CL)

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

すべてのユーザーがこのコマンドに -? (ヘルプ) オプションまたは -V (バージョン) オプションを
指定して実行できます。

clresourcegroup コマンドをほかのサブコマンドとともに実行する場合、スーパーユーザー以外
のユーザーは RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

add-node solaris.cluster.modify

create solaris.cluster.modify

delete solaris.cluster.modify

evacuate solaris.cluster.admin

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

manage solaris.cluster.admin

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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サブコマンド RBAC の承認

offline solaris.cluster.admin

online solaris.cluster.admin

quiesce solaris.cluster.admin

remaster solaris.cluster.admin

remove-node solaris.cluster.modify

restart solaris.cluster.admin

resume solaris.cluster.admin

set solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

status solaris.cluster.read

suspend solaris.cluster.admin

switch solaris.cluster.admin

unmanage solaris.cluster.admin
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名前
clresource, clrs — Oracle Solaris Cluster データサービスのリソースの管理

/usr/cluster/bin/clresource subcommand [-?]

/usr/cluster/bin/clresource -V

/usr/cluster/bin/clresource subcommand [options] -v [resource]...

/usr/cluster/bin/clresource clear [-f errorflag] [-g 
     [resourcegroup,]...] [-t [resourcetype,]...] -n node
     [,…]] [-Z {zoneclustername | global}] 
     {+ | resource...}

/usr/cluster/bin/clresource create -g resourcegroup -t 
     resourcetype [-d] [-p "property-name[{node-specifier,...}]"=
     value] [-x "extension-property[{node-specifier,...}]"=value] [-y 
     standard-property=value] [-Z {zoneclustername | global}] 
     resource

/usr/cluster/bin/clresource create -i {- | clconfiguration} -t 
     resourcetype [-a] [-d] [-g [resourcegroup,]...] [-p "
     property-name[{node-specifier,...}]"=value] [-x "
     extension-property[{node-specifier,...}]"=value] [-y 
     standard-property=value] {+ | resource...}

/usr/cluster/bin/clresource delete [-F] [-g [resourcegroup,]...] 
     [-t [resourcetype,...]] [-Z {zoneclustername | global}] 
     {+ | resource...}

/usr/cluster/bin/clresource disable [-r] [-g [resourcegroup,]...] 
     [-t [resourcetype,]...] [-n node[,…]] 
     [-Z {zoneclustername | global}] {+ | resource...}

/usr/cluster/bin/clresource enable [-r] [-g [resourcegroup,]...] 
     [-t [resourcetype,]...] [ -n node[,…]] 
     [-Z {zoneclustername | global}] {+ | resource...}

/usr/cluster/bin/clresource export [-o {- | configfile}] 
     [+ | resource...]

/usr/cluster/bin/clresource list [-g [resourcegroup,]...] [-t 
     [resourcetype,]...] [ -n node[,…]] [-Z 
     {zoneclustername [,...] | global | all}] [+ | resource...]

/usr/cluster/bin/clresource list-props [-l listtype] [-g 
     [resourcegroup,]...] [-p "property-name[{node-specifier,…}]",...] 
     [-t [resourcetype,]...] [-x "extension-property[{node-specifier,…}]"...] 
     [-y "standard-property[{node-specifier,…}]",...] [-Z 
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     {zoneclustername [,...] | global | all}] [+ | resource...]

/usr/cluster/bin/clresource monitor [-g [resourcegroup,]...] [-t 
     [resourcetype,]...] [ -n node[,…]] [-Z 
     {zoneclustername | global}] {+ | resource...}

/usr/cluster/bin/clresource set [-g [resourcegroup,]...] [-p "
     property-name[{node-specifier,…}]"=value] [-t 
     [resourcetype,]...] [-x "extension-property[{node-specifier,…}]"=
     value] [-y standard-property [+= | -=]value] [-Z 
     {zoneclustername | global}] {+ | resource...}

/usr/cluster/bin/clresource show [-g [resourcegroup,]...] [-p 
     property-name[{node-specifier,…}]",...] [-t [resourcetype,]...] 
     [-x "extension-property[{node-specifier,…}]",...] [-y "
     standard-property[{node-specifier,…}]",...] [-Z 
     {zoneclustername [,...] | global | all}] [+ | resource...]

/usr/cluster/bin/clresource status [-g [resourcegroup,]...] [-s 
     [state,]...] [-t [resourcetype,]...] [ -n node[,…]] 
     [-Z {zoneclustername [,...] | global | all}] [+ | resource...]

/usr/cluster/bin/clresource unmonitor [-g [resourcegroup,]...] 
     [-t [resourcetype,]...] [ -n node[,…]] 
     [-Z {zoneclustername | global}] {+ | resource...}

clresource コマンドは、Oracle Solaris Cluster データサービスのリソースを管理します。clrs
コマンドは、clresource コマンドの短縮形式です。clresource コマンドと clrs コマンドは同じ
ものです。どちらの形式のコマンドも使用できます。

このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

clresource [subcommand] [options] [operands]

options に -? または -V オプションを指定する場合だけは、subcommand を省略できます。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
は、このマニュアルページの「オプション」セクションのオプションの説明で紹介されています。
ゾーンクラスタでこのコマンドを使用する

clresource コマンドは、ゾーンクラスタで、export を除くすべてのサブコマンドを指定して使用
することができます。

export 以外のすべてのサブコマンドで -Z オプションを使用して、操作を制限する特定のゾー
ンクラスタの名前を指定することもできます。また、リソース名 (zoneclustername : resource)
にゾーンクラスタ名を付けて、操作を特定のゾーンクラスタに制限することもできます。
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グローバルクラスタノードからすべてのゾーンクラスタ情報にアクセスできますが、特定のゾーン
クラスタは他のゾーンクラスタを認識しません。特定のゾーンクラスタに操作を制限できない場
合、使用するサブコマンドは現在のクラスタでのみ機能します。

ゾーンクラスタのリソースは、別のゾーンクラスタのリソース、またはグローバルクラスタのリソース
に依存性を持ちます。また、グローバルクラスタからのリソースは、そのグローバルクラスタのゾー
ンクラスタのリソースに依存性を持ちます。このインタークラスタ依存性は、グローバルクラスタよ
り設定できます。

インタークラスタ依存性は、次のコマンドで指定できます。

# clresource set -p resource_dependencies=target-
zc
:target-rs source-zc:
source-rs

たとえば、ゾーンクラスタ ZC1 内のリソース R1 からゾーンクラスタ ZC2 内のリソース R2 への依
存性を指定する必要がある場合は、次のコマンドを使用します。

# clresource set -p resource_dependencies=ZC2:R2 ZC1:R1

グローバルクラスタリソース R2 にゾーンクラスタ ZC1 リソース R1 の依存性を指定する必要があ
る場合、次のコマンドを使用してください。

# clresource set -p resource_dependencies=global:R2 ZC1:R1

既存のリソース依存性（強、弱、リスタート、オフラインリスタート）がサポートされています。
リソースのステータスとステータス

リソースのステータスとリソースのステータスは、ノード単位で維持されます。リソースは、各クラス
タノード上で固有のステータス、固有のステータスを持ちます。

Resource Group Manager(RGM) は、リソースに対して起動されたメソッドに基づき、各ノー
ド上でリソースの状態を設定します。たとえば、指定のノード上でリソースに対する STOP メソッド
を正しく実行した場合、そのリソースのノード上での状態は OFFLINE になります。STOP メソッドが
0 以外またはタイムアウトで終了した場合、そのリソースの状態は Stop_failed になります。

リソースの可能な状態は、次のとおりです。

■ Online

■ Offline

■ Start_failed
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■ Stop_failed

■ Monitor_failed

■ Online_not_monitored

■ Starting

■ Stopping

■ Not_online

注記 - Offline や Start_failed などの状態の名前は、大文字と小文字が区別されません。状
態の名前を指定する際には、大文字と小文字を任意に組み合わせることができます。

RGM は、リソースのステータスだけでなく、リソース自体が API を使って設定するリソースのス
テータスも維持します。Status Message のフィールドは、実際には、ステータスキーワードとステー
タスメッセージからなります。ステータスメッセージは、ステータスキーワードのあとに出力される任
意のテキスト文字列で、リソースによって任意に設定されます。

リソースステータスの値には、次のものがあります。

DEGRADED リソースはオンラインですが、何らかの理由でパフォーマンスまたは可用
性が低下しています。

FAULTED リソースの機能を妨げるエラーが検出されました。

OFFLINE リソースはオフラインです。

ONLINE リソースはオンラインでサービスを提供します。

UNKNOWN 現在のステータスは不明または遷移中です。

サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

clear

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースに関連付けられているエラーフラグをク
リアします。このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリ
ソースのエラーフラグがクリアされます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、エラーフラグがクリア
されるリソースを限定できます。

-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースだけをクリアします。
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-n node 指定した 1 つまたは複数のノード上のリソースをクリアし
ます。-n オプションを指定しないと、すべてのノード上のリ
ソースがクリアされます。

-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスである、
オペランドのリスト内のリソースだけをクリアします。

-Z {zoneclustername |  global} 特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースだけ
をクリアします。グローバルクラスタからゾーンクラスタ内
のリソースをクリアするには、-Z オプションを使用してゾー
ンクラスタを指定します。

デフォルトでは、clear サブコマンドは STOP_FAILED エラーフラグをクリアします。クリアす
るエラーフラグを明示的に指定するには、-f オプションを使用します。-f オプションが受け
付けるエラーフラグは、STOP_FAILED だけです。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。

create

コマンドに対するオペランドとして指定されたリソースを作成します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタから特定のゾーンクラスタ内のリソースを作成するには、-Z オプションを
使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
create を -i オプションとともに使用して構成ファイルを指定した場合、このサブコマンド
はプラス記号 (+) をオペランドとして受け付けます。+ オペランドを使用すると、存在しない
すべてのリソースが構成ファイル内に作成されます。
デフォルトでは、リソースはモニタリング対象となり、有効な状態で作成されます。ただし、リ
ソースは、そのリソースのリソースグループがオンライン状態になったあとでのみ、オンライン
状態になり、モニター対象となります。無効な状態でリソースを作成するには、-d オプション
を指定します。
リソースの作成時にプロパティー値を設定するには、次のオプションを使用します。

-p property-name= value 標準プロパティーまたは拡張プロパティーを、
それらの名前が一意であるかぎり、設定しま
す。

-x extension-property= value 拡張プロパティーを設定します。

-y standard-property= value 標準プロパティーを設定します。
node-specifier は、-p および -x オプションに対する任意の修飾子です。リソースが作成さ
れると、指定した 1 つまたは複数のノード上にあるプロパティーのみが設定されることを示
します。指定したプロパティーは、クラスタ内のほかのノード上では設定されません。node-
specifier を含めない場合、指定したプロパティーは、クラスタ内のすべてのノード上で設定
されます。node-specifier の構文例を次に示します。
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-x "myprop{phys-schost-1}"

中括弧 ({}) は、指定したプロパティーをノード phys-schost-1 でのみ設定することを示しま
す。ほとんどのシェルの場合、中括弧は引用符で囲みます。
次の構文を使用すると、2 つのノード上でプロパティーを設定できます。

-x "myprop{phys-schost-1,phys-schost-2}"

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要です。
delete サブコマンドの説明も参照してください。

delete

コマンドに対するオペランドとして指定されたリソースを削除します。このサブコマンドでプ
ラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースが削除されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
このサブコマンドは、リソース間の依存性を満たすのに必要な順序で複数のリソースを削除
します。このサブコマンドは、コマンド行でリソースを指定する順序を無視します。
同時に複数のリソースを削除する場合、このコマンドは、いくつかのステップに分けて実行
されます。たとえばノードで問題が発見された場合などのように、コマンドが割り込まれたと
きには、いくつかのリソースが無効な構成のまま残される場合があります。問題を修正して、
リソースの削除を終了するには、同じコマンドを正常なノードで再実行してください。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、削除するリソースを限
定できます。

-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースだけを削除します。

-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスである、
オペランドのリスト内のリソースだけを削除します。

-Z {zoneclustername |  global} 特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースだけ
を削除します。グローバルクラスタからゾーンクラスタ内
のリソースを削除するには、-Z オプションを使用してゾー
ンクラスタを指定します。

デフォルトでは、リソースは次の条件が満たされる場合に  のみ  削除されます。
■ リソースが無効な状態である。
■ リソースに対するすべての依存性が削除されている。

指定したリソースの削除を強制的に実行するには、-F オプションを指定します。このオプ
ションは、次のような影響があるので、注意して使用してください。
■ 指定したすべてのリソース (無効になっていないリソースも含む) が削除されます。
■ 指定したすべてのリソースが、他のリソースのリソース依存性設定から削除されます。
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このような影響により、クラスタ内でサービスが消失する場合があります。削除されていな
い依存リソースも、無効な状態またはエラー状態で残される場合があります。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
create サブコマンドの説明も参照してください。

disable

コマンドに対するオペランドとして指定されたリソースを無効にします。このサブコマンドで
プラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースが無効になります。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、無効にするリソースを
限定できます。

-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースだけを無効にします。

-n node -n node を使用すると、1 つ以上のノードでリソースを無
効化できます。

-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスである、
オペランドのリスト内のリソースだけを無効にします。

-Z {zoneclustername |  global} 特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースだ
けを無効にします。グローバルクラスタからゾーンクラス
タ内のリソースを削除するには、-Z オプションを使用して
ゾーンクラスタを指定します。

-r オプションは、コマンドに対するオペランドとして指定したリソースに依存しているすべて
のリソースを無効にします。これらのリソースは、コマンドに対するオペランドとして指定しな
かった場合でも無効になります。-g オプションと -t オプションは、リソース依存性を満たす
ためだけに無効化されるリソースには適用されません。
このサブコマンドは、リソースのモニタリングステータスに影響を与えません。リソースは、有
効な状態のときにモニターされていると、無効化されたあともモニターされます。リソース
は、あとで再度有効な状態にしても、モニターされます。
このサブコマンドは、リソース間の依存性を満たすのに必要な順序でリソースを無効にしま
す。このサブコマンドでは、コマンド行でリソースが指定された順序は無視されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
enable サブコマンドの説明も参照してください。

enable

コマンドに対するオペランドとして指定されたリソースを有効にします。このサブコマンドで
プラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースが有効になります。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。



404 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、有効にするリソースを
限定できます。

-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースだけを有効にします。

-n node -n node を使用すると、1 つ以上のノードでリソースを有
効化できます。

-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスである、
オペランドのリスト内のリソースだけを有効にします。

-Z {zoneclustername |  global} 特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースだけ
を有効にします。グローバルクラスタからゾーンクラスタ
内のリソースを有効にするには、-Z オプションを使用して
ゾーンクラスタを指定します。

必要なリソース依存性をすべて確実に満たすには、-r オプションを指定します。-r オプショ
ンは、コマンドに対するオペランドとして指定したリソースが依存しているすべてのリソース
を有効にします。これらのリソースは、コマンドに対するオペランドとして指定しなかった場
合でも有効になります。-g オプションおよび -t オプションは、リソース依存性を満たすため
だけに有効化されるリソースには適用されません。
リソースは、リソース間の依存性を満たすのに必要な順序で有効化されます。このサブコマ
ンドでは、コマンド行でリソースが指定された順序は無視されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
disable サブコマンドの説明も参照してください。

export

1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで規定されている形式で、ク
ラスタリソース構成をエクスポートします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。

list

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースのリストを表示します。デフォルトでは、
すべてのリソースが表示されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、表示するリソースを限
定できます。

-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースだけを表示します。



clrs 405

-n node -n node を使用すると、1 つ以上のノードでオンライン状
態のリソースのみを一覧表示できます。

-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスであるリ
ソースだけを表示します。

-Z {zoneclustername | global |
all}

特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースだけ
を表示します。グローバルクラスタからゾーンクラスタ内
のリソースを表示するには、-Z オプションを使用してゾー
ンクラスタを指定します。

このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソース構成が
表示されます。-g オプションまたは -t オプションを指定すると、表示する情報を特定のリ
ソースグループまたはリソースタイプに制限することができます。オペランドが指定されてい
ない場合、指定されているリソースグループ内のすべてのリソースまたは指定されているリ
ソースタイプのインスタンスであるすべてのリソースが表示されます。
-v オプションを指定すると、リスト内の各リソースのリソースグループおよびリソースタイプも
表示されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。

list-props

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースのプロパティーのリストを表示します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、プロパティーが表示さ
れるリソースを限定できます。

-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースのプロパティーだけを表
示します。

-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスである、
オペランドのリスト内のリソースのプロパティーだけを表
示します。

-l オプションでは、表示するリソースプロパティーのタイプを指定します。

-l all 標準プロパティーと拡張プロパティーを表示するように指定します。

-l extension 拡張プロパティーだけを表示するように指定します。デフォルトでは、
拡張プロパティーだけが表示されます。

-l standard 標準プロパティーだけを表示するように指定します。
-l オプションを指定しないと、拡張プロパティーだけが表示されます。標準プロパティーを
表示するには、-p オプションまたは -y オプションを使用して、プロパティーを明示的に指定
します。
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次のオプションを指定すると、表示するリソースプロパティーのセットを限定できます。

-p property-name property-name で指定したプロパティーだけ表示しま
す。property-name では、標準プロパティーと拡張プロパ
ティーを指定できます。

-x extension-property extension-property で指定した 1 つまたは複数のノード
上の拡張プロパティーだけを表示します。

-y standard-property standard-property で指定した標準プロパティーだけを
表示します。

node-specifier は、-p、-x、および -y オプションに対する任意の修飾子です。指定した 1 つ
または複数のノード上にあるプロパティーのみが表示されることを示します。指定したプロパ
ティーは、クラスタ内のほかのノード上では表示されません。node-specifier を含めない場
合、指定したプロパティーは、クラスタ内のすべてのノード上で表示されます。node-specifier
の構文例を次に示します。

-x "myprop{phys-schost-1}"

中括弧 ({}) は、指定したプロパティーをノード phys-schost-1 でのみ表示するよう指定しま
す。ほとんどのシェルの場合、中括弧は引用符で囲みます。
次の構文を使用すると、2 つのノード上でプロパティーを表示できます。

-x "myprop{phys-schost-1,phys-schost-2}"

-v オプションを指定すると、各プロパティーの説明も表示されます。
このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースプロパ
ティーが表示されます。オペランドを指定しないと、指定したリソースグループ内のすべての
リソースのプロパティーまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソース
のプロパティーが表示されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。

-Z {zoneclustername | global | all}

特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースのプロパティーを一覧表示します。グ
ローバルクラスタからゾーンクラスタ内のリソースを一覧表示するには、-Z オプションを使用
してゾーンクラスタを指定します。

monitor

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースのモニタリングを有効にします。このサ
ブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースに対してモニ
タリングが有効になります。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、モニタリングを有効に
するリソースを限定できます。
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-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースのモニタリングだけを有
効にします。

-n node 1 つ以上のノードでオンライン状態のリソースのモニタリ
ングのみを有効にします。

-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスである、
オペランドのリスト内のリソースのモニタリングだけを有
効にします。

-Z {zoneclustername |  global} 特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースの
モニタリングだけを有効にします。グローバルクラスタ
からゾーンクラスタ内のリソースの監視を有効にするに
は、-Z オプションを使用してゾーンクラスタを指定しま
す。

リソースは、モニタリングが有効になっている場合、次の条件が満たされているときだけモ
ニタリングされます。
■ リソースが有効な状態にある。
■ 該当リソースが含まれるリソースグループが、1 つ以上のクラスタノード上でオンライン

状態にある。

注記 - リソースに対するモニタリングを有効にする場合、該当リソースを有効にする必要はありま
せん。

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
unmonitor サブコマンドの説明も参照してください。

set

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースの、指定したプロパティーを設定します。
このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースの指定
したプロパティーが変更されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、プロパティーが変更の
対象となるリソースを限定できます。

-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースのプロパティーだけを変
更します。

-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスである、
オペランドのリスト内のリソースのプロパティーだけを変
更します。
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プロパティー値は、次のオプションを使用して設定します。

-p property-name= value 標準プロパティーまたは拡張プロパティーを、
それらの名前が一意であるかぎり、設定しま
す。

-x extension-property= value 拡張プロパティーを設定します。

-y standard-property= value 標準プロパティーを設定します。
node-specifier は、ノード単位の拡張プロパティーを更新するための -p および -x オプショ
ンに対するオプションの修飾子です。指定した 1 つまたは複数のノード上でのみプロパティー
が設定されることを示します。指定したプロパティーは、クラスタ内のほかのノード上では設
定されません。node-specifier を含めない場合、指定したプロパティーは、クラスタ内のすべ
てのノード上で設定されます。node-specifier の構文例を次に示します:
-x "myprop{phys-schost-1}"

中括弧 ({}) は、指定したプロパティーをノード phys-schost-1 でのみ設定することを示しま
す。ほとんどのシェルの場合、中括弧は引用符で囲みます。
次の構文を使用すると、2 つのノード上でプロパティーを設定できます。
-x "myprop{phys-schost-1,phys-schost-2}"

-Z {zoneclustername |  global}

特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースのプロパティーだけを設定します。グ
ローバルクラスタからゾーンクラスタ内のリソースのプロパティーを設定するには、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタを指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

show

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースの構成を表示します。デフォルトでは、
すべてのリソースの構成が表示されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、構成が表示されるリ
ソースを限定できます。

-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースの構成だけを表示しま
す。

-n node -n node を使用すると、1 つ以上のノードでオンライン状
態のリソースについてのみ構成を表示できます。

-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスである、
オペランドのリスト内のリソースの構成だけを表示しま
す。
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-Z {zoneclustername | global | all}

特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースだけを表示します。グローバルクラ
スタからゾーンクラスタ内のリソースを表示するには、-Z オプションを使用してゾーンク
ラスタを指定します。

次のオプションを指定すると、表示するリソースプロパティーのセットを限定できます。

-p property-name property-name で指定したプロパティーだけ表示しま
す。property-name では、標準プロパティーと拡張プロパ
ティーを指定できます。

-x extension-property extension-property で指定した 1 つまたは複数のノード
上の拡張プロパティーだけを表示します。

-y standard-property standard-property で指定した標準プロパティーだけを
表示します。

node-specifier は、-p、-x、および -y オプションに対する任意の修飾子です。指定した 1 つ
または複数のノード上にあるプロパティーのみが表示されることを示します。指定したプロパ
ティーは、クラスタ内のほかのノード上では表示されません。node-specifier を含めない場
合、指定したプロパティーは、クラスタ内のすべてのノード上で表示されます。node-specifier
の構文例を次に示します。

-x "myprop{phys-schost-1}"

中括弧 ({}) は、指定したプロパティーをノード phys-schost-1 でのみ表示するよう指定しま
す。ほとんどのシェルの場合、中括弧は引用符で囲みます。
次の構文を使用すると、2 つのノード上でプロパティーを表示できます。

-x "myprop{phys-schost-1,phys-schost-2}"

このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソース構成が
表示されます。-g オプションまたは -t オプションを指定すると、表示する情報を特定のリ
ソースグループまたはリソースタイプに制限することができます。オペランドを指定しないと、
指定したすべてのリソースの構成が表示されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。

status

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースのステータスを表示します。デフォルトで
は、すべてのリソースのステータスが表示されます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、ステータスが表示され
るリソースを限定できます。

-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースのステータスだけを表示
します。



410 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

-n node -n node を使用すると、1 つ以上のノードでオンライン状
態のリソースについてのみステータスを表示できます。-n
オプションおよび -s オプションは、同時に指定できませ
ん。

-s state state のステータス内にある、オペランドのリスト内のリ
ソースのステータスだけを表示します。-n オプションおよ
び -s オプションは、同時に指定できません。

-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスである、
オペランドのリスト内のリソースのステータスだけを表示
します。

-Z {zoneclustername | global |
all}

特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースの
ステータスを表示します。グローバルクラスタからゾーンク
ラスタ内のリソースのステータスを表示するには、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタを指定します。

このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースのス
テータスが表示されます。-g オプションまたは -t オプションを指定すると、表示する情報を
特定のリソースグループまたはリソースタイプに制限することができます。オペランドを指定
しないと、指定したすべてのリソースのステータスが表示されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。

unmonitor

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースのモニタリングを無効にします。このサ
ブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースに対するモニ
タリングが無効になります。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
無効になっているリソースのモニタリングを無効にしても、リソースは影響を受けません。リ
ソースとそのモニターは、すでにオフライン状態です。

注記 - リソースのモニタリングを無効にしても、リソースは無効になりません。ただし、リソースを無
効にする場合、モニタリングを無効にする必要はありません。無効なリソースとそのモニターは、
オフライン状態が維持されます。

次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、モニタリングを無効に
するリソースを限定できます。

-g resourcegroup resourcegroup 内のリソースグループのメンバーである、
オペランドのリスト内のリソースのモニタリングだけを無
効にします。

-n node 1 つ以上のノードでオンライン状態のリソースのモニタリ
ングのみを無効にします。
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-t resourcetype resourcetype 内のリソースタイプのインスタンスである、
オペランドのリスト内のリソースのモニタリングだけを無
効にします。

-Z {zoneclustername |  global} 特定のクラスタまたは指定したクラスタ内のリソースの
モニタリングだけを無効にします。グローバルクラスタか
らゾーンクラスタ内のリソースのモニタリングを無効にす
るには、-Z オプションを使用してゾーンクラスタを指定し
ます。

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
disable サブコマンドおよび monitor サブコマンドの説明も参照してください。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。このオプションを使用する場合、ほかの処理は実行されません。
このオプションを指定するとき、サブコマンドは指定してもしなくてもかまいません。
サブコマンドなしでこのオプションを指定すると、このコマンドのサブコマンドのリストが表
示されます。
サブコマンド付きでこのオプションを指定すると、サブコマンドの使用方法が表示されま
す。

-a
--automatic

リソースがクラスタ構成ファイル (1447 ページのclconfiguration(5CL)) から作成され
る場合は、次の追加の操作を自動的に実行します。
■ リソースタイプの登録
■ リソースグループの作成
■ オペランドのリスト内で指定されているリソースの依存先リソースの作成

クラスタ構成情報には、次の処理をすべて実行するのに必要な十分な情報が含まれてい
る必要があります。
■ リソースタイプの登録を有効にする
■ リソースグループの作成を有効にする
■ リソースの作成を有効にする

このオプションを指定できるのは、create サブコマンドの場合だけです。このオプションを
指定する場合は、-i オプションも指定し、構成ファイルを指定します。
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-d
--disable

リソースの作成時にリソースを無効にします。このオプションを指定できるのは、create サ
ブコマンドの場合だけです。デフォルトでは、リソースは作成されたあと、有効な状態になり
ます。
リソースは、有効化しても、オンライン状態になるとは限りません。リソースは、リソースのリ
ソースグループが 1 つ以上のノードでオンラインになってはじめてオンラインになります。

-f errorflag
--flag=errorflag
--flag errorflag

clear サブコマンドによってクリアするエラーフラグを明示的に指定します。このオプション
は、clear サブコマンドの場合にだけ指定できます。デフォルトでは、clear サブコマンドは
STOP_FAILED エラーフラグをクリアします。
-f オプションが受け付けるエラーフラグは、STOP_FAILED だけです。

-F
--force

無効状態でないリソースの削除が、強制的に実行されます。このオプションは、delete サ
ブコマンドの場合にだけ指定できます。
このオプションは、次のような影響があるので、注意して使用してください。
■ 指定したすべてのリソース (無効になっていないリソースも含む) が削除されます。
■ 指定したすべてのリソースが、他のリソースのリソース依存性設定から削除されます。

このような影響により、クラスタ内でサービスが消失する場合があります。削除されていな
い依存リソースも、無効な状態またはエラー状態で残される場合があります。

-g resourcegroup[,…]
--resourcegroup=resourcegroup[,…]
--resourcegroup resourcegroup[,…]

1 つのリソースグループまたはリソースグループのリストを指定します。
create 以外のサブコマンドの場合、このコマンドは指定されたリソースグループのメンバー
である、オペランドのリスト内のリソースに対してのみ作用します。-g オプションを使用して、
リソースグループを指定します。
-g オプションと create サブコマンドを同時に指定すると、clresource は指定されたリソー
スグループ内に該当するリソースを作成します。このオプションを使用する場合は、リソース
グループを 1 つしか指定することができません。

-i {- | clconfiguration}
--input={- | clconfiguration}
--input {- | clconfiguration}

リソースの作成または変更に使用する構成情報を指定します。この情報
は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義されている形式に
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準拠している必要があります。この情報は、ファイルに含めることも、標準入力を使って指
定することもできます。標準入力を指定するには、ファイル名の代わりに - を指定します。
コマンドに対するオペランドとして指定したリソースだけが、作成または変更されます。コマ
ンドで指定したオプションは、構成情報で設定されているオプションより優先されます。構
成パラメータは、構成情報内で設定されていない場合、コマンド行で指定します。
-i オプションと create サブコマンドを同時に指定すると、clresource は必要なすべての
リソースタイプを登録し、必要なリソースグループをすべて作成します。登録および構成に必
要なすべての情報を指定します。その他の構成データはすべて無視します。

-l listtype
--listtype=listtype
--listtype listtype

list-props サブコマンドによって表示するリソースプロパティーのタイプを指定します。この
オプションは、list-props サブコマンドの場合にだけ指定できます。
listtype に対して、次のリストから値を 1 つ指定します。

all 標準プロパティーと拡張プロパティーを表示するように指定します。

extension 拡張プロパティーだけを表示するよう指定します。デフォルトでは、拡
張プロパティーだけが表示されます。

standard 標準プロパティーだけを表示するように指定します。
-l オプションを指定しないと、拡張プロパティーだけが表示されます。標準プロパティーを
表示するには、-p オプションまたは -y オプションを使用して、プロパティーを明示的に指定
します。

-n node[,…]
--node=node[,…]
--node node[,…]

ターゲットのグローバルクラスタまたはゾーンクラスタに、ノードまたはノードのリストを指定し
ます。各ノードはノード名またはノード ID で指定できます。
-Z オプションが指定されている場合は、-n オプションで、グローバルクラスタホスト名では
なくゾーンクラスタホスト名のみを指定できます。-Z オプションが指定されていない場合
は、-n オプションでグローバルクラスタホスト名のみを指定できます。
このオプションとともに指定できるサブコマンドは、次のとおりです。

disable 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト内のリソー
スのみを無効にします。

enable 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト内のリソー
スのみを有効にします。

list 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト内のリソー
スのみのリストを表示します。
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monitor 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト内のリソー
スのみをモニターします。

show 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト内のリソー
スについてのみ構成情報を表示します。

status 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト内のリソー
スについてのみステータスを報告します。

unmonitor 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト内のリソー
スについてのみモニターを解除します。

-o {- | clconfiguration}
--output={- | clconfiguration}
--output {- | clconfiguration}

リソース構成情報の書き込み先を指定します。この書き込み先は、ファイルでも、標準出力
でもかまいません。標準出力を指定するには、ファイル名の代わりに、ダッシュ (-) を指定
します。標準出力を指定すると、コマンドに対するほかのすべての標準出力が抑制されま
す。このオプションは、export サブコマンドの場合にだけ指定できます。
構成情報は、コマンドに対するオペランドとして指定したリソースの場合だけ書き込まれま
す。この情報は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義され
ている形式で書き込まれます。

-p property-name=value
-p property-name+=array-values
-p property-name-=array-values
--property=property-name=value
--property=property-name+=array-values
--property=property-name-=array-values
--property property-name=value
--property property-name+=array-values
--property property-name-=array-values

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースに対し、プロパティーの値を設定します。
このオプションの代入形式を指定できるのは、create サブコマンドおよび set サブコマン
ドだけです。
-p オプションを使用すると、任意の標準プロパティーまたは拡張プロパティーを指定できま
す。あるリソースタイプの拡張プロパティーが同じリソースタイプの標準プロパティーと同じ
名前を持っている場合、-p オプションを使用するとエラーが返されます。そのような場合、
拡張プロパティーを指定するには -x オプション、標準プロパティーを指定するには -y オプ
ションを使用します。
標準プロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参
照してください。
リソースタイプの拡張プロパティーについては、リソースタイプに関するドキュメントを参照し
てください。
このオプションとともに使用する演算子は、次のとおりです。
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= プロパティーに、指定した値を設定します。この演算子は、create サ
ブコマンドおよび set サブコマンドで使用できます。

+= 1 つまたは複数の値を文字列配列値に追加します。この演算子
は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、たとえ
ば、Resource_dependencies のような文字列値のリストを受け付け
るプロパティーに対してのみ指定できます。

-= 1 つまたは複数の値を文字列配列値から削除します。この演算子
は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、たとえ
ば、Resource_dependencies のような文字列値のリストを受け付け
るプロパティーに対してのみ指定できます。

クラスタノードのサブセットに対してノード単位の拡張プロパティーを設定するには、プロパ
ティーの設定時にノードを指定します。次のように、中括弧で囲まれたノードのリストをプロパ
ティー名のあとに付加します。

name{node}

node は、ノード名またはノード ID をコンマで区切ったリストです。ノード単位の拡張プロパ
ティーの詳細は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページを参照してくださ
い。
ノード単位のリソース依存関係をクラスタノードのサブセットに設定するには、各ノード単位
の依存関係を次の形式で指定します:

myres1@node1,myres2@node2,myres3@node3

gds-rs リソースの場合は、次のコマンドで、ノード ptrancos1 上のリソース trancos-3-rs お
よびノード ptrancos2 上のリソース trancos-4-rs に対する依存関係を設定します。

# clresource set -p \

resource_dependencies=trancos-3-rs@ptrancos1,trancos-4-rs@ptrancos2 gds-rs

phys-schost-1# clresource show -p resource_dependencies gds-rs

=== Resources ===
Resource: gds-rs
Resource_dependencies: trancos-3-rs@ptrancos1 trancos-4-rs@ptrancos2

ローカルノードスコープでリソースの依存関係を設定するには、LOCAL_NODE  修飾子を次の
形式で指定します:

myres1{LOCAL_NODE},myres2{LOCAL_NODE}

gds-rs リソースの場合は、次のコマンドで、リソース trancos-3-rs に対するローカルノード
の依存関係を設定します。

# clresource set -p resource_dependencies=trancos-3-rs{LOCAL_NODE} gds-rs

phys-schost-1# clresource show -p resource_dependencies gds-rs

=== Resources ===
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Resource: gds-rs
Resource_dependencies: trancos-3-rs{LOCAL_NODE}

ノード単位のリソース依存関係および依存関係のスコープ修飾子の詳細
は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参照してください。

-p property-name[,…]
--property=property-name[,…]
--property property-name[,…]

list-props サブコマンドおよび show サブコマンドのプロパティーのリストを指定します。
-p オプションを使用すると、任意の標準プロパティーまたは拡張プロパティーを指定できま
す。あるリソースタイプの拡張プロパティーが同じリソースタイプの標準プロパティーと同じ
名前を持っている場合、-p オプションを使用するとエラーが返されます。そのような場合、
拡張プロパティーを指定するには -x オプション、標準プロパティーを指定するには -y オプ
ションを使用します。
標準プロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参
照してください。
リソースタイプの拡張プロパティーについては、リソースタイプに関するドキュメントを参照し
てください。
このオプションを指定しなかった場合、list-props サブコマンドおよび show サブコマンド
は、-v オプションも指定されているかどうかに基づいて、すべてまたはほとんどのリソース
プロパティーを一覧表示します。

-r
--recursive

必要な依存性がすべて満たされるように、リソースの有効化または無効化を再帰的に実行
します。このオプションは、disable サブコマンドおよび enable サブコマンドの場合にだけ
指定できます。
このオプションをこれらのサブコマンドとともに指定した場合の効果は、次のとおりです。

disable コマンドに対するオペランドとして指定したリソースに依存しているリ
ソースを、すべて無効にします。これらのリソースは、コマンドに対する
オペランドとして指定しなかった場合でも無効になります。

enable コマンドに対するオペランドとして指定したリソースが依存しているリ
ソースを、すべて有効にします。これらのリソースは、コマンドに対する
オペランドとして指定しなかった場合でも有効になります。

-s state[,…]
--state=state[,…]
--state state[,…]

list サブコマンドおよび status サブコマンドの状態のリストを指定します。
このオプションは出力を制限し、ノードリスト内の 1 つまたは複数のノード上で指定されて
いる状態の 1 つにあるリソースだけが含まれるようにします。
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可能な状態は、次のとおりです。
■ Online

■ Offline

■ Start_failed

■ Stop_failed

■ Monitor_failed

■ Online_not_monitored

■ Starting

■ Stopping

■ Not_online

注記 - Offline や Start_failed などの状態の名前は、大文字と小文字が区別されません。状
態の名前を指定する際には、大文字と小文字を任意に組み合わせることができます。

-t resourcetype[,…]
--type=resourcetype[,…]
--type resourcetype[,…]

1 つのリソースタイプまたはリソースタイプのリストを指定します。
create を除くこのオプションを使用できるすべてのサブコマンドの場合、コマンドは、次の
両方の条件を満たすリソースに対してだけ作用します。
■ リソースが、オペランドのリスト内にある。
■ リソースが、-t オプションで指定するリソースタイプのインスタンスである。

-t オプションと clresource create を同時に指定すると、指定したタイプのリソースが作
成されます。指定できるリソースタイプは、1 つだけです。
リソースタイプ名の形式については、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster デー
タサービス計画および管理ガイド の有効な RGM 名"を参照してください。

-u

+ オペランドを使用する場合、このオプションは、リソースグループが中断されたリソース上
でコマンドが機能するように指定します。
+ オペランドを指定した状態で -u オプションを指定しないと、コマンドはリソースグ
ループが中断されたすべてのリソースを無視します。-u オプションは、+ オペランドが
clear、disable、enable、monitor、set、または unmonitor コマンドとともに指定されている
場合に有効となります。
+ オペランドが clear、disable、enable、monitor、set、またはunmonitor サブコマンドとと
もに使用されている場合、-u オプションも指定しないかぎり、コマンドはリソースグループが
中断されたすべてのリソースを無視します。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションには、サブコマンドやオペランドなどのオプションは指定しないでください。
サブコマンドやオペランドなどのオプションは無視されます。-V オプションは、コマンドの
バージョンだけを表示します。その他の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細メッセージを標準出力に表示します。
このオプションは、このコマンドの任意の形式とともに指定できます。
-v オプションと -o - オプションを同時に指定してはいけません。-v オプ ションは無視され
ます。-o - オプションは、ほかのすべての標準出力を抑制します。

-x extension-property=value
-x extension-property+=array-value
-x extension-property-=array-value
--extension-property=extension-property=value
--extension-property=extension-property+=array-value
--extension-property=extension-property-=array-value
--extension-property extension-property=value
--extension-property extension-property+=array-value
--extension-property extension-property-=array-value

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースの拡張プロパティーの値を、設定または
変更します。
一般に、-p オプションを使用すると、任意の標準プロパティーまたは拡張プロパティーを
指定できます。あるリソースタイプの拡張プロパティーが同じリソースタイプの標準プロパ
ティーと同じ名前を持っている場合、-p オプションを使用するとエラーが返されます。そのよ
うな場合、拡張プロパティーを指定するには -x オプション、標準プロパティーを指定するに
は -y オプションを使用します。
このオプションの代入形式を指定できるのは、create サブコマンドおよび set サブコマン
ドだけです。
リソースタイプの拡張プロパティーについては、リソースタイプに関するドキュメントを参照し
てください。
このオプションとともに使用する演算子は、次のとおりです。

= プロパティーに、指定した値を設定します。この演算子は、create サ
ブコマンドおよび set サブコマンドで使用できます。

+= 1 つまたは複数の値を文字列配列値に追加します。この演算子
は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、たとえ
ば、Resource_dependencies のような文字列値のリストを受け付け
るプロパティーに対してのみ指定できます。
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-= 1 つまたは複数の値が、文字列配列値から削除されます。この演算
子は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、たとえ
ば、Resource_dependencies のような文字列値のリストを受け付け
るプロパティーに対してのみ指定できます。

クラスタノードのサブセットに対してノード単位の拡張プロパティーを設定するには、プロパ
ティーの設定時にノードを指定します。次のように、中括弧で囲まれたノードのリストをプロパ
ティー名のあとに付加します。

name{node}

node は、ノード名またはノード ID をコンマで区切ったリストです。ノード単位のプロパティー
の詳細は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページを参照してください。

-x extension-property[,…]
--extension-property=extension-property[…]
--extension-property extension-property[,…]

list-props サブコマンドおよび show サブコマンドの拡張プロパティーのリストを指定しま
す。
リソースタイプの拡張プロパティーについては、リソースタイプに関するドキュメントを参照し
てください。
-p オプションを使用すると、任意の標準プロパティーまたは拡張プロパティーを指定できま
す。あるリソースタイプの拡張プロパティーが同じリソースタイプの標準プロパティーと同じ
名前を持っている場合、-p オプションを使用するとエラーが返されます。そのような場合、
拡張プロパティーを指定するには -x オプション、標準プロパティーを指定するには -y オプ
ションを使用します。
このオプションを指定しないと、list-props サブコマンドおよび show サブコマンドは、-v
オプションも指定されているかどうかに基づいて、すべてまたはほとんどのリソースプロパ
ティーを一覧表示します。

-y standard-property=value
-y standard-property+=array-value
-y standard-property-=array-value
--standard-property=standard-property=value
--standard-property=standard-property+=array-value
--standard-property=standard-property-=array-value
--standard-property standard-property=value
--standard-property standard-property+=array-value
--standard-property standard-property-=array-value

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースの標準プロパティーの値を、設定または
変更します。
-p オプションを使用すると、任意の標準プロパティーまたは拡張プロパティーを指定できま
す。あるリソースタイプの拡張プロパティーが同じリソースタイプの標準プロパティーと同じ
名前を持っている場合、-p オプションを使用するとエラーが返されます。そのような場合、
拡張プロパティーを指定するには -x オプション、標準プロパティーを指定するには -y オプ
ションを使用します。
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このオプションの代入形式を指定できるのは、create サブコマンドおよび set サブコマン
ドだけです。
標準プロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参
照してください。
このオプションとともに使用する演算子は、次のとおりです。

= プロパティーに、指定した値を設定します。この演算子は、create サ
ブコマンドおよび set サブコマンドで使用できます。

+= 1 つまたは複数の値を文字列配列値に追加します。この演算子
は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、たとえ
ば、Resource_dependencies のような文字列値のリストを受け付け
るプロパティーに対してのみ指定できます。

-= 1 つまたは複数の値が、文字列配列値から削除されます。この演算
子は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、たとえ
ば、Resource_dependencies のような文字列値のリストを受け付け
るプロパティーに対してのみ指定できます。

-y standard-property[,…]
--standard-property=standard-property[,...]
--standard-property standard-property[,...]

list-props サブコマンドおよび show サブコマンドの標準プロパティーのリストを指定しま
す。
標準プロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参
照してください。
-p オプションを使用すると、任意の標準プロパティーまたは拡張プロパティーを指定できま
す。あるリソースタイプの拡張プロパティーが同じリソースタイプの標準プロパティーと同じ
名前を持っている場合、-p オプションを使用するとエラーが返されます。そのような場合、
拡張プロパティーを指定するには -x オプション、標準プロパティーを指定するには -y オプ
ションを使用します。
このオプションを指定しないと、list-props サブコマンドおよび show サブコマンドは、-v
オプションも指定されているかどうかに基づいて、すべてまたはほとんどのリソースプロパ
ティーを一覧表示します。

-Z {zoneclustername | global | all}
--zoneclustername={zoneclustername | global | all}
--zoneclustername {zoneclustername | global | all}

クラスタ、またはリソースが存在するクラスタや処理するクラスタを指定します。
このオプションは、export サブコマンド以外のすべてのサブコマンドでサポートされていま
す。
このオプションを指定する場合は、次のいずれかの引数も指定する必要があります。
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zoneclustername このオプションを使用するコマンドが、zoneclustername という名前
のゾーンクラスタでのみ指定されたすべてのリソースで機能するよう
に指定します。

global このオプションを使用するコマンドが、広域クラスタでのみ指定され
たすべてのリソースで機能するように指定します。

all 広域クラスタでこの引数を使用する場合、それを使用するコマンド
が広域クラスタとすべてのゾーンクラスタを含め、すべてのクラスタ
で指定されたすべてのリソースで機能するように指定します。
この引数をゾーンクラスタで使用すると、このオプションを使用する
コマンドが、ゾーンクラスタ内だけで指定されたすべてのリソースに対
して機能するように指定されます。

次のオペランドだけがサポートされています。

resource 管理対象のリソース (1 つまたは複数) を指定します。サブコマンドで複
数のリソースを指定できる場合は、プラス記号 (+) を使用すると、すべて
のリソースを指定できます。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

次の終了コードが返されます。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
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指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

9 CL_ESTATE

オブジェクトの状態が不正です
その時点で変更できない、または常時変更できないプロパティー、リソースグループ、または
その他のオブジェクトを変更しようとしました。

10 CL_EMETHOD

リソースのメソッドが失敗しました
リソースのメソッドが失敗しました。次のいずれかの理由のために、メソッドは失敗しました。
■ validate メソッドは、リソースを作成しようとしたときに、あるいは、リソースのプロパ

ティーを変更しようとしたときに失敗しました。
■ validate 以外のメソッドは、リソースを有効、無効、または削除しようとしたときに失敗

しました。

15 CL_EPROP

無効なプロパティーです
-p、-y、または -x オプションで指定したプロパティーまたは値が存在しないか、許可されて
いません。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。

■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。
指定したデバイス、デバイスグループ、クラスタインターコネクトコンポーネント、ノード、クラス
タ、リソース、リソースタイプ、リソースグループ、またはプライベート文字列はすでに存在しま
す。

41 CL_ETYPE

無効なタイプです
-t または -p オプションで指定したタイプは存在しません。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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これらの終了値は、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページで説明されている
リターンコードと互換性があります。

例   186 リソースの作成

この例では、rg-failover という名前のリソースグループ内で rs-nfs という名前のリソースを
作成します。リソースは、リソースタイプ SUNW.nfs のインスタンスです。リソースは作成後に有効
な状態になり、リソースモニタリングも有効になります。

# clresource create -g rg-failover -t SUNW.nfs rs-nfs

次の 2 つのコマンドのいずれかで、rg-failover という名前のリソースグループにあるゾーンク
ラスタ ZC 内に、rs-nfs という名前のリソースを作成します。これらのコマンドは、グローバルク
ラスタノードから、またはゾーンクラスタ ZC 内で実行できます。コマンドをゾーンクラスタから実
行する場合、任意でゾーンクラスタ名を持つリソースのスコープを明示的に定義できます。

# clresource create -g rg-failover -t SUNW.nfs -Z ZC rs-nfs

# clresource create -g rg-failover -t SUNW.nfs ZC:rs-nfs

例   187 リソースモニタリングの有効化

この例では、rs-nfs という名前のリソースに対するモニタリングを有効にします。

# clresource monitor rs-nfs

リソースのモニタリングは、いったん有効になると、clresource unmonitor コマンドを使って明
示的に無効にするまで、有効な状態のままとなります。リソースの無効化および有効化は、リソー
スがモニターされるかどうかに影響を与えません。

例   188 リソースの有効化

この例では、リソースグループ rg-failover および rg-failover2 の中のすべてのリソースを有
効にします。

# clresource enable -g rg-failover,rg-failover2 +

このコマンドは、リソースがモニターされるかどうかに影響を与えません。

例   189 リソースプロパティーの設定

この例では、リソースタイプ SUNW.nfs の全インスタンスの r_description プロパティーを HA-
NFS res に設定します。
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# clresource set -t SUNW.nfs -p r_description="HA-NFS res" +

例   190 ノード単位リソースプロパティーの設定

この例では、リソース rs-oracle のノード単位プロパティー oracle_sid に、次のように別のノー
ド上の別の値を設定します。

■ ノード phys-schost-1 およびノード phys-schost-2 上で、このプロパティーには myora1 が
設定されます。

■ ノード phys-schost-3 上の場合、このプロパティーには myora2 が設定されます。

この例の場合、中括弧文字は、使用されるシェルに対して特別な意味があります。そのため、
ノードリストが付加される各プロパティー名は、二重引用符で囲んであります。

# clresource set -p "oracle_sid{phys-schost-1,phys-schost-2}"=myora1 \

-p "oracle_sid{phys-schost-3}"=myora2 rs-oracle

例   191 ノード単位のリソース依存関係の設定

この例では、gds-rs のノード単位のリソース依存関係を設定して、それが 2 つの異なる論理ホ
ストリソースに依存するようにします。

# clresource set -p resource_dependencies=node-3-rs@pnode1,node-4-rs@pnode2 gds-rs

# clresource show -p resource_dependencies gds-rs

Resource: gds-rs
Standard Properties:
Resource_dependencies: node-3-rs@pnode1,node-4-rs@pnode2

例   192 文字列配列プロパティーへの値の追加

この例では、値 rs-oracle を、リソース rs-myapp の文字列配列プロパティー
resource_dependencies に追加します。この文字列配列プロパティー内の既存の値は、変更さ
れません。

# clresource set -p resource_dependencies+=rs-oracle rs-myapp

# clresource show -p resource_dependencies rs-myapp

Resource: rs-myapp
Standard Properties:
Resource_dependencies: rs-nfs rs-oracle
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例   193 リソースの削除

この例では、rs-nfs という名前のリソースを削除します。

# clresource delete rs-nfs

例   194 クラスタ構成全体の更新

この例では、次の順序で処理を実行することにより、クラスタ構成全体を更新します。

1. クラスタ内のリソースグループをすべてオフラインにしたあと、すべてのリソースを削除してか
ら、すべてのリソースグループを削除します。

2. すべてのリソースタイプの登録解除

3. 構成ファイル /net/server/export/mycluster.xml の中で指定されているすべてのリソー
スの作成、そのリソースタイプの登録、および必要なすべてのリソースグループの作成

# clresourcegroup delete --force +

# clresourcetype unregister +

# clresource -i /net/server/export/mycluster.xml -a +

例   195 リソースの一覧表示

この例では、すべてのリソースを一覧表示します。

# clresource list

logicalhost1

rs-nfs-1

rs-nfs-2

logicalhost2

rs-apache-1

例   196 リソースおよびグループとタイプの一覧表示

この例では、すべてのリソースおよびそのリソースグループとリソースタイプを一覧表示します。

# clresource list -v

Resource Name      Resource Group    Resource Type

-------------      --------------    -------------

logicalhost1       rg-failover-1     SUNW.LogicalHostname

rs-nfs-1           rg-failover-1     SUNW.nfs

logicalhost2       rg-failover-2     SUNW.LogicalHostname

rs-nfs-2           rg-failover-2     SUNW.nfs

rs-apache-1        rg-failover-1     SUNW.apache
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例   197 特定のタイプのリソースの一覧表示

この例では、リソースタイプ nfs のすべてのインスタンスを一覧表示します。

# clresource list -t nfs

rs-nfs-1

rs-nfs-2

例   198 リソースタイプの拡張プロパティーと説明の一覧表示

この例では、リソースタイプ nfs の拡張プロパティーと各拡張プロパティーの説明を一覧表示し
ます。

# clresource list-props -t nfs -v

Properties              Descriptions

----------              ------------

Monitor_retry_count     Number of PMF restarts allowed for the fault monitor

Monitor_retry_interval  Time window (minutes) for fault monitor restarts

Rpcbind_nullrpc_timeout Timeout(seconds) to use when probing rpcbind

Nfsd_nullrpc_timeout    Timeout(seconds) to use when probing nfsd

Mountd_nullrpc_timeout  Timeout(seconds) to use when probing mountd

Statd_nullrpc_timeout   Timeout(seconds) to use when probing statd

Lockd_nullrpc_timeout   Timeout(seconds) to use when probing lockd

Rpcbind_nullrpc_reboot  Boolean to indicate if we should reboot system when 

                          null rpc call on rpcbind fails

Nfsd_nullrpc_restart    Boolean to indicate if we should restart nfsd when 

                          null rpc call fails

Mountd_nullrpc_restart  Boolean to indicate if we should restart mountd when 

                          null rpc call fails

Line breaks in the Descriptions column are added to enhance
the readability of this example. Actual output from the command does not

contain these line breaks.

例   199 リソースの無効化および有効化によるリソース状態 Start_failed のクリア

Start_failed リソース状態は、Start メソッドまたは Prenet_start メソッドがリソース上で失敗
またはタイムアウトしたが、そのリソースグループは結果的にオンラインになっていることを示し
ます。リソースグループは、リソースが障害状態に置かれていてサービスを提供していなくても、
オンライン状態になります。この状態は、リソースの Failover_mode プロパティーに None または
リソースグループのフェイルオーバーを妨げる別の値が設定されている場合に発生することがあ
ります。

Stop_failed リソース状態とは異なり、Start_failed リソース状態は、Oracle Solaris
Cluster ソフトウェアがリソースグループ上で操作を実行することを妨げません。リソース状態
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Start_failed は、command clear コマンドを発行しなくてもクリアすることができます。該当リ
ソースを再起動するコマンドを実行するだけで済みます。

次のコマンドでは、リソース resource-1 上で発生したリソース状態 Start_failed を、リソースを
いったん無効化したあと再度有効化することにより、クリアします。

# clresource disable resource-1

# clresource enable resource-1

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 251 ページのclreslogicalhostname(1CL ),
305 ページのclresourcegroup(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
347 ページのclressharedaddress(1CL), 551 ページのcluster(1CL),
1047 ページのscha_calls(3HA), 1447 ページのclconfiguration(5CL), Unresolved
link to " attributes5", 1287 ページのr_properties(5), Unresolved link to " rbac5"

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster データサービス計画および管理ガイド "

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

任意のユーザーは次のオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

■ -? オプション
■ -V オプション

サブコマンドを指定してこのコマンドを実行する場合、スーパーユーザー以外のユーザーは
RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

create solaris.cluster.modify

delete solaris.cluster.modify

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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サブコマンド RBAC の承認

disable solaris.cluster.admin

enable solaris.cluster.admin

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

list-props solaris.cluster.read

set solaris.cluster.modify

monitor solaris.cluster.admin

clear solaris.cluster.admin

show solaris.cluster.read

status solaris.cluster.read

unmonitor solaris.cluster.admin
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名前
clreslogicalhostname, clrslh — Oracle Solaris Cluster 論理ホスト名用リソースの管理

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname -V

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname [subcommand [options]] -v 
     [lhresource]...

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname create -g resourcegroup 
     [-h lhost[,…]] [-N netif@node[,…]] [-p name=value] 
     [-Z {zoneclustername | global}] [-d] lhresource

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname create -i 

     {- | clconfiguration} [-a] [-g resourcegroup[,…]] [-p 
     name=value] [-d] {+ | lhresource...}

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname delete [-g resourcegroup[,…]]
     [-Z {zoneclustername | global}] [-F] {+ | lhresource...}

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname disable [-g resourcegroup[,…]] 
     [-R] [-n node[,…]] [-Z {zoneclustername | global}] 
     {+ | lhresource...}

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname enable [-g resourcegroup[,…]] 
     [-R] [-n node[,…]] [-Z {zoneclustername | global}] 
     {+ | lhresource...}

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname export [-o {- | configfile}] 
     [+ | lhresource...]

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname list [-s state[,…]] 
     [-g resourcegroup[,…]] [-Z {zoneclustername 
     [,...] | global | all}] [+ | lhresource...]

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname list-props [-l listtype] 
     [-p name[,…]] [-Z {zoneclustername [,...] | global | all}] 
     [+ | lhresource...]

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname monitor [-g resourcegroup[,…]] 
     [-Z zoneclustername | all | global] {+ | lhresource...}

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname reset [-f errorflag] [-g 
     resourcegroup[,…]] [-Z {zoneclustername | global}] 
     {+ | lhresource...}

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname set [-i 

     {- | clconfiguration}] [-g resourcegroup[,…]] [-p name
     [+|-]=value] [-Z {zoneclustername}] {+ | lhresource...}

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname show [-g resourcegroup[,…]] 
     [-p name[,…]] [-Z {zoneclustername [,...] | global | all}] 



430 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

     [+ | lhresource...]

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname status [-s state[,…]] 
     [-n node[,…]] [-g resourcegroup[,…]] [-Z 
     {zoneclustername [,...] | global | all}] [+ | lhresource...]

/usr/cluster/bin/clreslogicalhostname unmonitor [-g 

     resourcegroup[,…]] [-Z {zoneclustername | global}] 
     {+ | lhresource...}

clreslogicalhostname コマンドは、Oracle Solaris Cluster 論理ホスト名用のリソー
スを管理します。clrslh コマンドは、clreslogicalhostname コマンドの短い形式で
す。clreslogicalhostname コマンドと clrslh コマンドは同じものです。どちらの形式のコマン
ドも使用できます。

clreslogicalhostname コマンドには、論理ホスト名リソースを作成するための便利なオプ
ションが組み込まれています。clreslogicalhostname コマンドでは、Solaris IP マルチパス
(IPMP) グループの自動作成もサポートされています。

clreslogicalhostname コマンドの一部のサブコマンドは、リソース構成を変更します:

■ disable

■ enable

■ monitor

■ reset

■ set

■ unmonitor

clreslogicalhostname コマンドの一部のサブコマンドは、リソースに関する情報だけを取得し
ます。これらのサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタから使用できます: 次の
コマンドは、リソースに関する情報のみを取得します:

■ export

■ list

■ list-props

■ show

■ status

このコマンドからの予想不能な結果を避けるには、コマンドのすべての書式をグローバルクラス
タノードから実行してください。
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このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

clreslogicalhostname [subcommand] [options] [operands]

subcommand を省略できるのは、options で -?、-o、-V、または -v オプションが指定されている
場合のみです。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
については、このマニュアルページの「オプション」セクションを参照してください。
ゾーンクラスタでの操作

clreslogicalhostname コマンドは、ゾーンクラスタで、export を除くすべてのサブコマンドを指
定して使用することができます。

export 以外のすべてのサブコマンドで -Z オプションを使用して、操作を制限する特定のゾー
ンクラスタの名前を指定することもできます。また、論理ホスト名リソース (zoneclustername :
lhresource) にゾーンクラスタ名を付けて、操作を特定のゾーンクラスタに制限することもできま
す。

グローバルクラスタノードからすべてのゾーンクラスタ情報にアクセスできますが、特定のゾーン
クラスタは他のゾーンクラスタを認識しません。特定のゾーンクラスタに操作を制限できない場
合、使用するサブコマンドは現在のクラスタでのみ機能します。

サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

create

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースを作成します。
create を -i オプションと使用して構成ファイルを指定した場合、サブコマンドはプラス記
号 (+) をオペランドとして受け付けます。+ オペランドを使用すると、構成ファイル内に存
在しないすべてのリソースが作成されます。
create サブコマンドを使用する前に、すべての論理ホスト名の IP アドレスのサブネットと
ネットマスクのエントリが /etc/netmasks ファイルにあることを確認してください。必要に応
じて、/etc/netmasks ファイルを編集して、不足しているエントリがある場合は追加します。
デフォルトでは、リソースはモニタリング対象となり、有効な状態で作成されます。ただし、リ
ソースがオンライン状態になり、モニターされるのは、リソースのリソースグループがオンライ
ンになったあとだけです。無効な状態でリソースを作成するには、-d オプションを指定しま
す。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタから、ゾーンクラスタ内の論理ホスト名リソースを作成するには、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
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スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要です。
delete サブコマンドの説明も参照してください。

delete

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースを削除します。このサブ
コマンドに対しオペランドとしてプラス記号 (+) を指定すると、すべてのリソースが削除され
ます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、削除するリソースを限定
することができます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーで
ある、オペランドのリスト内のリソースだけを削除します。
■ デフォルトでは、リソースは次の条件が満たされる場合に  のみ  削除されます。
■ リソースが無効なとき
■ リソースに対するすべての依存性が削除されているとき

■ 指定したすべてのリソースを確実に削除するには、-F オプションを指定します。-F オプ
ションの効果は、次のとおりです。

■ 指定したすべてのリソース (無効になっていないリソースも含む) が削除されます。
■ 指定したすべてのリソースが、他のリソースのリソース依存性設定から削除されます。

リソースは、コマンド行でリソースを指定した順序とは無関係に、リソース間の依存性を満た
すのに必要な順序に従って削除されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタから、ゾーンクラスタ内の論理ホスト名リソースを削除するには、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
create サブコマンドの説明も参照してください。

disable

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースを無効にします。このサ
ブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースが無効になり
ます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、無効にするリソースを限
定することができます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバー
である、オペランドのリスト内のリソースだけを無効にします。
必要なリソース依存性をすべて確実に満たすには、-R オプションを指定します。-R オプショ
ンは、コマンドに対するオペランドとして指定したリソースに依存しているリソース (コマンド
に対するオペランドとして指定しなかったリソースも含まれる) をすべて無効にします。-g オ
プションと -t オプションは、リソースの依存関係を満たすためだけに無効化されるリソース
には適用されません。
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リソースは、コマンド行でリソースを指定した順序とは無関係に、リソース間の依存性を満た
すのに必要な順序に従って無効化されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタから、ゾーンクラスタ内で登録された論理ホスト名リソースを無効にする
には、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
enable サブコマンドの説明も参照してください。

enable

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースを有効にします。このサ
ブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースが有効になり
ます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、有効にするリソースを限
定できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーである、オ
ペランドのリスト内のリソースだけを有効にします。
必要なリソース依存性をすべて確実に満たすには、-R オプションを指定します。-R オプショ
ンは、コマンドに対するオペランドとして指定したリソースに依存しているリソース (コマンド
に対するオペランドとして指定しなかったリソースも含まれる) をすべて有効にします。-g オ
プションは、リソースの依存関係を満たすためだけに有効化されるリソースには適用されま
せん。
リソースは、コマンド行でリソースを指定した順序とは無関係に、リソース間の依存性を満た
すのに必要な順序に従って有効化されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタから、ゾーンクラスタ内で登録された論理ホスト名リソースを有効にする
には、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
disable サブコマンドの説明も参照してください。

export

1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで規定されている形式で、
論理ホスト名リソース構成をエクスポートします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

list

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースのリストを表示します。
デフォルトでは、すべてのリソースが表示されます。
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-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、表示するリソースを限定
できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーである、オペ
ランドのリスト内のリソースだけを表示します。
このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、指定したリソースグルー
プ内のすべてのリソースまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソー
スを指定できます。オペランドが指定されていない場合、指定されているリソースグループ
内のすべてのリソースまたは指定されているリソースタイプのインスタンスであるすべての
リソースが表示されます。
-v オプションを指定すると、該当するリソースグループおよびリスト内の各リソースのリソー
スタイプも表示されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタから、ゾーンクラスタ内で登録された論理ホスト名リソースを表示するに
は、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

list-props

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースのプロパティーのリスト
を表示します。デフォルトでは、すべてのリソースの拡張プロパティーが表示されます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、プロパティーが表示さ
れるリソースを限定できます。

-g resourcegrouplist resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーであ
る、オペランドのリスト内の論理ホスト名リソースのみの
プロパティーを表示します。

-l オプションでは、表示するリソースプロパティーのタイプを指定します。

-l all 標準プロパティーと拡張プロパティーを表示するように指
定します。

-l extension 拡張プロパティーだけを表示するように指定します。デ
フォルトでは、拡張プロパティーだけが表示されます。

-l standard 標準プロパティーだけを表示するように指定します。
-l オプションを指定しない場合、-p オプションまたは -y オプションを使用して標準プロパ
ティーを明示的に指定しないかぎり、拡張プロパティーだけが表示されます。
-p オプションは、表示するリソースプロパティーのセットを制限します。-p オプションを指定
すると、namelist で指定したプロパティーだけが表示されます。namelist では、標準プロパ
ティーと拡張プロパティーを指定できます。
-v オプションを指定すると、各プロパティーの説明も表示されます。
このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、指定したリソースグルー
プ内のすべてのリソースまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソー
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スを指定できます。オペランドを指定しないと、指定したリソースグループ内のすべてのリ
ソースのプロパティーまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソース
のプロパティーが表示されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
ゾーンクラスタの論理ホスト名リソースのプロパティーのリストを表示するには、-Z オプショ
ンを使用してゾーンクラスタ名を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

monitor

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースのモニタリングを有効
にします。このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソー
スに対してモニタリングが有効になります。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、モニター対象のリソース
を限定できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーであ
る、オペランドのリスト内のリソースだけをモニターします。
■ リソースは、モニタリングが有効になっている場合、次の条件が満たされているときだけ

モニタリングされます。
■ リソースが有効な状態にある。
■ 該当リソースが含まれるリソースグループが、1 つ以上のクラスタノード上でオンライン

状態にある。

注記 - リソースに対するモニタリングを有効にしても、そのリソースは有効になりません。

このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタのリソースをモニターするには、-Z オプションを使用し
てゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
unmonitor サブコマンドの説明も参照してください。

reset

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースに関連付けられている
エラーフラグをクリアします。このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定す
ると、すべてのリソースのエラーフラグがクリアされます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、リセットするリソースを限
定できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーである、オ
ペランドのリスト内のリソースだけをリセットします。
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デフォルトでは、reset サブコマンドによって STOP_FAILED エラーフラグがクリアーされま
す。クリアするエラーフラグを明示的に指定するには、-f オプションを使用します。-f オプ
ションが受け付けるエラーフラグは、STOP_FAILED だけです。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタから、ゾーンクラスタ内の論理ホスト名リソースをリセットするには、-Z オ
プションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。

set

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースの指定プロパティーを
変更します。このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリ
ソースの指定したプロパティーが変更されます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、変更するリソースを限定
できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーである、オペ
ランドのリスト内のリソースだけを変更します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタから、ゾーンクラスタ内の論理ホスト名リソースのプロパティーを設定す
るには、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

show

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースの構成を表示します。デ
フォルトでは、すべてのリソースの構成が表示されます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、構成が表示されるリソー
スを限定できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーで
ある、オペランドのリスト内のリソースのみの構成を表示します。
-p オプションは、表示するリソースプロパティーのセットを制限します。-p オプションを指定
すると、namelist で指定したプロパティーだけが表示されます。namelist では、標準プロパ
ティーと拡張プロパティーを指定できます。
このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、指定したリソースグルー
プ内のすべてのリソースまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソー
スを指定できます。オペランドを指定しないと、指定したリソースグループ内のすべてのリ
ソースの構成または指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソースの構成
が表示されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタから、ゾーンクラスタ内の論理ホスト名リソースの構成を表示するに
は、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。
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status

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースのステータスを表示しま
す。デフォルトでは、すべてのリソースのステータスが表示されます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、ステータスが表示され
るリソースを限定できます。

-g resourcegrouplist resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーであ
る、オペランドのリスト内のリソースのみのステータスを表
示します。

-n nodelist nodelist 内のノード上でホストされている、オペランドの
リスト内のリソースについてのみステータスを表示しま
す。

-s statelist statelist 内の状態にある、オペランドのリスト内のリソー
スだけのステータスを表示します。

このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、指定したリソースグルー
プ内のすべてのリソースまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソー
スを指定できます。オペランドを指定しないと、指定したリソースグループ内のすべてのリ
ソースのステータスまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソースの
ステータスが表示されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタから、ゾーンクラスタ内の論理ホスト名リソースのステータスを表示する
には、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

unmonitor

コマンドに対するオペランドとして指定された論理ホスト名リソースのモニタリングを無効
にします。このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソー
スに対するモニタリングが無効になります。
無効になっているリソースのモニタリングを無効にしても、リソースは影響を受けません。リ
ソースとそのモニターは、すでにオフライン状態です。

注記 - リソースに対するモニタリングを無効にしても、そのリソースは無効になりません。ただし、リ
ソースを無効にする場合、モニタリングを無効にする必要はありません。無効なリソースとそのモ
ニターは、オフライン状態が維持されます。

-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、モニタリングを無効にす
るリソースを限定できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメン
バーである、オペランドのリスト内のリソースのモニタリングを無効にします。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
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グローバルクラスタからゾーンクラスタへの論理ホスト名リソースのモニタリングをオフにす
るには、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
disable サブコマンドおよび monitor サブコマンドの説明も参照してください。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。このオプションを使用する場合、ほかの処理は実行されません。
このオプションを指定するとき、サブコマンドは指定してもしなくてもかまいません。
サブコマンドなしでこのオプションを指定すると、このコマンドのサブコマンドのリストが表
示されます。
サブコマンド付きでこのオプションを指定すると、サブコマンドの使用方法が表示されま
す。
特定のサブコマンドを指定した場合のこのオプションの効果は、次のようになります。

create

-g オプションとともに指定された場合、指定されたリソースグループのすべてのリソー
スプロパティーのヘルプ情報を表示します。

set

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースのプロパティーに関する情報を表示
します。

-a
--automatic

クラスタ構成情報からリソースが作成される場合、次の処理も自動的に実行します。
■ リソースタイプの登録
■ リソースグループの作成
■ オペランドのリスト内で指定されているリソースの依存先リソースの作成

■ クラスタ構成情報には、次の処理をすべて実行するのに必要な十分な情報が含まれて
いる必要があります。

■ リソースタイプの登録を有効にする
■ リソースグループの作成を有効にする
■ リソースの作成を有効にする

このオプションを指定できるのは、create サブコマンドの場合だけです。このオプションを
指定する場合は、-i オプションも指定し、構成ファイルを指定します。
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-d
--disable

リソースの作成時にリソースを無効にします。このオプションを指定できるのは、create サ
ブコマンドの場合だけです。デフォルトでは、リソースは作成されたあと、有効な状態になり
ます。
リソースは、有効化しても、オンライン状態になるとは限りません。リソースは、リソースのリ
ソースグループが 1 つ以上のノードでオンライン状態になったあとでのみオンライン状態に
なります。

-f errorflag
--flag errorflag

reset サブコマンドによってクリアするエラーフラグを明示的に指定します。このオプション
を指定できるのは、reset サブコマンドの場合だけです。デフォルトでは、reset サブコマン
ドはエラーフラグ STOP_FAILED をクリアします。
-f オプションが受け付けるエラーフラグは、STOP_FAILED だけです。

-F
--force

無効状態でないリソースの削除が、強制的に実行されます。このオプションは、delete サ
ブコマンドの場合にだけ指定できます。

-g resourcegroup[,…]
--resourcegroup resourcegroup[,…]

1 つのリソースグループまたはリソースグループのリストを指定します。
create 以外のサブコマンドの場合、コマンドは -g オプションで指定したリソースグループ
のメンバーである、オペランドのリスト内のリソースにだけ作用します。
特定のサブコマンドを指定した場合のこのオプションの効果は、次のようになります。

create 指定したリソースグループ内でリソースを作成するように
指定します。-create サブコマンドを指定して g を使用す
る場合、リソースグループは 1 つしか指定することができ
ません。

-h lhost[,…]
--logicalhost lhost[,…]

このリソースが表す論理ホスト名のリストを指定します。複数の論理ホスト名を新しい論理
ホスト名リソースと関連付ける場合または論理ホスト名がリソース自体と同じ名前でない
場合は、-h オプションを使用します。リスト内のすべての論理ホスト名は、同じサブネット上
に置きます。-h オプションを指定しない場合、リソースはリソース名と同じ名前の 1 台の論
理ホスト名を表します。
-h は、-p とともに HostnameList プロパティーを設定する代わりに使用できます。ただし、-h
を使用し、同じコマンド内で HostnameList を明示的に設定することはできません。
-h は、create サブコマンドの場合にだけ使用できます。
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注記 - ゾーンクラスタの場合、すべての論理ホスト名または対応する IP アドレスを、ゾーンクラ
スタ構成内のグローバルスコープのネットプロパティーで指定する必要があります。指定しない
場合、リソースグループの作成に失敗します。

グローバルスコープのネットプロパティーについての詳細
は、613 ページのclzonecluster(1CL) のマニュアルページを参照してください。

-i {- | clconfiguration}
--input {- | clconfiguration}

論理ホスト名リソースの作成または変更に使用する構成情報を指定します。この情報
は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義されている形式に
準拠している必要があります。この情報は、ファイルに含めることも、標準入力を使って指
定することもできます。標準入力を指定するには、ファイル名の代わりに - を指定します。
コマンドに対するオペランドとして指定したリソースだけが、作成または変更されます。コマ
ンドで指定したオプションは、構成情報で設定されているオプションより優先されます。構
成パラメータは、構成情報内で設定されていない場合、コマンド行で指定します。
特定のサブコマンドを指定した場合のこのオプションの効果は、次のようになります。

create -a オプションと指定された場合は、必要なすべてのリ
ソースタイプを登録し、必要なすべてのリソースグループ
を作成します。登録および構成に必要なすべての情報を
指定します。その他の構成データはすべて無視します。

-l listtype
--listtype listtype

list-props サブコマンドによって表示するリソースプロパティーのタイプを指定します。この
オプションは、list-props サブコマンドの場合にだけ指定できます。
listtype に対して、次のリストから値を 1 つ指定する必要があります。

all 標準プロパティーと拡張プロパティーを表示するように指
定します。

extension 拡張プロパティーだけを表示するように指定します。デ
フォルトでは、拡張プロパティーだけが表示されます。

standard 標準プロパティーだけを表示するように指定します。
-l オプションを指定しないと、-p オプションを使って標準プロパティーを明示的に指定しな
いかぎり、拡張プロパティーしか表示されません。

-n node[,…]
--node node[,…]

ターゲットのグローバルクラスタまたはゾーンクラスタに、ノードまたはノードのリストを指定し
ます。各ノードは、ノード名またはノード ID として指定できます。-Z オプションが指定されて
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いる場合は、-n オプションで、グローバルクラスタホスト名ではなくゾーンクラスタホスト名
のみを指定できます。-Z オプションが指定されていない場合は、-n オプションでグローバル
クラスタホスト名のみを指定できます。
このオプションとともに指定できるサブコマンドは、次のとおりです。

disable 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト
内のリソースのみを無効にします。

enable 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト
内のリソースのみを有効にします。

status 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト
内のリソースについてのみステータスを報告します。

-N netif@node[,…]
--netiflist netif@node[,…]

リソースプロパティーを指定します。-N オプションを使用すると、プロパティーの p オ
プションを使用せずに -NetIfList プロパティーを設定できます。-N を指定しない場
合、clreslogicalhostname コマンドは、利用できる IPMP グループまたはパブリッ
クアダプタと、HostnameList プロパティーと関連付けられているサブネットに基づい
て、NetIfList プロパティーを設定しようと試みます。
NetIfList プロパティーは、ipmpgroup@node[,…]、または publicNIC@node[,…] の形式
で指定できます。-N を使用しない場合、またはそれを publicNIC@node とともに使用する
場合、clreslogicalhostname コマンドは必要な IPMP グループを作成しようと試みます。
システムは基本デフォルトで単一アダプタの IPMP グループを作成します。このグループ
は、あとで標準 Solaris IPMP インタフェースを使用して変更できます。IPMP グループ
は、グローバルクラスタノードの場合のみ、自動的に作成されます。
-N は、NetIfList プロパティーを -p とともに直接設定する代わりに使用できます。ただし、
同じコマンド内で -N を使用して、NetIfList を明示的に設定できません。
-N は、create サブコマンドの場合にだけ使用できます。

-o {- | clconfiguration}
--output {- | clconfiguration}

リソース構成情報の書き込み先を指定します。この書き込み先は、ファイルでも、標準出力
でもかまいません。標準出力を指定するには、ファイル名の代わりに - を指定します。標準
出力を指定すると、コマンドに対するほかのすべての標準出力が抑制されます。このオプ
ションは、export サブコマンドの場合にだけ指定できます。
構成情報は、コマンドに対するオペランドとして指定したリソースの場合だけ書き込まれま
す。この情報は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義され
ている形式で書き込まれます。
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-p name=value
-p name+=array-values
-p name-=array-values
--property name=value
--property name+=value-values
--property name-=value-values

リソースの標準プロパティーと拡張プロパティーを設定します。このオプションは、create サ
ブコマンドおよび set サブコマンドの場合にだけ指定できます。
標準プロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参
照してください。
リソースタイプの拡張プロパティーについては、リソースタイプに関するドキュメントを参照し
てください。
このオプションとともに使用する演算子は、次のとおりです。

= プロパティーに、指定した値を設定します。create サブコマンドおよ
び set サブコマンドがこの演算子を受け付けます。

+= 1 つまたは複数の値を文字列配列値に追加します。この演算子
は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、文字列配
列値に対してだけ指定できます。

-= 1 つまたは複数の値が、文字列配列値から削除されます。この演算
子は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、文字列
配列値に対してだけ指定できます。

ノード単位のプロパティーをクラスタノードのサブセット上でのみ設定する場合は、中括弧で
囲まれたノードのリストを次のようにプロパティー名の後に付加し、プロパティーが設定の対
象となるノードを指定します。

name{nodelist}

nodelist は、ノード名またはノード ID をコンマで区切ったリストです。ノード単位のプロパ
ティーの詳細は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページを参照してくださ
い。

-p name[,…]
--property name[,…]

list-props サブコマンドおよび show サブコマンドのプロパティーのリストを指定します。
このオプションは、リソースの標準プロパティーおよび拡張プロパティーに対して使用できま
す。
標準プロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参
照してください。
リソースタイプの拡張プロパティーについては、リソースタイプに関するドキュメントを参照し
てください。
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このオプションを指定しない場合、list-props サブコマンドおよび show サブコマンド
は、-v オプションも指定されているかどうかに応じて、すべてまたはほとんどのリソースプロ
パティーを一覧表示します。

-R
--recursive

必要な依存性がすべて満たされるように、リソースの有効化または無効化を再帰的に実行
します。このオプションは、disable サブコマンドおよび enable サブコマンドでのみ指定で
きます。
このオプションをこれらのサブコマンドとともに指定した場合の効果は、次のとおりです。

disable コマンドに対するオペランドとして指定したリソースに依
存しているリソース (コマンドに対するオペランドとして
指定しなかったリソースも含まれる) をすべて無効にしま
す。

enable コマンドに対するオペランドとして指定したリソースの依
存先リソース (コマンドに対するオペランドとして指定し
なかったリソースも含まれる) がすべて有効になります。

-s state[,…]
--state state[,…]

list サブコマンドおよび status サブコマンドの状態のリストを指定します。
このオプションは出力を制限し、ノードリスト内の 1 つまたは複数のノード上で指定されて
いる状態の 1 つにあるリソースだけが含まれるようにします。
可能な状態は、次のとおりです。
■ degraded

■ detached

■ faulted

■ monitor_failed

■ not_online - online または online_not_monitored 以外のすべてのステータスを指
定します

■ offline

■ online

■ online_not_monitored

■ start_failed

■ stop_failed

■ unknown

■ unmonitored
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■ wait

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションには、サブコマンドやオペランドなどのオプションは指定しないでください。
サブコマンドやオペランドなどのオプションは無視されます。-V オプションは、コマンドの
バージョンを表示するだけです。その他の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細なメッセージを標準出力に表示します。
このオプションは、このコマンドの任意の形式とともに指定できます。
-v オプションと -o - オプションを同時に指定してはいけません。-v オプ ションは無視され
ます。-o- オプションは、その他のすべての標準出力を抑制します。

-Z {zoneclustername | global | all}
--zoneclustername={zoneclustername | global | all}
--zoneclustername {zoneclustername | global | all}

クラスタ、またはリソースが存在するクラスタや処理するクラスタを指定します。
このオプションは、export サブコマンドを除くすべてのサブコマンドでサポートされていま
す。
このオプションを指定する場合は、次のいずれかの引数も指定する必要があります。

zoneclustername このオプションを使用しているコマンドが、zoneclustername という
名前のゾーンクラスタ内のみの指定されたすべてのリソースに対して
動作することを指定します。

global このオプションを使用するコマンドが、広域クラスタでのみ指定され
たすべてのリソースで機能するように指定します。

all 広域クラスタでこの引数を使用する場合、それを使用するコマンド
が広域クラスタとすべてのゾーンクラスタを含め、すべてのクラスタ
で指定されたすべてのリソースで機能するように指定します。
この引数をゾーンクラスタで使用すると、このオプションを使用する
コマンドが、ゾーンクラスタ内だけで指定されたすべてのリソースに対
して機能するように指定されます。

次のオペランドを指定できます。

resource Oracle Solaris Cluster のリソース名をオペランドとして受け付けるよ
うに指定します。サブコマンドで複数のリソースを指定できる場合は、プ
ラス記号 (+) を使用すると、すべての論理ホスト名リソースを指定できま
す。
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指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

9 CL_ESTATE

オブジェクトの状態が不正です
その時点で変更できない、または常時変更できないプロパティー、リソースグループ、または
その他のオブジェクトを変更しようとしました。

10 CL_EMETHOD

リソースのメソッドが失敗しました
リソースのメソッドが失敗しました。次のいずれかの理由のために、メソッドは失敗しました。
■ validate メソッドは、リソースを作成しようとしたときに、あるいは、リソースのプロパ

ティーを変更しようとしたときに失敗しました。
■ validate 以外のメソッドは、リソースを有効、無効、または削除しようとしたときに失敗

しました。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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15 CL_EPROP

無効なプロパティーです
-p、-y、または -x オプションで指定したプロパティーまたは値が存在しないか、許可されて
いません。

35 CL_EIO

I/O エラー
物理的な入出力エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。

■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。
指定したデバイス、デバイスグループ、クラスタインターコネクトコンポーネント、ノード、クラス
タ、リソース、リソースタイプ、リソースグループ、またはプライベート文字列はすでに存在しま
す。

これらの終了値は、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページで説明されている
リターンコードと互換性があります。

例   200 論理ホスト名リソースの作成

このコマンドは、rg-failover という名前のリソースグループ内に logicalhost1 という名前の
リソースを作成します。リソースは有効な状態で作成され、モニタリングも有効になっています。

# clreslogicalhostname create -g rg-failover logicalhost1

次の 2 つのコマンドはどちらも、ゾーンクラスタ ZC 内に logicalhost1 という名前のリソースを
作成します。これらのコマンドは、グローバルクラスタノードまたはゾーンクラスタ ZC から実行で
きます。コマンドをゾーンクラスタから実行する場合、任意でゾーンクラスタ名を持つリソースのス
コープを明示的に定義できます。

# clreslogicalhostname create -g rg-failover -Z ZC logicalhost1

# clreslogicalhostname create -g rg-failover ZC:logicalhost1
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例   201 異なる論理ホスト名を持つ論理ホスト名リソースの作成

このコマンドは、rg-failover という名前のリソースグループ内に、rs-logicalhost1 という名
前のリソースを作成します。

論理ホスト名はリソース名と同じではありませんが、論理ホストの名前と IP アドレスは同じまま
です。

# clreslogicalhostname create -g rg-failover \

-h logicalhost1 rs-logicalhost1

例   202 論理ホスト名リソースの IPMP グループの指定

このコマンドは、logicalhost1 リソースの IPMP グループを設定します。

# clreslogicalhostname create -g rg-failover \

-N ipmp0@black,ipmp0@white logicalhost1

例   203 論理ホスト名リソースの削除

このコマンドは、logicalhost1 という名前のリソースを削除します。

# clreslogicalhostname delete logicalhost1

例   204 論理ホスト名リソースの一覧表示

このコマンドは、すべての論理ホスト名リソースを一覧表示します。

# clreslogicalhostname list

logicalhost1

logicalhost2

例   205 論理ホスト名リソース、リソースグループ、およびリソースタイプの一覧表示

このコマンドは、すべての論理ホスト名リソースをそれらのリソースグループおよびリソースタイプ
と合わせて一覧表示します。

# clreslogicalhostname list -v

Resources    Resource Groups Resource Types

---------    --------------- --------------

logicalhost1 rg-failover-1   SUNW.LogicalHostname

logicalhost2 rg-failover-2   SUNW.LogicalHostname

例   206 論理ホスト名リソースの拡張プロパティーの一覧表示

このコマンドは、すべての論理ホスト名リソースの拡張プロパティーを一覧表示します。
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# clreslogicalhostname list-props -v

Properties       Descriptions

----------       ------------

NetIfList        List of IPMP groups on each node

HostnameList     List of hostnames this resource manages

CheckNameService Name service check flag

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 551 ページのcluster(1CL), 273 ページのclresource(1CL),
347 ページのclressharedaddress(1CL), 305 ページのclresourcegroup(1CL),
333 ページのclresourcetype(1CL), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1447 ページのclconfiguration(5CL), Unresolved link to " rbac5",
1287 ページのr_properties(5)

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

任意のユーザーは次のオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

■ -? オプション
■ -V オプション

サブコマンドを指定してこのコマンドを実行する場合、スーパーユーザー以外のユーザーは
RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

create solaris.cluster.modify

delete solaris.cluster.modify

disable solaris.cluster.admin

enable solaris.cluster.admin

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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サブコマンド RBAC の承認

list-props solaris.cluster.read

monitor solaris.cluster.admin

reset solaris.cluster.admin

set solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

status solaris.cluster.read

unmonitor solaris.cluster.admin
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名前
clressharedaddress, clrssa — 共有アドレスの Oracle Solaris Cluster リソースの管理

/usr/cluster/bin/clressharedaddress [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/clressharedaddress -V

/usr/cluster/bin/clressharedaddress [subcommand [options]] -v 
     [saresource]...

/usr/cluster/bin/clressharedaddress create -g resourcegroup [-h 
     lhost[,…]] [-N netif@node[,…]] [-X node[,…]] 
     [-p name=value] [-Z {zoneclustername | global}] [-d] saresource

/usr/cluster/bin/clressharedaddress create -i 

     {- | clconfiguration} [-a] [-g resourcegroup[,…]] [-X 
     node[,…]] [-p name=value] [-d] {+ | saresource...}

/usr/cluster/bin/clressharedaddress delete [-g resourcegroup[,…]]
     [-Z {zoneclustername | global}] [-F] {+ | saresource...}

/usr/cluster/bin/clressharedaddress disable [-g resourcegroup[,…]] 
     [-R] [-n node[,…]] [-Z 
     {zoneclustername | global}] {+ | saresource...}

/usr/cluster/bin/clressharedaddress enable [-g resourcegroup[,…]] 
     [-R] [ -n node[,…]] [-Z 
     {zoneclustername | global}]{+ | saresource...}

/usr/cluster/bin/clressharedaddress export [-o {- | configfile}] 
     [+ | saresource...]

/usr/cluster/bin/clressharedaddress list [-s state[,…]] 
     [-g resourcegroup[,…]] [-Z {zoneclustername 
     [,...] | global | all}] [+ | saresource...]

/usr/cluster/bin/clressharedaddress list-props [-l listtype] [-p 
     name[,…]] [-Z {zoneclustername [,...] | global | all}] 
     [+ | lhresource...]

/usr/cluster/bin/clressharedaddress monitor [-g resourcegroup[,…]] 
     [-Z {zoneclustername | global}] {+ | saresource...}

/usr/cluster/bin/clressharedaddress reset [-f errorflag] [-g 
     resourcegroup[,…]] [-Z {zoneclustername | global}] 
     {+ | saresource...}

/usr/cluster/bin/clressharedaddress set [-i {- | clconfiguration}] 
     [-g resourcegroup[,…]] [-X node[,…]] [-p 
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     name[+|-]=value] [-Z {zoneclustername | global}] {+ | saresource...}

/usr/cluster/bin/clressharedaddress show [-g resourcegroup[,…]] 
     [-p name[,…]] [-Z {zoneclustername [,...] | global | all}] 
     [+ | saresource...]

/usr/cluster/bin/clressharedaddress status [-s state[,…]] 
     [ -n node[,…]] [-g resourcegroup[,…]] 
     [-Z {zoneclustername [,...] | global | all}] [+ | saresource...]

/usr/cluster/bin/clressharedaddress unmonitor [-g resourcegroup[,…]] 
     [-Z {zoneclustername | global}] {+ | saresource...}

clressharedaddress コマンドは、Oracle Solaris Cluster 共有アドレスのリソースを管理しま
す。clrssa コマンドは clressharedaddress コマンドの短い形式です。clressharedaddress コ
マンドと clrssa コマンドは同じものです。どちらの形式のコマンドも使用できます。

273 ページのclresource(1CL) コマンドを使用して、共有アドレスのリソースを管理することも
できます。

clressharedaddress コマンドの一部のサブコマンドは、リソース構成を変更します。これらのサ
ブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタから使用できます。リソース構成を変更す
るサブコマンドは、次のとおりです。

■ disable

■ enable

■ monitor

■ reset

■ set

■ unmonitor

clressharedaddress コマンドの一部のサブコマンドは、リソースに関する情報のみを取得しま
す。

■ export

■ list

■ list-props

■ show

■ status
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このコマンドからの予想不能な結果を避けるには、コマンドのすべての書式をグローバルクラス
タノードから実行してください。

コマンドの一般的な形式は次のとおりです。

clressharedaddress [subcommand] [options] [operands]

subcommand を省略できるのは、options がオプション -? または -V を指定している場合だけ
です。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
は、このマニュアルページの「オプション」セクションのオプションの説明で紹介されています。
ゾーンクラスタでの操作

clressharedaddress コマンドは、ゾーンクラスタで、export を除くすべてのサブコマンドを指定
して使用することができます。

export 以外のすべてのサブコマンドで -Z オプションを使用して、操作を制限する特定のゾー
ンクラスタの名前を指定することもできます。また、共有アドレスリソース (zoneclustername :
saresource) にゾーンクラスタ名を付けて、操作を特定のゾーンクラスタに制限することもできま
す。

グローバルクラスタノードからすべてのゾーンクラスタ情報にアクセスできますが、特定のゾーン
クラスタは他のゾーンクラスタを認識しません。特定のゾーンクラスタに操作を制限できない場
合、使用するサブコマンドは現在のクラスタでのみ機能します。

サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

create

コマンドに対するオペランドとして共有アドレス指定されたリソースを作成します。
create を -i オプションと使用して構成ファイルを指定した場合、サブコマンドはプラス記
号 (+) をオペランドとして受け付けます。+ オペランドを使用すると、構成ファイル内に存
在しないすべてのリソースが作成されます。
create サブコマンドを使用する前に、すべての論理ホスト名の IP アドレスのサブネットと
ネットマスクのエントリが /etc/netmasks ファイルにあることを確認してください。必要に応
じて、/etc/netmasks ファイルを編集して、不足しているエントリがある場合は追加します。
デフォルトでは、リソースはモニタリング対象となり、有効な状態で作成されます。ただし、リ
ソースがオンライン状態になり、モニターされるのは、リソースのリソースグループがオンライ
ンになったあとだけです。無効な状態でリソースを作成するには、-d オプションを指定しま
す。
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このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタに共有アドレスリソースを作成するために、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタの名前を指定できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要です。
delete サブコマンドの説明も参照してください。

delete

コマンドに対するオペランドとして指定された共有アドレスリソースを削除します。このサブ
コマンドに対しオペランドとしてプラス記号 (+) を指定すると、すべてのリソースが削除され
ます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタに共有アドレスリソースを作成するために、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタの名前を指定できます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、削除するリソースを限定
することができます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーで
ある、オペランドのリスト内のリソースだけを削除します。
■ デフォルトでは、リソースは次の条件が満たされる場合に  のみ  削除されます。
■ リソースが無効な状態である。
■ リソースに対するすべての依存性が削除されている。

■ 指定したすべてのリソースを確実に削除するには、-F オプションを指定します。-F オプ
ションの効果は、次のとおりです。

■ 指定したすべてのリソース (無効になっていないリソースも含む) が削除されます。
■ 指定したすべてのリソースが、他のリソースのリソース依存性設定から削除されます。

リソースは、コマンド行でリソースを指定した順序とは無関係に、リソース間の依存性を満た
すのに必要な順序に従って削除されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
create サブコマンドの説明も参照してください。

disable

コマンドに対するオペランドとして指定された共有アドレスリソースを無効にします。このサ
ブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースが無効になり
ます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、無効にするリソースを限
定することができます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバー
である、オペランドのリスト内のリソースだけを無効にします。
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必要なリソース依存性をすべて確実に満たすには、-R オプションを指定します。-R オプショ
ンは、コマンドに対するオペランドとして指定したリソースに依存しているリソース (コマンド
に対するオペランドとして指定しなかったリソースも含まれる) をすべて無効にします。-g オ
プションと -t オプションは、リソース依存性を満たすためだけに無効化されるリソースには
適用されません。
リソースは、コマンド行でリソースを指定した順序とは無関係に、リソース間の依存性を満た
すのに必要な順序に従って無効化されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタに登録された共有アドレスリソースを無効にするに
は、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
enable サブコマンドの説明も参照してください。

enable

コマンドに対するオペランドとして指定された共有アドレスリソースを有効にします。このサ
ブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソースが有効になり
ます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、有効にするリソースを限
定できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーである、オ
ペランドのリスト内のリソースだけを有効にします。
必要なリソース依存性をすべて確実に満たすには、-R オプションを指定します。-R オプショ
ンは、コマンドに対するオペランドとして指定したリソースに依存しているリソース (コマンド
に対するオペランドとして指定しなかったリソースも含まれる) をすべて有効にします。-g オ
プションは、リソース依存性を満たすためだけに有効化されるリソースには適用されません。
リソースは、コマンド行でリソースを指定した順序とは無関係に、リソース間の依存性を満た
すのに必要な順序に従って有効化されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタに登録された共有アドレスリソースを有効にするに
は、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
disable サブコマンドの説明も参照してください。

export

1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで規定されている形式で、
共有アドレスリソース構成をエクスポートします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。
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list

マンドに対するオペランドとして指定した共有アドレスリソースのリストを表示します。デフォ
ルトでは、すべてのリソースが表示されます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、表示するリソースを限定
できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーである、オペ
ランドのリスト内のリソースだけを表示します。
このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、指定したリソースグルー
プ内のすべてのリソースまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソー
スを指定できます。オペランドが指定されていない場合、指定されているリソースグループ
内のすべてのリソースまたは指定されているリソースタイプのインスタンスであるすべての
リソースが表示されます。
-v オプションを指定すると、該当するリソースグループおよびリスト内の各リソースのリソー
スタイプも表示されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタに登録された共有アドレスリソースを表示するに
は、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

list-props

コマンドに対するオペランドとして指定した共有アドレスリソースのプロパティーのリストを表
示します。デフォルトでは、すべてのリソースの拡張プロパティーが表示されます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、プロパティーが表示さ
れるリソースを限定できます。

-g resourcegrouplist resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーで
あるオペランドのリストの共有アドレスリソースのプロパ
ティーだけを表示します。

-l オプションでは、表示するリソースプロパティーのタイプを指定します。

-l all 標準プロパティーと拡張プロパティーを表示するように指
定します。

-l extension 拡張プロパティーだけを表示するように指定します。デ
フォルトでは、拡張プロパティーだけが表示されます。

-l standard 標準プロパティーだけを表示するように指定します。
-l オプションを指定しない場合、-p オプションまたは -y オプションを使用して標準プロパ
ティーを明示的に指定しないかぎり、拡張プロパティーだけが表示されます。
-p オプションは、表示するリソースプロパティーのセットを制限します。-p オプションを指定
すると、namelist で指定したプロパティーだけが表示されます。namelist では、標準プロパ
ティーと拡張プロパティーを指定できます。
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-v オプションを指定すると、各プロパティーの説明も表示されます。
このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、指定したリソースグルー
プ内のすべてのリソースまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソー
スを指定できます。オペランドを指定しないと、指定したリソースグループ内のすべてのリ
ソースのプロパティーまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソース
のプロパティーが表示されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタの共有アドレスリソースのプロパティーのリストを表示
するには、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

monitor

コマンドに対するオペランドとして指定した共有アドレスリソースのモニタリングを有効にし
ます。このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソース
に対してモニタリングが有効になります。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、モニター対象のリソース
を限定できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーであ
る、オペランドのリスト内のリソースだけをモニターします。
リソースは、モニタリングが有効になっている場合、次の条件が満たされているときだけモ
ニタリングされます。
■ リソースが有効な状態にある。
■ 該当リソースが含まれるリソースグループが、1 つ以上のクラスタノード上でオンライン

状態にある。

注記 - リソースに対するモニタリングを有効にする場合、該当リソースを有効にする必要はありま
せん。

このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタのリソースをモニターするには、-Z オプションを使用し
てゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
unmonitor サブコマンドの説明も参照してください。

reset

コマンドに対するオペランドとして指定した共有アドレスリソースに関連付けられているエ
ラーフラグをクリアします。このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定する
と、すべてのリソースのエラーフラグがクリアされます。
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-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、リセットするリソースを限
定できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーである、オ
ペランドのリスト内のリソースだけをリセットします。
デフォルトでは、reset サブコマンドはエラーフラグ STOP_FAILED をクリアします。クリアす
るエラーフラグを明示的に指定するには、-f オプションを使用します。-f オプションが受け
付けるエラーフラグは、STOP_FAILED だけです。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタの共有アドレスリソースをリセットするには、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。

set

コマンドのオペランドとして指定されている共有アドレスリソースの指定プロパティーを変更
します。このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソース
の指定したプロパティーが変更されます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、変更するリソースを限定
できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーである、オペ
ランドのリスト内のリソースだけを変更します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタに共有アドレスリソースのプロパティーを設定するに
は、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。

show

コマンドに対するオペランドとして指定した共有アドレスリソースの構成を表示します。デ
フォルトでは、すべてのリソースの構成が表示されます。
-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、構成が表示されるリソー
スを限定できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーで
ある、オペランドのリスト内のリソースだけの構成を表示します。
-p オプションは、表示するリソースプロパティーのセットを制限します。-p オプションを指定
すると、namelist で指定したプロパティーだけが表示されます。namelist では、標準プロパ
ティーと拡張プロパティーを指定できます。
このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、指定したリソースグルー
プ内のすべてのリソースまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソー
スを指定できます。オペランドを指定しないと、指定したリソースグループ内のすべてのリ
ソースの構成または指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソースの構成
が表示されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
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グローバルクラスタからゾーンクラスタに共有アドレスリソースの構成を表示するには、-Z オ
プションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

status

コマンドに対するオペランドとして指定したリソースのステータスを表示します。デフォルトで
は、すべてのリソースのステータスが表示されます。
次のオプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、ステータスが表示され
るリソースを限定できます。

-g resourcegrouplist resourcegrouplist 内のリソースグループのメンバーであ
る、オペランドのリスト内のリソースだけのステータスを表
示します。

-n nodelist nodelist 内のノード上でホストされている、オペランドの
リスト内のリソースについてのみステータスを表示しま
す。

-s statelist statelist 内の状態にある、オペランドのリスト内のリソー
スだけのステータスを表示します。

このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、指定したリソースグルー
プ内のすべてのリソースまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソー
スを指定できます。オペランドを指定しないと、指定したリソースグループ内のすべてのリ
ソースのステータスまたは指定したリソースタイプのインスタンスであるすべてのリソースの
ステータスが表示されます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタに共有アドレスリソースのステータスを表示するに
は、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。

unmonitor

コマンドに対するオペランドとして指定した共有アドレスリソースのモニタリングを無効にし
ます。このサブコマンドでプラス記号 (+) をオペランドとして指定すると、すべてのリソース
に対するモニタリングが無効になります。
無効になっているリソースのモニタリングを無効にしても、リソースは影響を受けません。リ
ソースとそのモニターは、すでにオフライン状態です。

注記 - リソースのモニタリングを無効にしても、リソースは無効になりません。ただし、リソースを無
効にする場合、モニタリングを無効にする必要はありません。無効なリソースとそのモニターは、
オフライン状態が維持されます。
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-g オプションを指定すると、オペランドのリストをフィルタリングし、モニタリングを無効にす
るリソースを限定できます。-g オプションは、resourcegrouplist 内のリソースグループのメン
バーである、オペランドのリスト内のリソースのモニタリングを無効にします。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタへの共有アドレスリソースのモニタリングをオフにす
るには、-Z オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
disable サブコマンドおよび monitor サブコマンドの説明も参照してください。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。このオプションを使用する場合、ほかの処理は実行されません。
このオプションを指定するとき、サブコマンドは指定してもしなくてもかまいません。
サブコマンドなしでこのオプションを指定すると、このコマンドのサブコマンドのリストが表
示されます。
サブコマンド付きでこのオプションを指定すると、サブコマンドの使用方法が表示されま
す。
特定のサブコマンドを指定した場合のこのオプションの効果は、次のようになります。

create -g オプションとともに指定された場合、指定されたリソー
スグループのすべてのリソースプロパティーのヘルプ情
報を表示します。

set コマンドに対するオペランドとして指定したリソースのプ
ロパティーに関する情報を表示します。

-a
--automatic

クラスタ構成情報からリソースが作成される場合、次の処理も自動的に実行します。
■ リソースタイプの登録
■ リソースグループの作成
■ オペランドのリスト内で指定されているリソースの依存先リソースの作成

クラスタ構成情報には、次の処理をすべて実行するのに必要な十分な情報が含まれてい
る必要があります。
■ リソースタイプの登録を有効にする
■ リソースグループの作成を有効にする
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■ 作成されるリソースの有効化

このオプションを指定できるのは、create サブコマンドの場合だけです。このオプションを
指定する場合は、-i オプションも指定し、構成ファイルを指定します。

-d
--disable

リソースの作成時にリソースを無効にします。このオプションを指定できるのは、create サ
ブコマンドの場合だけです。デフォルトでは、リソースは作成されたあと、有効な状態になり
ます。
リソースは、有効化しても、オンライン状態になるとは限りません。リソースは、リソースのリ
ソースグループが 1 つ以上のノードでオンライン状態になったあとでのみオンライン状態に
なります。

-f errorflag
--flag errorflag

reset サブコマンドによってクリアするエラーフラグを明示的に指定します。このオプション
を指定できるのは、reset サブコマンドの場合だけです。デフォルト時、reset サブコマンド
はエラーフラグ STOP_FAILED をクリアします。
-f オプションが受け付けるエラーフラグは、STOP_FAILED だけです。

-F
--force

無効状態でないリソースの削除が、強制的に実行されます。このオプションは、delete サ
ブコマンドの場合にだけ指定できます。

-g resourcegroup[,…]
--resourcegroup resourcegroup[,…]

1 つのリソースグループまたはリソースグループのリストを指定します。
create 以外のサブコマンドの場合、コマンドは -g オプションで指定したリソースグループ
のメンバーである、オペランドのリスト内のリソースにだけ作用します。
特定のサブコマンドを指定した場合のこのオプションの効果は、次のようになります。

create 指定したリソースグループ内でリソースを作成するように
指定します。-create サブコマンドを指定して g を使用す
る場合、リソースグループは 1 つしか指定することができ
ません。

-h lhost[,…]
--logicalhost lhost[,…]

ホスト名リストを指定します。複数の論理ホストを新しい -SharedAddress リソースに関連
付ける必要がある場合や論理ホストがリソース自体と同じ名前を持っていない場合は、h
オプションを使用します。SharedAddress リソースの HostnameList 内のすべての論理
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ホストは同じサブネット上に置いてください。HostnameList プロパティーを指定しない場
合、HostnameList は SharedAddress リソースと同じになります。
SharedAddress リソースの論理ホスト名は同じサブネット上に置いてください。
-HostnameList プロパティーを p とともに設定する代わりに、-h を使用することは可能で
す。ただし、-h を使用して、同じコマドで明示的に HostnameList を設定できません。
-h は、create サブコマンドの場合にだけ使用できます。

-i {- | clconfiguration}
--input {- | clconfiguration}

共有アドレスリソースの作成または変更に使用する構成情報を指定します。この情報
は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義されている形式に
準拠している必要があります。この情報は、ファイルに含めることも、標準入力を介して指
定することもできます。標準入力を指定するには、ファイル名の代わりに - を指定します。
コマンドに対するオペランドとして指定したリソースだけが、作成または変更されます。コマ
ンドで指定したオプションは、構成情報で設定されているオプションより優先されます。構
成パラメータは、構成情報内で設定されていない場合、コマンド行で指定します。
特定のサブコマンドを指定した場合のこのオプションの効果は、次のようになります。

create -a オプションと指定された場合は、必要なすべてのリ
ソースタイプを登録し、必要なすべてのリソースグループ
を作成します。登録および構成に必要なすべての情報を
指定します。その他の構成データはすべて無視します。

-l listtype
--listtype listtype

list-props サブコマンドによって表示するリソースプロパティーのタイプを指定します。この
オプションは、list-props サブコマンドの場合にだけ指定できます。
listtype に対して、次のリストから値を 1 つ指定します。

all 標準プロパティーと拡張プロパティーを表示するように指
定します。

extension 拡張プロパティーだけを表示するように指定します。デ
フォルトでは、拡張プロパティーだけが表示されます。

standard 標準プロパティーだけを表示するように指定します。
-l オプションを指定しないと、-p オプションを使って標準プロパティーを明示的に指定しな
いかぎり、拡張プロパティーしか表示されません。

-n node[,…]
--node node[,…]

ターゲットのグローバルクラスタまたはゾーンクラスタに、ノードまたはノードのリストを指定し
ます。各ノードは、ノード名またはノード ID として指定できます。
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-Z オプションが指定されている場合は、-n オプションで、グローバルクラスタホスト名では
なくゾーンクラスタホスト名のみを指定できます。-Z オプションが指定されていない場合
は、-n オプションでグローバルクラスタホスト名のみを指定できます。
このオプションとともに指定できるサブコマンドは、次のとおりです。

disable 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト
内のリソースのみを無効にします。

enable 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト
内のリソースのみを有効にします。

status 指定したノード上でホストされている、オペランドのリスト
内のリソースについてのみステータスを報告します。

-N netif@node[,…]
--netiflist netif@node[,…]

リソースプロパティーを指定します。-N オプションを使用すると、プロパティーの p オ
プションを使用せずに -NetIfList プロパティーを設定できます。-N を指定しない
と、clressharedaddress コマンドは使用可能な IPMP グループまたはパブリックアダプタ
と、HostnameList プロパティーと関連付けられているサブネットに基づいて、NetIfList プ
ロパティーを自動的に設定するよう試みます。
NetIfList プロパティーは、次の形式で指定できます。ipmpgroup@node[,…]。ただし、-N
は両方の ipmpgroup@node[,…] および publicNIC@node[,…] を受け入れます。-N を使
用しなかったり、publicNIC@node とともに使用したりすると、clressharedaddress コマン
ドは、必要な IPMP グループを作成しようとします。システムは、標準 Oracle Solaris イ
ンタフェースを使用して複数のアダプタを含めるようにあとで変更されるデフォルトのセット
で、1 つ以上の単一アダプタ IPMP グループのセットを作成します。
-p を指定して NetIfList プロパティーを直接設定する代わりに -N を指定することができま
す。ただし、-N を使用し、同じコマンド内で NetIfList を明示的に設定できません。
-N は、create サブコマンドの場合にだけ使用できます。

-o {- | clconfiguration}
--output {- | clconfiguration}

リソース構成情報の書き込み先を指定します。この書き込み先は、ファイルでも、標準出力
でもかまいません。標準出力を指定するには、ファイル名の代わりに - を指定します。標準
出力を指定すると、該当コマンドにおける他のすべての標準出力は抑制されます。このオ
プションは、export サブコマンドの場合にだけ指定できます。
構成情報は、コマンドに対するオペランドとして指定したリソースの場合だけ書き込まれま
す。この情報は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義され
ている形式で書き込まれます。
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-p name=value
-p name+=array-values
-p name-=array-values
--property name=value
--property name+=array-values
--property name-=array-values

リソースの標準プロパティーと拡張プロパティーを設定します。このオプションは、create サ
ブコマンドおよび set サブコマンドの場合にだけ指定できます。
標準プロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参
照してください。
リソースタイプの拡張プロパティーについては、リソースタイプに関するドキュメントを参照し
てください。
このオプションとともに使用する演算子は、次のとおりです。

= プロパティーに、指定した値を設定します。この演算子は、create サ
ブコマンドおよび set サブコマンドで使用できます。

+= 1 つまたは複数の値を文字列配列値に追加します。この演算子
は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、文字列配
列値に対してだけ指定できます。

-= 1 つまたは複数の値が、文字列配列値から削除されます。この演算
子は、set サブコマンドでのみ使用できます。この演算子は、文字列
配列値に対してだけ指定できます。

ノード単位のプロパティーがクラスタノードのサブセット上でのみ設定される場合は、中括弧
内のノードのリストを次のようにプロパティー名に付け加えることで、プロパティーが設定さ
れるノードを指定します。

name{nodelist}

nodelist は、ノード名またはノード ID をコンマで区切ったリストです。ノード単位のプロパ
ティーの詳細は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページを参照してくださ
い。

-p name[,…]
--property name[,…]

list-props サブコマンドおよび show サブコマンドのプロパティーのリストを指定します。
このオプションは、リソースの標準プロパティーおよび拡張プロパティーに対して使用できま
す。
標準プロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参
照してください。
リソースタイプの拡張プロパティーについては、リソースタイプに関するドキュメントを参照し
てください。
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このオプションを指定しなかった場合、list-props サブコマンドおよび show サブコマンド
は、-v オプションも指定されているかどうかに基づいて、すべてまたはほとんどのリソース
プロパティーを一覧表示します。

-R
--recursive

必要な依存性がすべて満たされるように、リソースの有効化または無効化を再帰的に実行
します。このオプションは、disable サブコマンドおよび enable サブコマンドの場合にだけ
指定できます。
このオプションをこれらのサブコマンドとともに指定した場合の効果は、次のとおりです。

disable コマンドに対するオペランドとして指定したリソースに依
存しているリソース (コマンドに対するオペランドとして
指定しなかったリソースも含まれる) をすべて無効にしま
す。

enable コマンドに対するオペランドとして指定したリソースの依
存先リソース (コマンドに対するオペランドとして指定し
なかったリソースも含まれる) がすべて有効になります。

-s state[,…]
--state state[,…]

list サブコマンドおよび status サブコマンドの状態のリストを指定します。
このオプションは出力を制限し、ノードリスト内の 1 つまたは複数のノード上で指定されて
いる状態の 1 つにあるリソースだけが含まれるようにします。
可能な状態は、次のとおりです。
■ degraded

■ detached

■ faulted

■ monitor_failed

■ not_online - online または online_not_monitored 以外のすべてのステータスを指
定します

■ offline

■ online

■ online_not_monitored

■ start_failed

■ stop_failed

■ unknown
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■ unmonitored

■ wait

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションには、サブコマンドやオペランドなどのオプションは指定しないでください。
サブコマンドやオペランドなどのオプションは無視されます。-V オプションは、コマンドの
バージョンを表示するだけです。その他の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細なメッセージを標準出力に表示します。
このオプションは、このコマンドの任意の形式とともに指定できます。
-v オプションと -o - オプションを同時に指定してはいけません。-v オプ ションは無視され
ます。-o - オプションは、ほかのすべての標準出力を抑制します。

-X node[,…]
--auxnode node[,…]

AuxNodeList SharedAddress リソースプロパティーを設定します。
AuxNodeList リスト内のノードは、共有アドレスリソースに関連付けられている論理ホストの
セットをホストできます。ただし、フェイルオーバー時にプライマリノードの役割を果たすこと
はできません。

-Z {zoneclustername | global | all}
--zoneclustername={zoneclustername | global | all}
--zoneclustername {zoneclustername | global | all}

クラスタ、またはリソースが存在するクラスタや処理するクラスタを指定します。
このオプションは、export サブコマンド以外のすべてのサブコマンドでサポートされていま
す。
このオプションを指定する場合は、次のいずれかの引数も指定する必要があります。

zoneclustername このオプションを使用するコマンドが、zoneclustername という名前
のゾーンクラスタでのみ指定されたすべてのリソースで機能するよう
に指定します。

global このオプションを使用するコマンドが、広域クラスタでのみ指定され
たすべてのリソースで機能するように指定します。

all 広域クラスタでこの引数を使用する場合、それを使用するコマンド
が広域クラスタとすべてのゾーンクラスタを含め、すべてのクラスタ
で指定されたすべてのリソースで機能するように指定します。
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この引数をゾーンクラスタで使用すると、このオプションを使用する
コマンドが、ゾーンクラスタ内だけで指定されたすべてのリソースに対
して機能するように指定されます。

次のオペランドがサポートされています。

resource Oracle Solaris Cluster のリソース名をオペランドとして受け付けるよう
に指定します。サブコマンドで複数のリソースを指定できる場合は、プラ
ス記号 (+) を使用すると、すべてのリソースを指定できます。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

9 CL_ESTATE

オブジェクトの状態が不正です
その時点で変更できない、または常時変更できないプロパティー、リソースグループ、または
その他のオブジェクトを変更しようとしました。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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10 CL_EMETHOD

リソースのメソッドが失敗しました
リソースのメソッドが失敗しました。次のいずれかの理由のために、メソッドは失敗しました。
■ validate メソッドは、リソースを作成しようとしたときに、あるいは、リソースのプロパ

ティーを変更しようとしたときに失敗しました。
■ validate 以外のメソッドは、リソースを有効、無効、または削除しようとしたときに失敗

しました。

15 CL_EPROP

無効なプロパティーです
-p、-y、または -x オプションで指定したプロパティーまたは値が存在しないか、許可されて
いません。

35 CL_EIO

I/O エラー
物理的な入出力エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。
■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。
指定したデバイス、デバイスグループ、クラスタインターコネクトコンポーネント、ノード、クラス
タ、リソース、リソースタイプ、リソースグループ、またはプライベート文字列はすでに存在しま
す。

これらの終了値は、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページで説明されている
リターンコードと互換性があります。

例   207 共有アドレスリソースの作成

このコマンドは、sharedhost1 という名前のリソースを rg-failover という名前のリソースグルー
プ内に作成します。リソースは有効な状態で作成され、モニタリングも有効になっています。

# clressharedaddress create -g rg-failover sharedhost1
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次の 2 つのコマンドはどちらも、ゾーンクラスタ ZC 内に  sharedhost1 という名前のリソースを
作成します。これらのコマンドは、グローバルクラスタノードで、またはゾーンクラスタ ZC の内部
で実行できます。

# clressharedaddress create -g rg-failover -Z ZC sharedhost1

# clressharedaddress create -g rg-failover ZC:sharedhost1

例   208 異なる論理ホスト名を持つ共有アドレスリソースの作成

このコマンドは、rs-sharedhost1 という名前のリソースを rg-failover という名前のリソースグ
ループ内に作成します。

論理ホスト名はリソース名と同じではありませんが、論理ホストの名前と IP アドレスは同じまま
です。

# clressharedaddress create -g rg-failover \

-h sharedhost1 rs-sharedhost1

例   209 共有アドレスリソースの IPMP グループの指定

このコマンドは、sharedhost1 リソースの IPMP グループを設定します。

# clressharedaddress create -g rg-failover \

-N ipmp0@black,ipmp0@white sharedhost1

例   210 共有アドレスリソースの削除

このコマンドは、sharedhost1 という名前のリソースを削除します。

# clressharedaddress delete sharedhost1

例   211 共有アドレスリソースの一覧表示

このコマンドは、すべての共有アドレスリソースを一覧表示します。

# clressharedaddress list

sharedhost1

sharedhost2

例   212 共有アドレスリソース、リソースグループ、およびリソースタイプの一覧表示

このコマンドは、すべての共有アドレスリソースをそれらのリソースグループおよびリソースタイプ
と合わせて一覧表示します。
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# clressharedaddress list -v

Resources   Resource Groups Resource Types

---------   --------------- --------------

sharedhost1 rg-failover-1   SUNW.SharedAddress

sharedhost2 rg-failover-2   SUNW.SharedAddress

例   213 共有アドレスリソースの拡張プロパティーの一覧表示

このコマンドは、すべての共有アドレスリソースの拡張プロパティーを一覧表示します。

# clressharedaddress list-props -v

Properties       Descriptions

----------       ------------

NetIfList        List of IPMP groups on each node

AuxNodeList      List of nodes on which this resource is available

HostnameList     List of hostnames this resource manages

CheckNameService Name service check flag

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 551 ページのcluster(1CL), 273 ページのclresource(1CL),
251 ページのclreslogicalhostname(1CL ), 305 ページのclresourcegroup(1CL),
333 ページのclresourcetype(1CL), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1447 ページのclconfiguration(5CL), Unresolved link to " rbac5",
1287 ページのr_properties(5)

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

任意のユーザーは次のオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

■ -? オプション
■ -V オプション

サブコマンドを指定してこのコマンドを実行する場合、スーパーユーザー以外のユーザーは
RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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サブコマンド RBAC の承認

create solaris.cluster.modify

delete solaris.cluster.modify

disable solaris.cluster.admin

enable solaris.cluster.admin

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

list-props solaris.cluster.read

monitor solaris.cluster.admin

reset solaris.cluster.admin

set solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

status solaris.cluster.read

unmonitor solaris.cluster.admin
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名前
clresourcetype, clrt — Oracle Solaris Cluster データサービスのリソースタイプの管理

/usr/cluster/bin/clresourcetype [subcommand -?]

/usr/cluster/bin/clresourcetype subcommand -v [options] 
     [resourcetype]...

/usr/cluster/bin/clresourcetype add-node  -n node[,…] 
     [-Z {zoneclustername | global}] {+ | resourcetype}

/usr/cluster/bin/clresourcetype export [-o {- | configfile}] 
     [+ | resourcetype]

/usr/cluster/bin/clresourcetype list [ -n node[,…]] 
     [-Z {zoneclustername[,...] | global | all}] [+ | resourcetype...]

/usr/cluster/bin/clresourcetype list-props [-p [name,...]] [-Z 
     {zoneclustername[,...] | global | all}] [+ | resourcetype...]

/usr/cluster/bin/clresourcetype register [-i 

     {- | clconfiguration}] [ {[-n node
     [,…]] | -N}] [-f rtrfile] [-p [name [+ | -]=value,]...] 
     [-Z {zoneclustername | global}] {+ | resourcetype...}

/usr/cluster/bin/clresourcetype remove-node -n node

     [,…] [-Z {zoneclustername | global}] 
     {+ | resourcetype...}

/usr/cluster/bin/clresourcetype set [-n node
     [,…] | -N] [-p [name [+| -]=value,...]  [-Z 
     {zoneclustername | global}]{+ | resourcetype...}

/usr/cluster/bin/clresourcetype show [-n node[,…]] 
     [-Z {zoneclustername[,...] | global | all}] [+ | resourcetype...]

/usr/cluster/bin/clresourcetype unregister [-Z {zoneclustername | 
     global}] {+ | resourcetype...}

clresourcetype コマンドは、Oracle Solaris Cluster データサービスのリソースタイプを管理
します。clrt コマンドは clresourcetype コマンドの短い形式です。clresourcetype コマンドと
clrt コマンドは同じものです。どちらの形式のコマンドも使用できます。

管理しやすいように、グローバルクラスタノードからこのコマンドを使用してください。

clresourcetype コマンドは、ゾーンクラスタで、 export を除くすべてのサブコマンドを指定して
使用することができます。
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export 以外のすべてのサブコマンドで -Z オプションを使用して、操作を制限する特定の
ゾーンクラスタの名前を指定することもできます。また、リソースタイプ名 (zoneclustername :
resourcetype) にゾーンクラスタ名を付けて、操作を特定のゾーンクラスタに制限することもでき
ます。

グローバルクラスタノードからすべてのゾーンクラスタ情報にアクセスできますが、特定のゾーン
クラスタは他のゾーンクラスタを認識しません。特定のゾーンクラスタに操作を制限できない場
合、使用するサブコマンドは現在のクラスタでのみ機能します。

このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

clresourcetype [subcommand] [options] [operands]

options に -? または -V オプションを指定する場合だけは、subcommand を省略できます。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
は、このマニュアルページの「オプション」セクションのオプションの説明で紹介されています。

サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

add-node

コマンドのオペランドとして指定されているリソースタイプのノードリストに指定されたノード
を追加します。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタノードから add-node コマンドを使用している間、-Z オプションを使用し
てゾーンクラスタの名前を指定できます。
このサブコマンドは、すべてのリソースタイプを指定するオペランドとして正符号 (+) を受け
付けます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要です。
remove-node サブコマンドの説明も参照してください。

export

1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで規定されている形式で、ク
ラスタリソースタイプ構成をエクスポートします。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

list

コマンドのオペランドとして指定されているリソースタイプのリストを表示します。デフォルト
では、クラスタ内に登録されているすべてのリソースタイプが表示されます。このサブコマン
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ドは、クラスタ内に登録されているすべてのリソースタイプを指定するオペランドとしてプラ
ス記号 (+) を受け付けます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタノードで、このサブコマンドはグローバルクラスタノードで登録されたソー
スのみを表示します。グローバルクラスタからゾーンクラスタに登録されたリソースタイプを
表示するために、-Z オプションを使用してゾーンクラスタを指定できます。
-n nodelist オプションを指定すると、nodelist 内のノードで使用するために登録されている
リソースタイプだけが表示されます。
-v オプションを指定すると、リスト内の各リソースタイプのノードリストも表示されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。

list-props

指定されたリソースタイプのプロパティーを表示します。このサブコマンドは、クラスタ内に
登録されているすべてのリソースタイプを指定するオペランドとしてプラス記号 (+) を受け
付けます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタで登録されたリソースタイプのプロパティーを表示す
るには、-Z オプションを使用してゾーンクラスタを指定できます。
-p オプションは、表示されるプロパティーのセットを限定します。
-v オプションを指定すると、各プロパティーの説明も表示されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。

register

コマンドのオペランドとして指定されているリソースタイプを登録します。リソースタイプは、
そのタイプのリソースを作成する前に登録してください。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタでリソースタイプを登録するには、-Z オプションを使
用してゾーンクラスタ名を指定します。
各リソースタイプを定義するデータサービスは、リソースタイプが使用可能になる各ノードに
インストールしてください。データサービスがクラスタノードのサブセットでのみインストール
される場合は、-n nodelist オプションを使用してノードのサブセットを指定します。リソース
タイプがクラスタ内のすべてのノードで使用可能な場合は、-N オプションを指定します。-N
オプションを使用する場合は、将来クラスタに追加される可能性があるどのノードでもリ
ソースタイプを使用できます。-N オプションと -n nodelist オプションの両方を省略すること
は、-N オプションを指定することと同じです。プロパティー名を明示的に指定するには、-p
Installed_nodes=nodelist オプションを使用します。
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クラスタに登録されているリソースタイプについての情報は、リソースタイプを定義するリ
ソースタイプ登録 (RTR) ファイルから取得されます。一般的に、RTR ファイルの場所と名
前は次に示す規約に従います。
■ RTR ファイルは、通常 /opt/cluster/lib/rgm/rtreg ディレクトリ内にあります。
■ RTR ファイルの名前は、通常リソースタイプの名前に一致します。

Oracle が提供するすべての RTR ファイルの場所とファイル名は、次に示す規約に従っ
ています。たとえば、SUNW.nfs リソースタイプを定義する RTR ファイルは /opt/cluster/
lib/rgm/rtreg/SUNW.nfs ファイルに含まれています。
RTR ファイルがこれらの規約に従わない場合は、-f rtrfile オプションを指定してください。
これらの規則は、ゾーンクラスタから登録されたリソースタイプに対しても適用されます。
ゾーンクラスタに対してリソースを登録するとき、RTR ファイルをゾーンクラスタ zonepath
内に常駐させる必要があります。ゾーンクラスタ zonepath 境界の外部で RTR ファイルを
登録できません。Global_zone プロパティーのあるソースタイプを登録している間ゾーンクラ
スタに対して TRUE に設定するには、RTR ファイルを /opt/cluster/lib/rgm/rtreg また
は /usr/cluster/lib/rgm/rtreg ディレクトリのグローバルクラスタノード内部に常駐させ
る必要があります。これらの場所の外部の任意の場所を指定すると、リソースタイプを登録
できません。

注意 - 信頼できる既知のソースであるリソースタイプを除いて、Global_zone プロパティーに
TRUE が設定されているリソースタイプは登録しないでください。このプロパティーに TRUE を設
定したリソースタイプは、ゾーン分離をすり抜け、脅威をもたらします。

このサブコマンドは、まだ登録されていないすべてのリソースタイプを指定するオペランドと
してプラス記号 (+) を受け付けます。使用可能なリソースタイプのリスト全体は、次のように
決定されます。
■ -i clconfiguration オプションを指定すると、clconfiguration は使用可能なリソースタイ

プの完全なリストを定義します。
■ -i オプションを指定しない場合、使用可能なリソースタイプの完全なリストには

Oracle が提供するリソースタイプのみが含まれます。これらのリソースタイプもまた、
ノードリスト内のすべてのノードにインストールする必要があります。

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
unregister サブコマンドの説明も参照してください。

remove-node

オペランドリスト内のリソースタイプが登録されるノードのリストからノードを削除します。 こ
のサブコマンドは、クラスタ内に登録されているすべてのリソースタイプを指定するオペラ
ンドとしてプラス記号 (+) を受け付けます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
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グローバルクラスタからゾーンクラスタのあるリソースタイプを削除するには、-Z オプション
を使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
このサブコマンドは、クラスタ内のすべてのノードではなく一部のノードに対してすでに登録
されているリソースタイプでのみ使用できます。結果として、次に示す状況でこのサブコマ
ンドを使用するとエラーが発生します。
■ オペランドのリスト内にあるリソースタイプがクラスタ内のすべてのノードに対してすでに

登録されている。クラスタ内のすべてのノードのリソースタイプの登録については、-N オ
プションの説明を参照してください。

■ オペランドのリスト内のリソースタイプの Installed_nodes プロパティーが、クラスタ内
のノードのサブセットをまだ指定していない。

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。
add-node サブコマンドの説明も参照してください。

set

コマドのオペランドとして指定されているリソースタイプのプロパティーを設定します。この
サブコマンドは、クラスタ内に登録されているすべてのリソースタイプを指定するオペランド
としてプラス記号 (+) を受け付けます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
広域クラスタからゾーンクラスタにリソースタイプのプロパティーを設定するには、-Z オプ
ションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページで Tunable Any Time として指定
されているリソースタイププロパティーのみを設定できます。
■ Installed_Nodes のプロパティーは、-p オプションを指定せずに、-n nodelist オプショ

ンを指定することによって変更できます。または、-p Installed_Nodes= nodelist オプ
ションを指定して、プロパティ名を明示的に指定できます。

■ Tunable Any Time として指定されている他のすべてのプロパティーに関しては、-p
property = value オプションを使用して、プロパティー名を明示的に指定します。

リソースタイプが使用できるノードのリストを制限するには、-n nodelist オプションを指定し
ます。逆に、リソースタイプがクラスタ内のすべてのノードで使用可能であることを指定する
には、-N オプションを指定します。-N オプションを使用する場合は、将来クラスタに追加さ
れる可能性があるどのノードでもリソースタイプを使用できます。-n オプションまたは -N オ
プションを指定してください。どちらのオプションも省略すると、このサブコマンドは構成情
報を一切変更しません。

show

クラスタ内に登録されているリソースタイプについての情報を表示します。デフォルトでは、
登録されているすべてのリソースタイプに対して次の情報が表示されます。



478 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

■ 各リソースタイプに関連付けられているプロパティーのリスト
■ これらのプロパティーを定義するパラメータ

-n nodelist オプションを指定すると、nodelist 内のノードで使用するために登録されている
リソースタイプだけが表示されます。
-v オプションを指定すると、次の情報もリソースタイプごとに表示されます。
■ リソースタイプに対して定義されているメソッド
■ 各メソッドのタイムアウトパラメータ

このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
グローバルクラスタからゾーンクラスタに登録されたリソースタイプを表示するために、-Z オ
プションを使用してゾーンクラスタの名前を指定できます。
このサブコマンドは、クラスタ内に登録されているすべてのリソースタイプを指定するオペラ
ンドとしてプラス記号 (+) を受け付けます。オペランドが指定されていない場合、クラスタに
登録されているすべてのリソースタイプについての情報が表示されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read RBAC の承認が必要です。

unregister

コマンドのオペランドとして指定されているリソースタイプの登録を解除します。このサブコ
マンドは、そのタイプのインスタンスが存在しないすべての登録リソースタイプを指定する
オペランドとしてプラス記号 (+) を受け付けます。
このサブコマンドは、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタで使用できます。
option.グローバルクラスタからゾーンクラスタのあるリソースタイプを登録解除するには、-Z
オプションを使用してゾーンクラスタの名前を指定します。
リソースタイプを定義するデータサービスをアンインストールする前にリソースタイプの登録
を解除してください。
特定のリソースタイプのリソースが存在する場合、そのリソースタイプの登録は解除できま
せん。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。
register サブコマンドの説明も参照してください。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。このオプションを使用する場合、ほかの処理は実行されません。
このオプションを指定するとき、サブコマンドは指定してもしなくてもかまいません。
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サブコマンドなしでこのオプションを指定すると、このコマンドのサブコマンドのリストが表
示されます。
サブコマンド付きでこのオプションを指定すると、サブコマンドの使用方法が表示されま
す。

-f rtrfile|rtrfiledir
--rtrfile=rtrfile|rtrfiledir
--rtrfile rtrfile|rtrfiledir

リソースタイプの登録で使用するために、RTR ファイルのフルパスまたは RTR ファイルを
含むディレクトリを指定します。このオプションは register サブコマンドとだけ指定できま
す。
ファイルを指定すると、1 つのリソースタイプだけを登録できます。
このオプションを指定する必要があるのは、使用している RTR ファイルが次に示す規約
に従っていない場合だけです。
■ RTR ファイルは、通常 /opt/cluster/lib/rgm/rtreg ディレクトリ内にあります。

■ RTR ファイルの名前は、通常リソースタイプの名前に一致します。

Oracle が提供するすべての RTR ファイルの場所とファイル名は、次に示す規約に従っ
ています。たとえば、SUNW.nfs リソースタイプを定義する RTR ファイルは /opt/cluster/
lib/rgm/rtreg/SUNW.nfs ファイルに含まれています。
-i オプションを指定すると、構成情報で指定されているどのリソースタイプに対する
構成情報でも resourcetypeRTRFile 要素を指定できます。resourcetypeRTRFile 要
素は、リソースタイプの登録に使用される RTR ファイルを指定します。ただし、export
サブコマンドは、生成される構成情報に resourcetypeRTRFile 要素を含みませ
ん。resourcetypeRTRFile 要素の詳細は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマ
ニュアルページを参照してください。

-i {- | clconfiguration}
--input={- | clconfiguration}
--input {- | clconfiguration}

リソースタイプの登録または登録されているリソースタイプのノードリストの変更に使用され
る構成情報を指定します。この情報は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュ
アルページに定義されている形式に準拠している必要があります。この情報はファイルに
含まれている場合と、標準入力 stdin を通して指定される場合があります。標準入力を指
定するには、ファイル名の代わりに - を指定します。
コマンドのオペランドとして指定されているリソースタイプだけが、このオプションに
よって影響されます。コマンドで指定されているオプションは、clconfiguration ファ
イル内に設定されているあらゆるオプションをオーバーライドします。構成パラメータが
clconfiguration ファイル内にない場合は、不足しているパラメータをコマンド行で指定し
てください。



480 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

-N
--allnodes

オペランドのリスト内のリソースタイプがクラスタ内のすべてのノードで使用可能であること
を指定します。-N オプションは、将来クラスタに追加される可能性がある任意のノードでも
これらのリソースタイプを使用可能にします。オプションは、Installed_nodes プロパティー
をクリアすることによって、この結果を取得します。
-N オプションを指定すると、同じコマンドで -n オプションは指定できません。
-N オプションは、register サブコマンドまたは set サブコマンドとだけ指定できます。

-n node[,…]
--node=node[,…]
--node node[,…]

ターゲットのグローバルクラスタまたはゾーンクラスタに、ノードまたはノードのリストを指定し
ます。各ノードはノード名またはノード ID で指定できます。
-Z オプションが指定されている場合は、-n オプションで、グローバルクラスタホスト名では
なくゾーンクラスタホスト名のみを指定できます。-Z オプションが指定されていない場合
は、-n オプションでグローバルクラスタホスト名のみを指定できます。
-N オプションを指定すると、同じコマンドで -n オプションは指定できません。
このオプションとともに指定できるサブコマンドは、次のとおりです。

add-node

指定されたノードをリソースタイプが登録されているノードのリストに追加します。

list

指定されたノード上で使用するために登録されているリソースタイプだけを表示しま
す。

register

指定されたノード上で使用する際にのみリソースタイプを登録します。-n オプションを
省略すると、register サブコマンドはすべてのノード上で使用されるリソースタイプを
登録します。このサブコマンドは、将来クラスタに追加される任意のノードのリソースタ
イプも登録します。

remove-node

指定されたノードをリソースタイプが登録されているノードのリストから削除します。

set

指定されたノードでのみリソースタイプを使用可能にします。

show

指定されたノード上で使用するために登録されているリソースタイプについての情報だ
けを表示します。
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-o {- | clconfiguration}
--output={- | clconfiguration}
--output {- | clconfiguration}

リソースタイプについての構成情報が書き込まれる場所を指定します。この場所はファイル
の場合と標準出力 stdout の場合があります。標準出力を指定するには、ファイル名の代
わりに - を指定します。標準出力を指定すると、コマンドに対するほかのすべての標準出
力が抑制されます。このオプションは、export サブコマンドの場合にだけ指定できます。
構成情報は、コマンドに対するオペランドとして指定されるリソースタイプに対してのみ記
述されます。この情報は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに
定義されている形式で書き込まれます。

-p name=value
-p name+=array-values
-p name-=array-values
--property=name=value
--property=name+=array-values
--property=name-=array-values
--property name=value
--property name+=array-values
--property name-=array-values

コマンドのオペランドとして指定されるリソースタイプのプロパティーの値を設定します。
このオプションとともに使用する演算子は、次のとおりです。

= プロパティーに、指定した値を設定します。

+= 1 つまたは複数の値を文字列配列値に追加します。この演算子は、
たとえば、Installed_nodes のような文字列値のリストを受け付ける
プロパティーに対してのみ指定できます。

-= 1 つまたは複数の値が、文字列配列値から削除されます。この演算
子は、たとえば、Installed_nodes のような文字列値のリストを受け
付けるプロパティーに対してのみ指定できます。

オプション -p Installed_nodes+=nodeC,nodeD を set サブコマンドで使用することは、オ
プション -n nodeC,nodeD を add-node サブコマンドで使用することと同じです。

-p name[,…]
--property=name[,…]
--property name[,…]

list-props サブコマンドのプロパティーのリストを指定します。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
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このオプションには、サブコマンドやオペランドなどのオプションは指定しないでください。
サブコマンドやオペランドなどのオプションは無視されます。-V オプションは、コマンドの
バージョンだけを表示します。その他の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細メッセージを標準出力 (stdout) に表示します。
このオプションは、このコマンドの任意の形式とともに指定できます。
-v オプションと -o - オプションを同時に指定してはいけません。-v オプ ションは無視され
ます。-o - オプションは、ほかのすべての標準出力を抑制します。

-Z {zoneclustername | global | all}
--zoneclustername={zoneclustername | global | all}
--zoneclustername {zoneclustername | global | all}

リソースタイプが登録されている場合、操作する必要がある 1 つまたは複数のクラスタを
指定します。
このオプションは、export サブコマンド以外のすべてのサブコマンドでサポートされていま
す。
このオプションを指定する場合は、次のいずれかの引数も指定する必要があります。

zoneclustername このオプションを使用するコマンドが、zoneclustername という名前
のゾーンクラスタでのみ指定されたすべてのリソースタイプで機能す
るように指定します。

global このオプションを使用するコマンドが、グローバルクラスタでのみ指
定されたすべてのリソースタイプで機能するように指定します。

all グローバルクラスタでこの引数を使用する場合、それを使用するコマ
ンドがグローバルクラスタとすべてのゾーンクラスタを含め、すべての
クラスタで指定されたすべてのリソースタイプで機能するように指定
します。
ゾーンクラスタでこの引数を使用する場合、この引数を使用するコマ
ンドがそのゾーンクラスタでのみ指定されたすべてのリソースタイプ
で機能するように指定します。

次のオペランドだけがサポートされています。

resourcetype 管理対象となる 1 つまたは複数のリソースタイプを指定します。サブコマ
ンドが複数のリソースタイプを受け入れる場合は、プラス記号 (+) を使用
してすべてのリソースタイプを指定できます。
リソースタイプ名の形式については、Unresolved link to " Oracle
Solaris Cluster データサービス計画および管理ガイド の有効な RGM
名"を参照してください。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

次の終了コードが返されます。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

18 CL_EINTERNAL

内部エラーが発生しました
内部エラーは、ソフトウェアの欠陥またはその他の欠陥を示しています。

35 CL_EIO

I/O エラー
物理的な入出力エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

37 CL_EOP

操作が許可されていません
サポートされていない構成に対する操作を実行しようとしたか、サポートされていない操作
を実行しました。

41 CL_ETYPE

無効なタイプです
-t または -p オプションで指定したタイプは存在しません。

これらの終了値は、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページで説明されている
リターンコードと互換性があります。

例   214 リソースタイプの登録

この例では、データサービスがすべてのノードにインストールされ、まだ登録されていないすべて
のリソースタイプを登録する方法を示します。このコマンドは簡略モードで実行されます。

# clresourcetype register +

例   215 選択されたノード上でのリソースタイプの登録

この例では、データサービスがノード phys-schost-1 およびノード phys-schost-2 にインストール
されており、かつまだ登録されていないすべてのリソースタイプを登録します。リソースはこれら
のノードでのみ使用可能になります。この例では、コマンドがエラーを返すことはありません。この
コマンドは詳細モードで実行されます。

# clresourcetype register -v -n phys-schost-1,phys-schost-2 +

次のコマンドは、そのデータサービスがゾーンクラスタ ZC のゾーンクラスタのゾーンクラスタノード
zc-host-1 と zc-host-2 にインストールされたすべてのリソースタイプおよび登録されていない
リソースタイプを登録します。リソースは、これらのゾーンクラスタノードでのみ使用可能です。

#.clresourcetype register -n zc-host-1,zc-host-2 -Z ZC +

例   216 単一のリソースタイプの登録

この例では、SUNW.nfs:3.2 リソースタイプを登録する方法を示します。このリソースタイプのデー
タサービスは、すべてのクラスタノードにインストールされます。

# clresourcetype register nfs:3.2
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例   217 リソースタイプの一覧表示

この例では、登録されているすべてのリソースタイプの名前だけを一覧表示する方法を示しま
す。

# clresourcetype list

SUNW.LogicalHostname

SUNW.SharedAddress

SUNW.nfs

SUNW.apache

例   218 リソースタイプとリソースタイプのノードリストの一覧表示

この例では、登録されているすべてのリソースタイプをそれらのノードリストとともに一覧表示す
る方法を示します。

# clresourcetype list -v

Resource Type         Node List

-------------         ---------

SUNW.LogicalHostname  <all>

SUNW.SharedAddress    <all>

SUNW.nfs              phys-schost-1,phys-schost-2,phys-schost-3

SUNW.apache           phys-schost-1,phys-schost-2,phys-schost-3

グローバルクラスタノードから次のコマンドを実行するとき、コマンドはゾーンクラスタ ZC に登録
されたすべてのリソースタイプを一覧します。

#.clresourcetype list -Z ZC

SUNW.nfs

SUNW.apache

例   219 指定されたノード上でのリソースタイプの一覧表示

この例では、 phys-schost-4 上で登録されているすべてのリソースタイプを一覧表示する方
法を示します。

# clrt list -n phys-schost-4

SUNW.LogicalHostname

SUNW.SharedAddress

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

http://otn.oracle.com


486 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

属性タイプ 属性値

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 251 ページのclreslogicalhostname(1CL ),
273 ページのclresource(1CL), 305 ページのclresourcegroup(1CL),
347 ページのclressharedaddress(1CL), 551 ページのcluster(1CL),
1047 ページのscha_calls(3HA), 1447 ページのclconfiguration(5CL),
1287 ページのr_properties(5), Unresolved link to " attributes5", Unresolved link
to " rbac5"

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster データサービス計画および管理ガイド のリ
ソースグループプロパティー"

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

任意のユーザーは次のオプションを指定してこのコマンドを実行できます。

■ -? オプション
■ -V オプション

サブコマンドを指定してこのコマンドを実行する場合、スーパーユーザー以外のユーザーは
RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

add-node solaris.cluster.modify

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

list-props solaris.cluster.read

set solaris.cluster.modify

register solaris.cluster.modify

remove-node solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

unregister solaris.cluster.admin

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
clsetup — Oracle Solaris Cluster の対話型構成

/usr/cluster/bin/clsetup -V

/usr/cluster/bin/clsetup -?

/usr/cluster/bin/clsetup [-f logfile]

clsetup コマンドは、実行するときのクラスタの状態によって、次に示す構成機能を提供しま
す。このコマンドを実行するには、スーパーユーザーである必要があります。

このコマンドに短形式はありません。

■ clsetup コマンドをインストール後の作業時に実行した場合、このコマンドは、定足数デ
バイスの構成や installmode プロパティーのリセットなどの初期設定タスクを実行しま
す。scinstall または cluster create コマンドのどちらかを使用してクラスタを作成した
ときに自動定足数構成の選択を解除した場合は、クラスタがインストールされた直後に
clsetup コマンドを実行する必要があります。clsetup コマンドを実行して installmode プ
ロパティーをリセットする前に、すべてのノードがクラスタに参加していることを確認してくだ
さい。

クラスタを作成したときに自動定足数構成を使用した場合は、クラスタのインストール後
に clsetup コマンドを実行する必要はありません。自動定足数構成機能は、クラスタの
installmode プロパティーもリセットします。

この形式の clsetup コマンドは、クラスタ内のどのノードからでも実行できます。
■ 通常のクラスタ動作中に clsetup コマンドを実行すると、clsetup コマンドは、クラスタ構成

タスクを実行するための対話形式でメニュー選択方式のユーティリティーを提供します。この
ユーティリティーが管理するクラスタコンポーネントの一部を次に示します。

■ 定足数
■ リソースグループ
■ データサービス
■ クラスタインターコネクト
■ デバイスグループとボリューム
■ プライベートホスト名
■ 新規ノード
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■ ゾーンクラスタ
■ その他のクラスタプロパティー

この形式の clsetup コマンドは、クラスタ内のどのノードからでも実行できます。
■ clsetup コマンドを非クラスタモードのノードから実行すると、clsetup コマンドは、プライベー

ト IP アドレス範囲を変更および表示するメニュー形式のユーティリティーを提供します。

この形式の clsetup ユーティリティーを開始する前に、すべてのノードを非クラスタモードにリ
ブートしてください。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

コマンドのヘルプ情報を出力します。

-f logfile
--file logfile

コマンドログを記録するログファイル名を指定します。このオプションが指定されている場
合は、ユーザーの応答に応じて、clsetup によって生成されたほとんどのコマンドセットの実
行と記録、または記録のみを行うことができます。

-V
--version

コマンドセットのバージョンを出力します。コマンド行処理はまったく実行されず、コマンドは
対話形式のメニューに入りません。

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 79 ページのcldevicegroup(1CL), 185 ページのclnode(1CL),
239 ページのclquorum(1CL), 251 ページのclreslogicalhostname(1CL ),
305 ページのclresourcegroup(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
347 ページのclressharedaddress(1CL), 551 ページのcluster(1CL),
535 ページのcltelemetryattribute(1CL ), 613 ページのclzonecluster(1CL)

http://otn.oracle.com
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Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster ソフトウェアのインストール ", Unresolved
link to " Oracle Solaris Cluster システム管理 "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
clsnmphost — Oracle Solaris Cluster SNMP ホストのリストの管理

/usr/cluster/bin/clsnmphost -V

/usr/cluster/bin/clsnmphost [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/clsnmphostsubcommand [[options]] -v [host]

/usr/cluster/bin/clsnmphost add [-c community[,…]] 
     [-n node,…] host […]

/usr/cluster/bin/clsnmphost add -i {- | clconfigfile} 
     [-ccommunity[,…]] [-n node[,…]] host […]

/usr/cluster/bin/clsnmphost export [-o {- | clconfigfile}] 
     [-c community[,…]] [-n node[,…]] [+ | host…]

/usr/cluster/bin/clsnmphost list [-c community[,…]] 
     [-n node[,…]] [+ | host…]

/usr/cluster/bin/clsnmphost remove [-c community[,…]] 
     [-n node[,…]] {+ | host…}

/usr/cluster/bin/clsnmphost show [-c community[,…]] 
     [-n node[,…]] [+ | host…]

clsnmphost コマンドは、SNMP (Simple Network Management Protocol) ホストおよび
SNMP イベントの通知を受信するコミュニティー名を管理します。SNMP ホストはクラスタの
管理情報ベース (MIB) を使用してアクセス制御メカニズムを提供します。MIB が SNMP ト
ラップ通知を送信すると、このコマンドで構成された SNMP ホストはトラップ通知を送信する
ホストを特定できます。クラスタ MIB の詳細は、499 ページのclsnmpmib(1CL) のマニュア
ルページを参照してください。

このコマンドに短形式はありません。

このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

clsnmphost [subcommand] [options] [operands]

subcommand を省略できるのは、options がオプション -? または -V を指定している場合だけ
です。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
は、このマニュアルページの「オプション」セクションのオプションの説明で紹介されています。
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詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

サブコマンド
サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

add

クラスタの MIB のトラップ通知を受信し、MIB のテーブルにアクセスできるホストのリスト
に SNMPホストを追加します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
add サブコマンドを -n オプションなしで使用すると、現在のノードだけが影響を受けま
す。add を -c オプションなしで使用すると、このサブコマンドは public をデフォルトのコ
ミュニティー名として使用します。IP アドレスまたはホスト名のいずれかを使用してホストを
指定します。
指定されたコミュニティー名が存在しない場合、このコマンドはそのコミュニティーを作成し
ます。-clconfigfile から 1 つ以上のホスト構成をインポートするには、i オプションを使用
します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してください。

export

指定されたノードの SNMP ホスト情報をエクスポートします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
SNMP ホスト情報をエクスポートする 1 つ以上のノードを指定するには、-n オプションを
使用します。export を -n オプションなしで使用すると、このサブコマンドは現在のノードの
SNMP ホスト情報だけをエクスポートします。
export サブコマンドからの出力形式の詳細は、1447 ページのclconfiguration(5CL)
のマニュアルページを参照してください。デフォルトでは、すべての出力が標準出力に送信
されます。出力先をファイルに変更するには、-o オプションを使用して、そのあとにファイル
名を指定します。
-c オプションを使用することで、export サブコマンドからの出力を特定のコミュニティー内
のホストの情報だけに制限できます。これらのホストだけに出力情報を制限するには、1 つ
以上のホストをオペランドとして指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

list

指定されたノード上で構成されている SNMP ホストを一覧表示します。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
list サブコマンドを -n オプションなしで使用すると、現在のノード上の SNMP ホストだけ
が一覧表示されます。デフォルトでは、このサブコマンドはノード上のすべてのホストを一覧
表示します。特定のホストについての情報に出力を制限するには、1 つ以上のホストをオ
ペランドとして指定します。また、-c オプションを使用して、指定されたコミュニティー内のホ
ストだけを一覧表示することもできます。
superuser 以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、solaris.cluster.read 役
割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" の
マニュアルページを参照してください。

remove

SNMP ホストをノード構成から削除します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
構成からホストを削除するには、ホスト名をオペランドとして指定します。remove サブコマ
ンドを -n オプションなしで使用すると、現在のノード上の SNMP ホストだけが削除されま
す。すべてのホストを削除するには、正符号 (+) を使用します。1 つ以上のホストを特定の
コミュニティーから削除するには、-c オプションを使用します。
superuser 以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、solaris.cluster.modify
役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

show

指定されたノード上の SNMP ホスト情報を表示します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
show サブコマンドを -n オプションなしで使用すると、現在のノード上の SNMP ホストの情
報だけが表示されます。デフォルトでは、show サブコマンドはすべてのホストおよびそのコ
ミュニティーの情報を表示します。コミュニティー内の特定のホストの情報に出力を限定す
るには、-c オプションを使用するか、1 つ以上のホストの名前をオペランドとして指定しま
す。
superuser 以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、solaris.cluster.read 役
割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" の
マニュアルページを参照してください。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を出力します。
このオプションはサブコマンド付きでもサブコマンドなしでも指定できます。
■ このオプションをサブコマンドなしで使用すると、使用可能なサブコマンドのリストが表

示されます。

http://otn.oracle.com
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■ このオプションをサブコマンドとともに使用すると、サブコマンドの使用オプションが表
示されます。

このオプションを使用する場合、ほかの処理は実行されません。

-c community
--community community

ホスト名とともに使用される SNMP コミュニティー名を指定します。このオプションは、
サブコマンド操作の範囲を絞り込むためにほかのサブコマンドとともに使用される場合
もあります。たとえば、remove サブコマンドとともに使用すると、-c オプションは特定の
community から 1 つまたは多数のホストを削除するために使用できます。add サブコマ
ンドを -c オプションなしで使用すると、このサブコマンドは public をデフォルトのコミュニ
ティー名として使用します。

-i {- | clconfigfile}
--input {- | clconfigfile}

SNMP ホスト構成を検証または変更するために使用できる構成情報を指定します。この
情報は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義されている
形式に準拠している必要があります。この情報は、ファイルに含めることも、標準入力を介
して指定することもできます。標準入力を指定するには、ファイル名の代わりにマイナス記
号 (-) を指定します。

-n node[,…]
--node[s] node[,…]

ノードまたはノードリストを指定します。各ノードは、ノード名またはノード ID として指定できま
す。clsnmphost コマンドのすべての形式で、このオプションが許可されます。

-o {- | clconfigfile}
--output {- | clconfigfile}

クラスタの SNMP ホスト構成情報を、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュ
アルページで定義されている形式で書き込みます。この情報は、ファイルまたは標準出力
のどちらにでも書き込むことができます。
標準出力に書き込むには、ファイル名の代わりにマイナス記号 (-) を指定します。標準出
力を指定すると、該当コマンドにおける他のすべての標準出力は抑制されます。
ファイル名を指定すると、構成はその名前の新しいファイルにコピーされます。
-o オプションは、export サブコマンドとともに使用するときのみに有効になります。-o オプ
ションを指定しない場合、出力は標準出力に出力されます。

-V
--version

コマンドのバージョンを出力します。
このオプションは、サブコマンド、オペランド、またはその他のオプションと一緒に指定しな
いでください。指定すると、一緒に指定されたサブコマンド、オペランド、またはその他のオ
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プションは無視されます。-V オプションは、コマンドのバージョンだけを表示します。その他
の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細情報を標準出力に出力します。
このオプションはどの形式のコマンドととも指定できますが、一部のサブコマンドは拡張出
力を発生させないことがあります。たとえば、export サブコマンドは、詳細オプションを指
定しても拡張出力を発生させません。

次のオペランドがサポートされています。

+ すべての SNMP ホストエントリを指定します。

host クラスタ上の SNMP MIB へのアクセスを提供されているホストの IP
アドレス、IPv6 アドレス、またはホスト名を指定します。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link

http://otn.oracle.com
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to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

18 CL_EINTERNAL

内部エラーが発生しました
内部エラーは、ソフトウェアの欠陥またはその他の欠陥を示しています。

35 CL_EIO

I/O エラー
物理的な入出力エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。
■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

例   220 ホスト名の指定によるホストの追加

次のコマンドは、ホスト myhost を現在のノード private のコミュニティーの SNMP ホストリスト
に追加します。

# clsnmphost add -c private phys-schost-1

ホストを public 以外のコミュニティーに追加する場合は、コミュニティー名を指定してください。

例   221 ホスト IP と IPv6 アドレスの指定によるホストの追加

次のコマンドは、現在のノード上にある public コミュニティーの SNMP ホストリストにホストを
追加します。コマンドの 1 番目のバージョンは、ホストの IP アドレスを指定することによってホ
ストを追加します。コマンドの 2 番目のバージョンは、ホストの IPv6 アドレスを指定することに
よってホストを追加します。

# clsnmphost add -c public 192.168.12.12

or
# clsnmphost add -c public fe:1::5

例   222 ホストの削除

次のコマンドは、private コミュニティーからすべてのホストを削除します。

http://otn.oracle.com
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# clsnmphost remove -c private +

例   223 現在のノード上のホストの一覧表示

次のコマンドは、現在のノード上にあるすべてのホストを一覧表示します。

# clsnmphost list

phys-schost-1

192.168.12.12

例   224 ホストとホストのコミュニティー名の一覧表示

次のコマンドは、詳細オプション -v を使用して、現在のノード上のすべてのホストとそれらのコ
ミュニティー名を一覧表示します。

# clsnmphost list -v

--- SNMP hosts on node phys-schost-1 ---

Host Name           Community

---------           ---------

phys-schost-1       private

192.168.12.12       public

例   225 SNMP ホスト構成の表示

次のコマンドは、ノード phys-cluster-2 上の SNMP ホストのすべての構成情報を表示しま
す。

# clsnmphost show -n phys-schost-2

--- SNMP Host Configuration on phys-schost-2 ---

SNMP Host Name:                                 phys-schost-2

  Community:                                       private

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com
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499 ページのclsnmpmib(1CL), 551 ページのcluster(1CL),
19 ページのIntro(1CL), 809 ページのsceventmib(1M), Unresolved link to " su1M",
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5", Unresolved link
to " rbac5", 1447 ページのclconfiguration(5CL)

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

すべてのユーザーがこのコマンドに -? (ヘルプ) オプションまたは - V (バージョン情報) オプ
ションを指定して実行できます。

clsnmphost コマンドをほかのサブコマンドとともに実行する場合、スーパーユーザー以外のユー
ザーは RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

add solaris.cluster.modify

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

remove solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

http://otn.oracle.com
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名前
clsnmpmib, clmib — Oracle Solaris Cluster SNMP MIB の管理

/usr/cluster/bin/clsnmpmib -V

/usr/cluster/bin/clsnmpmibsubcommand [] -?

/usr/cluster/bin/clsnmpmib [subcommand] [options] -v [mib]

/usr/cluster/bin/clsnmpmib disable [-n node[,…]] {+ | mib …}

/usr/cluster/bin/clsnmpmib enable [-n node[,…]] {+ | mib …}

/usr/cluster/bin/clsnmpmib export [-n node[,…]] 
     [-o {- | clconfigfile}] [+ | mib …]

/usr/cluster/bin/clsnmpmib list [-n node[,…]] [+ | mib …]

/usr/cluster/bin/clsnmpmib set [-p name=value] […] 
     [-n node[,…] {+ | mib …}

/usr/cluster/bin/clsnmpmib show [-n node[,…]] [+ | mib …]

clsnmpmib コマンドは、現在のノード上にある既存の Oracle Solaris Cluster SNMP
(Simple Network Management Protocol) の管理情報ベース (MIB) を管理します。MIB
を管理できる SNMP ホストを作成するには、491 ページのclsnmphost(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。SNMPv3 プロトコルを使用しているときに MIB にアクセスできる
SNMP バージョン 3 (SNMPv3) ユーザーを定義するには、509 ページのclsnmpuser(1CL)
のマニュアルページを参照してください。

このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

clsnmpmib [subcommand] [options] [operands]

subcommand を省略できるのは、options で -? または -V オプションが指定されている場合の
みです。

このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
は、OPTIONS セクションにオプションの説明とともに記載されています。

詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。
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Oracle Solaris Cluster の MIB

Oracle Solaris Cluster は現在、1 つの MIB (イベント MIB) をサポートしています。Oracle
Solaris Cluster SNMP の イベント MIB は、SNMP マネージャーにクラスタイベントをリア
ルタイムで通知します。有効になっている場合、Oracle Solaris Cluster のイベント MIB
は、clsnmphost コマンドで定義されているすべてのホストにトラップ通知を自動的に送信し
ます。Oracle Solaris Cluster イベント MIB は、ポート 11162 にトラップ通知を送信しま
す。SNMP ツリーはポート 11161 に表示されます。

clsnmpmib set サブコマンドを使用して、min_severity または log_number の値を指定できま
す。クラスタは多数のイベント通知を生成するので、重要度が min_severity 以上のイベント
のみがトラップ通知として送信されます。デフォルトでは、min_severity 値は NOTICE に設定さ
れます。log_number の値には、古いエントリを破棄するまでに MIB テーブルに記録するイベン
トの数を指定します。MIB は、トラップが送信された最新のイベントの読み取り専用テーブルを
維持しています。イベントの数は、log_number 値によって制限されます。この情報はリブートさ
れると消滅します。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

disable

指定されたノード上の 1 つ以上のクラスタの MIB を無効にします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
-n オプションを指定しないと、現在のノード上の MIB だけが無効にされます。MIB が無
効になると、MIB のテーブルにアクセスできず、MIB はトラップ通知を一切送信しません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してください。

enable

指定されたノード上にある 1 つ以上のクラスタの MIB を有効にします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
-n オプションを指定しないと、現在のノード上の MIB だけが有効にされます。有効にされ
る MIB を制限するには、mib オペランドを使用します。
MIB を有効にすると、その機能すべてが有効になります。ただし、すべての MIB 機能が
完全に機能するには、さらにいくつかの構成が必要な場合があります。たとえば、ホストが
構成されていないと、MIB はトラップ通知を送信できません。SNMP ホストの構成につい
ては、491 ページのclsnmphost(1CL) のマニュアルページを参照してください。

http://otn.oracle.com
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スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

export

クラスタの MIB の構成情報をエクスポートします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
MIB 構成情報をエクスポートする 1 つ以上のノードを指定するには、-n オプションを使用
します。export を -n オプションなしで使用した場合、このサブコマンドは、現在のノードの
MIB 構成情報のみをエクスポートします。デフォルトでは、このサブコマンドは現在のノード
のすべての MIB から構成情報をエクスポートします。出力をさらに詳細化するには、構成
情報が必要な 1 つ以上の MIB の名前を指定します。
export サブコマンドからの出力形式の詳細は、1447 ページのclconfiguration(5CL)
のマニュアルページを参照してください。デフォルトでは、すべての出力が標準出力に送信
されます。出力先をファイルに変更するには、-o オプションを使用して、そのあとにファイル
名を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

list

指定されたノード上のクラスタの MIB のリストを表示します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
一覧表示するクラスタの MIB のノードを指定するには、-n オプションを使用します。list
サブコマンドを -n オプションなしで使用すると、このサブコマンドは現在のノード上の MIB
だけを一覧表示します。一覧表示する MIB を制限するには、一覧表示する 1 つ以上の
MIB の名前を指定します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

set

指定されたノード上の 1 つ以上の MIB で使用される SNMP プロトコル、min_severity、
または log_number 設定を変更します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
デフォルトでは、このサブコマンドはノード上のすべての MIB を変更しま
す。ノードを指定しないと、現在のノード上の MIB の SNMP プロパティー
のみが変更されます。SNMP プロパティーは、-p オプションを使って指
定する必要があります。すべての MIB では、デフォルトのプロパティー値
protocol:SNMPv2、min_severity:NOTICE、log_number:100 を使用しま
す。set サブコマンドは、mib オペランドを使用して MIB 名を指定しないかぎり、すべての
MIB のプロトコル、min_severity、または log_number 設定を変更します。

http://otn.oracle.com
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スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

show

指定されたノード上の MIB の情報を表示します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
show サブコマンドは、MIB の名前、その SNMP プロトコルバージョン、min_severity 値、
または log_number 値を表示します。デフォルトでは、このサブコマンドはノード上のすべて
の MIB の情報を表示します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。
このオプションはサブコマンド付きでもサブコマンドなしでも指定できます。
■ このオプションをサブコマンドなしで使用すると、使用可能なサブコマンドのリストが表

示されます。
■ このオプションをサブコマンドとともに使用すると、サブコマンドの使用オプションが表

示されます。

このオプションを使用すると、ほかの処理は実行されません。

-n node[,…]
--node[s] node[,…]

ノードまたはノードリストを指定します。各ノードはノード名またはノード ID で指定できま
す。clsnmpmib コマンドのすべての形式で、このオプションが受け付けられます。-n オプ
ションを使用すると、処理が実行されるノードを指定できます。- n オプションがない場合、
このコマンドは現在のノードを想定します。

-o {- | clconfigfile}
--output {- | clconfigfile}

クラスタの MIB 構成についての情報が書き込まれる場所を指定します。この書き込み先
は、ファイルでも、標準出力でもかまいません。標準出力を指定するには、ファイル名の代
わりにマイナス記号 (-) を指定します。標準出力を指定すると、コマンドに対するほかのす
べての標準出力が抑制されます。-o オプションを指定しない場合、出力は標準出力に送
信されます。このオプションは、export サブコマンドの場合にだけ指定できます。

http://otn.oracle.com
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構成情報は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで定義されて
いる形式で書き込まれます。

-p name= value
--property=name =value
--property name=value

version MIB で使用する SNMP プロトコルのバージョンを指定しま
す。Oracle Solaris Cluster は、SNMPv2 および SNMPv3 プロ
トコルバージョンをサポートしています。

min_severity 重要度の最小値を指定します。min_severity 値に等しいか、それを
上回る値を持つイベントのみが MIB テーブルに記録され、それらの
イベントについて、トラップが構成済みのホストに送信されます。

log_number 古いエントリを破棄するまでに MIB テーブルに記録するイベントの
数を指定します。

-p  name=value は複数回指定できます。
このオプションとともに次のプロパティーを設定できます。

version

MIB で使用する SNMP プロトコルのバージョンを指定します。value は次のように指
定します。
■ version=SNMPv2

■ version=snmpv2

■ version=2

■ version=SNMPv3

■ version=snmpv3

■ version=3

min_severity

MIB で使用する重要度の最小値を指定します。この値は次のように指定します。
■ min_severity=NOTICE

■ min_severity=WARNING

■ min_severity=ERROR

■ min_severity=CRITICAL

■ min_severity=FATAL

大文字と小文字のどちらの値も指定できます。
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log_number

古いエントリを破棄するまでに MIB テーブルに記録するイベントの数を指定します。
デフォルト値は 100 です。値は 100-500 の範囲である必要があります。この値は次
のように指定します。
■ log_number=number

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションは、サブコマンド、オペランド、またはその他のオプションと一緒に指定しな
いでください。指定すると、一緒に指定されたサブコマンド、オペランド、またはその他のオ
プションは無視されます。-V オプションは、コマンドのバージョンだけを表示します。その他
の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細情報を標準出力に出力します。
このオプションはどの形式のコマンドととも指定できますが、一部のサブコマンドは拡張出
力を発生させないことがあります。たとえば、export サブコマンドでは、冗長オプションを指
定すると拡張出力は生成されません。

次のオペランドがサポートされています。

mib サブコマンドが適用される単数または複数の MIB の名前を指定しま
す。このオペランドを指定しない場合は、デフォルトのプラス記号 (+) が
サブコマンドで使用されます (すべての MIB を意味します)。 mib オペ
ランドを使用する場合は、その他のすべてのコマンド行オプションのあと
にあるスペースで区切られたリスト内で MIB を指定してください。

+ クラスタのすべての MIB。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。



clsnmpmib 505

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

18 CL_EINTERNAL

内部エラーが発生しました
内部エラーは、ソフトウェアの欠陥またはその他の欠陥を示しています。

35 CL_EIO

I/O エラー
物理的な入出力エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。

■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

例   226 MIB の一覧表示

次のコマンドは、クラスタノード上にあるすべての MIB を一覧表示します。

# clsnmpmib list

Event

http://otn.oracle.com
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例   227 MIB の有効化

次のコマンドは、現在のノード上にある Event MIB を有効にします。

# clsnmpmib enable event

クラスタの MIB の名前では大文字と小文字は区別されません。

例   228 プロトコルの変更

次のコマンドは、クラスタノード phys-cluster-2 の Event MIB のプロトコルを SNMPv3 に変更
します。

# clsnmpmib set -n phys-cluster-2 -p version=SNMPv3 Event

-n オプションを使用すると、ノード名の代わりにノード ID を使用できます。

例   229 構成の表示

次のコマンドは、クラスタノード  phys-cluster-1 および phys-cluster-2 上の構成情報を表
示します。

# clsnmpmib show -n phys-cluster-1,phys-cluster-2

--- SNMP MIB Configuration on myhost ---

SNMP MIB Name:                 phys-cluster-1

  State:                         Event

  Enabled:                       yes

  Protocol:                      SNMPv3

  min_severity:                  1

  log_number:                    100

SNMP MIB Name:                 phys-cluster-2

  State:                         Event

  Enabled:                       yes

  Protocol:                      SNMPv3

  min_severity:                  3

  log_number:                    250

例   230 Min Severity 値の変更

次のコマンドは、クラスタノード phys-cluster-2 上のイベント MIB の min_severity を
WARNING に変更します。

# clsnmpmib set -n phys-cluster-2 -p min_severity=WARNING Event

-n オプションを使用すると、ノード名の代わりにノード ID を使用できます。
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例   231 Log_Number 値の変更

次のコマンドは、クラスタノード phys-cluster-2 上のイベント MIB の log_number を 250 に
変更します。

# clsnmpmib set -n phys-cluster-2 -p log_number=250 Event

-n オプションを使用すると、ノード名の代わりにノード ID を使用できます。

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

/usr/cluster/lib/mib/sun-cluster-event-mib.mib

Oracle Solaris Cluster SNMP イベント MIB 定義ファイル

491 ページのclsnmphost(1CL), 509 ページのclsnmpuser(1CL),
19 ページのIntro(1CL), 551 ページのcluster(1CL), 809 ページのsceventmib(1M),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5", Unresolved link
to " rbac5", 1447 ページのclconfiguration(5CL)

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

すべてのユーザーがこのコマンドに -? (ヘルプ) オプションまたは -V (バージョン) オプションを
指定して実行できます。

clsnmpmib コマンドをほかのサブコマンドとともに実行する場合、スーパーユーザー以外のユー
ザーは RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

disable solaris.cluster.modify

enable solaris.cluster.modify

export solaris.cluster.read

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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サブコマンド RBAC の承認

list solaris.cluster.read

set solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read
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名前
clsnmpuser — Oracle Solaris Cluster SNMP ユーザーの管理

/usr/cluster/bin/clsnmpuser -V

/usr/cluster/bin/clsnmpuser [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/clsnmpuser [subcommand] [options] -v [operand]

/usr/cluster/bin/clsnmpuser create -i {- | clconfigfile} 
     [-a authentication] -f passwdfile [-n node[,…]] {+ | user …}

/usr/cluster/bin/clsnmpuser delete [-a authentication] [-n node[,…]] 
     {+ | user …}

/usr/cluster/bin/clsnmpuser export [-o {- | clconfigfile}] 
     [-a authentication] [-n node[,…]] [{+ | user …}]

/usr/cluster/bin/clsnmpuser list [-a authentication] [-n node[,…]] 
     {-d | + | user …}

/usr/cluster/bin/clsnmpuser set [-a authentication] [-n node[,…]] 
     {+ | user …}

/usr/cluster/bin/clsnmpuser set-default {-l seclevel [,…]} 
     {+ | user …}

/usr/cluster/bin/clsnmpuser show [-a authentication] [-n node[,…]] 
     [-d | + | user …]

clsnmpuser コマンドは、クラスタの管理情報ベース (MIB) 上の制御メカニズムを管理できる
SNMP (Simple Network Management Protocol) ユーザーの役割を管理します。クラスタ
MIB の詳細は、499 ページのclsnmpmib(1CL) のマニュアルページを参照してください。クラ
スタが SNMP バージョン 3 (SNMPv3) を使用するように構成されている MIB を含む場合
は、SNMP ユーザーを定義します。SNMP ユーザーは Solaris OS ユーザーと同じユーザーでは
ありません。SNMP ユーザーは既存の OS ユーザーと同じユーザー名を持つ必要はありません。

このコマンドに短形式はありません。

このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。

clsnmpuser [subcommand] [options] [operands]

subcommand を省略できるのは、options がオプション -? または -V を指定している場合だけ
です。
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このコマンドの各オプションには、長い形式と短い形式があります。各オプションの両方の形式
は、OPTIONS セクションにオプションの説明とともに記載されています。

詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

create

ユーザーを作成し、指定されたノードの SNMP ユーザー構成に追加します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
SNMP ユーザー を作成するクラスタノードを指定するには、このサブコマンドとともに -n オ
プションを使用します。-n オプションを指定しない場合は、ユーザーが作成され、現在のノー
ド上の SNMP 構成にのみ追加されます。
clconfiguration ファイル内に構成されているすべてのユーザーを作成および追加するに
は、-i オプションと -n オプションを使用します。
作成している SNMP ユーザーに認証タイプを割り当てるには、-a オプションを指定します。
SNMP ユーザーのパスワードは、-f オプションを指定することで含められます。-i オプショ
ンを使用している場合は、-f オプションが必要です。
-i オプションを指定すると、1447 ページのclconfiguration(5CL) ファイルの構成情報
が使用されます。-i オプションを指定すると、正符号の + オペランドまたはユーザーのリス
トも指定できます。
スーパーユーザー以外のユーザーの場合、このコマンドを使用するためには
solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してください。

delete

SNMPv3 ユーザーを指定されたノードから削除します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
delete サブコマンドを使用してユーザー名だけを指定すると、このサブコマンドは、そのユー
ザーのすべてのインスタンスを削除します。認証タイプ別にユーザーを削除するには、-a オ
プションを使用します。-n オプションを使用しないと、ユーザーは現在のノードからのみ削除
されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

export

SNMP ユーザー情報を指定されたノードからエクスポートします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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-n オプションを使用しないと、SNMP ユーザー情報は現在のノードからの
みエクスポートされます。export サブコマンドからの出力の形式について
は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページを参照してください。デ
フォルトでは、すべての出力が標準出力に送信されます。出力先をファイルに変更するに
は、-o オプションを使用して、そのあとにファイル名を指定します。
-a オプションを使用して、特定の認証タイプのユーザーだけの出力を提供することもできま
す。1 人以上のユーザーをオペランドとして指定すると、出力は指定したユーザーについて
の情報に制限されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

list

指定されたノードで構成されている SNMPv3 ユーザーのリストを出力します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
デフォルトでは、list サブコマンドは指定されたノード上のすべての SNMPv3ユーザーを
表示します。デフォルト SNMP ユーザーだけを表示するには、-d オプションをオペランドな
しで指定します。指定した認証タイプに出力を制限するには、-a オプションを使用します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

set

指定されたノード上のユーザーの構成を変更します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
-n オプションを指定しないと、現在のノード上でのみユーザーの構成が変更されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

set-default

デフォルトの SNMP ユーザーの名前と MIB がトラップ通知を送信するときに使用される
セキュリティーレベルを指定します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
セキュリティーレベルを指定するには、-l オプションを使用します。
MIB が SNMPv3 を使用するように構成されている場合は、具体的なユーザー名とト
ラップを認証するセキュリティーレベルを指定します。構成が複数のユーザーを含む場合
は、MIB がトラップ通知を送信するときに使用するデフォルトユーザーを指定します。
構成が 1 人のユーザーしか含まない場合は、そのユーザーが自動的にデフォルトの
SNMP ユーザーになります。デフォルトの SNMP ユーザーが削除されると、存在する場合
は別の既存のユーザーがデフォルトになります。

http://otn.oracle.com
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スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

show

指定されたノード上のユーザーについての情報を出力します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
デフォルトでは、show サブコマンドはそのノード上のすべてのユーザーについての情報を表
示します。デフォルトの SNMP ユーザーについての情報だけを表示するには、オペランド
を指定せずに -d オプションを指定してください。特定の認証タイプに出力を制限するに
は、-a オプションを使用します。-n オプションを使用しないと、このコマンドは現在のノード
のユーザー情報だけを表示します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を出力します。
このオプションはサブコマンド付きでもサブコマンドなしでも指定できます。
■ このオプションをサブコマンドなしで使用すると、使用可能なサブコマンドのリストが表

示されます。
■ このオプションをサブコマンドとともに使用すると、サブコマンドの使用オプションが表

示されます。

このオプションを使用する場合、ほかの処理は実行されません。

-a authentication
--authentication authentication

ユーザーの承認に使用する認証プロトコルを指定します。認証プロトコルの値は SHA また
は MD5 です。

-d
--default

MIB がトラップ通知を送信するときに使用されるデフォルトの SNMP ユーザーを指定し
ます。

http://otn.oracle.com
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-f passwdfile
--file passwdfile

1 つ以上の SNMP ユーザーパスワードを含むファイルを指定します。新しいユーザーを作成
する際にこのオプションを指定しないと、コマンドはパスワードを求めるプロンプトを表示し
ます。このオプションは、create サブコマンドとともに使用するときにのみ有効になります。
ユーザーパスワードは次の形式で別々の行で指定します。

user:password

パスワードには次に示す文字または空白文字を含めることはできません。
■ ; (セミコロン)

■ : (コロン)

■ \ (バックスラッシュ)

■ \n (改行)

-i {- | clconfigfile}
--input {- | clconfigfile}

SNMP ホスト構成を検証または変更するために使用される構成情報を指定します。この
情報は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページに定義されている
形式に準拠している必要があります。この情報は、ファイルに含めることも、標準入力を介
して指定することもできます。標準入力を指定するには、ファイル名の代わりにマイナス記
号 (-) を指定します。

-l seclevel
--securitylevel seclevel

ユーザーのセキュリティーレベルを指定します。次に示す値のいずれかを seclevel に指定し
てください。
■ noAuthNoPriv

■ AuthNoPriv

■ authPriv

SNMP セキュリティーレベルの詳細は、Unresolved link to " snmpcmd1" のマニュア
ルページを参照してください。

-n node[,…]
--node[s] node[,…]

ノードまたはノードリストを指定します。各ノードはノード名またはノード ID で指定できます。
このコマンドのすべての形式は、このオプションを受け付けます。

http://otn.oracle.com
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-o {- | clconfigfile}
--output {- | clconfigfile}

クラスタの SNMP ホスト構成情報を、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュ
アルページで説明されている形式で書き込みます。この情報は、ファイルまたは標準出力
のどちらにでも書き込むことができます。
標準出力に書き込むには、ファイル名の代わりにマイナス記号 (-) を指定します。標準出
力を指定すると、該当コマンドにおける他のすべての標準出力は抑制されます。

-V
--version

コマンドのバージョンを出力します。
このオプションは、サブコマンド、オペランド、またはその他のオプションと一緒に指定しな
いでください。指定すると、一緒に指定されたサブコマンド、オペランド、またはその他のオ
プションは無視されます。-V オプションは、コマンドのバージョンだけを表示します。その他
の処理は行いません。

-v
--verbose

詳細メッセージと情報を出力します。
このオプションはどの形式のコマンドととも指定できますが、一部のサブコマンドは拡張出
力を発生させないことがあります。たとえば、export サブコマンドは、詳細オプションを指
定しても拡張出力を発生させません。

次のオペランドがサポートされています。

+ すべての SNMP ユーザーを指定します。

user SNMP ユーザー名を指定します。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
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クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

18 CL_EINTERNAL

内部エラーが発生しました
内部エラーは、ソフトウェアの欠陥またはその他の欠陥を示しています。

35 CL_EIO

I/O エラー
物理的な入出力エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。
■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

例   232 SNMPv3 ユーザーの作成

次のコマンドは、新しいユーザー newuser1 を作成し、現在のノード上の構成にそのユーザーを追
加します。認証タイプは SHA です。

# clsnmpuser create -a SHA newuser1

Enter password for user 'newuser1':

この例では、作成されるユーザーのパスワードを入力する必要があります。プロセスを自動化す
るには、-f オプションを使用します。

http://otn.oracle.com
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例   233 ユーザーの一覧表示

次のコマンドは、認証タイプが MD5 のすべてのユーザーを一覧表示します。

# clsnmpuser list -a MD5 +

user1

mySNMPusername

正符号 (+) はデフォルトなので、指定してもしなくてもかまいません。

例   234 ユーザーの表示

次のコマンドは、現在のノード上のすべてのユーザーのユーザー情報を表示します。

# clsnmpuser show

--- SNMP User Configuration on phys-schost-1 ---

SNMP User Name:                                 newuser1

  Authentication Protocol:                         SHA

  Default User:                                    Yes

  Default Security Level:                          authPriv

例   235 ユーザーの認証プロトコルとステータスの変更

次のコマンドは、ユーザー newuser1 の認証プロトコルとデフォルトのユーザーのステータスを変
更します。

# clsnmpuser set -a MD5 newuser1

例   236 SNMP ユーザーの削除

次のコマンドは、すべての SNMP ユーザーを削除します。

# clsnmpuser delete +

この例では、すべてのユーザーを指定するために正符号 (+) が使用されます。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com
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491 ページのclsnmphost(1CL), 499 ページのclsnmpmib(1CL),
551 ページのcluster(1CL), 19 ページのIntro(1CL), 809 ページのsceventmib(1M),
Unresolved link to " snmpcmd1", Unresolved link to " su1M",
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5", Unresolved link
to " rbac5", 1447 ページのclconfiguration(5CL)

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

すべてのユーザーがこのコマンドに -? (ヘルプ) オプションまたは - V (バージョン情報) オプ
ションを指定して実行できます。

clsnmpmib コマンドをほかのサブコマンドとともに実行する場合、スーパーユーザー以外のユー
ザーは RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

create solaris.cluster.modify

delete solaris.cluster.modify

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

set solaris.cluster.modify

set-default solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
cltelemetryattribute, clta — システムリソースモニタリングの構成

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute -V

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute subcommand [options] -v 
     [telemetry-attribute …]

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute disable [-i 

     {- | clconfigfile}] [-t object-type] {+ | telemetry-attribute ...}

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute enable [-i 

     {- | clconfigfile}] [-t object-type] {+ | telemetry-attribute ...}

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute export [-o 

     {- | clconfigfile}] [-t object-type[,…]] 
     [+ | telemetry-attribute ...]

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute list [-t object-type[,…]] 
     [+ | telemetry-attribute ...]

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute print [-b object-instance[,…]] 
     [-a] [-d period] [-u] [-n node[,…]] [-t object-type[,…]] 
     [+ | telemetry-attribute ...]

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute set-threshold -b 

     object-instance [-n node] {-p name=value} [-p name=value] 
     […] -t object-type telemetry-attribute

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute show [-b object-instance[,…]] 
     [-n node[,…]] [-t object-type[,…]] 
     [+ | telemetry-attribute ...]

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute status -b object-instance 
     [-n node] {-p name} -t object-type [+ | telemetry-attribute ...]

このコマンドは、システムリソースのモニタリングを構成します。

システム資源の使用状況は、次に示す型をはじめとする異なる型のオブジェクト上でモニター
できます。

■ ディスク
■ ファイルシステム
■ IP アドレス
■ ネットワークインタフェース
■ ノード
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■ Solaris ゾーン
■ リソースグループ

システム資源のモニター面は、テレメトリ属性と呼ばれます。

このコマンドは次のことを行います。

■ テレメトリ属性を有効または無効にします。
■ テレメトリ属性のしきい値を設定または変更します。
■ モニターされている属性、適用されているしきい値、オブジェクトについて収集されるデータ

のリストを表示します。

対応するテレメトリ属性を特定することで、モニターするシステム資源使用状況の側面を選択し
ます。あるオブジェクトでのシステム資源の使用状況をモニターするには、その型のオブジェク
ト上で対応するテレメトリ属性を有効にします。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは、クラス
タ内にあるその型のすべてのオブジェクト上で指定された属性に対する使用状況データを収
集します。

システム資源の場合、特定の値がクラスタの性能にとっての臨界値である場合があります。臨
界値を過ぎた場合に通知を受けるため、テレメトリ属性のしきい値を設定できます。しきい値に
ついては、set-threshold サブコマンド、および -p オプションの説明を参照してください。

subcommand を省略できるのは、options が -? オプションまたは -V オプションの場合のみで
す。

このコマンドの各オプションには長形式と短形式があります。各オプションの両方の形式は、オ
プション に説明とともに記載されています。

clta コマンドは cltelemetryattribute コマンドの短い形式です。

システム資源のモニタリングの構成を詳細化する前にはモニタリングを初期化してくださ
い。899 ページのsctelemetry(1M) のマニュアルページを参照してください。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

サブコマンド
サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

disable

指定されたオブジェクト型の指定されたテレメトリ属性を無効にします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
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Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは、enabled 状態が設定されているシステムリソース
の使用状況データを収集します。あるオブジェクト型のシステムリソースを disabled 状態
に設定すると、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアはそのオブジェクトインスタンスに対
応するどのインスタンスのデータも収集しません。
また、cltelemetryattribute コマンドは、次に示す条件が両方満たされる場合、これらの
属性のデータ収集を無効にします。
■ 構成ファイルを -i オプションで指定する場合。
■ 入力ファイルでテレメトリ属性に disabled が設定されている場合。

export サブコマンドを使用して構成ファイルを作成する場合。
テレメトリ属性に disabled を設定した場合、構成されているしきい値の設定は変更されま
せん。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してください。

enable

指定されたオブジェクト型の指定されたテレメトリ属性のデータ収集を有効にします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
デフォルトでは、選択されている属性が選択されているオブジェクト型に対して有効に
なっています。
テレメトリ属性のデータ収集を有効にするには、テレメトリ属性に enabled を設定します。
Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは、そのオブジェクト型に対してテレメトリ属性が有
効なオブジェクト型のデータだけを収集します。オブジェクト型のある属性を有効にする
と、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは、すべてのノード上でその型のすべてのオブ
ジェクトインスタンスの有効にされた属性についてのデータを収集します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

export

オブジェクト型およびオブジェクトインスタンスのテレメトリ属性の構成をファイルまたは標
準出力 stdout にエクスポートします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
構成には、オブジェクト型に対して属性が有効なのか無効なのかが含まれます。また、構
成にはしきい値を構成するために設定するリミットも含まれる場合があります。
-o オプションを使用してファイルを指定し、構成情報をファイルに書き込みます。-o オ
プションを指定しない場合、cltelemetryattribute コマンドは構成情報を標準出力
(stdout) に書き込みます。
export サブコマンドはクラスタ構成データを変更しません。

http://otn.oracle.com
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スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

list

指定されたオブジェクト型に対して構成できるテレメトリ属性を表示します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
詳細オプション -v を指定した場合、list サブコマンドは、属性を適用できるオブジェクト
の型を表示します。
しきい値のプロパティーは、次の書式で表示されます。

Threshold: severity, direction
, value, rearm

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

print

指定されたオブジェクトインスタンスまたはオブジェクト型に対して有効な指定されている
テレメトリ属性のシステム資源の使用状況を表示します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
出力は次に示すデータを含みます。
■ 日付とタイムスタンプ
■ オブジェクトインスタンス
■ オブジェクト型
■ テレメトリ属性
■ ノード
■ 値

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

set-threshold

ノード上の指定されたオブジェクトの指定されたテレメトリ属性のしきい値の設定を変更し
ます。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
変更されるしきい値を指定するには、-p オプションを使用します。また、変更するしきい値
のプロパティーを指定する場合も -p オプションを使用します。変更できるのは、value およ
び rearm しきい値プロパティーのみです。

http://otn.oracle.com
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指定されたしきい値のこれらのプロパティーを 1 つ以上変更してください。1 つ以上のプ
ロパティーが構成されている場合、status サブコマンドを実行すると出力が表示されます。
しきい値を非アクティブにするには、次のように value と rearm に空白を指定します。

-y value=,rearm=

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

show

オブジェクト型またはオブジェクトインスタンスのテレメトリ属性に対して構成されている
プロパティーを表示します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
これらの属性は、システム資源がオブジェクト型に対して有効かどうかを含みます。詳細オ
プション -v を指定した場合、show サブコマンドは、オブジェクトインスタンスに対して有効
なテレメトリ属性のしきい値の設定を表示します。
しきい値のプロパティーは、次の書式で表示されます。

Threshold: severity, direction
, value, rearm

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

status

標準出力でしきい値が構成されているオブジェクト型の現在のステータスを表示します。
最低 1 つのしきい値を設定しないと、status コマンドを実行したときに、出力は表示され
ません。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
警告または重大な重要度を現在持っている有効なすべてのしきい値のステータスを表示
するには、このサブコマンドを引数なしで使用します。しきい値の考えられる出力は、しきい
値の現在の重要度を含みます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。
このオプションはサブコマンド付きでもサブコマンドなしでも指定できます。

http://otn.oracle.com
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このオプションを subcommand なしで指定すると、使用可能なすべてのサブコマンドのリ
ストが表示されます。
このオプションを subcommand とともに指定すると、subcommand の使用法が表示され
ます。
このオプションを set-threshold サブコマンドとともに指定すると、すべてのリソースグルー
ププロパティーのヘルプ情報が表示されます。
このオプションをほかのオプション、サブコマンド、またはオペランドと一緒に指定する場
合、これらはすべて無視されます。ほかの処理は行われません。

-a
--average

3 時間の期間に収集されたデータの平均およびこの平均に関連する標準偏差を出力しま
す。
-a オプションと -d オプションを一緒に指定すると、指定した period の間、3 時間間隔で
平均化されたデータが出力されます。
-a オプションを指定しない場合、出力されるデータは最新のデータです。

-b object-instance
--object-instance=object-instance
--object-instance object-instance

情報を表示するまたはしきい値を設定するオブジェクトインスタンスを指定します。
オブジェクトインスタンスは常に特定の型です。たとえば、クラスタノード phys-schost-1
は node 型のオブジェクトインスタンスです。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは、対
応するテレメトリ属性がオブジェクト型に対して有効な場合だけ、オブジェクトインスタンス
のシステムリソースをモニターします。

-d period
--date-range=period
--date-range period

Oracle Solaris Cluster ソフトウェアがモニタリングデータを収集する期間を指定します。
period 引数に指定する日付と時間の形式は、International Organization for
Standardization (ISO) 8601 の国際日付形式に準拠する必要があります。

begin-time, end-time] 期間は、コンマ , で区切られた 2 つの時間の間の時間です。

begin-time+ 期間は、指定された開始時間と現在の時間の間の時間です。

end-time- 期間は、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアが起動してデータの
収集を開始する時間と指定された終了時間の間の時間です。

period の形式の例を次に示します。

-d 2006-04-30T18:00,2006-06-16T18:00

2006 年 4 月 30 日の午後 6:00 から 2006 年 6 月 16 日の午後 6:00 まで
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-d 2006-06-16+

2006 年 6 月 16 日の夜中 12:00 以降

-d 2006-07-31T18:00+

2006 年 7 月 31 日の午後 6:00 以降

-d 2006-06-16T18:00–

Oracle Solaris Cluster ソフトウェアが起動してから 2006 年 6 月 16 日の午後
6:00 まで

-d 2006-05-31T12:00,2006-06-16T11:59

2006 年 5月 31 日の夜中 12:00 から 2006 年 6 月 16 日の午後 11:59 まで
このオプションは print サブコマンドとだけ使用できます。

-i {- | clconfigfile}
--input={- | clconfigfile}
--input {- | clconfigfile}

clconfigfile ファイル内にある構成情報を使用して、テレメトリ属性としきい値構成を指定す
ることを指定します。1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページを参照
してください。
標準入力 stdin を通して構成情報を提供するには、このオプションとともにダッシュ - を
指定します。ほかのオプションを指定した場合は、clconfigfile 内のオプションや情報より
指定したオプションが優先されます。

-n node
--node=node
--node node

Oracle Solaris Cluster が使用状況データを収集するノード名を指定します。名前または
ノード識別子を指定できます。
-node 型のオブジェクトインスタンス、リソース、またはリソースグループでサブコマンドを指
定する際には、n オプションを指定しないでください。

-o {- | clconfigfile}
--output={- | clconfigfile}
--output {- | clconfigfile}

テレメトリ属性としきい値の構成データをファイルまたは標準出力 stdout に書き込みま
す。この構成情報の形式は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページ
で説明されています。
このオプションにファイル名を指定する場合、このオプションは新しいファイルを作成しま
す。次に、ノード構成情報はそのファイルに格納されます。- をこのオプションとともに指定
すると、構成情報は標準出力 (stdout) に送信されます。このコマンドのほかの標準出力
はすべて抑制されます。
このオプションを一緒に指定できるのは、export サブコマンドだけです。
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-p name
--property=name
--property name

status サブコマンドのプロパティーのリストを指定します。
set-threshold サブコマンドでしきい値を設定できるプロパティーについては、-p name=
value オプションの説明を参照してください。

-p name=value
--property=name=value
--property name value

しきい値のプロパティーを指定します。
-p name= value は複数回指定できます。
status サブコマンドで情報を表示できるプロパティーについては、-p name オプションの説
明を参照してください。
しきい値ごとに severity および direction プロパティーを指定して、しきい値を特定して
ください。しきい値の設定後は、これらのプロパティーを変更できません。
各しきい値の value を設定します。各しきい値の rearm も設定できます。value および
rearm プロパティーを変更するには、set-threshold サブコマンドを使用します。このオプ
ションで指定できるプロパティーと値は次のとおりです。

severity

しきい値の重要度です。このプロパティーに設定できる値は、fatal と warning です。
重要度が fatal のしきい値は、重要度が warning のしきい値より重大です。
重要度は、Oracle Solaris Cluster Manager で視覚的なアラームとして表示されま
す。

direction

適用されるしきい値の方向です。このプロパティーに設定できる値は、falling と
rising です。direction プロパティーに falling を設定することで、fatal 重要度レ
ベルが warning 重要度レベルより小さい値を持つことを指定します。direction プロ
パティーに rising を設定することで、fatal 重要度レベルが warning 重要度レベル
より大きい値を持つことを指定します。

value

テレメトリ属性のしきい値に設定する値です。このしきい値を越えると、テレメトリ属性
の重要度が変わります。1 つのオブジェクトの特定のテレメトリ属性には最大 4 つの
しきい値を関連付けられます。
value プロパティーを設定または変更するには、set-threshold サブコマンドを使用し
ます。
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rearm

テレメトリ属性の重要度を解除する手段です。rearm の値を指定することで、テレメ
トリ属性の値が direction プロパティーに設定されているのと逆の方向で rearm
の値を越えると、テレメトリ属性の重要度が解除されます。rearm の値を指定しない
と、rearm の値は、しきい値と rearm の値に同じ値が設定されているのと同じになり
ます。
通知の頻度は hysteresis の原則に従います。つまり、頻度は二重値機能により決定さ
れます。関数が増えると 1 つの値が適用されます。関数が値と同じ場合は、もう一方
の値が適用されます。
使用中のシステムに合った rearm および value の値を設定してください。オプション
の rearm プロパティーを指定しないと、このプロパティーはデフォルトとして value を
採用します。ただし、rearm プロパティーに value プロパティーと同じ値を設定した場
合、または rearm に値を割り当てない場合は、モニター対象のテレメトリ属性の値が
value に対して設定されている値以上または値以下になるたびに通知を受信します。
大量の通知の受信を避けるには、rearm に value 以外の値を設定してください。
rearm を set-threshold サブコマンドとともに指定すると、cltelemetryattribute コ
マンドにより rearm の値が次の要件を満たすことが保証されます:
■ direction が rising の場合、value は rearm 以上の値を持ちます。

■ direction が falling の場合、value は value 以下の値を持ちます。

rearm を変更するには、set-threshold サブコマンドを使用します。

-t object-type
--object-type=object-type
--object-type object-type

Oracle Solaris Cluster ソフトウェアが使用状況データを収集するオブジェクトの型を指
定します。すべてのオブジェクトインスタンスは特定の型です。
指定された型のオブジェクトにサブコマンドの出力を制限するには、このオプションを使用
します。
システム資源をモニターできるオブジェクト型と各オブジェクト型の関連テレメトリ属性は、
次のとおりです。

オブジェクトタイプ 説明 テレメトリ属性

disk ディスク rbyte.rate、wbyte.rate、read.rate、
write.rate、

filesystem ファイルシステム block.used、inode.used

ipaddr IP アドレス ipacket.rate、opacket.rate

netif ネットワークインタフェース ipacket.rate、opacket.rate、rbyte.rate、
wbyte.rate
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オブジェクトタイプ 説明 テレメトリ属性

node ノード cpu.idle、cpu.iowait、cpu.used、loadavg.
1mn、loadavg.5mn、loadavg.15mn、mem.
used、mem.free、swap.used、swap.free

resourcegroup リソースグループ cpu.used、mem.used、swap.used

zone ゾーン cpu.idle、cpu.iowait、cpu.used、loadavg.
1mn、loadavg.5mn、loadavg.15mn

モニターできるテレメトリ属性は次のとおりです。

テレメトリ属性 説明

block.used デバイス上で使用されているブロックのパーセンテージ

cpu.idle 空き CPU の容量

cpu.iowait 入出力の完了を待っている CPU の容量

cpu.used 使用されている CPU の容量

inode.used デバイス上で使用されている i ノードのパーセンテージ

ipacket.rate 1 秒間の着信パケット数

loadavg.1mn 最後の 1 分間に CPU を待っていたプロセスの数

loadavg.5mn 最後の 5 分間に CPU を待っていたプロセスの数

loadavg.15mn 最後の 15 分間に CPU を待っていたプロセスの数

mem.free 空きメモリの M バイト数

mem.used 使用されているメモリの M バイト数

opacket.rate 1 秒間の送信パケット数

rbyte.rate 1 秒間に読み取られる M ビット数

read.rate 秒当たりの読み取り動作数

swap.free 空きスワップメモリの M バイト数

swap.used 使用されているスワップメモリの M バイト数

wbyte.rate 1 秒間に書き込まれる M ビット数

write.rate 秒当たりの書き込み動作数

すべてのオブジェクト型に対して上記の表に一覧表示されているすべてのテレメトリ属性
をモニターできません。データを収集できるオブジェクト型とオブジェクトの型ごとにモニ
ターできるテレメトリ属性を表示するには、list サブコマンドを使用します。
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-u
--utc

使用状況データとともに示される日時を協定世界時 (UTC) またはグリニッジ標準時
(GMT) で表示します。このオプションを指定すると、ローカルの日時へ、またはローカルの
日時からの日時の変換をバイパスします。デフォルトでは、Oracle Solaris Cluster ソフト
ウェアはローカルの日時を表示します。
このオプションは print サブコマンドとだけ使用できます。

-v
--verbose

詳細情報を標準出力 (stdout) で表示します。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションをほかのオプション、サブコマンド、またはオペランドと一緒に指定する場
合、これらはすべて無視されます。コマンドのバージョンだけが表示されます。ほかの処理
は行われません。

次のオペランドがサポートされています。

telemetry-attribute 使用状況データが必要な特定のテレメトリ属性です。
Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは、使用状況データを収集できる
オブジェクトの特定の型を含んでいます。テレメトリ属性のモニタリング
は、オブジェクト型ごとに有効にできます。Sun Cluster ソフトウェアは、
有効な属性のデータだけを収集します。

+ すべてのテレメトリグループ。

このコマンドセットにあるすべてのコマンドの終了ステータスコードの完全なリストについて
は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし
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実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

18 CL_EINTERNAL

内部エラーが発生しました
内部エラーは、ソフトウェアの欠陥またはその他の欠陥を示しています。

35 CL_EIO

I/O エラー
物理的な入出力エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。
■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

38 CL_EBUSY

オブジェクトはビジーです
アクティブなクラスタノードへの最後のクラスタインターコネクトパスからケーブルを取り外そ
うとしました。または、参照を削除していないクラスタ構成からノードを削除しようとしました。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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指定したデバイス、デバイスグループ、クラスタインターコネクトコンポーネント、ノード、クラス
タ、リソース、リソースタイプ、リソースグループ、またはプライベート文字列はすでに存在しま
す。

41 CL_ETYPE

未知のタイプ
-t または -p オプションで指定したタイプは存在しません。

例   237 オブジェクト型に対して構成されているシステム資源の表示

次のコマンドは、あるオブジェクト型、この場合はディスクに適用できるシステム資源を表示し
ます。

# cltelemetryattribute list -t disk

rbyte.rate

wbyte.rate

write.rate

read.rate

例   238 オブジェクト型のテレメトリ属性の有効化

次のコマンドは、クラスタ内のすべてのディスク上の指定されているテレメトリ属性に対してデー
タ収集を有効にします。

# cltelemetryattribute enable -t disk rbyte.rate wbyte.rate

例   239 オブジェクト型のテレメトリ属性のしきい値の設定

次のコマンドは、クラスタ内のディスク d4 上のテレメトリ属性 wbyte.rate のしきい値を設定し
ます。rearm のデフォルト値は、value の値に設定されています。結果として、ディスク d4 に書
き込まれるバイト数が 100 を超えるかまたは 100 より少なくなると、Oracle Solaris Cluster
ソフトウェアは fatal 通知を発行します。

# cltelemetryattribute set-threshold -t disk -b d4 \

-p severity=fatal,direction=rising,value=100 wbyte.rate

例   240 構成されているテレメトリ属性の詳細ではないリストの表示

次のコマンドは、クラスタ内のすべてのディスクに構成されているテレメトリ属性の詳細ではな
いリストを表示します。

# cltelemetryattribute show -t disk

=== Telemetry Attributes ===
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Telemetry Attribute:                            read.rate

  Unit:                                            read/s

  Enabled Object Types:                            disk

Telemetry Attribute:                            write.rate

  Unit:                                            writes/s

  Enabled Object Types:                            disk

Telemetry Attribute:                            wbyte.rate

  Unit:                                            KBytes/s

  Enabled Object Types:                            disk

Telemetry Attribute:                            rbyte.rate

  Unit:                                            KBytes/s

  Enabled Object Types:                            disk

例   241 テレメトリ属性の構成の詳細なリストの表示

次のコマンドは、クラスタ内のすべてのディスクに構成されているテレメトリ属性の詳細なリスト
を表示します。

# cltelemetryattribute show -v -t disk

=== Telemetry Attributes ===

Telemetry Attribute:                            read.rate

  Unit:                                            read/s

  Enabled Object Types:                            disk

Telemetry Attribute:                            write.rate

  Unit:                                            writes/s

  Enabled Object Types:                            disk

Telemetry Attribute:                            wbyte.rate

  Unit:                                            KBytes/s

  Enabled Object Types:                            disk

Telemetry Attribute:                            rbyte.rate

  Unit:                                            KBytes/s

  Enabled Object Types:                            disk

% cltelemetryattribute show -v -t disk

=== Telemetry Attributes ===

Telemetry Attribute:                            read.rate

  Unit:                                            read/s

  Enabled Object Types:                            disk

Telemetry Attribute:                            write.rate

  Unit:                                            writes/s

  Enabled Object Types:                            disk
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  --- Object Instances of Type "disk" ---

  Object Instance:                              d4

    Thresholds:                                 <Direction, Severity, Value, Rearm>

      Threshold 1:                                 <rising, fatal, 1000, 500>

Telemetry Attribute:                            wbyte.rate

  Unit:                                            KBytes/s

  Enabled Object Types:                            disk

Telemetry Attribute:                            rbyte.rate

  Unit:                                            KBytes/s

  Enabled Object Types:                            disk

例   242 テレメトリ属性のステータスの表示

次のコマンドは、クラスタ内のすべてのディスクに構成されているテレメトリ属性のステータスを
表示します。

# cltelemetryattribute status

=== Telemetry Attributes Thresholds ===

Attribute   Obj-Instance   Obt-Type   Node      Threshold                     Status

Status

---------   ------------   --------   -------   ---------------------------   -------

mem.used    phys-schost-1  node       16-v2-4   <rising, fatal, 1000, 1000>   warning

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

551 ページのcluster(1CL), 19 ページのIntro(1CL),
899 ページのsctelemetry(1M), Unresolved link to " su1M", Unresolved link to
" attributes5", Unresolved link to " rbac5", 1431 ページのSUNW.SCTelemetry(5),
1447 ページのclconfiguration(5CL)

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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すべてのユーザーがこのコマンドに -? (ヘルプ) オプションまたは -V (バージョン) オプションを
指定して実行できます。

cltelemetryattribute コマンドをほかのサブコマンドとともに実行する場合、スーパーユーザー
以外のユーザーは RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

disable solaris.cluster.modify

enable solaris.cluster.modify

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

print solaris.cluster.read

set-threshold solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

status solaris.cluster.read
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名前
cltelemetryattribute, clta — システムリソースモニタリングの構成

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute -V

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute subcommand [options] -v 
     [telemetry-attribute …]

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute disable [-i 

     {- | clconfigfile}] [-t object-type] {+ | telemetry-attribute ...}

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute enable [-i 

     {- | clconfigfile}] [-t object-type] {+ | telemetry-attribute ...}

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute export [-o 

     {- | clconfigfile}] [-t object-type[,…]] 
     [+ | telemetry-attribute ...]

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute list [-t object-type[,…]] 
     [+ | telemetry-attribute ...]

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute print [-b object-instance[,…]] 
     [-a] [-d period] [-u] [-n node[,…]] [-t object-type[,…]] 
     [+ | telemetry-attribute ...]

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute set-threshold -b 

     object-instance [-n node] {-p name=value} [-p name=value] 
     […] -t object-type telemetry-attribute

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute show [-b object-instance[,…]] 
     [-n node[,…]] [-t object-type[,…]] 
     [+ | telemetry-attribute ...]

/usr/cluster/bin/cltelemetryattribute status -b object-instance 
     [-n node] {-p name} -t object-type [+ | telemetry-attribute ...]

このコマンドは、システムリソースのモニタリングを構成します。

システム資源の使用状況は、次に示す型をはじめとする異なる型のオブジェクト上でモニター
できます。

■ ディスク
■ ファイルシステム
■ IP アドレス
■ ネットワークインタフェース
■ ノード
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■ Solaris ゾーン
■ リソースグループ

システム資源のモニター面は、テレメトリ属性と呼ばれます。

このコマンドは次のことを行います。

■ テレメトリ属性を有効または無効にします。
■ テレメトリ属性のしきい値を設定または変更します。
■ モニターされている属性、適用されているしきい値、オブジェクトについて収集されるデータ

のリストを表示します。

対応するテレメトリ属性を特定することで、モニターするシステム資源使用状況の側面を選択し
ます。あるオブジェクトでのシステム資源の使用状況をモニターするには、その型のオブジェク
ト上で対応するテレメトリ属性を有効にします。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは、クラス
タ内にあるその型のすべてのオブジェクト上で指定された属性に対する使用状況データを収
集します。

システム資源の場合、特定の値がクラスタの性能にとっての臨界値である場合があります。臨
界値を過ぎた場合に通知を受けるため、テレメトリ属性のしきい値を設定できます。しきい値に
ついては、set-threshold サブコマンド、および -p オプションの説明を参照してください。

subcommand を省略できるのは、options が -? オプションまたは -V オプションの場合のみで
す。

このコマンドの各オプションには長形式と短形式があります。各オプションの両方の形式は、オ
プション に説明とともに記載されています。

clta コマンドは cltelemetryattribute コマンドの短い形式です。

システム資源のモニタリングの構成を詳細化する前にはモニタリングを初期化してくださ
い。899 ページのsctelemetry(1M) のマニュアルページを参照してください。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

サブコマンド
サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

disable

指定されたオブジェクト型の指定されたテレメトリ属性を無効にします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
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Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは、enabled 状態が設定されているシステムリソース
の使用状況データを収集します。あるオブジェクト型のシステムリソースを disabled 状態
に設定すると、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアはそのオブジェクトインスタンスに対
応するどのインスタンスのデータも収集しません。
また、cltelemetryattribute コマンドは、次に示す条件が両方満たされる場合、これらの
属性のデータ収集を無効にします。
■ 構成ファイルを -i オプションで指定する場合。
■ 入力ファイルでテレメトリ属性に disabled が設定されている場合。

export サブコマンドを使用して構成ファイルを作成する場合。
テレメトリ属性に disabled を設定した場合、構成されているしきい値の設定は変更されま
せん。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してください。

enable

指定されたオブジェクト型の指定されたテレメトリ属性のデータ収集を有効にします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
デフォルトでは、選択されている属性が選択されているオブジェクト型に対して有効に
なっています。
テレメトリ属性のデータ収集を有効にするには、テレメトリ属性に enabled を設定します。
Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは、そのオブジェクト型に対してテレメトリ属性が有
効なオブジェクト型のデータだけを収集します。オブジェクト型のある属性を有効にする
と、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは、すべてのノード上でその型のすべてのオブ
ジェクトインスタンスの有効にされた属性についてのデータを収集します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

export

オブジェクト型およびオブジェクトインスタンスのテレメトリ属性の構成をファイルまたは標
準出力 stdout にエクスポートします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
構成には、オブジェクト型に対して属性が有効なのか無効なのかが含まれます。また、構
成にはしきい値を構成するために設定するリミットも含まれる場合があります。
-o オプションを使用してファイルを指定し、構成情報をファイルに書き込みます。-o オ
プションを指定しない場合、cltelemetryattribute コマンドは構成情報を標準出力
(stdout) に書き込みます。
export サブコマンドはクラスタ構成データを変更しません。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

list

指定されたオブジェクト型に対して構成できるテレメトリ属性を表示します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
詳細オプション -v を指定した場合、list サブコマンドは、属性を適用できるオブジェクト
の型を表示します。
しきい値のプロパティーは、次の書式で表示されます。

Threshold: severity, direction
, value, rearm

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

print

指定されたオブジェクトインスタンスまたはオブジェクト型に対して有効な指定されている
テレメトリ属性のシステム資源の使用状況を表示します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
出力は次に示すデータを含みます。
■ 日付とタイムスタンプ
■ オブジェクトインスタンス
■ オブジェクト型
■ テレメトリ属性
■ ノード
■ 値

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

set-threshold

ノード上の指定されたオブジェクトの指定されたテレメトリ属性のしきい値の設定を変更し
ます。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
変更されるしきい値を指定するには、-p オプションを使用します。また、変更するしきい値
のプロパティーを指定する場合も -p オプションを使用します。変更できるのは、value およ
び rearm しきい値プロパティーのみです。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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指定されたしきい値のこれらのプロパティーを 1 つ以上変更してください。1 つ以上のプ
ロパティーが構成されている場合、status サブコマンドを実行すると出力が表示されます。
しきい値を非アクティブにするには、次のように value と rearm に空白を指定します。

-y value=,rearm=

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

show

オブジェクト型またはオブジェクトインスタンスのテレメトリ属性に対して構成されている
プロパティーを表示します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
これらの属性は、システム資源がオブジェクト型に対して有効かどうかを含みます。詳細オ
プション -v を指定した場合、show サブコマンドは、オブジェクトインスタンスに対して有効
なテレメトリ属性のしきい値の設定を表示します。
しきい値のプロパティーは、次の書式で表示されます。

Threshold: severity, direction
, value, rearm

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

status

標準出力でしきい値が構成されているオブジェクト型の現在のステータスを表示します。
最低 1 つのしきい値を設定しないと、status コマンドを実行したときに、出力は表示され
ません。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
警告または重大な重要度を現在持っている有効なすべてのしきい値のステータスを表示
するには、このサブコマンドを引数なしで使用します。しきい値の考えられる出力は、しきい
値の現在の重要度を含みます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。
このオプションはサブコマンド付きでもサブコマンドなしでも指定できます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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このオプションを subcommand なしで指定すると、使用可能なすべてのサブコマンドのリ
ストが表示されます。
このオプションを subcommand とともに指定すると、subcommand の使用法が表示され
ます。
このオプションを set-threshold サブコマンドとともに指定すると、すべてのリソースグルー
ププロパティーのヘルプ情報が表示されます。
このオプションをほかのオプション、サブコマンド、またはオペランドと一緒に指定する場
合、これらはすべて無視されます。ほかの処理は行われません。

-a
--average

3 時間の期間に収集されたデータの平均およびこの平均に関連する標準偏差を出力しま
す。
-a オプションと -d オプションを一緒に指定すると、指定した period の間、3 時間間隔で
平均化されたデータが出力されます。
-a オプションを指定しない場合、出力されるデータは最新のデータです。

-b object-instance
--object-instance=object-instance
--object-instance object-instance

情報を表示するまたはしきい値を設定するオブジェクトインスタンスを指定します。
オブジェクトインスタンスは常に特定の型です。たとえば、クラスタノード phys-schost-1
は node 型のオブジェクトインスタンスです。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは、対
応するテレメトリ属性がオブジェクト型に対して有効な場合だけ、オブジェクトインスタンス
のシステムリソースをモニターします。

-d period
--date-range=period
--date-range period

Oracle Solaris Cluster ソフトウェアがモニタリングデータを収集する期間を指定します。
period 引数に指定する日付と時間の形式は、International Organization for
Standardization (ISO) 8601 の国際日付形式に準拠する必要があります。

begin-time, end-time] 期間は、コンマ , で区切られた 2 つの時間の間の時間です。

begin-time+ 期間は、指定された開始時間と現在の時間の間の時間です。

end-time- 期間は、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアが起動してデータの
収集を開始する時間と指定された終了時間の間の時間です。

period の形式の例を次に示します。

-d 2006-04-30T18:00,2006-06-16T18:00

2006 年 4 月 30 日の午後 6:00 から 2006 年 6 月 16 日の午後 6:00 まで
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-d 2006-06-16+

2006 年 6 月 16 日の夜中 12:00 以降

-d 2006-07-31T18:00+

2006 年 7 月 31 日の午後 6:00 以降

-d 2006-06-16T18:00–

Oracle Solaris Cluster ソフトウェアが起動してから 2006 年 6 月 16 日の午後
6:00 まで

-d 2006-05-31T12:00,2006-06-16T11:59

2006 年 5月 31 日の夜中 12:00 から 2006 年 6 月 16 日の午後 11:59 まで
このオプションは print サブコマンドとだけ使用できます。

-i {- | clconfigfile}
--input={- | clconfigfile}
--input {- | clconfigfile}

clconfigfile ファイル内にある構成情報を使用して、テレメトリ属性としきい値構成を指定す
ることを指定します。1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページを参照
してください。
標準入力 stdin を通して構成情報を提供するには、このオプションとともにダッシュ - を
指定します。ほかのオプションを指定した場合は、clconfigfile 内のオプションや情報より
指定したオプションが優先されます。

-n node
--node=node
--node node

Oracle Solaris Cluster が使用状況データを収集するノード名を指定します。名前または
ノード識別子を指定できます。
-node 型のオブジェクトインスタンス、リソース、またはリソースグループでサブコマンドを指
定する際には、n オプションを指定しないでください。

-o {- | clconfigfile}
--output={- | clconfigfile}
--output {- | clconfigfile}

テレメトリ属性としきい値の構成データをファイルまたは標準出力 stdout に書き込みま
す。この構成情報の形式は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページ
で説明されています。
このオプションにファイル名を指定する場合、このオプションは新しいファイルを作成しま
す。次に、ノード構成情報はそのファイルに格納されます。- をこのオプションとともに指定
すると、構成情報は標準出力 (stdout) に送信されます。このコマンドのほかの標準出力
はすべて抑制されます。
このオプションを一緒に指定できるのは、export サブコマンドだけです。
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-p name
--property=name
--property name

status サブコマンドのプロパティーのリストを指定します。
set-threshold サブコマンドでしきい値を設定できるプロパティーについては、-p name=
value オプションの説明を参照してください。

-p name=value
--property=name=value
--property name value

しきい値のプロパティーを指定します。
-p name= value は複数回指定できます。
status サブコマンドで情報を表示できるプロパティーについては、-p name オプションの説
明を参照してください。
しきい値ごとに severity および direction プロパティーを指定して、しきい値を特定して
ください。しきい値の設定後は、これらのプロパティーを変更できません。
各しきい値の value を設定します。各しきい値の rearm も設定できます。value および
rearm プロパティーを変更するには、set-threshold サブコマンドを使用します。このオプ
ションで指定できるプロパティーと値は次のとおりです。

severity

しきい値の重要度です。このプロパティーに設定できる値は、fatal と warning です。
重要度が fatal のしきい値は、重要度が warning のしきい値より重大です。
重要度は、Oracle Solaris Cluster Manager で視覚的なアラームとして表示されま
す。

direction

適用されるしきい値の方向です。このプロパティーに設定できる値は、falling と
rising です。direction プロパティーに falling を設定することで、fatal 重要度レ
ベルが warning 重要度レベルより小さい値を持つことを指定します。direction プロ
パティーに rising を設定することで、fatal 重要度レベルが warning 重要度レベル
より大きい値を持つことを指定します。

value

テレメトリ属性のしきい値に設定する値です。このしきい値を越えると、テレメトリ属性
の重要度が変わります。1 つのオブジェクトの特定のテレメトリ属性には最大 4 つの
しきい値を関連付けられます。
value プロパティーを設定または変更するには、set-threshold サブコマンドを使用し
ます。
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rearm

テレメトリ属性の重要度を解除する手段です。rearm の値を指定することで、テレメ
トリ属性の値が direction プロパティーに設定されているのと逆の方向で rearm
の値を越えると、テレメトリ属性の重要度が解除されます。rearm の値を指定しない
と、rearm の値は、しきい値と rearm の値に同じ値が設定されているのと同じになり
ます。
通知の頻度は hysteresis の原則に従います。つまり、頻度は二重値機能により決定さ
れます。関数が増えると 1 つの値が適用されます。関数が値と同じ場合は、もう一方
の値が適用されます。
使用中のシステムに合った rearm および value の値を設定してください。オプション
の rearm プロパティーを指定しないと、このプロパティーはデフォルトとして value を
採用します。ただし、rearm プロパティーに value プロパティーと同じ値を設定した場
合、または rearm に値を割り当てない場合は、モニター対象のテレメトリ属性の値が
value に対して設定されている値以上または値以下になるたびに通知を受信します。
大量の通知の受信を避けるには、rearm に value 以外の値を設定してください。
rearm を set-threshold サブコマンドとともに指定すると、cltelemetryattribute コ
マンドにより rearm の値が次の要件を満たすことが保証されます:
■ direction が rising の場合、value は rearm 以上の値を持ちます。

■ direction が falling の場合、value は value 以下の値を持ちます。

rearm を変更するには、set-threshold サブコマンドを使用します。

-t object-type
--object-type=object-type
--object-type object-type

Oracle Solaris Cluster ソフトウェアが使用状況データを収集するオブジェクトの型を指
定します。すべてのオブジェクトインスタンスは特定の型です。
指定された型のオブジェクトにサブコマンドの出力を制限するには、このオプションを使用
します。
システム資源をモニターできるオブジェクト型と各オブジェクト型の関連テレメトリ属性は、
次のとおりです。

オブジェクトタイプ 説明 テレメトリ属性

disk ディスク rbyte.rate、wbyte.rate、read.rate、
write.rate、

filesystem ファイルシステム block.used、inode.used

ipaddr IP アドレス ipacket.rate、opacket.rate

netif ネットワークインタフェース ipacket.rate、opacket.rate、rbyte.rate、
wbyte.rate
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オブジェクトタイプ 説明 テレメトリ属性

node ノード cpu.idle、cpu.iowait、cpu.used、loadavg.
1mn、loadavg.5mn、loadavg.15mn、mem.
used、mem.free、swap.used、swap.free

resourcegroup リソースグループ cpu.used、mem.used、swap.used

zone ゾーン cpu.idle、cpu.iowait、cpu.used、loadavg.
1mn、loadavg.5mn、loadavg.15mn

モニターできるテレメトリ属性は次のとおりです。

テレメトリ属性 説明

block.used デバイス上で使用されているブロックのパーセンテージ

cpu.idle 空き CPU の容量

cpu.iowait 入出力の完了を待っている CPU の容量

cpu.used 使用されている CPU の容量

inode.used デバイス上で使用されている i ノードのパーセンテージ

ipacket.rate 1 秒間の着信パケット数

loadavg.1mn 最後の 1 分間に CPU を待っていたプロセスの数

loadavg.5mn 最後の 5 分間に CPU を待っていたプロセスの数

loadavg.15mn 最後の 15 分間に CPU を待っていたプロセスの数

mem.free 空きメモリの M バイト数

mem.used 使用されているメモリの M バイト数

opacket.rate 1 秒間の送信パケット数

rbyte.rate 1 秒間に読み取られる M ビット数

read.rate 秒当たりの読み取り動作数

swap.free 空きスワップメモリの M バイト数

swap.used 使用されているスワップメモリの M バイト数

wbyte.rate 1 秒間に書き込まれる M ビット数

write.rate 秒当たりの書き込み動作数

すべてのオブジェクト型に対して上記の表に一覧表示されているすべてのテレメトリ属性
をモニターできません。データを収集できるオブジェクト型とオブジェクトの型ごとにモニ
ターできるテレメトリ属性を表示するには、list サブコマンドを使用します。
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-u
--utc

使用状況データとともに示される日時を協定世界時 (UTC) またはグリニッジ標準時
(GMT) で表示します。このオプションを指定すると、ローカルの日時へ、またはローカルの
日時からの日時の変換をバイパスします。デフォルトでは、Oracle Solaris Cluster ソフト
ウェアはローカルの日時を表示します。
このオプションは print サブコマンドとだけ使用できます。

-v
--verbose

詳細情報を標準出力 (stdout) で表示します。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションをほかのオプション、サブコマンド、またはオペランドと一緒に指定する場
合、これらはすべて無視されます。コマンドのバージョンだけが表示されます。ほかの処理
は行われません。

次のオペランドがサポートされています。

telemetry-attribute 使用状況データが必要な特定のテレメトリ属性です。
Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは、使用状況データを収集できる
オブジェクトの特定の型を含んでいます。テレメトリ属性のモニタリング
は、オブジェクト型ごとに有効にできます。Sun Cluster ソフトウェアは、
有効な属性のデータだけを収集します。

+ すべてのテレメトリグループ。

このコマンドセットにあるすべてのコマンドの終了ステータスコードの完全なリストについて
は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし
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実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

18 CL_EINTERNAL

内部エラーが発生しました
内部エラーは、ソフトウェアの欠陥またはその他の欠陥を示しています。

35 CL_EIO

I/O エラー
物理的な入出力エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。
■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

38 CL_EBUSY

オブジェクトはビジーです
アクティブなクラスタノードへの最後のクラスタインターコネクトパスからケーブルを取り外そ
うとしました。または、参照を削除していないクラスタ構成からノードを削除しようとしました。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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指定したデバイス、デバイスグループ、クラスタインターコネクトコンポーネント、ノード、クラス
タ、リソース、リソースタイプ、リソースグループ、またはプライベート文字列はすでに存在しま
す。

41 CL_ETYPE

未知のタイプ
-t または -p オプションで指定したタイプは存在しません。

例   243 オブジェクト型に対して構成されているシステム資源の表示

次のコマンドは、あるオブジェクト型、この場合はディスクに適用できるシステム資源を表示し
ます。

# cltelemetryattribute list -t disk

rbyte.rate

wbyte.rate

write.rate

read.rate

例   244 オブジェクト型のテレメトリ属性の有効化

次のコマンドは、クラスタ内のすべてのディスク上の指定されているテレメトリ属性に対してデー
タ収集を有効にします。

# cltelemetryattribute enable -t disk rbyte.rate wbyte.rate

例   245 オブジェクト型のテレメトリ属性のしきい値の設定

次のコマンドは、クラスタ内のディスク d4 上のテレメトリ属性 wbyte.rate のしきい値を設定し
ます。rearm のデフォルト値は、value の値に設定されています。結果として、ディスク d4 に書
き込まれるバイト数が 100 を超えるかまたは 100 より少なくなると、Oracle Solaris Cluster
ソフトウェアは fatal 通知を発行します。

# cltelemetryattribute set-threshold -t disk -b d4 \

-p severity=fatal,direction=rising,value=100 wbyte.rate

例   246 構成されているテレメトリ属性の詳細ではないリストの表示

次のコマンドは、クラスタ内のすべてのディスクに構成されているテレメトリ属性の詳細ではな
いリストを表示します。

# cltelemetryattribute show -t disk

=== Telemetry Attributes ===
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Telemetry Attribute:                            read.rate

  Unit:                                            read/s

  Enabled Object Types:                            disk

Telemetry Attribute:                            write.rate

  Unit:                                            writes/s

  Enabled Object Types:                            disk

Telemetry Attribute:                            wbyte.rate

  Unit:                                            KBytes/s

  Enabled Object Types:                            disk

Telemetry Attribute:                            rbyte.rate

  Unit:                                            KBytes/s

  Enabled Object Types:                            disk

例   247 テレメトリ属性の構成の詳細なリストの表示

次のコマンドは、クラスタ内のすべてのディスクに構成されているテレメトリ属性の詳細なリスト
を表示します。

# cltelemetryattribute show -v -t disk

=== Telemetry Attributes ===

Telemetry Attribute:                            read.rate

  Unit:                                            read/s

  Enabled Object Types:                            disk

Telemetry Attribute:                            write.rate

  Unit:                                            writes/s

  Enabled Object Types:                            disk

Telemetry Attribute:                            wbyte.rate

  Unit:                                            KBytes/s

  Enabled Object Types:                            disk

Telemetry Attribute:                            rbyte.rate

  Unit:                                            KBytes/s

  Enabled Object Types:                            disk

% cltelemetryattribute show -v -t disk

=== Telemetry Attributes ===

Telemetry Attribute:                            read.rate

  Unit:                                            read/s

  Enabled Object Types:                            disk

Telemetry Attribute:                            write.rate

  Unit:                                            writes/s

  Enabled Object Types:                            disk



cltelemetryattribute 549

  --- Object Instances of Type "disk" ---

  Object Instance:                              d4

    Thresholds:                                 <Direction, Severity, Value, Rearm>

      Threshold 1:                                 <rising, fatal, 1000, 500>

Telemetry Attribute:                            wbyte.rate

  Unit:                                            KBytes/s

  Enabled Object Types:                            disk

Telemetry Attribute:                            rbyte.rate

  Unit:                                            KBytes/s

  Enabled Object Types:                            disk

例   248 テレメトリ属性のステータスの表示

次のコマンドは、クラスタ内のすべてのディスクに構成されているテレメトリ属性のステータスを
表示します。

# cltelemetryattribute status

=== Telemetry Attributes Thresholds ===

Attribute   Obj-Instance   Obt-Type   Node      Threshold                     Status

Status

---------   ------------   --------   -------   ---------------------------   -------

mem.used    phys-schost-1  node       16-v2-4   <rising, fatal, 1000, 1000>   warning

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

551 ページのcluster(1CL), 19 ページのIntro(1CL),
899 ページのsctelemetry(1M), Unresolved link to " su1M", Unresolved link to
" attributes5", Unresolved link to " rbac5", 1431 ページのSUNW.SCTelemetry(5),
1447 ページのclconfiguration(5CL)

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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すべてのユーザーがこのコマンドに -? (ヘルプ) オプションまたは -V (バージョン) オプションを
指定して実行できます。

cltelemetryattribute コマンドをほかのサブコマンドとともに実行する場合、スーパーユーザー
以外のユーザーは RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

disable solaris.cluster.modify

enable solaris.cluster.modify

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

print solaris.cluster.read

set-threshold solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

status solaris.cluster.read
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名前
cluster — クラスタのグローバルな構成とステータスの管理

/usr/cluster/bin/cluster -V

/usr/cluster/bin/cluster [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/cluster subcommand 
     [options] -v [clustername …]

/usr/cluster/bin/cluster check 

     [-F] [-C checkid[,…]]|-E checkid[,…]]
     [-e explorerpath[,…]] [-j jarpath[,…]]
     [-k keyword[,…]] [-n node[,…]] [-o outputdir]
     [-s severitylevel] [clustername]

/usr/cluster/bin/cluster create -i {- | clconfigfile} 
     [clustername]

/usr/cluster/bin/cluster export [-o {- | configfile}] 
     [-t objecttype[,…]] [clustername]

/usr/cluster/bin/cluster monitor-heartbeat [-v] [clustername]

/usr/cluster/bin/cluster list [clustername]

/usr/cluster/bin/cluster list-checks [-F] [-K] 

     [-C checkid[,…]|-E checkid[,…]] [-j jar-path[,…]] 
     [-o outputdir] [clustername]

/usr/cluster/bin/cluster list-cmds [clustername]

/usr/cluster/bin/cluster rename -c newclustername [clustername]

/usr/cluster/bin/cluster restore-netprops [clustername]

/usr/cluster/bin/cluster set {-p name=value} [-p name=value] […] 
     [clustername]

/usr/cluster/bin/cluster set-netprops {-p name=value} 
     [-p name=value] […] [clustername]

/usr/cluster/bin/cluster show [-t objecttype[,…]] [clustername]

/usr/cluster/bin/cluster show-netprops [clustername]

/usr/cluster/bin/cluster shutdown [-y] [-g graceperiod] 
     [-m message] [clustername]

/usr/cluster/bin/cluster status [-t objecttype[,…]] [clustername]

cluster コマンドは、クラスタ全体の構成およびステータス情報を表示および管理します。また、
このコマンドはグローバルクラスタをシャットダウンします。
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次の cluster サブコマンドはゾーンクラスタ内で動作します。

■ cluster show - ゾーンクラスタ、ノード、リソースグループ、リソースタイプおよびリソースプロ
パティを一覧表示します。

■ cluster status - ゾーンクラスタコンポーネントのステータスを表示します。

■ cluster shutdown - ゾーンクラスタを正常に終了します。

■ cluster list - ゾーンクラスタの名前を表示します。

■ cluster list-cmds - ゾーンクラスタ内でサポートされている、次のコマンドを一覧表示しま
す:

■ clnode

■ clreslogicalhostname

■ clresource

■ clresourcegroup

■ clresourcetype

■ clressharedaddress

■ cluster

cluster コマンドとともに使用するほぼすべてのサブコマンドは、クラスタモードで動作します。
これらのサブコマンドは、クラスタ内のどのノードからでも実行できます。ただし、create、set-
netprops、および restore-netprops サブコマンドは例外です。これらのコマンドは非クラスタ
モードで実行してください。

subcommand を省略できるのは、options が -? オプションまたは -V オプションの場合のみで
す。

cluster コマンドに短形式はありません。

このコマンドの各オプションには長形式と短形式があります。各オプションの両方の形式は、オ
プション に説明とともに記載されています。

このコマンドは大域ゾーンで使用します。

サポートされるサブコマンドには次のものがあります。

check

クラスタが正しく構成されているかどうかをチェックおよび報告します。
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このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
このサブコマンドには、基本検査、対話型検査、機能検査の 3 つのモードがあります。
■ 基本検査は、キーワード -k interactive または -k functional が指定されていない

場合に実行されます。基本検査では、特定の構成情報を読み取り、評価して、起こり得
るエラーや満たされていない要件を特定します。

■ 対話型検査は、-k interactive オプションで指定されます。-Cまたは-E オプションが
指定されていない場合、使用可能な対話型検査がすべて実行されます。

対話型検査は基本検査と似ていますが、検査で確認できない情報の入力をユーザー
に要求します。たとえば、ファームウェアバージョンを指定するようユーザーに指示する場
合があります。対話型検査によってクラスタの機能が中断されることはありません。

■ 機能検査は、-k functional -C checkid オプションで指定されます。-k functional
オプションには、-C オプションと機能検査の検査 ID を 1 つだけ指定する必要があり
ます。-E オプションは、-k functional オプションに対しては有効ではありません。

機能検査は、フェイルオーバーのトリガーやノードのパニックなど、クラスタ構成の特殊な
機能または動作を行います。このような検査では、ユーザーが、フェイルオーバーをどの
ノードに対して行うかといった特定のクラスタ構成情報を入力したり、検査を開始また
は継続するかどうか確認したりする必要があります。

一部の機能検査ではクラスタサービスの中断が必要になるので、検査の詳細説明を
読み、最初にクラスタの稼働を停止するかどうか判断したうえで、機能検査を開始し
てください。機能検査の完全な説明を表示するには、cluster list-checks -v -C
checkID コマンドを使用します。

実行中のクラスタのアクティブメンバーから実行された場合、このサブコマンドは構成検査
を行います。この検査では、クラスタを正常に実行するために必要な最小要件を満たして
いるかを確認します。
アクティブなクラスタメンバーとして稼動していないノードから実行された場合、このサブコ
マンドはこのノードに対してプリインストール検査を行います。これらの検査では、クラスタで
インストールの準備を行い、予測される可用性の損失を防止するために、修正の必要があ
る脆弱性を特定します。
構成検査を行うたびに、指定された出力ディレクトリまたはデフォルトの出力ディレクトリに
一連のレポートが生成されます。各レポートには、実行した検査総数と失敗数を重要度別
に示したサマリーが含まれます。
各レポートは、通常のテキスト形式と XML 形式の両方で作成されます。XML 形式の
DTD は /usr/cluster/lib/cfgchk/checkresults.dtd ファイルに記述されています。レ
ポートは英文のみで生成されます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) 認証が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してください。

http://otn.oracle.com
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create

clconfigfile ファイルに格納されている構成情報を使用して新しいクラスタを作成します。
この構成情報の形式は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで
説明されています。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
このサブコマンドは非クラスタモードで実行してください。また、このサブコマンドはクラスタ
の一部としてまだ構成されていないホストから実行してください。Oracle Solaris Cluster
ソフトウェアは、クラスタの一部となる各ノードに事前にインストールしておいてください。
クラスタ名を指定しないと、クラスタの名前は clconfigfile ファイルから取り込まれます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してください。

export

構成情報をエクスポートします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
-o オプションでファイルを指定すると、そのファイルに構成情報が書き込まれます。-o オプ
ションを指定しないと、出力は標準出力 stdout に書き込まれます。
次のオプションは、エクスポートされる情報を制限します。

-t objecttype[,…]

指定された種類のコンポーネントの構成情報だけをエクスポートします。
cluster コマンドを実行するクラスタの構成情報だけをエクスポートできます。cluster コマ
ンドを実行するクラスタ以外のクラスタの名前を指定すると、このサブコマンドは失敗しま
す。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

list

クラスタの名前を表示します。
このサブコマンドは、大域ゾーンまたはゾーンクラスタで使用できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

list-checks

検査 ID と可能な各検査の説明のリストを表示します。
このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
検査 ID の最初の文字は、検査の種類を示しています。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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F 機能検査

I 対話型検査

M 複数のノードに対する基本検査

S 単一のノードに対する基本検査
-v オプションは、検査のキーワードを含む、検査の操作を詳細に表示します。その検査を実
行する前にクラスタの稼動を停止するかどうか判断するためには、機能検査の詳細な説
明を表示することが重要になります。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

list-cmds

使用可能なすべての Oracle Solaris Cluster コマンドのリストを出力します。
このサブコマンドは、大域ゾーンまたはゾーンクラスタで使用できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

monitor-heartbeat

動的再構成 (DR) 中に、クラスタノードのハートビートのタイムアウトモニタリングを手動で
再有効化します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。monitor-heartbeat サブコマンドは、
排他的 IP ゾーンクラスタではサポートされません。
CPU またはメモリーボードで DR 操作を実行すると、影響を受けるノードが応答しなくなる
ため、そのノードのハートビートモニタリングが、ほかのすべてのノードで中断されます。DR
が完了すると、影響を受けるノードのハートビートモニタリングが自動的に再有効化されま
す。DR 処理が完了しない場合は、monitor-heartbeat サブコマンドを使用して、ハート
ビートモニタリングを手動で再有効化する必要が生じる場合があります。影響を受けるノー
ドがクラスタに再結合できない場合は、クラスタメンバシップから除外されます。
ハートビートのタイムアウトモニタリングの再有効化の手順については、Unresolved link
to " Oracle Solaris Cluster 4.2 Hardware Administration Manual のKernel
Cage Dynamic Reconfiguration Recovery"を参照してください。DR に関する一般的
な情報については、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster Concepts Guide
のDynamic Reconfiguration Support"を参照してください。

rename

クラスタの名前を変更します。
このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
クラスタに新しい名前を指定するには、このサブコマンドとともに -c オプションを指定して
ください。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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注記 - クラスタが有効な Oracle Solaris Cluster Geographic Edition パートナーシッ
プの一部として構成されている場合は、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster
Geographic Edition System Administration Guide のRenaming a Cluster That
Is in a Partnership"を参照してください。このセクションでは、Oracle Solaris Cluster
Geographic Edition パートナーシップの一部として構成されたクラスタの名前を正しく変更
する方法について説明します。

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

restore-netprops

クラスタのクラスタプライベートネットワーク設定をリセットします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。このサブコマンドは非クラスタモード
で実行してください。
このサブコマンドは、set-netprops サブコマンドが失敗し、次に示す条件が存在する場合
だけに使用してください。
■ プライベートネットワークのプロパティーを変更しようとしている場合。
■ 失敗がノード上のクラスタ構成の矛盾を示している場合。この状況では、restore-

netprops サブコマンドを実行する必要があります。

このサブコマンドは、クラスタ内のすべてのコマンドで実行してください。このサブコマンド
でクラスタ構成を修復します。また、このサブコマンドは、IP アドレス範囲の変更が失敗し
たことが原因で発生する矛盾を削除します。失敗した場合、構成設定を変更するために行
うあらゆる試みは、機能するかどうか保証されません。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

set

クラスタのプロパティーを変更します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

set-netprops

プライベートネットワークのプロパティーを変更します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
このサブコマンドは非クラスタモードで実行してください。ただし、num_zoneclusters プロ
パティーを設定している場合は、このサブコマンドをクラスタモードで実行することもできま
す。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

show

クラスタコンポーネントについての詳細な構成情報を表示します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
次のオプションは、表示される情報を制限します。

-t objecttype[,…]

指定された種類のコンポーネントの構成情報だけを表示します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

show-netprops

クラスタのプライベートネットワークのプロパティーについての情報を表示します。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

shutdown

グローバルクラスタを通常の方式でシャットダウンします。
このサブコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。
このサブコマンドをグローバルクラスタで発行した場合は、Oracle Solaris Cluster ソフト
ウェアによって、そのグローバルクラスタに関連付けられたすべてのゾーンクラスタを含むグ
ローバルクラスタ全体がシャットダウンされます。cluster コマンドをゾーンクラスタで使用
できません。
cluster コマンドを実行するクラスタ以外のクラスタの名前を指定すると、このサブコマン
ドは失敗します。
このサブコマンドはクラスタ内の 1 つのノードだけから実行してください。
このサブコマンドは、次のアクションを実行します。
■ クラスタ内の機能中のすべてのリソースグループをオフラインにします。移行できないも

のあった場合、このサブコマンドは処理は続行せず、エラーメッセージを表示します。
■ すべてのクラスタファイルシステムをアンマウントします。アンマウント処理できないもの

あった場合、このサブコマンドは処理は続行せず、エラーメッセージを表示します。
■ アクティブなすべてのデバイスサービスを停止させます。1 つでもデバイスの移行がで

きないものあった場合、このサブコマンドは処理は続行せず、エラーメッセージを表示し
ます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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■ クラスタ内のすべてのノードを停止させます。

このサブコマンドは、クラスタのシャットダウンを開始する前に、すべてのノード上で警告メッ
セージを発生させます。警告を発生させたあと、このサブコマンドは、クラスタのシャットダウ
ンを確認するための最終メッセージを発生させます。この最終メッセージを発生させないよ
うにするには、-y オプションを使用します。
デフォルトでは、shutdown サブコマンドは 60 秒待ってから、クラスタをシャットダウンしま
す。-g オプションを使用すると、別の遅延時間を指定できます。
警告とともに表示されるメッセージ文字列を指定するには、-m オプションを使用します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

status

クラスタコンポーネントのステータスを表示します。
このサブコマンドは、大域ゾーンまたはゾーンクラスタで使用できます。
オプション -t objecttype[,…] は、指定された種類のコンポーネントのステータス情報だけ
を表示します。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するには、RBAC の承認
solaris.cluster.read が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページ
を参照してください。

次のオプションがサポートされています。

注記 - このセクションでは、各オプションの短形式と長形式の両方が示されています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。
このオプションはサブコマンド付きでもサブコマンドなしでも指定できます。
subcommand を指定しない場合、使用可能なすべてのサブコマンドのリストが表示されま
す。
subcommand を指定する場合、そのサブコマンドの使用法が表示されます。
このオプションとその他のオプションを指定すると、その他のオプションは無視されます。

-C checkid[,…]
--checkID=checkid[,…]
--checkID checkid[,…]

実行する検査を指定します。指定されていない検査は実行されません。-E オプションと -C
オプションの両方が指定されている場合、-C オプションは無視されます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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キーワード -k functional の場合、-C オプションは必須で、実行する checkid を 1 つだけ
指定する必要があります。
このオプションを一緒に指定できるのは、check および list-checks サブコマンドだけで
す。

-c newclustername
--newclustername=newclustername
--newclustername newclustername

クラスタの新しい名前を指定します。
クラスタの名前を変更するには、このオプションを rename サブコマンドとともに使用しま
す。

-E checkid[,…]
--excludeCheckID=checkid[,…]
--excludeCheckID checkid[,…]

除外する検査を指定します。指定された検査以外のすべての検査が実行されます。-C オ
プションと -E オプションの両方が指定されている場合、-C オプションは無視されます。
-E オプションは、-k functional キーワードに対しては有効ではありません。
このオプションを一緒に指定できるのは、check および list-checks サブコマンドだけで
す。

-e explorerpath[,…]
--explorer=explorerpath[,…]
--explorer explorerpath[,…]

システムの別のデータソースとして使用する Oracle Explorer または Sun Explorer
アーカイブの展開済みパスを指定します。explorerpath の値には、該当先の絶対パスを指
定する必要があります。
このオプションを一緒に指定できるのは、check サブコマンドだけです。

-F
--force

/var/cluster/logs/cluster_check/cfgchk.lck ファイルが存在する場合、それを無視
してサブコマンドを強制的に実行します。check および list-checks サブコマンドがすでに
実行されていないときのみこのオプションを使用します。

-g graceperiod
--graceperiod=graceperiod
--graceperiod graceperiod

クラスタがシャットダウンされる前の時間の長さをデフォルト設定の 60 秒から変更しま
す。
graceperiod は秒単位で指定します。
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-i {- | clconfigfile}
--input={- | clconfigfile}
--input {- | clconfigfile}

clconfigfile ファイル内の構成情報を使用します。1447 ページのclconfiguration(5CL)
のマニュアルページを参照してください。
標準入力 (stdin) を通して構成情報を提供するには、ダッシュ (-) をこのオプションととも
に指定します。
ほかのオプションを指定すると、クラスタ構成ファイル内のオプションや情報より指定した
オプションが優先されます。

-j jarpath[,…]
--jar=jarpath[,…]
--jar jarpath[,…]

検査が記述された追加の jar ファイルのパスを指定します。jarpath には、絶対パスを指
定する必要があります。
このオプションを一緒に指定できるのは、check および list-checks サブコマンドだけで
す。

-K keyword[,…]
--list-keywords=keyword
--keyword keyword

使用可能な検査のすべてのキーワードを一覧表示します。このオプションは他のあらゆるオ
プションより優先されます。
このオプションを一緒に指定できるのは、list-checks サブコマンドだけです。

-k keyword[,…]
--keyword=keyword
--keyword keyword

指定されたキーワードを含む検査だけを実行します。cluster list-checks -k コマンドを
使用して、使用可能な検査に割り当てられたキーワードを調べます。
-k functional キーワードには、-C オプションと単一の checkid が必須です。複数の機能
検査を同時に指定したり、同じコマンド内で他のキーワードを指定したりすることはできませ
ん。
このオプションを一緒に指定できるのは、check および list-checks サブコマンドだけで
す。

-m message
--message=message
--message message

shutdown サブコマンドを実行すると表示される警告とともに表示するメッセージの文字列
を指定します。
標準的な警告メッセージは「system will be shut down in …」です。
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message が複数の単語を含む場合は、単一引用符 (') または二重引用
符 (") で区切ってください。shutdown コマンドは、シャットダウン開始の
7200、3600、1800、1200、600、300、120、60、および 30 秒前にメッセージを発生させ
ます。

-n node[,…]
--node=node[,…]
--node node[,…]

指定されたノードまたはノードリストだけに対して検査を実行します。node には、値としてノー
ド名またはノード ID 番号を指定できます。
このオプションを一緒に指定できるのは、check サブコマンドだけです。

-o {- | clconfigfile}
--output={- | clconfigfile}
--output {- | clconfigfile }

クラスタ構成情報をファイルまたは標準出力 (stdout) に書き込みます。この構成情報の
形式は、1447 ページのclconfiguration(5CL) のマニュアルページで説明されていま
す。
このオプションにファイル名を指定する場合、このオプションは新しいファイルを作成しま
す。次に、ノード構成情報はそのファイルに格納されます。- をこのオプションとともに指定
すると、構成情報は標準出力 (stdout) に送信されます。このコマンドのほかの標準出力
はすべて抑制されます。
この形式の -o オプションを一緒に指定できるのは、export サブコマンドだけです。

-o outputdir
--output=outputdir
--output outputdir

check サブコマンドが生成するレポートを保存するディレクトリを指定します。
この形式の -o オプションを一緒に指定できるのは、check サブコマンドおよび list-
checks サブコマンドだけです。
出力ディレクトリ outputdir は、すでに存在しているか、作成できる必要がありま
す。outputdir にある過去のレポートは、新しいレポートによってすべて上書きされます。
-o オプションを指定しない場合、デフォルトでディレクトリ /var/cluster/logs/
cluster_check/ datestamp/ が outputdir として使用されます。

-p name=value
--property=name=value
--property name=value

クラスタ全体のプロパティーを変更します。
-p name= value は複数回指定できます。
次のプロパティーを変更するには、このオプションを set および set-netprops サブコマン
ドで使用します。
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concentrate_load

Resource Group Manager (RGM) が使用可能なノードにリソースグループの負
荷を分散する方法を指定します。concentrate_load プロパティーはグローバルクラ
スタでのみ設定できます。ゾーンクラスタでは、concentrate_load プロパティーには
FALSE のデフォルト値があります。 値が FALSE に設定されている場合、RGM はリ
ソースグループのノードリストで使用可能なすべてのノードまたはゾーンに対して、リソー
スグループ負荷を均等に分散しようと試みます。グローバルクラスタで値が TRUE に設
定されている場合は、構成されている強い制限値または弱い制限値を超えずに、でき
るだけ少ないノードまたはゾーンにリソースグループ負荷が集約されます。デフォルト値
は FALSE です。
リソースグループ RG2 がリソースグループ RG1 に対して ++ または +++ アフィニティーを
宣言している場合は、RG2 にゼロ以外の負荷係数を設定しないようにしてください。代
わりに、RG1 と同じノードでオンラインになる RG2 による追加の負荷を考慮して、より大
きな負荷係数を RG1 に設定します。これにより、Concentrate_load 機能が目的どおり
に動作します。RG2 に負荷係数を設定できますが、これらの負荷係数に強い制限値を
設定しないようにし、弱い制限値のみを設定することもできます。これにより、弱い負
荷制限を超えた場合であっても、RG2 をオンラインにできます。
各ノードの強い負荷制限値と弱い負荷制限値の作成と変更には、clnode create-
loadlimit、clnode set-loadlimit、および clnode delete-loadlimit コマンドを使
用します。手順については、185 ページのclnode(1CL) のマニュアルページを参照し
てください。

global_fencing

すべての共有デバイスのグローバルなデフォルトのフェンシングアルゴリズムを指定し
ます。
このプロパティーに指定できる値は、nofencing、nofencing-noscrub、pathcount、また
は prefer3 です。
Persistent Group Reservation (PGR) キーの検索と削除が完了する
と、nofencing 設定により、共有デバイスのフェンシングが無効になります。
nofencing-noscrub 設定では、先に PGR キーの検索と削除が実行されることなく、共
有デバイスのフェンシングが無効になります。
pathcount 設定により、共有デバイスに接続されている DID パスの数でフェンシン
グプロトコルを決定します。3 つ以上の DID パスを使用するデバイスの場合、このプ
ロパティーは SCSI-3 プロトコルに設定されます。
prefer3 設定は、すべてのデバイスのデバイスフェンシングについて SCSI-3 プロトコ
ルを指定します。SCSI-3 プロトコルをサポートしないデバイスには、pathcount 設定が
割り当てられます。
デフォルトでは、このプロパティーには prefer3 が設定されています。

heartbeat_quantum

ハートビートを送信する頻度をミリ秒単位で定義します。
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Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは、デフォルトでは 1 秒、つまり 1,000 ミリ秒の
ハートビート定足数を使用します。100 ミリ秒から 10,000 ミリ秒までの値を指定しま
す。

heartbeat_timeout

ピアノードからハートビートを受信しなかった場合に、対応するパスを停止中として宣言
するまでの時間間隔をミリ秒単位で定義します。
Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは、デフォルトでは 10 秒、つまり 10,000 ミリ
秒のハートビートタイムアウトを使用します。2,500 ミリ秒から 60,000 ミリ秒までの値
を指定します。
set サブコマンドを使用すると、すべてのアダプタでクラスタのグローバルなハートビー
トパラメータを変更できます。
Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは、プライベートインターコネクトを介してこれら
のハートビートを使用することによって、クラスタノード間の通信障害を検出します。ハー
トビートタイムアウトを減らすと、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアはよりすばやく
障害を検出できます。ハートビートタイムアウトの値を減らすと、障害を検出するために
必要な時間が短縮されます。これにより、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは障
害からよりすばやく回復します。より速く回復できると、クラスタの可用性が高まりま
す。
理想的な条件下であっても、set サブコマンドを使用してハートビートパラメータの値を
減らすと、誤ったパスタイムアウトやノードパニックが起こるおそれが常にあります。より
小さい値を実際にクラスタに導入する際には、適切な負荷条件のもとでハートビートパ
ラメータの値を必ずテストし、入念に確認する必要があります。
heartbeat_timeout に指定する値は常に、heartbeat_quantum に指定する値の 5 倍
以上にします (heartbeat_timeout >=(5*heartbeat_quantum))。

installmode

クラスタのインストールモードの設定を指定します。installmode プロパティーに
は、enabled または disabled のいずれかを指定できます。
installmode プロパティーが有効な間、ノードはブート時の定足数構成のリセットを行
いません。またこのモードにある間は、管理機能の多くが使用不可能になります。最初
にクラスタをインストールしたときには、installmode プロパティーは有効になっていま
す。
すべてのノードが最初にクラスタに参加し、共有定足数デバイスが構成に追加され
たら、installmode プロパティーを明示的に無効にしてください。installmode プロパ
ティーを無効にすると、定足数の投票数はデフォルト値に設定されます。クラスタ作成
中に定足数が自動的に構成される場合、定足数が設定されたあとも installmode プ
ロパティーは無効です。

resource_security

プログラムの実行のセキュリティーポリシーを RGM リソース別に指定しま
す。resource_security で使用可能な値は、SECURE、WARN、OVERRIDE、または
COMPATIBILITY です。
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Start や Validate などのリソースメソッドは、常に root として実行されます。メソッド
の実行可能ファイルに root 以外の所有権、あるいは group または world 書き込み
権がある場合は、セキュアでない状態になりますこの場合、resource_security プロ
パティーが SECURE に設定されていると、リソースメソッドの実行は実行時に失敗し、エ
ラーが返されます。resource_security がその他の設定であれば、リソースメソッドは
実行を許可され、警告メッセージが表示されます。最大限のセキュリティーを確保する
ため、resource_security を SECURE に設定してください。
resource_security 設定では、application_user リソースプロパティーを宣言す
るリソースタイプの動作も変更します。application_user リソースプロパティーを
宣言するリソースタイプは通常、663 ページのscha_check_app_user(1HA )
インタフェースを使用して、アプリケーションプログラムの実行可能ファイルの
所有権およびアクセス権の追加チェックを実行するエージェントです。詳細
は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページの application_user に関
するセクションを参照してください。

udp_session_timeout

無効な UDP セッションを削除するまでの経過時間を秒単位で指定します。
このプロパティーはオプションであり、任意の整数を設定できます。
このプロパティーが適用されるのは、UDP サービスと、ラウンドロビン負荷分散スキー
ムが有効になっている負荷分散ポリシー Lb_weighted のみです。
デフォルトでは、このプロパティーには 480 (8 分) が設定されています。

プライベートネットワークのプロパティー
プライベートネットワークのプロパティーは、set-netprops サブコマンドでのみ変更しま
す。
これらのプライベートネットワーク設定は、デフォルトのプライベートネットワークアドレス
がすでに使用されているアドレスと衝突する場合だけ変更してください。既存のアドレ
ス範囲が拡張しているクラスタ構成を格納するのに十分でない場合もこれらのプライ
ベートネットワーク設定を変更します。
ネットワークプロパティーを変更する場合は、クラスタのすべてのノードが使用可能で
非クラスタモードであることが期待されます。プライベートネットワーク設定は、すべての
ノードに伝えられるので、クラスタの 1 つのノードだけで変更します。
private_netaddr プロパティーを設定すると、private_netmask プロパ
ティー、max_nodes プロパティーと max_privatenets プロパティー、またはすべての
プロパティーを設定できます。private_netmask プロパティーと max_nodes または
max_privatenets プロパティーのいずれかを設定しようとすると、エラーが発生しま
す。max_nodes または max_privatenets プロパティーは常に一緒に設定してください。
デフォルトのプライベートネットワークアドレスは 172.16.0.0 で、デフォルトのネットマ
スクは 255.255.240.0 です。
クラスタ構成の矛盾が原因でプロパティーの設定に失敗した場合、非クラスタモードで
各ノードに対して cluster restore-netprops コマンドを実行します。
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プライベートネットワークのプロパティーは次のとおりです。

max_nodes

クラスタの一部になると予想されるノードの最大数を指定します。このプロパ
ティーは、private_netaddr および max_privatenets プロパティーと組み合わ
せてのみ、またオプションで private_netmask プロパティーとともに設定できま
す。max_nodes の最大値は 64 です。最小値は 2 です。

max_privatenets

クラスタで使用するプライベートネットワークの最大数を指定します。このプロ
パティーは、private_netaddr および max_nodes プロパティーと同時の場合の
み、またはオプションとして private_netmask プロパティーとだけ使用できま
す。max_privatenets の最大値は 128 です。最小値は 2 です。

num_zoneclusters

グローバルクラスタに対して構成しようとしているゾーンクラスタの数を指定しま
す。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアでは、この値、ノードの数、およびグロー
バルクラスタに対して指定するプライベートネットワークの数の組み合わせを使用
して、プライベートネットワークネットマスクを計算します。
Oracle Solaris Cluster ソフトウェアはプライベートネットワークネットマスクを使
用して、クラスタ使用のために保持するプライベートネットワーク IP アドレスの範
囲を決定します。
このプロパティーはクラスタモードまたは非クラスタモードで設定できます。
このプロパティーに値を指定しないと、デフォルトで 12 に設定されます。このプロ
パティーを 0 に設定できます。

private_netaddr

プライベートネットワークアドレスを指定します。

private_netmask

クラスタのプライベートネットワークマスクを指定します。この場合に指定する値
は、デフォルトのネットマスクの 255.255.240.0 以上にしてください。このプロパ
ティーは、private_netaddr プロパティーと同時にのみ設定できます。
デフォルトより小さい IP アドレス範囲を割り当てる場合は、private_netmask
プロパティーの代わり、またはこのプロパティーに加えて max_nodes および
max_privatenets プロパティーを使用できます。

num_xip_zoneclusters

物理クラスタで構成可能な排他的 IP ゾーンクラスタの数を指定します。このコ
マンドでは、modify_xip_zc と呼ばれるシェルスクリプトを呼び出し、構成可能な
排他的 IP ゾーンクラスタの数のエントリで clprivnet 構成ファイルを更新しま
す。num_xip_zoneclusters プロパティーは、num_zoneclusters プロパティーのサ
ブセットである必要があります。
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このコマンドは、プライベートネットワークのプロパティーの組み合わせごとに次に示す
タスクを実行します。

-p private_netaddr=netaddr

コマンドは、デフォルトのネットマスクである 255.255.240.0 をプライベートイン
ターコネクトに割り当てます。デフォルトの IP アドレス範囲は、最大 64 のノードと
10 のプライベートネットワークを格納します。

-p private_netaddr=netaddr,private_netmask=netmask

指定されたネットマスクがデフォルトのネットマスク未満である場合、このコマンド
は失敗し、エラーで終了します。
指定されたネットマスクがデフォルトのネットマスク以上の場合、このコマンドは指
定されたネットマスクをプライベートインターコネクトに割り当てます。その結果の
IP アドレス範囲は、最大 64 のノードと 10 のプライベートネットワークを格納しま
す。
デフォルトより小さい IP アドレス範囲を割り当てるには、private_netmask
プロパティーの代わり、またはこのプロパティーに加えて max_nodes および
max_privatenets プロパティーを使用します。

-p private_netaddr=netaddr,max_nodes=nodes,
max_privatenets=privatenets,num_xip_zoneclusters=xip_zoneclusters

このコマンドは、指定された数のノードとプライベートネットワークをサポートする最
小のネットマスクを計算します。このコマンドは次に、計算したネットマスクをプライ
ベートインターコネクトに割り当てます。物理クラスタで構成可能な排他的 IP ゾー
ンクラスタの数も指定します。

-p private_netaddr=netaddr,private_netmask=netmask,
max_nodes=nodes,max_privatenets=privatenets

このコマンドは、指定された数のノードとプライベートネットワークをサポートする最
小のネットマスクを計算します。
このコマンドは、計算結果と指定されたネットマスクを比較します。指定されたネッ
トマスクが計算結果のネットマスク未満である場合、このコマンドは失敗し、エラー
で終了します。指定されたネットマスクが計算結果のネットマスク以上の場合、こ
のコマンドは指定されたネットマスクをプライベートインターコネクトに割り当てま
す。

-s severitylevel
--severity=severitylevel
--severity severitylevel

指定された severitylevel 以上の違反だけをレポートします。
このオプションを一緒に指定できるのは、check サブコマンドだけです。
各検査には、それぞれ割り当てられた重要度があります。失敗した検査のうち、指定した重
要度より低いものはレポートから除外されます。severity には、次のいずれかの値を指定し
ます。これらの値は、重要度の最も低い値から最も高い値に向けて一覧表示してあります。
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information

warning

low

medium

high

critical

このオプションを指定しない場合、デフォルトでは、重要度 information が使用されます。
重要度 information は、すべての重要度で失敗した検査がレポートに書き込まれることを
示します。

-t objecttype[,…]
--type=objecttype[,…]
--type objecttype[,…]

export、show、および status サブコマンドのオブジェクト型を指定します。
このオプションは、export、show、および status サブコマンドの出力を指定された型のオ
ブジェクトだけに制限するために使用します。次に示すオブジェクト型またはコンポーネン
ト型がサポートされています。ステータスが使用できないオブジェクト型も一部存在します。

オブジェクト型/短いオブジェクト型 使用可能なステータス

access/access いいえ

device/dev はい

devicegroup/dg はい

global/global いいえ

interconnect/intr はい

nasdevice/nas いいえ

node/node はい

quorum/quorum はい

reslogicalhostname/rslh はい

resource/rs はい

resourcegroup/rg はい

resourcetype/rt いいえ

ressharedaddress/rssa はい
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-v
--verbose

詳細情報を標準出力 (stdout) で表示します。check サブコマンドと使用する場合は、実
行中の詳細な進捗状況が表示されます。list-checks サブコマンドと使用する場合は、検
査のより詳細な情報が表示されます。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションをほかのオプション、サブコマンド、またはオペランドと一緒に指定する場
合、これらはすべて無視されます。コマンドのバージョンだけが表示されます。ほかの処理
は行われません。

-y
--yes

シャットダウンの確認を促すプロンプトを発生させないようにします。クラスタはユーザーの
介入なしで即座にシャットダウンされます。

次のオペランドがサポートされています。

clustername
管理対象のクラスタの名前です。
create を除くすべてのサブコマンドで、指定する clustername を cluster コマンドを実行
するクラスタの名前と一致させてください。
create サブコマンドを使用して、新しい一意のクラスタ名を指定します。

このコマンドセットにあるすべてのコマンドの終了ステータスコードの完全なリストについて
は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。返される終了コードも
1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページで説明されているリターンコードに準拠
しています。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。
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1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

35 CL_EIO

I/O エラー
物理的な入出力エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。
■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

また、check サブコマンドは、検査レポートを格納する出力ディレクトリに
cluster_check_exit_code.log という名前のテキストファイルを作成します。このサブコマンド
によって CL_NOERR が終了された場合、違反があったすべての検査の中で最高の重要度を示
すコードがこのファイルにレポートされます。使用される検査コードは、次のとおりです。

100 違反はレポートされませんでした。このレポートで報告される検査出力の
重要度は、通常、information または warning です。

101 critical

102 high

103 medium

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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104 low

例   249 クラスタ構成情報の表示

次のコマンドは、クラスタの使用可能なすべての構成情報を表示します。

# cluster show

=== Cluster ===                                

Cluster Name:                                   schost

  clusterid:                                       0x4FA7C35F

  installmode:                                     disabled

  heartbeat_timeout:                               9999

  heartbeat_quantum:                               1000

  private_netaddr:                                 172.16.0.0

  private_netmask:                                 255.255.240.0

  max_nodes:                                       64

  max_privatenets:                                 10

  num_zoneclusters:                                12

  udp_session_timeout:                             480

  concentrate_load:                                True

  resource_security:                               SECURE

  global_fencing:                                  prefer3

  Node List:                                       phys-schost-1, phys-schost-2

  === Host Access Control ===                  

  Cluster name:                                 schost

    Allowed hosts:                                 None

    Authentication Protocol:                       sys

  === Cluster Nodes ===                        

  Node Name:                                    phys-schost-1

    Node ID:                                       1

    Enabled:                                       yes

    privatehostname:                               clusternode1-priv

    reboot_on_path_failure:                        disabled

    globalzoneshares:                              1

    defaultpsetmin:                                1

    quorum_vote:                                   1

    quorum_defaultvote:                            1

    quorum_resv_key:                               0x4FA7C35F00000001

    Transport Adapter List:                        net3, net1

  Node Name:                                    phys-schost-2

    Node ID:                                       2

    Enabled:                                       yes

    privatehostname:                               clusternode2-priv

    reboot_on_path_failure:                        disabled

    globalzoneshares:                              1

    defaultpsetmin:                                1
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    quorum_vote:                                   1

    quorum_defaultvote:                            1

    quorum_resv_key:                               0x4FA7C35F00000002

    Transport Adapter List:                        net3, net1

  === Transport Cables ===                     

  Transport Cable:                              phys-schost-1:net3,switch1@1

    Endpoint1:                                     phys-schost-1:net3

    Endpoint2:                                     switch1@1

    State:                                         Enabled

  Transport Cable:                              phys-schost-1:net1,switch2@1

    Endpoint1:                                     phys-schost-1:net1

    Endpoint2:                                     switch2@1

    State:                                         Enabled

  Transport Cable:                              phys-schost-2:net3,switch1@2

    Endpoint1:                                     phys-schost-2:net3

    Endpoint2:                                     switch1@2

    State:                                         Enabled

  Transport Cable:                              phys-schost-2:net1,switch2@2

    Endpoint1:                                     phys-schost-2:net1

    Endpoint2:                                     switch2@2

    State:                                         Enabled

  === Transport Switches ===                   

  Transport Switch:                             switch1

    State:                                         Enabled

    Type:                                          switch

    Port Names:                                    1 2

    Port State(1):                                 Enabled

    Port State(2):                                 Enabled

  Transport Switch:                             switch2

    State:                                         Enabled

    Type:                                          switch

    Port Names:                                    1 2

    Port State(1):                                 Enabled

    Port State(2):                                 Enabled

  === Quorum Devices ===                       

  Quorum Device Name:                           d4

    Enabled:                                       yes

    Votes:                                         1

    Global Name:                                   /dev/did/rdsk/d4s2

    Type:                                          shared_disk

    Access Mode:                                   scsi3

    Hosts (enabled):                               phys-schost-1, phys-schost-2

  === Device Groups ===                        
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  === Registered Resource Types ===            

  Resource Type:                                SUNW.LogicalHostname:4

    RT_description:                                Logical Hostname Resource Type

    RT_version:                                    4

    API_version:                                   2

    RT_basedir:                                    /usr/cluster/lib/rgm/rt/hafoip

    Single_instance:                               False

    Proxy:                                         False

    Init_nodes:                                    All potential masters

    Installed_nodes:                               <All>

    Failover:                                      True

    Pkglist:                                       <NULL>

    RT_system:                                     True

    Global_zone:                                   True

  Resource Type:                                SUNW.SharedAddress:2

    RT_description:                                HA Shared Address Resource Type

    RT_version:                                    2

    API_version:                                   2

    RT_basedir:                                    /usr/cluster/lib/rgm/rt/hascip

    Single_instance:                               False

    Proxy:                                         False

    Init_nodes:                                    <Unknown>

    Installed_nodes:                               <All>

    Failover:                                      True

    Pkglist:                                       <NULL>

    RT_system:                                     True

    Global_zone:                                   True

  === Resource Groups and Resources ===        

  === DID Device Instances ===                 

  DID Device Name:                         /dev/did/rdsk/d1

    Full Device Path:                         phys-schost-2:/dev/rdsk/

                                              c0t600A0B8000485B6A000058584EDCBD7Ed0

    Full Device Path:                         phys-schost-1:/dev/rdsk/

                                              c0t600A0B8000485B6A000058584EDCBD7Ed0

    Replication:                              none

    default_fencing:                          global

  DID Device Name:                         /dev/did/rdsk/d2

    Full Device Path:                         phys-schost-2:/dev/rdsk/

                                              c0t600A0B8000485B6A0000585A4EDCBDA4d0

    Full Device Path:                         phys-schost-1:/dev/rdsk/

                                              c0t600A0B8000485B6A0000585A4EDCBDA4d0

    Replication:                              none

    default_fencing:                          global

  DID Device Name:                         /dev/did/rdsk/d3

    Full Device Path:                         phys-schost-2:/dev/rdsk/

                                              c0t600A0B8000485B6A0000585C4EDCBDCAd0
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    Full Device Path:                         phys-schost-1:/dev/rdsk/

                                              c0t600A0B8000485B6A0000585C4EDCBDCAd0

    Replication:                              none

    default_fencing:                          global

  DID Device Name:                         /dev/did/rdsk/d4

    Full Device Path:                         phys-schost-2:/dev/rdsk/

                                              c0t600A0B8000485B6A0000585E4EDCBDF1d0

    Full Device Path:                         phys-schost-1:/dev/rdsk/

                                              c0t600A0B8000485B6A0000585E4EDCBDF1d0

    Replication:                              none

    default_fencing:                          global

  DID Device Name:                         /dev/did/rdsk/d5

    Full Device Path:                         phys-schost-2:/dev/rdsk/

                                              c0t600A0B8000485B6A000058604EDCBE1Cd0

    Full Device Path:                         phys-schost-1:/dev/rdsk/

                                              c0t600A0B8000485B6A000058604EDCBE1Cd0

    Replication:                              none

    default_fencing:                          global

  DID Device Name:                         /dev/did/rdsk/d6

    Full Device Path:                         phys-schost-2:/dev/rdsk/

                                              c0t600A0B8000486F08000073014EDCBED0d0

    Full Device Path:                         phys-schost-1:/dev/rdsk/

                                              c0t600A0B8000486F08000073014EDCBED0d0

    Replication:                              none

    default_fencing:                          global

  DID Device Name:                         /dev/did/rdsk/d7

    Full Device Path:                         phys-schost-2:/dev/rdsk/

                                              c0t600A0B8000486F08000073034EDCBEFAd0

    Full Device Path:                         phys-schost-1:/dev/rdsk/

                                              c0t600A0B8000486F08000073034EDCBEFAd0

    Replication:                              none

    default_fencing:                          global

  DID Device Name:                         /dev/did/rdsk/d8

    Full Device Path:                         phys-schost-2:/dev/rdsk/

                                              c0t600A0B8000486F08000073054EDCBF1Fd0

    Full Device Path:                         phys-schost-1:/dev/rdsk/

                                              c0t600A0B8000486F08000073054EDCBF1Fd0

    Replication:                              none

    default_fencing:                          global

  DID Device Name:                         /dev/did/rdsk/d9

    Full Device Path:                         phys-schost-2:/dev/rdsk/

                                              c0t600A0B8000486F08000073074EDCBF46d0

    Full Device Path:                         phys-schost-1:/dev/rdsk/

                                              c0t600A0B8000486F08000073074EDCBF46d0

    Replication:                              none

    default_fencing:                          global

  DID Device Name:                         /dev/did/rdsk/d10
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    Full Device Path:                         phys-schost-2:/dev/rdsk/

                                              c0t600A0B8000486F08000073094EDCBF71d0

    Full Device Path:                         phys-schost-1:/dev/rdsk/

                                              c0t600A0B8000486F08000073094EDCBF71d0

    Replication:                              none

    default_fencing:                          global

  DID Device Name:                         /dev/did/rdsk/d11

    Full Device Path:                         phys-schost-1:/dev/rdsk/c3t0d0

    Replication:                              none

    default_fencing:                          global

  DID Device Name:                         /dev/did/rdsk/d12

    Full Device Path:                         phys-schost-1:/dev/rdsk/c4t0d0

    Replication:                              none

    default_fencing:                          global

  DID Device Name:                         /dev/did/rdsk/d13

    Full Device Path:                         phys-schost-1:/dev/rdsk/c4t1d0

    Replication:                              none

    default_fencing:                          global

  DID Device Name:                         /dev/did/rdsk/d14

    Full Device Path:                         phys-schost-2:/dev/rdsk/c3t0d0

    Replication:                              none

    default_fencing:                          global

  DID Device Name:                         /dev/did/rdsk/d15

    Full Device Path:                         phys-schost-2:/dev/rdsk/c4t0d0

    Replication:                              none

    default_fencing:                          global

  DID Device Name:                         /dev/did/rdsk/d16

    Full Device Path:                         phys-schost-2:/dev/rdsk/c4t1d0

    Replication:                              none

    default_fencing:                          global

  === NAS Devices ===                          

  Nas Device:                              qualfugu

    Type:                                     sun_uss

    userid:                                   osc_agent

  === Zone Clusters ===                        

  Zone Cluster Name:                            zc1

    zonename:                                      zc1

    zonepath:                                      /zones/zc1

    autoboot:                                      TRUE

    brand:                                         solaris10

    bootargs:                                      <NULL>

    pool:                                          <NULL>

    limitpriv:                                     <NULL>

    scheduling-class:                              <NULL>
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    ip-type:                                       shared

    enable_priv_net:                               TRUE

    resource_security:                             COMPATIBILITY

    --- Solaris Resources for zc1 ---          

    Resource Name:                              net

      address:                                     schost-1

      physical:                                    auto

    Resource Name:                              net

      address:                                     schost-2

      physical:                                    auto

    --- Zone Cluster Nodes for zc1 ---         

    Node Name:                                  phys-schost-1

      physical-host:                               phys-schost-1

      hostname:                                    vzschost1a

      --- Solaris Resources for phys-schost-1 ---     

    Node Name:                                  phys-schost-2

      physical-host:                               phys-schost-2

      hostname:                                    vzschost2a

      --- Solaris Resources for phys-schost-2 ---     

  Zone Cluster Name:                            zc2

    zonename:                                      zc2

    zonepath:                                      /zones/zc2

    autoboot:                                      TRUE

    brand:                                         solaris

    bootargs:                                      <NULL>

    pool:                                          <NULL>

    limitpriv:                                     <NULL>

    scheduling-class:                              <NULL>

    ip-type:                                       shared

    enable_priv_net:                               TRUE

    resource_security:                             COMPATIBILITY

    --- Solaris Resources for zc2 ---          

    --- Zone Cluster Nodes for zc2 ---         

    Node Name:                                  phys-schost-1

      physical-host:                               phys-schost-1

      hostname:                                    vzschost1b

      --- Solaris Resources for phys-schost-1 ---     

    Node Name:                                  phys-schost-2

      physical-host:                               phys-schost-2

      hostname:                                    vzschost2b
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      --- Solaris Resources for phys-schost-2 ---     

  Zone Cluster Name:                            zc3

    zonename:                                      zc3

    zonepath:                                      /zones/zc3

    autoboot:                                      TRUE

    brand:                                         solaris

    bootargs:                                      <NULL>

    pool:                                          <NULL>

    limitpriv:                                     <NULL>

    scheduling-class:                              <NULL>

    ip-type:                                       shared

    enable_priv_net:                               TRUE

    resource_security:                             COMPATIBILITY

    --- Solaris Resources for zc3 ---          

    --- Zone Cluster Nodes for zc3 ---         

    Node Name:                                  phys-schost-2

      physical-host:                               phys-schost-2

      hostname:                                    vzschost1c

      --- Solaris Resources for phys-schost-2 ---     

例   250 選択されたクラスタコンポーネントについての構成情報の表示

次のコマンドは、リソース、リソースタイプ、およびリソースグループについての情報を表示します。
情報はそのクラスタに対してのみ表示されます。

# cluster show -t resource,resourcetype,resourcegroup

  Single_instance:                                 False

  Proxy:                                           False

  Init_nodes:                                      <Unknown>

  Installed_nodes:                                 <All>

  Failover:                                        True

  Pkglist:                                         <NULL>

  RT_system:                                       True

Resource Type:                                  SUNW.qfs

  RT_description:                                  SAM-QFS Agent on SunCluster

  RT_version:                                      3.1

  API_version:                                     3

  RT_basedir:                                      /opt/SUNWsamfs/sc/bin

  Single_instance:                                 False

  Proxy:                                           False

  Init_nodes:                                      All potential masters

  Installed_nodes:                                 <All>

  Failover:                                        True

  Pkglist:                                         <NULL>
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  RT_system:                                       False

=== Resource Groups and Resources ===

Resource Group:                                 qfs-rg

  RG_description:                                  <NULL>

  RG_mode:                                         Failover

  RG_state:                                        Managed

  Failback:                                        False

  Nodelist:                                        phys-schost-2 phys-schost-1

  --- Resources for Group qfs-rg ---

  Resource:                                     qfs-res

    Type:                                          SUNW.qfs

    Type_version:                                  3.1

    Group:                                         qfs-rg

    R_description:                                 

    Resource_project_name:                         default

    Enabled{phys-schost-2}:                        True

    Enabled{phys-schost-1}:                        True

    Monitored{phys-schost-2}:                      True

    Monitored{phys-schost-1}:                      True

例   251 クラスタのステータスの表示

次のコマンドは、すべてのクラスタノードのステータスを表示します。

# cluster status -t node

=== Cluster Nodes ===

--- Node Status ---

Node Name                                       Status

---------                                       ------

phys-schost-1                                   Online

phys-schost-2                                   Online

--- Node Status ---

Node Name                                       Status

---------                                       ------

または、clnode コマンドを使用して、同じ情報を表示することもできます。

# clnode status

=== Cluster Nodes ===

--- Node Status ---

Node Name                                       Status

---------                                       ------

phys-schost-1                                   Online
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phys-schost-2                                   Online

例   252 クラスタの作成

次のコマンドは、cluster-1 という名前のクラスタをクラスタ構成ファイル suncluster.xml か
ら作成します。

# cluster create -i /suncluster.xml cluster-1

例   253 クラスタ名の変更

次のコマンドは、クラスタの名前を cluster-2 に変更します。

# cluster rename -c cluster-2

例   254 クラスタの installmode プロパティーの無効化

次のコマンドは、クラスタの installmode プロパティーを無効にします。

# cluster set -p installmode=disabled

例   255 プライベートネットワークの変更

次のコマンドは、クラスタのプライベートネットワーク設定を変更します。このコマンドは、プライ
ベートネットワークアドレスに 172.10.0.0 を設定します。また、このコマンドは、指定した 8 個の
ノードと 4 個のプライベートネットワークをサポートするための最小プライベートネットマスク数を
計算して設定し、グローバルクラスタに 8 個のゾーンクラスタを構成することを指定します。この
コマンドでは、非クラスタモードの物理クラスタで構成可能な排他的 IP ゾーンクラスタの数も
識別します。

# cluster set-netprops \

-p private_netaddr=172.10.0.0 \

-p max_nodes=8 \

-p max_privatenets=4 \

-p num_zoneclusters=8 \

-p num_xip_zoneclusters=3

このコマンドは、次のように非クラスタモードで指定することもできます:

# cluster set-netprops \

-p private_netaddr=172.10.0.0 \

-p max_nodes=8,\

-p max_privatenets=4 \

-p num_zoneclusters=8 \

-p num_xip_zoneclusters=3
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例   256 使用可能な検査の一覧表示

次のコマンドは、クラスタで実行可能なすべての検査を 1 行にまとめて表示します。実際に使
用できる検査は、リリースや更新によって異なります。

# cluster list-checks

 M6336822  :   (Critical)   Global filesystem /etc/vfstab entries are 

not consistent across all Oracle Solaris Cluster nodes.

 S6708689  :   (Variable)   One or more Oracle Solaris Cluster resources 

cannot be validated

 M6708613  :   (Critical)   vxio major numbers are not consistent across 

all Oracle Solaris Cluster nodes.

 S6708255  :   (Critical)   The nsswitch.conf file 'hosts' database 

entry does not have 'cluster' specified first.

 S6708479  :   (Critical)   The /etc/system rpcmod:svc_default_stksize 

parameter is missing or has an incorrect value for Oracle Solaris Cluster.

 F6984121  :   (Critical)   Perform cluster shutdown

 F6984140  :   (Critical)   Induce node panic

…

例   257 クラスタでの基本検査の実行

次のコマンドは、詳細モードで、phys-schost-1 がクラスタメンバーとなっている schost
クラスタのすべてのノードに対して、実行可能なすべての基本検査を実行します。出力は
basicchks.18Nov2011.schost ファイルにリダイレクトされます。

phys-schost-1# cluster check -v -o basicchks.18Nov2011.schost

例   258 クラスタでの対話型検査の実行

次のコマンドは、キーワード vfstab を含む検査を除いて、実行可能なすべての対話型検査を実
行します。検査の出力は interactive.chk.18Nov2011 というファイルに保存されます。

# cluster check -k interactive -E vfstab -o interactive.chk.18Nov2011 cluster-1

User supplies information when prompted

例   259 クラスタでの機能検査の実行

次のコマンドは、機能検査 F6968101 の詳細説明を表示して、phys-schost-1、phys-schost-2、
および phys-schost-3 がクラスタメンバーとなっているクラスタに対してこの検査を実行しま
す。検査の出力は F6968101.failovertest.19Nov2011 というファイルに保存されます。この検
査はクラスタノードのフェイルオーバーを伴うため、クラスタの稼動を停止してから検査を開始し
てください。

phys-schost-1# cluster list-checks -v -C F6968101
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 initializing...

 F6968101: (Critical) Perform resource group switchover

Keywords: SolarisCluster4.x, functional

Applicability: Applicable if multi-node cluster running live.

Check Logic: Select a resource group and destination node.

Perform '/usr/cluster/bin/clresourcegroup switch' on specified

resource group either to specified node or to all nodes in succession.

Version: 1.118

Revision Date: 13/07/09

 cleaning up...

Take the cluster out of production

phys-schost-1# cluster check -k functional -C F6968101 \

-o F6968101.failovertest.19Nov2011

  initializing...

  initializing xml output...

  loading auxiliary data...

  starting check run...

     phys-schost-1, phys-schost-2, phys-schost-3:     F6968101.... starting:

 Perform resource group switchover

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

   >>> Functional Check <<<

Follow onscreen directions
…

例   260 指定したノードでの限定的な検査の実行

次のコマンドは、重要度が high 以上のすべての検査を詳細モードで実行します。これらの検査
は、phys-schost-1 ノードだけで実行されます。

# cluster check -v -n phys-schost-1 -s high

 initializing...

 initializing xml output...

 loading auxiliary data...

 filtering out checks with severity less than High

 starting check run...

    phys-schost-1:     M6336822.... starting:  Global filesystem /etc/vfstab entries...

    phys-schost-1:     M6336822       not applicable

    phys-schost-1:     S6708689.... starting:  One or more Oracle Solaris Cluster...

    phys-schost-1:     S6708689       passed

…

    phys-schost-1:     S6708606       skipped: severity too low

    phys-schost-1:     S6708638       skipped: severity too low

    phys-schost-1:     S6708641.... starting:  Cluster failover/switchover might...

    phys-schost-1:     S6708641       passed
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…

/usr/cluster/lib/cfgchk/checkresults.dtd

/var/cluster/logs/cluster_check/

/outputdir/cluster_check_exit_code.log

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), Unresolved link to " init1M", Unresolved link to " su1M",
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5", Unresolved link
to " rbac5", 1447 ページのclconfiguration(5CL)

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

すべてのユーザーがこのコマンドに -? (ヘルプ) オプションまたは -V (バージョン) オプションを
指定して実行できます。

スーパーユーザー以外のユーザーが cluster コマンドにサブコマンドを付けて実行するに
は、RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

check solaris.cluster.read

create solaris.cluster.modify

export solaris.cluster.read

list solaris.cluster.read

list-checks solaris.cluster.read

list-cmds solaris.cluster.read

rename solaris.cluster.modify

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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サブコマンド RBAC の承認

restore-netprops solaris.cluster.modify

set solaris.cluster.modify

set-netprops solaris.cluster.modify

show solaris.cluster.read

show-netprops solaris.cluster.read

shutdown solaris.cluster.admin

status solaris.cluster.read
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名前
clzonecluster, clzc — ゾーンクラスタの作成と管理

/usr/cluster/bin/clzonecluster [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/clzonecluster -V

/usr/cluster/bin/clzonecluster subcommand [options] -v 
     [zone-cluster-name]

/usr/cluster/bin/clzonecluster apply [-n node-name[,…]] [-d] 
     {+ | zone-cluster-name […]}

/usr/cluster/bin/clzonecluster boot [-n node-name[,…]] [-o] 
     {+ | zone-cluster-name […]}

/usr/cluster/bin/clzonecluster clone -Z target-zone-cluster-name 
     [-m method][-n node-name[,…]] {source-zone-cluster-name}

/usr/cluster/bin/clzonecluster configure [-f command-file] 
     zone-cluster-name

/usr/cluster/bin/clzonecluster delete [-F] zone-cluster-name

/usr/cluster/bin/clzonecluster export [-f command-file] 
     zone-cluster-name

/usr/cluster/bin/clzonecluster halt [-n node-name[,…]] 
     {+ | zone-cluster-name}

/usr/cluster/bin/clzonecluster install [-c config_profile.xml] 
     [-M manifest.xml] zone-cluste-rname

/usr/cluster/bin/clzonecluster install [-n node-name] 
     -a absolute_path_to_archive [-x cert|ca-cert|key=file]… 
     -z zone zone-cluster-name

/usr/cluster/bin/clzonecluster install [-n node-name] 
     -d absolute_root_path zone-cluster-name

/usr/cluster/bin/clzonecluster install-cluster 

     [-d dvd-image] [-n node-name[,…]] 
     [-p patchdir=patch-dir[,patchlistfile=file-name]] 
     -s software-component[,…]] [-v] zone-cluster-name

/usr/cluster/bin/clzonecluster install-cluster 

     [-p patchdir=patch-dir[,patchlistfile=file-name]
     [-n node-name[,…]] [-v] zone-cluster-name

/usr/cluster/bin/clzonecluster list [+ | zone-cluster-name […]]
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/usr/cluster/bin/clzonecluster move -f zone-path zone-cluster-name

/usr/cluster/bin/clzonecluster ready [-n node-name[,…]] 
     {+ | zone-cluster-name […]}

/usr/cluster/bin/clzonecluster reboot [-n node-name[,…]] [-o] 
     {+ | zone-cluster-name […]}

/usr/cluster/bin/clzonecluster set {-p name=value} 
     [-p name=value] […] [zone-cluster-name]

/usr/cluster/bin/clzonecluster show [+ | zone-cluster-name […]]

/usr/cluster/bin/clzonecluster show-rev [-v] [-n node-name[,…]]
     [+ | zone-cluster-name …]

/usr/cluster/bin/clzonecluster status [+ | zone-cluster-name […]]

/usr/cluster/bin/clzonecluster uninstall [-F] [-n node-name
     [,…]] zone-cluster-name

/usr/cluster/bin/clzonecluster verify [-n node-name[,…]] 
     {+ | zone-cluster-name […]}

clzonecluster コマンドは、Oracle Solaris Cluster 構成用のゾーンクラスタを作成し変更
します。clzc コマンドは clzonecluster コマンドの短い形式です。コマンドはまったく同じで
す。clzonecluster コマンドはクラスタ対応で、管理の単一ソースをサポートします。1 つのノード
からコマンドのすべての形式を実行して、単一のゾーン・クラスタノードまたはすべてノードに影響
を与えることができます。

subcommand を省略できるのは、options が -? オプションまたは -V オプションの場合のみで
す。

サブコマンドは list、show、status サブコマンドを除き、1 つ以上のオペランドを必要とします。
ただし、多くのサブコマンドはプラス記号オペランド (+) を受け入れて、そのサブコマンドをすべ
てのアプリケーションオブジェクトに適用します。clzonecluster コマンドはゾーンクラスタの任
意のノードで実行し、そのゾーンクラスタの任意またはすべてに影響を与えることができます。

このコマンドの各オプションには長形式と短形式があります。各オプションの両方の形式は、オ
プション に説明とともに記載されています。

注記 - ゾーンクラスタが作成されたあとにゾーンクラスタ名を変更することはできません。

サポートされるサブコマンドには次のものがあります。
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apply

構成の変更をゾーンクラスタに適用します。
apply サブコマンドは、ゾーンクラスタの永続的なライブ再構成を格納しま
す。clzonecluster configure を実行して構成の変更を行なってから、apply サブコマンド
を実行して、その変更を特定のゾーンクラスタに適用するようにしてください。apply サブコ
マンドは、-n オプションを使用して、再構成が適用されるノードのリストを指定します。
apply サブコマンドは、グローバルクラスタノードからのみ使用できます。

boot

ゾーンクラスタのブート。
boot サブコマンドはゾーンクラスタをブートします。boot サブコマンドは -n フラグを使用し
て、ノードの指定したリストのゾーンクラスタをブートします。
グローバルクラスタノードから boot サブコマンドのみを使用できます。

clone

ゾーンクラスタのクローン。
clone コマンドは、インストールされた既存のゾーンクラスタをコピーして、ゾーンクラスタ
をインストールします。このサブコマンドは、ゾーンクラスタのインストールに代わるもので
す。clone サブコマンドは、それ自身で新しいゾーンクラスタを作成しません。クローニング
に使用するソースゾーンクラスタが、クローニングする前にインストールされた状態であること
を確認します。最初に configure サブコマンドを使用して、新しいゾーンクラスタを作成す
る必要があります。次に、clone サブコマンドを使用して、クローニングされた構成を新しい
ゾーンクラスタに適用します。
グローバルクラスタノードから clone サブコマンドのみを使用できます。

configure

対話型ユーティリティーを起動して、solaris10 または labeled ブランドソーンクラスタを構
成します。
configure サブコマンドは zonecfg コマンドを使用して、指定されたそれぞれのマシンで
ゾーンを構成します。configure サブコマンドにより、ゾーンクラスタの各ノードに適用する
プロパティーを指定できます。これらのプロパティーは、個別ゾーンの zonecfg コマンドに
よって確立された場合と同じ意味を持ちます。configure サブコマンドは zonecfg コマ
ンドには分からないプロパティーの構成をサポートします。-f オプションを指定しない場
合、configure サブコマンドは対話型シェルを起動します。-f オプションは、その引数とし
てコマンドファイルを取ります。configure サブコマンドはこのファイルを使用して、ゾーンク
ラスタを非対話型で作成または変更します。
また、configure サブコマンドを使用すると、統合アーカイブを使用してゾーンクラスタを構
成し、復旧用のアーカイブまたはクローンアーカイブを選択することもできます。-a archive
オプションを create サブコマンドとともに使用します。例:

# /usr/cluster/bin/clzc configure sczone1

sczone1: No such zone cluster configured
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Use 'create' to begin configuring a new zone cluster.

clzc:sczone1> create -a archive -z archived zone

configure サブコマンドは、グローバルクラスタノードからのみ使用できます。詳細
は、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster ソフトウェアのインストール "を参照し
てください。
solaris10 ブランドゾーンクラスタを指定するには、ゾーンクラスタの構成時にデフォルトの
テンプレートを使用できます。デフォルトのテンプレートは、/etc/cluster/zone_cluster/
ORCLcls10default.xml にあります。-t オプションを使用すると、デフォルトの solaris10
ゾーンクラスタテンプレート、またはクラスタにある別の既存の solaris10 ゾーンクラスタを
指定できます。別の solaris10 ゾーンクラスタを指定すると、ゾーンクラスタの構成は指定
したゾーンクラスタからインポートされます。verify または commit 操作が失敗しないよう
に、sysid プロパティーに root パスワードを指定する必要もあります。次のコマンドを入力し
てテンプレートを適用します:
# /usr/cluster/bin/clzc configure sczone2

sczone2: No such zone cluster configured

Use 'create' to begin configuring a new zone cluster.

clzc:sczone2> create -t ORCLcls10default

clzc:sczone2> info

zonename: sczone2

zonepath:

autoboot: true

hostid:

brand: solaris10

configure コマンドの対話型と非対話型形式はどちらも、ゾーンクラスタ構成を編集するた
めの複数のサブコマンドをサポートしています。使用可能な構成サブコマンドのリストにつ
いては、Unresolved link to " zonecfg1M" を参照してください。
configure ユーティリティーにより、ゾーンクラスタの構成を作成または変更できます。ゾーン
クラスタ構成は、多くのリソースタイプおよびプロパティーで構成されます。configure ユー
ティリティーは scope のコンセプトを使用して、サブコマンドが適用される場所を決定しま
す。configure ユーティリティーで使用されるスコープには、クラスタ、リソース、およびノード
固有のリソースの 3 つのレベルがあります。デフォルトのスコープはクラスタです。次のリス
トは、スコープの 3 つのレベルを説明しています。
■ クラスタスコープ - ゾーンクラスタ全体に影響を及ぼすプロパティー。zoneclustername

が sczone の場合、clzonecluster コマンドの対話型シェルは次のように見えます。

clzc:sczone>

■ ノードスコープ - ノードリソーススコープ内部に入れ子になった特殊なリソーススコープ。
ノードスコープ内部で設定すると、ゾーンクラスタの特定ノードに影響を与えます。たとえ
ば、ゾーンクラスタの特定ノードにネットリソースを追加できます。clzonecluster コマン
ドの対話型シェルは、次のように見えます。

clzc:sczone:node:net>

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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■ リソーススコープ - 1 つの特定リソースに適用されるプロパティー。リソーススコー
ププロンプトには、付加されたリソースタイプの名前が付いています。たとえ
ば、clzonecluster コマンドの対話型シェルは次のように見えます。

clzc:sczone:net>

delete

特定ゾーンクラスタの削除。
このサブコマンドは、特定のゾーンクラスタのリソースグループを削除します。ワイルドカード
オペランド (*) を使用するとき、delete コマンドはグローバルクラスタで構成されたゾーンク
ラスタを削除します。delete サブコマンドを実行する前に、ゾーンクラスタを構成状態にす
る必要があります。delete コマンドで -F オプションを使用した場合は、どのような状態にあ
るゾーンクラスタに対しても削除が試みられます。
delete サブコマンドはグローバルクラスタノードからのみ使用できます。

export

ゾーンクラスタの構成をコマンドファイルにエクスポートします。
エクスポートされた commandfile は、configure サブコマンドの入力として使用できます。
必要に応じてファイルを変更し、作成する構成を反映させます。詳細は、Unresolved link
to " clconfiguration(5CL)" のマニュアルページを参照してください。
export サブコマンドは、グローバルクラスタノードからのみ使用できます。

halt

ゾーンクラスタまたはゾーンクラスタの特定ノードの停止。
特定のゾーンクラスタを指定するとき、halt サブコマンドは特定のゾーンクラスタに対して
のみ適用されます。ゾーンクラスタ全体、またはゾーンクラスタの特定ノードのみを停止でき
ます。ゾーンクラスタを指定しない場合、halt サブコマンドはすべてのゾーンクラスタに適
用されます。指定されたマシンですべてのゾーンクラスタを停止することもできます。
halt サブコマンドは -n オプションを使用して、特定ノードのゾーンクラスタを停止します。
デフォルトで、halt サブコマンドはすべてのノードのすべてのゾーンクラスタを停止します。
ゾーン名の代わりに + オペランドを指定する場合、すべてのゾーンクラスタが停止されま
す。
halt サブコマンドは、グローバルクラスタノードからのみ使用できます。

install

ゾーンクラスタのインストール。
このサブコマンドは、ゾーンクラスタをインストールします。
install -M manifest.xml オプションを使用した場合は、指定したマニフェストが、ゾー
ンクラスタのすべてのノード上のインストールに使用されます。マニフェストファイルに
は、certificate_file、key_file、パブリッシャー、任意の追加パッケージなどの、インス
トールのために管理者に必要な solaris パッケージの情報が記述されます。manifest.xml

http://otn.oracle.com
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ファイルには、ゾーンクラスタのインストールのための Oracle Solaris Cluster グルー
プパッケージ ha-cluster-full、ha-cluster-framework-full、ha-cluster-data-
services-full、または ha-cluster-minimal も指定する必要があります。Automated
Installer マニフェストの詳細は、Unresolved link to " Oracle Solaris 11.2 システム
のインストール のカスタム AI マニフェストの作成"を参照してください。
-M オプション (デフォルト) を使用しない場合は、/usr/share/auto_install/manifest/
zone_default.xml にある自動インストーラマニフェストがインストールに使用されます。こ
の zone_default.xml マニフェストが使用されている場合、発行元のゾーンクラスタノード
の大域ゾーンにインストールされているすべての ha-cluster/* パッケージが、ゾーンクラス
タのすべてのノードにインストールされます。ゾーンクラスタのインストール時にカスタムマニ
フェストを使用する場合、Oracle Solaris Cluster グループパッケージを指定しないと、イ
ンストールが失敗します。
インストールするすべてのゾーンクラスタノードのベースとなる大域ゾーンは、install サブ
コマンドを実行するゾーンクラスタノードの大域ゾーンにインストールされるのと同じ Oracle
Solaris Cluster パッケージのセットを持っている必要があります。ゾーンクラスタのインス
トールは、この要件を満たさないゾーンクラスタノードでは失敗する場合があります。
install サブコマンドはグローバルクラスタノードからのみ使用できます。-M および -c オプ
ションは、solaris ブランドゾーンクラスタのみに使用できます。
ゾーンクラスタのブランドが solaris10 の場合は、-a または -d オプションを使用する必要
があります。

-a archive

solaris または solaris10 ブランドゾーンクラスタの統合アーカイブ、solaris10 ブラ
ンドゾーンクラスタの flar アーカイブの場所、またはインストールに使用する Oracle
Solaris 10 イメージアーカイブの絶対パス。サポートされているアーカイブタイプの詳
細は、Unresolved link to " solaris105" のマニュアルページを参照してください。
アーカイブの絶対パスは、ゾーンクラスタがインストールされるクラスタのすべての物理
ノードでアクセスできるようにしてください。統合アーカイブのインストールでは、復旧用
のアーカイブまたはクローンアーカイブを使用できます。

-d path

インストール済みの Oracle Solaris 10 システムのルートディレクトリへのパス。パス
は、ゾーンクラスタがインストールされるクラスタのすべての物理ノードでアクセスでき
るようにしてください。

[-x cert|ca-cert|key=file]...

HTTPS 統合アーカイブの場所を使用する場合は、SSL 証明書、認証局 (CA) 証明
書、および鍵ファイルを指定します。-x オプションは何度でも指定できます。

-z zone

統合アーカイブに複数のゾーンが含まれている場合は、構成またはインストールのソー
スのゾーン名を指定します。
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同じアーカイブまたはインストール済みの Oracle Solaris 10 システムは、ゾーンクラスタ
にあるすべての solaris10 ブランドゾーンのインストールのソースとして使用されます。イン
ストールすると、ソースアーカイブまたはインストール済みの Oracle Solaris 10 システム
のシステム識別パラメータは、ゾーンクラスタの構成時に sysid リソースタイプで指定した
システム識別パラメータでオーバーライドされます。

install-cluster

install-cluster サブコマンドは、Oracle Solaris 10 OS をサポートする Oracle
Solaris Cluster ソフトウェアを solaris10 ブランドゾーンクラスタノードにインストールしま
す。インストールされているソフトウェアには、コアパッケージ、クラスタソフトウェアコンポー
ネント (ゾーンクラスタおよび Geographic Edition ソフトウェアでサポートされるエージェ
ントなど)、およびパッチが含まれます。

注記 - install-cluster サブコマンドは、Oracle Solaris Cluster バージョン 3.3 または
3.3 5/11 ソフトウェアを solaris10 ブランドゾーンクラスタノードにインストールすることをサ
ポートしていません。solaris10 ブランドゾーンクラスタのサポートされているリリースの詳細
は、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster 4.2 リリースノート "を参照してください。

このサブコマンドを使用するのは、クラスタソフトウェアがインストールされていない
Oracle Solaris 10 システムに solaris10 ブランドソーンをインストールする場合です。
このサブコマンドを使用するには、clzonecluster install コマンドを使用して Oracle
Solaris 10 システムの Solaris OS ソフトウェアを solaris10 ゾーンにインストールしてお
き、そのゾーンを online 状態にブートする必要があります。
クラスタコアパッケージが solaris10 ブランドゾーンにまだインストールされていない場合
は、クラスタリリース DVD ディレクトリに -d オプション、クラスタソフトウェアコンポーネント
に -s オプション、パッチに -p オプションを指定することで、コアパッケージ、すべてのクラス
タソフトウェアコンポーネント、およびパッチをすべて同時にインストールできます。クラスタ
ソフトウェアコンポーネントおよびパッチをインストールするためのオプションはオプションで
す。
クラスタコアパッケージをすでにインストールしている場合でも、このサブコマンドを使用し
て、ゾーンクラスタでサポートされるパッチとクラスタソフトウェアコンポーネントをインストー
ルできます。パッチ情報が指定されている場合は、ゾーンクラスタのクラスタノードを -o オ
プションで offline-running 状態にブートする必要があります。
solaris10 ブランドゾーンクラスタは、共有 IP ゾーンタイプのみをサポートします (排他
的 IP および共有 IP ゾーンクラスタの詳細は、Unresolved link to " Oracle Solaris
Cluster ソフトウェアのインストール " を参照)。
このサブコマンドは、大域ゾーンからのみ実行できます。

list

構成されたゾーンクラスタの名前の表示。
このサブコマンドは、クラスタで構成されたゾーンクラスタの名前を報告します。
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■ グローバルクラスタノードから list サブコマンドを実行する場合、サブコマンドはグロー
バルクラスタのすべてのゾーンクラスタのリストを表示します。

■ ゾーンクラスタノードから list サブコマンドを実行すると、サブコマンドはゾーンクラスタ
の名前のみを表示します。

ゾーンクラスタが構成された場所でノードのリストを表示するには、-v オプションを使用しま
す。

move

ゾーンパスを新しいゾーンパスに移動。
このサブコマンドはゾーンパスを新しいゾーンパスに移動します。
move サブコマンドは、グローバルクラスタノードからのみ使用できます。

ready

アプリケーションに対してゾーンを準備。
このサブコマンドは、アプリケーションを実行するためのゾーンを準備します。
ready サブコマンドはグローバルクラスタノードからのみ使用できます。

reboot

ゾーンクラスタのリブート。
このサブコマンドはゾーンクラスタをリブートし、halt サブコマンドの実行に似ており、次に
boot サブコマンドが続きます。詳細については、halt サブコマンドおよび boot サブコマン
ドを参照してください。
reboot サブコマンドはグローバルクラスタノードからのみ使用できます。

set

-p オプションで指定したプロパティーの値をゾーンクラスタに設定します。set サブコマンド
は大域ゾーンまたはゾーンクラスタから使用できます。設定できるプロパティーについては、
オプション セクションの -p の説明を参照してください。

show

ゾーンクラスタのプロパティーの表示。
ゾーンクラスタのプロパティーには、ゾーンクラスタ名、ブランド、IP タイプ、ノードリスト、ゾー
ンパス、および許可されたアドレスが含まれます。show サブコマンドはゾーンクラスタから実
行しますが、特定のゾーンクラスタにのみ適用されます。ゾーンクラスタからこのサブコマン
ドを使用するとき、ゾーンパスは常に / です。ゾーンクラスタ名が指定される場合、このコマ
ンドはそのゾーンクラスタにのみ適用されます。
show サブコマンドはグローバルクラスタノードからのみ使用できます。

show-rev

ゾーンクラスタの各ノードのクラスタのリリース情報を表示します。
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この機能は、ゾーンクラスタにインストールされているリリースバージョンおよびパッチを一覧
表示する場合に便利です。例:

# clzonecluster show-rev

=== Zone Clusters ===

Zone Cluster Name:   zc1

Release at vznode1a on node pnode1:  3.3u2_40u1_zc:2012-04-01

Release at vznode2a on node pnode2:  3.3u2_40u1_zc:2012-04-01

show-rev サブコマンドは、グローバルクラスタノードまたはゾーンクラスタノードから使用でき
ます。

status

ゾーンクラスタノードがゾーンクラスタのメンバーであるかどうかを判断し、そのゾーンクラス
タが solaris、solaris10、labeled ブランドのいずれであるかを表示します。
ゾーンの状態は、Configured、Installed、Ready、Running、Shutting Down、Unavailable
のいずれかになります。グローバルクラスタ内のすべてのゾーンクラスタの状況は表示され
ているので、仮想クラスタの状態を見ることができます。
ゾーン活動を確認するには、zoneadm コマンドを代わりに使用します。
status サブコマンドはグローバルクラスタノードからのみ使用できます。

uninstall

ゾーンクラスタのアンインストール。
このサブコマンドは、ゾーンクラスタをアンインストールします。uninstall サブコマンドは
zoneadm コマンドを使用します。
uninstall サブコマンドはグローバルクラスタノードからのみ使用できます。

verify

指定された情報の構文が正しいかどうかをチェックします。
このサブコマンドはゾーンクラスタの各ノードの zoneadm verify コマンドを呼び出して、各
ゾーンクラスタのメンバーを安全にインストールできるようにします。詳細は、Unresolved
link to " zoneadm1M" を参照してください。
verify サブコマンドはグローバルクラスタノードからのみ使用できます。

注記 - このセクションでは、各オプションの短い形式と長い形式の両方が示されています。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。
このオプションは subcommand の使用に関係なく指定できます。
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subcommand を指定しない場合、使用可能なすべてのサブコマンドのリストが表示されま
す。
subcommand を指定する場合、そのサブコマンドの使用法が表示されます。
このオプションとその他のオプションを指定すると、その他のオプションは無視されます。

-a absolute_path_to_archive zoneclustername

インストール済みの Oracle Solaris 10 システム、インストール済みの Oracle Solaris
10 ネイティブゾーン、または solaris10 ブランドゾーンの flash_archive、cpio、pax、xus-
tar、zfs archive、または level 0 ufsdump のパスを指定します。また、統合アーカイブ
の絶対パスも指定できます。詳細は、Unresolved link to " solaris105"、Unresolved
link to " flash_archive4"、Unresolved link to " cpio1"、および Unresolved link to
" pax1" のマニュアルページを参照してください。

-c config_profile.xml
--configprofile config_profile.xml

solaris ブランドゾーンクラスタの構成プロファイルテンプレートを指定します。リポジトリか
らのインストール後に、テンプレートはシステム構成情報をゾーンクラスタのすべてのノード
に適用します。config_profile.xml が指定されていない場合は、各ノードの大域ゾーンから
zlogin -C zoneclustername コマンドを実行して、各ゾーンクラスタノードを手動で構成す
る必要があります。すべてのプロファイルには .xml 拡張子が必要です。
-c オプションは、構成プロファイルテンプレートのゾーンクラスタノードのホスト名を置き換え
ます。プロファイルは、ゾーンクラスタノードのブート後に、ゾーンクラスタノードに適用されま
す。

-d absolute_root_path
--dirpath dirpatch

-d オプションを cluster サブコマンドとともに使用すると、インストール済みの Oracle
Solaris 10 システムのルートディレクトリへのパスが指定されます。パスは、ゾーンクラスタ
がインストールされるクラスタのすべての物理ノードでアクセスできるようにしてください。

-d
--dvd-directory dvd-directory

DVD イメージディレクトリを指定します。
-d オプションを install-cluster  サブコマンドとともに使用すると、solaris10 ブラン
ドゾーンをサポートする Oracle Solaris Cluster リリースの DVD イメージディレクトリが
指定されます。DVD イメージには、コアパッケージと、ゾーンクラスタおよび Geographic
Edition ソフトウェアでサポートされているほかのクラスタソフトウェアコンポーネント (エー
ジェントなど) が含まれます。DVD ディレクトリは、コマンドを実行するノードの大域ゾーン
からアクセスできるようにする必要があります。

-d
--dry_run

apply サブコマンドで -d オプションが使用されている場合、再構成は予行演習モードで実
行されます。予行演習モードでは構成が変更されず、実行中のゾーンはそのままの状態に
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なります。予行演習モードは、実際の再構成によって実行されるアクションを確認するため
に使用します。

-f{commandfile | zonepath}
--file-argument {commandfile | zonepath}

configure サブコマンドとともに使用するとき、-f オプションはコマンドファイルの引数を指
定します。たとえば、clzonecluster configure -f  commandfile となります。move サブコ
マンドとともに使用するとき、-f オプションは zonepath を指定します。

-F

delete および uninstall 操作の間、-F オプションを使用できます。-F オプションは Are
you sure you want to do this operation [y/n]?  という質問を強制的に抑制します。

-m method
--method method

ゾーンクラスタをクローニングするには、-m オプションを使用します。クローニングの唯一有
効なメソッドは、copy コマンドです。clone サブコマンドを実行する前に、ソースゾーンクラス
タを停止する必要があります。

-M manifest.xml
--manifest manifest.xml

solaris ブランドゾーンクラスタのすべてのノードにマニフェストを指定するには、-M オプ
ションを使用します。このマニフェストは、Oracle Solaris パッケージ情報と、ゾーンクラス
タのインストールのための Oracle Solaris Cluster パッケージを指定します。

-n nodename[…]
--nodelist nodename[,…]

サブコマンドのノードリストを指定します。
たとえば、clzonecluster boot -n phys-schost-1, phys-schost-2 zoneclustername.

-o
--offline

ゾーンクラスタを offline-running モードにブートまたはリブートします。
offline-running モードになるのは、ゾーンクラスタノードがゾーンクラスタメンバシップから
除外されているが、Oracle Solaris ゾーン状態が実行中の場合です。ゾーンクラスタは、
物理クラスタとブートモード (クラスタまたは非クラスタモード) を共有するため、オフライン
状態は非クラスタモードのクラスタとは異なります。
ゾーンクラスタをオフライン実行モードにブートするには、次を入力します。

clzonecluster boot [-n phys-schost-1,...] [-o] zoneclustername

ゾーンクラスタをオフライン実行モードにリブートするには、次を入力します。

clzonecluster reboot [-n phys-schost-1,...] [-o] zoneclustername
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offline-running ゾーンクラスタを online-running モードにブートするには、-o オプション
を指定せずに clzonecluster reboot コマンドを実行します。

-p name=value
--property=name=value
--property name=value

-p オプションは、install-cluster  サブコマンドおよび set サブコマンドとともに使
用します。-p を指定した install-cluster サブコマンドの使用方法については、-p
patchdir=patchdir[,patchlistfile=patchlistfile] の説明を参照してください。
-p オプションは set サブコマンドとともに使用して、プロパティーの値を指定します。-p 
name=value は複数回指定できます。
このオプションは set サブコマンドと一緒に使用して、次のプロパティーを変更します:

resource_security

プログラムの実行のセキュリティーポリシーを RGM リソース別に指定しま
す。resource_security で使用可能な値は、SECURE、WARN、OVERRIDE、または
COMPATIBILITY です。
Start や Validate などのリソースメソッドは、常に root として実行されます。メソッド
の実行可能ファイルに root 以外の所有権、あるいは group または world 書き込み
権がある場合は、セキュアでない状態になりますこの場合、resource_security プロ
パティーが SECURE に設定されていると、リソースメソッドの実行は実行時に失敗し、エ
ラーが返されます。resource_security がその他の設定であれば、リソースメソッドは
実行を許可され、警告メッセージが表示されます。最大限のセキュリティーを確保する
ため、resource_security を SECURE に設定してください。
resource_security 設定では、application_user リソースプロパティーを宣言する
リソースタイプの動作も変更します。詳細は、1287 ページのr_properties(5) のマ
ニュアルページの「application_user」セクションを参照してください。

-p patchdir=patchdir[,patchlistfile=patchlistfile]
--patch-specification=patchdir=patchdir[,patchlistfile=patchlistfile]
--patch-specification patchdir=patchdir[,patchlistfile=patchlistfile]

-p オプションで指定される patchdir および patchlistfile プロパティーは、install-
cluster サブコマンドとともにのみ使用されます。コアパッケージのインストール後にパッチ
をインストールする場合は、パッチを適用するために、ゾーンクラスタを offline-running
状態にブートする必要があります。
-p name= value は複数回指定できます。

patchdir

solaris10 ブランドゾーンに適用する Oracle Solaris Cluster パッチが含まれてい
るディレクトリを指定します。patchdir ディレクトリは必須で、ゾーンクラスタのすべて
のノードで、solaris10 ブランドゾーン内部からアクセスできる必要があります。
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patchlistfile

patchlistfile を指定します。patchlistfile では、インストールするパッチのリスト
を含むファイルを指定します。オプションの patchlistfile が指定されていない場
合、コマンドは patchdir ディレクトリ内部のすべてのパッチをインストールしようとしま
す。patchlistfile を patchdir ディレクトリに作成し、パッチ ID を 1 行に 1 つずつ
リストして、インストールするパッチを示すこともできます。

-s
--software-component {all | software-component[,...]}

DVD イメージからインストールするソフトウェアコンポーネントを指定します。
これらのコンポーネントは、コアパッケージに追加され、ゾーンクラスタまたは Geographic
Edition ソフトウェアでサポートされるデータサービスにすることができます。-s all を
使用すると、それ以外のコンポーネントは指定できなくなり、すべてのデータサービスと
Geographic Edition ソフトウェアがインストールされます。データサービスエージェントの
場合、コンポーネント名はエージェント名になります。Geographic Edition ソフトウェア
の場合は、-s geo として指定します。-s を指定しない場合は、クラスタフレームワークソフト
ウェアのみがインストールされます。

-v
--verbose

詳細情報を標準出力 (stdout) で表示します。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションをほかのオプション、サブコマンド、またはオペランドと一緒に指定する場
合、これらはすべて無視されます。コマンドのバージョンだけが表示されます。ほかの処理
は行われません。

[-x cert|ca-cert|key=file] ...

HTTPS 統合アーカイブの場所を使用する場合は、SSL 証明書、CA 証明書、および鍵
ファイルを指定します。-x オプションは何度でも指定できます。

-Z target-zoneclustername
--zonecluster target-zoneclustername

クローンするゾーンクラスタの名前。
クローンするソースゾーンクラスタの名前を使用します。このサブコマンドを使用する前に、
ソースゾーンクラスタを停止する必要があります。

-z zone

統合アーカイブに複数のゾーンが含まれている場合は、インストールのソースのゾーン名を
指定します。
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リソースとプロパティー
clzonecluster コマンドは、ゾーンクラスタの複数のリソースとプロパティーをサポートします。

clzonecluster コマンドでサポートされるリソースとプロパティーを構成するに
は、clzonecluster コマンドを使用する必要があります。clzonecluster コマンドでサポートさ
れていないリソースとプロパティーの構成の詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマ
ニュアルページを参照してください。

次のサブセクション「「リソース」」および「「プロパティー」」では、clzonecluster コマンドでサ
ポートされるリソースとプロパティーについて説明します。
リソース

次は、リソーススコープでサポートされるリソースタイプと、詳細が見つかる場所を一覧表示しま
す。

admin

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。こ
のリソースは、クラスタスコープとノードスコープの両方で使用できます。このリソースは、個々
の Oracle Solaris ゾーンレベルに渡されます。リソースがクラスタとノードスコープの両方
で指定されている場合、ノードスコープのリソース情報は、ゾーンクラスタの特定のノードの
Oracle Solaris ゾーンに渡されます。
admin リソースの auths プロパティーは、次の値のいずれかに設定できます:

clone solaris.zone.clonefrom と同等

login solaris.zone.login と同等

manage solaris.zone.manage と同等

capped-cpu

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。こ
のリソースは、クラスタスコープとノードスコープの両方で使用できます。このリソースは、個々
の Oracle Solaris ゾーンレベルに渡されます。リソースがクラスタとノードスコープの両方
で指定されている場合、ノードスコープのリソース情報は、ゾーンクラスタの特定のノードの
Oracle Solaris ゾーンに渡されます。

capped-memory

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。
このリソースは、クラスタスコープとノードスコープで使用できます。このリソースは、個々の
Oracle Solaris ゾーンレベルに渡されます。リソースがクラスタとノードスコープの両方で
指定されている場合、ノードスコープのリソース情報は、ゾーンクラスタの特定のノードの
Oracle Solaris ゾーンに渡されます。
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dataset

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。こ
のリソースは、クラスタスコープまたはノードスコープで使用できます。データセットはクラスタ
とノードスコープの両方では指定できません。
クラスタスコープのリソースは、ゾーンクラスタで高可用性 ZFS ファイルシステムに使用さ
れる ZFS データセットのエクスポートに使用されます。クラスタスコープで指定されている
場合、エクスポートしたデータセットは Oracle Solaris Cluster ソフトウェアによって管理
され、個別の Oracle Solaris ゾーンレベルには渡されません。データセットは、ゾーンクラ
スタ間で共有できません。
ノードスコープのリソースは、ローカル ZFS データセットを特定のゾーンクラスタノードにエ
クスポートするのに使用されます。ノードスコープで指定されている場合、エクスポートした
データセットは Oracle Solaris Cluster ソフトウェアによって管理されず、個別の Oracle
Solaris ゾーンレベルに渡されます。

dedicated-cpu

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。各
ノードのゾーンクラスタ向けに設けられた CPU の定数を使用できます。
このリソースは、クラスタスコープとノードスコープで使用できます。このリソースは、個々の
Oracle Solaris ゾーンレベルに渡されます。リソースがクラスタとノードスコープの両方で
指定されている場合、ノードスコープのリソース情報は、ゾーンクラスタの特定のノードの
Oracle Solaris ゾーンに渡されます。

device

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。こ
のリソースは、個々の Oracle Solaris ゾーンレベルに渡され、クラスタスコープまたはノード
スコープで指定できます。ノードスコープのリソースは、ゾーンクラスタノードに固有のデバイス
を追加するのに使用されます。デバイスは、1 つのゾーンクラスタに対してのみ追加できま
す。クラスタスコープとノードスコープの両方に同じデバイスを追加することはできません。

fs

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。こ
のリソースは、クラスタスコープまたはノードスコープで指定できます。fs リソースはクラスタ
とノードスコープの両方では指定できません。
クラスタスコープのリソースは、ゾーンクラスタで使用されるファイルシステムをエクスポート
する場合に一般に使用されます。エクスポートされたファイルシステムは、Oracle Solaris
Cluster ソフトウェアによって管理され、cluster-control プロパティーを false に設定
した lofs ファイルシステムを除き、個別の Oracle Solaris ゾーンレベルには渡されませ
ん。cluster-control プロパティーの詳細は、このマニュアルページの「リソース」セクション
の fs に関する説明を参照してください。
ノードスコープのリソースは、ローカルファイルシステムを特定のゾーンクラスタノードにエクス
ポートするのに使用されます。ノードスコープで指定されている場合、エクスポートしたファイ
ルシステムは Oracle Solaris Cluster ソフトウェアによって管理されず、個別の Oracle
Solaris ゾーンレベルに渡されます。
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直接マウントとループバックマウントのいずれかを使用して、ファイルシステムをゾーンクラ
スタにエクスポートできます。直接マウントでは、指定したファイルシステムをゾーンのルー
ト下の場所か、パスにルートゾーンが含まれるサブディレクトリにマウントすることで、ゾー
ンクラスタ内からファイルシステムにアクセスできます。直接マウントでは、ファイルシステ
ムはこのゾーンクラスタに排他的に属します。ゾーンクラスタが Oracle Solaris Trusted
Extensions 上で実行される場合、読み取りおよび書き込み権限の両方を付けてマウント
されるファイルについては、直接マウントの使用が必須です。ゾーンクラスタは、UFS、QFS
スタンドアロンファイルシステム、QFS 共有ファイルシステム、および ZFS (データセットと
してエクスポート) の直接マウントをサポートします。
ループバックマウントは、ある場所ですでにマウントされているファイルシステムを別の場
所でマウントされているように見せるためのメカニズムです。ゾーンクラスタごとに 1 つの
ループバックマウントを使用することで、1 つのファイルシステムを複数のゾーンクラスタに
エクスポートできます。これによって、1 つのファイルシステムを複数のゾーンクラスタで共
有できます。管理者は、ファイルシステムを複数のゾーンクラスタで共有する前に、セキュリ
ティー面での影響を検討する必要があります。実際のファイルシステムのマウント方法にか
かわらず、ループバックマウントでは、アクセスを読み取り専用に制限することができます。

fs: cluster-control

cluster-control プロパティーが適用されるのは、クラスタスコープで指定されたルー
プバックマウントのみです。cluster-control プロパティーのデフォルト値は true で
す。
プロパティー値が true である場合、Oracle Solaris Cluster はこのファイルシステ
ムを管理し、ファイルシステム情報を zonecfg コマンドに渡しません。Oracle Solaris
Cluster は、ゾーンのブート後、必要に応じてゾーンクラスタノード内のファイルシステム
をマウントまたはマウント解除します。
Oracle Solaris Cluster は、QFS 共有ファイルシステム、UFS、QFS スタンドアロン
ファイルシステム、および UFS 上の PxFS についてループバックマウントを管理でき
ます。
プロパティー値が false である場合、Oracle Solaris Cluster はファイルシステムを
管理しません。クラスタソフトウェアは、このファイルシステム情報とすべての関連情報
を zonecfg コマンドに渡し、これにより各マシンでゾーンクラスタのゾーンが作成されま
す。この場合、Oracle Solaris ソフトウェアはゾーンのブート時にファイルシステムをマ
ウントします。管理者は、このオプションを UFS ファイルシステムで使用できます。
管理者はクラスタスコープでループバックマウントを指定できます。cluster-control
プロパティー値を false にしてループバックマウントを構成すると、共通のローカルディ
レクトリ (実行可能ファイルが格納されているディレクトリなど) の読み取り専用マウ
ントに便利です。この情報は、実際のマウントを実行する zonecfg コマンドに渡されま
す。cluster-control プロパティー値を true にしてループバックマウントを構成する
と、グローバルファイルシステム (PxFS) または共有 QFS ファイルシステムをクラスタ
制御下にあるゾーンクラスタで使用できるので便利です。
QFS 共有ファイルシステム、UFS、QFS スタンドアロンファイルシステム、および ZFS
は最大 1 つのゾーンクラスタに構成されます。
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net

ネットリソースの詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照
してください。
論理ホストまたは共有アドレスなど、Oracle Solaris Cluste によって管理されるネットリ
ソースは、クラスタスコープで指定されます。Oracle RAC VIP などのアプリケーションで管
理されるネットリソースは、クラスタスコープで指定されます。これらのネットワークリソースは
個別の Oracle Solaris ゾーンレベルには渡されません。
管理者は、指定された IP アドレスで使用するために、NIC (Network Interface Card、
ネットワークインタフェースカード) を指定できます。システムは、次の 2 つの要件を満足さ
せる NIC を自動的に選択します。
■ NIC はすでに、同じサブネットに接続されています。
■ NIC は、このゾーンクラスタに対して構成されています。

node

ノードリソースは、次の 2 つの目的を実行します。
■ スコープレベルの識別。ノードスコープで指定された任意のリソースは、もっぱらこの特

定ノードにのみ属します。
■ ゾーンクラスタのノードの識別。管理者は、そのマシンのグローバルクラスタの大域ゾー

ンを識別することによって、ゾーンが実行するマシンの場所を識別します。各ゾーンクラ
スタノードの IP アドレスおよび NIC の指定はオプションです。管理者は、このノードに
到達するためのネットワーク情報を識別する情報も指定します。

注記 - 管理者が各ゾーンクラスタノードの IP アドレスを構成しない場合、2 つのことが起こりま
す:

1. その特定のゾーンクラスタでは、ゾーンクラスタで使用するための NAS デバイスを構成す
ることができません。クラスタは、NAS デバイスと通信する際にはゾーンクラスタノードの IP
アドレスを使用するため、IP アドレスを持たないクラスタは、NAS デバイスのフェンシング
をサポートできません。

2. クラスタソフトウェアによって、NIC の論理ホスト IP アドレスが有効化されます。

privnet

このリソースはノードスコープで使用できます。このリソースは、ゾーンクラスタのプライベート
アダプタとして使用できるデータリンクデバイスを指定します。リソースは、ゾーンクラスタに
割り当てる前に、大域ゾーンで使用できるようにする必要があります。排他的 IP ゾーンクラ
スタが構成されている場合は、enable_priv_net プロパティーがデフォルトで true に設定
され、ゾーンクラスタのノード間のプライベートネットワーク通信が有効になります。

add node

http://otn.oracle.com
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add
 privnet
set
 physical=vnic1
end
add
 privnet
set
 physical=vnic5
end
end

リソースプロパティー privnet の順序は、ゾーンクラスタのノード間のパスを形成するのに使
用されます。最初のノードに指定された最初の privnet アダプタは、2 番目のノードに指定
された最初の privnet パスを使用してパスを形成しようとします。privnet リソースの順序
は、追加および削除操作のあとも保持されます。

注記 - privnet リソースは、複数の排他的 IP ゾーン間で共有することはできません。特定の排
他的 IP ゾーンに割り当てる必要があります。

rctl

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。こ
のリソースは、クラスタスコープとノードスコープの両方で使用できます。このリソースは、個々
の Oracle Solaris ゾーンレベルに渡されます。リソースがクラスタとノードスコープの両方
で指定されている場合、ノードスコープのリソース情報は、ゾーンクラスタの特定のノードの
Oracle Solaris ゾーンに渡されます。

sysid

Unresolved link to " sysidcfg4" のマニュアルページを参照してください。このリソース
では、solaris10 ゾーンクラスタのすべてのソーンでシステム識別パラメータを指定します。

プロパティー

各リソースタイプには、1 つ以上のプロパティーがあります。次のプロパティーは、クラスタでサ
ポートされています。

(cluster)
admin

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)
allowed-address

アダプタ上で plumb できる IP アドレスを指定します。特定の IP アドレスのみが許可さ
れます。このオプションのプロパティーは、ノードスコープのネットリソースに使用されます。
例:

http://otn.oracle.com
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set allowed-address=1.2.2.3/24

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)
attr

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。
ゾーンクラスタは、cluster に設定されたプロパティー name、boolean に設定されたプロパ
ティー type、および true に設定されたプロパティー value を使用します。これらのプロパ
ティーは、ゾーンクラスタが create オプションを使用して構成されるとデフォルトで設定さ
れます。これらのプロパティーはゾーンクラスタ構成に必須であり、変更できません。

(cluster)
autoboot

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)
bootargs

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)
brand

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。サ
ポートされているブランドタイプは、solaris、solaris10、および labeled ブランドのみです。

(cluster)
cpu-shares

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)
device

Unresolved link to " zonecfg1M"。

(cluster)
enable_priv_net

True に設定されているとき、Oracle Solaris のプライベートネットワーク通信はゾーンクラ
スタのノード間で有効になります。
■ ip-type が shared に設定されている場合、ゾーンクラスタノード間の通信にはグローバ

ルクラスタのプライベートネットワークが使用されます。
■ ip-type が exclusive に設定されている場合、ゾーンクラスタノード間の通信には指

定された privnet リソースが使用されます。これらのリソースが指定されていない場合
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は、グローバルクラスタのプライベートネットワーク経由で仮想ネットワークインタフェース
(vnic) を作成することにより、自動的にそれらが生成されます。

Oracle Solaris Cluster のゾーンクラスタノードのプライベートホスト名および IP アドレス
は、システムによって自動的に生成されます。値が False に設定されている場合、プライ
ベートネットワークは無効になります。デフォルト値は True です。

(cluster)
ip-type

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。サ
ポートされている値は shared および exclusive のみです。

(cluster)
limitpriv

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)
max-lwps

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)
max-msg-ids

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)

max-sem-ids

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参
照してください。

(cluster)
max-shm-ids

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)
monitor_quantum

定量値をミリ秒単位で定義します。

(cluster)
monitor_timeout

モニターのタイムアウトをミリ秒単位で指定します。
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(cluster)
max-shm-memory

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)
pool

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)
zonename

ゾーンクラスタの名前と、ゾーンクラスタの各ゾーンの名前。

(cluster)
zonepath

ゾーンクラスタの各ゾーンのゾーンパス。

admin

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

capped-cpu

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

capped-memory

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

dataset

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

dedicated-cpu

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

device

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

fs

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

inherit pkg-dir

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

net

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。
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node

physical-host、hostname、net を含みます。
■ physical-host – このプロパティーは、ゾーンクラスタノードをホストするグローバルクラ

スタノードを指定します。
■ hostname – このプロパティーは、物理ホストプロパティーで指定されたグローバルクラ

スタノードで、ゾーンクラスタノードのパブリックホスト名を指定します。
■ net – このリソースは、物理ホストで指定されたグローバルクラスタノードのゾーンクラス

タノードによるパブリックネットワーク通信のネットワークアドレスと物理インタフェース名
を指定します。

rctl

Unresolved link to " zonecfg1M" を参照してください。

sysid

/usr/bin/sysconfig configure コマンドを使用しま
す。Unresolved link to " sysidcfg4" を参照してくださ
い。root_password、name_service、security_policy、system_locale、timezone、terminal、
および nfs4_domain を含みます。管理者は Oracle Solaris の通常の手順に従い、あとで
sysidcfg config 値をノードごとに手動で変更できます。
■ root_password – このプロパティーでは、ゾーンクラスタのすべてのノードで共通の

root パスワードを暗号化した値を指定します。平文のパスワードは指定しないでくださ
い。/etc/shadow からの暗号化されたパスワード文字列を使用する必要があります。こ
れは必須プロパティーです。

■ name_service – このオプションのプロパティーでは、ゾーンクラスタで使用される
ネームサービスを指定します。ただし、大域ゾーンの /etc/sysidcfg ファイルの設定
が無効になる場合があります。このプロパティーの設定を確実に正しいものにするに
は、clzonecluster コマンドを使用して手動で値を入力します。

■ security_policy – この値はデフォルトでなしに設定されます。

■ system_locale – この値は、デフォルトで clzonecluster コマンドの環境から取得さ
れます。

■ timezone – このプロパティーでは、ゾーンクラスタで使用されるタイムゾーンを指定しま
す。値は、デフォルトで clzonecluster コマンドの環境から取得されます。

■ terminal – 値はデフォルトで xterm に設定されます。

■ nfs4_domain – 値はデフォルトで dynamic に設定されます。
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すべての例で、zoneclustername は sczone です。最初のグローバルクラスタノードは phys-
schost-1 で、2 番目のノードは phys-schost-2 です。最初のゾーンクラスタノードは zc-host-1
で、2 番目は zc-host-2 です。

例   261 新しいゾーンクラスタの作成

次の例では、2 ノード solaris10 ブランドゾーンクラスタの作成方法を示します。zpool "tank"
は、高可用性 ZFS ファイルシステムとして使用されるゾーンに委任されます。ゾーンクラスタで
使用できるメモリの量を制限するために、メモリキャッピンングが使用されます。ルートパスワード
を除き、デフォルトのシステム識別値が使用されます。

phys-schost-1# clzonecluster configure sczone

sczone: No such zone cluster configured

Use 'create' to begin configuring a new zone cluster.

clzc:sczone> create -b

clzc:sczone> set zonepath=/zones/timuzc

clzc:sczone> set brand=solaris10

clzc:sczone> set autoboot=true

clzc:sczone> set bootargs="-m verbose"

clzc:sczone> set limitpriv="default,proc_priocntl,proc_clock_highres"

clzc:sczone> set enable_priv_net=true

clzc:sczone> set ip-type=shared

clzc:sczone> add dataset

clzc:sczone:dataset> set name=tank

clzc:sczone:dataset> end

clzc:sczone> add capped-memory

clzc:sczone:capped-memory> set physical=3G

clzc:sczone:capped-memory> end

clzc:sczone> add rctl

clzc:sczone:rctl> set name=zone.max-swap

clzc:sczone:rctl> add value (priv=privileged,limit=4294967296,action=deny)

clzc:sczone:rctl> end

clzc:sczone> add rctl

clzc:sczone:rctl> set name=zone.max-locked-memory

clzc:sczone:rctl> add value (priv=privileged,limit=3221225472,action=deny)

clzc:sczone:rctl> end

clzc:sczone> add attr

clzc:sczone:attr> set name=cluster

clzc:sczone:attr> set type=boolean

clzc:sczone:attr> set value=true

clzc:sczone:attr> end

clzc:sczone> add node

clzc:sczone:node> set physical-host=ptimu1

clzc:sczone:node> set hostname=zc-host-1

clzc:sczone:node> add net

clzc:sczone:node:net> set address=vztimu1a
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clzc:sczone:node:net> set physical=sc_ipmp0

clzc:sczone:node:net> end

clzc:sczone:node> end

clzc:sczone> add node

clzc:sczone:node> set physical-host=ptimu2

clzc:sczone:node> set hostname=zc-host-2

clzc:sczone:node> add net

clzc:sczone:node:net> set address=vztimu2a

clzc:sczone:node:net> set physical=sc_ipmp0

clzc:sczone:node:net> end

clzc:sczone:node> end

clzc:sczone> add fs

clzc:sczone:fs> set dir=/opt/local

clzc:sczone:fs> set special=/usr/local

clzc:sczone:fs> set type=lofs

clzc:sczone:fs> add options [ro,nodevices]

clzc:sczone:fs> set cluster-control=false

clzc:sczone:fs> end

clzc:sczone> add sysid

clzc:sczone> set root_password=ZiitH.NOLOrRg

clzc:sczone> set name_service="NIS{domain_name=mycompany.com name_server=

     ns101c-90(10.100.10.10)}"

clzc:sczone> set nfs4_domain=dynamic

clzc:sczone> set security_policy=NONE

clzc:sczone> set system_locale=C

clzc:sczone> set terminal=xterms

clzc:sczone> set timezone=US/Pacific

clzc:sczone> end

create サブコマンド (前述の create -b サブコマンドではなく) を使用する場合は、デフォルト
のテンプレートが使用され、attr プロパティーがすでに設定されています。

ゾーンクラスタが構成されます。次のコマンドがインストールされ、広域クラスタノードからゾーン
クラスタをブートします。

phys-schost-1# clzonecluster install -a absolute_path_to_archive install sczone

phys-schost-1# clzonecluster boot sczone

例   262 統合アーカイブからのゾーンクラスタの作成

次の例では、統合アーカイブからゾーンクラスタを作成してインストールする方法を示します。統
合アーカイブは、大域ゾーン、非大域ゾーン、またはゾーンクラスタノードから作成できます。統合
アーカイブからのゾーンクラスタの構成およびインストールのために、クローンアーカイブと復旧
用のアーカイブの両方がサポートされています。統合アーカイブをクラスタ化されていないゾー
ンから作成する場合は、プロパティー enable_priv_net=true を設定する必要があります。ま
た、ゾーンのプロパティーも必要に応じて変更するようにしてください。

phys-schost-1# clzonecluster configure sczone
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sczone: No such zone cluster configured

Use 'create' to begin configuring a new zone cluster.

clzc:sczone> create -a absolute_path_to_archive -z archived_zone_1
clzc:sczone> set zonepath=/zones/sczone

clzc:sczone> set enable_priv_net=true

clzc:sczone> set ip-type=shared

clzc:sczone> add attr

clzc:sczone:attr> set name=cluster

clzc:sczone:attr> set type=boolean

clzc:sczone:attr> set value=true

clzc:sczone:attr> end

clzc:sczone> add node

clzc:sczone:node> set physical-host=psoft1

clzc:sczone:node> set hostname=zc-host-1

clzc:sczone:node> add net

clzc:sczone:node:net> set address=vzsoft1a

clzc:sczone:node:net> set physical=sc_ipmp0

clzc:sczone:node:net> end

clzc:sczone:node> end

clzc:sczone> add node

clzc:sczone:node> set physical-host=psoft2

clzc:sczone:node> set hostname=zc-host-2

clzc:sczone:node> add net

clzc:sczone:node:net> set address=vzsoft2a

clzc:sczone:node:net> set physical=sc_ipmp0

clzc:sczone:node:net> end

clzc:sczone:node> end

ゾーンクラスタが構成されます。次のコマンドは、グローバルクラスタノード上の統合アーカイブか
らゾーンクラスタをインストールします。

phys-schost-1# clzonecluster install -a absolute_path_to_archive -z archived-zone sczone

これで、ゾーンクラスタがインストールされました。次のコマンドは、そのゾーンクラスタをブートし
ます。

phys-schost-1# clzonecluster boot sczone

例   263 既存のゾーンクラスタの変更

次の例では、例 1 で作成されたゾーンクラスタの構成の変更方法を示しています。追加のパブ
リック IP アドレスが phys-schost-2 のゾーンクラスタノードに追加されます。

高可用性ファイルシステムとして使用するために、UFS ファイルシステムがゾーンクラスタにエ
クスポートされます。これは、UFS ファイルシステムが Oracle Solaris Volume Manager メ
タデバイスで作成されていることを前提としています。
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phys-schost-1# clzonecluster configure sczone

clzc:sczone> add device

clzc:sczone:device> set match=/dev/md/1/dsk/d100

clzc:sczone:device> end

clzc:sczone> add device

clzc:sczone:device> set match=/dev/md/oraset/dsk/d100

clzc:sczone:device> end

clzc:sczone> select node physical-host=phys-schost-2

clzc:sczone:node> add net

clzc:sczone:node:net> set address=192.168.0.3/24

clzc:sczone:node:net> set physical=bge0

clzc:sczone:node:net> end

clzc:sczone:node> end

clzc:sczone> add fs

clzc:sczone:fs> set dir=/qfs/ora_home

clzc:sczone:fs> set special=oracle_home

clzc:sczone:fs> set type=samfs

clzc:sczone:fs> end

clzc:sczone> exit

例   264 テンプレートとして既存のゾーンクラスタを使用した新規ゾーンクラスタの作成

次の例では、テンプレートとして例 1 で作成した sczone ゾーンクラスタを使用して、sczone1 と
いうゾーンクラスタを作成する方法を示しています。新規ゾーンクラスタの構成は、元のゾーンク
ラスタと同じになります。競合を避けるために、新規ゾーンクラスタの一部のプロパティーを変更
する必要があります。管理者が特定リソースを指定せずにリソースタイプを削除すると、システム
はそのタイプのすべてのリソースを削除します。たとえば、remove net を指定すると、すべての
ネットリソースが削除されます。

phys-schost-1# clzonecluster configure sczone1

sczone1: No such zone cluster configured

Use 'create' to begin configuring a new zone cluster.

clzc:sczone1> create -t sczone

clzc:sczone1>set zonepath=/zones/sczone1

clzc:sczone1> select node physical-host=phys-schost-1

clzc:sczone1:node> set hostname=zc-host-3

clzc:sczone1:node> select net address=zc-host-1

clzc:sczone1:node:net> set address=zc-host-3

clzc:sczone1:node:net> end

clzc:sczone1:node> end

clzc:sczone1> select node physical-host=phys-schost-2

clzc:sczone1:node> set hostname=zc-host-4

clzc:sczone1:node> select net address=zc-host-2

clzc:sczone1:node:net> set address=zc-host-4

clzc:sczone1:node:net> end

clzc:sczone1:node> remove net address=192.168.0.3/24

clzc:sczone1:node> end

clzc:sczone1> remove dataset name=tank/home

clzc:sczone1> remove net
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clzc:sczone1> remove device

clzc:sczone1> remove fs dir=/qfs/ora_home

clzc:sczone1> exit

次のオペランドがサポートされています。

zoneclustername ゾーンクラスタの名前。新規ゾーンクラスタの名前を指定していま
す。zoneclustername オペランドはすべてのサブコマンドに対してサポー
トされています。

+ クラスタ内のすべてのノードです。+ オペランドは、サブコマンドのサブ
セットに対してのみサポートされています。

このコマンドセットにあるすべてのコマンドの終了ステータスコードの完全なリストについて
は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし。
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数。
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

18 CL_EINTERNAL

内部エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
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次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。
■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

37 CL_EOP

操作が許可されていません
サポートされていない構成に対する操作を実行しようとしたか、サポートされていない操作
を実行しました。

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

185 ページのclnode(1CL), 551 ページのcluster(1CL), 19 ページのIntro(1CL),
819 ページのscinstall(1M), Unresolved link to " zoneadm1M", Unresolved link
to " zonecfg1M", Unresolved link to " clconfiguration(5CL)"

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

すべてのユーザーがこのコマンドに -? (ヘルプ) オプションまたは -V (バージョン) オプションを
指定して実行できます。

スーパーユーザー以外のユーザーが clzonecluster コマンドにサブコマンドを付けて実行するに
は、RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

boot solaris.cluster.admin

check solaris.cluster.read

clone solaris.cluster.admin

configure solaris.cluster.admin

delete solaris.cluster.admin

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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サブコマンド RBAC の承認

export solaris.cluster.admin

halt solaris.cluster.admin

install solaris.cluster.admin

list solaris.cluster.read

monitor solaris.cluster.modify

move solaris.cluster.admin

ready solaris.cluster.admin

reboot solaris.cluster.admin

show solaris.cluster.read

status solaris.cluster.read

uninstall solaris.cluster.admin

unmonitor solaris.cluster.modify

verify solaris.cluster.admin
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名前
clzonecluster, clzc — ゾーンクラスタの作成と管理

/usr/cluster/bin/clzonecluster [subcommand] -?

/usr/cluster/bin/clzonecluster -V

/usr/cluster/bin/clzonecluster subcommand [options] -v 
     [zone-cluster-name]

/usr/cluster/bin/clzonecluster apply [-n node-name[,…]] [-d] 
     {+ | zone-cluster-name […]}

/usr/cluster/bin/clzonecluster boot [-n node-name[,…]] [-o] 
     {+ | zone-cluster-name […]}

/usr/cluster/bin/clzonecluster clone -Z target-zone-cluster-name 
     [-m method][-n node-name[,…]] {source-zone-cluster-name}

/usr/cluster/bin/clzonecluster configure [-f command-file] 
     zone-cluster-name

/usr/cluster/bin/clzonecluster delete [-F] zone-cluster-name

/usr/cluster/bin/clzonecluster export [-f command-file] 
     zone-cluster-name

/usr/cluster/bin/clzonecluster halt [-n node-name[,…]] 
     {+ | zone-cluster-name}

/usr/cluster/bin/clzonecluster install [-c config_profile.xml] 
     [-M manifest.xml] zone-cluste-rname

/usr/cluster/bin/clzonecluster install [-n node-name] 
     -a absolute_path_to_archive [-x cert|ca-cert|key=file]… 
     -z zone zone-cluster-name

/usr/cluster/bin/clzonecluster install [-n node-name] 
     -d absolute_root_path zone-cluster-name

/usr/cluster/bin/clzonecluster install-cluster 

     [-d dvd-image] [-n node-name[,…]] 
     [-p patchdir=patch-dir[,patchlistfile=file-name]] 
     -s software-component[,…]] [-v] zone-cluster-name

/usr/cluster/bin/clzonecluster install-cluster 

     [-p patchdir=patch-dir[,patchlistfile=file-name]
     [-n node-name[,…]] [-v] zone-cluster-name

/usr/cluster/bin/clzonecluster list [+ | zone-cluster-name […]]
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/usr/cluster/bin/clzonecluster move -f zone-path zone-cluster-name

/usr/cluster/bin/clzonecluster ready [-n node-name[,…]] 
     {+ | zone-cluster-name […]}

/usr/cluster/bin/clzonecluster reboot [-n node-name[,…]] [-o] 
     {+ | zone-cluster-name […]}

/usr/cluster/bin/clzonecluster set {-p name=value} 
     [-p name=value] […] [zone-cluster-name]

/usr/cluster/bin/clzonecluster show [+ | zone-cluster-name […]]

/usr/cluster/bin/clzonecluster show-rev [-v] [-n node-name[,…]]
     [+ | zone-cluster-name …]

/usr/cluster/bin/clzonecluster status [+ | zone-cluster-name […]]

/usr/cluster/bin/clzonecluster uninstall [-F] [-n node-name
     [,…]] zone-cluster-name

/usr/cluster/bin/clzonecluster verify [-n node-name[,…]] 
     {+ | zone-cluster-name […]}

clzonecluster コマンドは、Oracle Solaris Cluster 構成用のゾーンクラスタを作成し変更
します。clzc コマンドは clzonecluster コマンドの短い形式です。コマンドはまったく同じで
す。clzonecluster コマンドはクラスタ対応で、管理の単一ソースをサポートします。1 つのノード
からコマンドのすべての形式を実行して、単一のゾーン・クラスタノードまたはすべてノードに影響
を与えることができます。

subcommand を省略できるのは、options が -? オプションまたは -V オプションの場合のみで
す。

サブコマンドは list、show、status サブコマンドを除き、1 つ以上のオペランドを必要とします。
ただし、多くのサブコマンドはプラス記号オペランド (+) を受け入れて、そのサブコマンドをすべ
てのアプリケーションオブジェクトに適用します。clzonecluster コマンドはゾーンクラスタの任
意のノードで実行し、そのゾーンクラスタの任意またはすべてに影響を与えることができます。

このコマンドの各オプションには長形式と短形式があります。各オプションの両方の形式は、オ
プション に説明とともに記載されています。

注記 - ゾーンクラスタが作成されたあとにゾーンクラスタ名を変更することはできません。

サポートされるサブコマンドには次のものがあります。
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apply

構成の変更をゾーンクラスタに適用します。
apply サブコマンドは、ゾーンクラスタの永続的なライブ再構成を格納しま
す。clzonecluster configure を実行して構成の変更を行なってから、apply サブコマンド
を実行して、その変更を特定のゾーンクラスタに適用するようにしてください。apply サブコ
マンドは、-n オプションを使用して、再構成が適用されるノードのリストを指定します。
apply サブコマンドは、グローバルクラスタノードからのみ使用できます。

boot

ゾーンクラスタのブート。
boot サブコマンドはゾーンクラスタをブートします。boot サブコマンドは -n フラグを使用し
て、ノードの指定したリストのゾーンクラスタをブートします。
グローバルクラスタノードから boot サブコマンドのみを使用できます。

clone

ゾーンクラスタのクローン。
clone コマンドは、インストールされた既存のゾーンクラスタをコピーして、ゾーンクラスタ
をインストールします。このサブコマンドは、ゾーンクラスタのインストールに代わるもので
す。clone サブコマンドは、それ自身で新しいゾーンクラスタを作成しません。クローニング
に使用するソースゾーンクラスタが、クローニングする前にインストールされた状態であること
を確認します。最初に configure サブコマンドを使用して、新しいゾーンクラスタを作成す
る必要があります。次に、clone サブコマンドを使用して、クローニングされた構成を新しい
ゾーンクラスタに適用します。
グローバルクラスタノードから clone サブコマンドのみを使用できます。

configure

対話型ユーティリティーを起動して、solaris10 または labeled ブランドソーンクラスタを構
成します。
configure サブコマンドは zonecfg コマンドを使用して、指定されたそれぞれのマシンで
ゾーンを構成します。configure サブコマンドにより、ゾーンクラスタの各ノードに適用する
プロパティーを指定できます。これらのプロパティーは、個別ゾーンの zonecfg コマンドに
よって確立された場合と同じ意味を持ちます。configure サブコマンドは zonecfg コマ
ンドには分からないプロパティーの構成をサポートします。-f オプションを指定しない場
合、configure サブコマンドは対話型シェルを起動します。-f オプションは、その引数とし
てコマンドファイルを取ります。configure サブコマンドはこのファイルを使用して、ゾーンク
ラスタを非対話型で作成または変更します。
また、configure サブコマンドを使用すると、統合アーカイブを使用してゾーンクラスタを構
成し、復旧用のアーカイブまたはクローンアーカイブを選択することもできます。-a archive
オプションを create サブコマンドとともに使用します。例:

# /usr/cluster/bin/clzc configure sczone1

sczone1: No such zone cluster configured
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Use 'create' to begin configuring a new zone cluster.

clzc:sczone1> create -a archive -z archived zone

configure サブコマンドは、グローバルクラスタノードからのみ使用できます。詳細
は、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster ソフトウェアのインストール "を参照し
てください。
solaris10 ブランドゾーンクラスタを指定するには、ゾーンクラスタの構成時にデフォルトの
テンプレートを使用できます。デフォルトのテンプレートは、/etc/cluster/zone_cluster/
ORCLcls10default.xml にあります。-t オプションを使用すると、デフォルトの solaris10
ゾーンクラスタテンプレート、またはクラスタにある別の既存の solaris10 ゾーンクラスタを
指定できます。別の solaris10 ゾーンクラスタを指定すると、ゾーンクラスタの構成は指定
したゾーンクラスタからインポートされます。verify または commit 操作が失敗しないよう
に、sysid プロパティーに root パスワードを指定する必要もあります。次のコマンドを入力し
てテンプレートを適用します:
# /usr/cluster/bin/clzc configure sczone2

sczone2: No such zone cluster configured

Use 'create' to begin configuring a new zone cluster.

clzc:sczone2> create -t ORCLcls10default

clzc:sczone2> info

zonename: sczone2

zonepath:

autoboot: true

hostid:

brand: solaris10

configure コマンドの対話型と非対話型形式はどちらも、ゾーンクラスタ構成を編集するた
めの複数のサブコマンドをサポートしています。使用可能な構成サブコマンドのリストにつ
いては、Unresolved link to " zonecfg1M" を参照してください。
configure ユーティリティーにより、ゾーンクラスタの構成を作成または変更できます。ゾーン
クラスタ構成は、多くのリソースタイプおよびプロパティーで構成されます。configure ユー
ティリティーは scope のコンセプトを使用して、サブコマンドが適用される場所を決定しま
す。configure ユーティリティーで使用されるスコープには、クラスタ、リソース、およびノード
固有のリソースの 3 つのレベルがあります。デフォルトのスコープはクラスタです。次のリス
トは、スコープの 3 つのレベルを説明しています。
■ クラスタスコープ - ゾーンクラスタ全体に影響を及ぼすプロパティー。zoneclustername

が sczone の場合、clzonecluster コマンドの対話型シェルは次のように見えます。

clzc:sczone>

■ ノードスコープ - ノードリソーススコープ内部に入れ子になった特殊なリソーススコープ。
ノードスコープ内部で設定すると、ゾーンクラスタの特定ノードに影響を与えます。たとえ
ば、ゾーンクラスタの特定ノードにネットリソースを追加できます。clzonecluster コマン
ドの対話型シェルは、次のように見えます。

clzc:sczone:node:net>
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■ リソーススコープ - 1 つの特定リソースに適用されるプロパティー。リソーススコー
ププロンプトには、付加されたリソースタイプの名前が付いています。たとえ
ば、clzonecluster コマンドの対話型シェルは次のように見えます。

clzc:sczone:net>

delete

特定ゾーンクラスタの削除。
このサブコマンドは、特定のゾーンクラスタのリソースグループを削除します。ワイルドカード
オペランド (*) を使用するとき、delete コマンドはグローバルクラスタで構成されたゾーンク
ラスタを削除します。delete サブコマンドを実行する前に、ゾーンクラスタを構成状態にす
る必要があります。delete コマンドで -F オプションを使用した場合は、どのような状態にあ
るゾーンクラスタに対しても削除が試みられます。
delete サブコマンドはグローバルクラスタノードからのみ使用できます。

export

ゾーンクラスタの構成をコマンドファイルにエクスポートします。
エクスポートされた commandfile は、configure サブコマンドの入力として使用できます。
必要に応じてファイルを変更し、作成する構成を反映させます。詳細は、Unresolved link
to " clconfiguration(5CL)" のマニュアルページを参照してください。
export サブコマンドは、グローバルクラスタノードからのみ使用できます。

halt

ゾーンクラスタまたはゾーンクラスタの特定ノードの停止。
特定のゾーンクラスタを指定するとき、halt サブコマンドは特定のゾーンクラスタに対して
のみ適用されます。ゾーンクラスタ全体、またはゾーンクラスタの特定ノードのみを停止でき
ます。ゾーンクラスタを指定しない場合、halt サブコマンドはすべてのゾーンクラスタに適
用されます。指定されたマシンですべてのゾーンクラスタを停止することもできます。
halt サブコマンドは -n オプションを使用して、特定ノードのゾーンクラスタを停止します。
デフォルトで、halt サブコマンドはすべてのノードのすべてのゾーンクラスタを停止します。
ゾーン名の代わりに + オペランドを指定する場合、すべてのゾーンクラスタが停止されま
す。
halt サブコマンドは、グローバルクラスタノードからのみ使用できます。

install

ゾーンクラスタのインストール。
このサブコマンドは、ゾーンクラスタをインストールします。
install -M manifest.xml オプションを使用した場合は、指定したマニフェストが、ゾー
ンクラスタのすべてのノード上のインストールに使用されます。マニフェストファイルに
は、certificate_file、key_file、パブリッシャー、任意の追加パッケージなどの、インス
トールのために管理者に必要な solaris パッケージの情報が記述されます。manifest.xml
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ファイルには、ゾーンクラスタのインストールのための Oracle Solaris Cluster グルー
プパッケージ ha-cluster-full、ha-cluster-framework-full、ha-cluster-data-
services-full、または ha-cluster-minimal も指定する必要があります。Automated
Installer マニフェストの詳細は、Unresolved link to " Oracle Solaris 11.2 システム
のインストール のカスタム AI マニフェストの作成"を参照してください。
-M オプション (デフォルト) を使用しない場合は、/usr/share/auto_install/manifest/
zone_default.xml にある自動インストーラマニフェストがインストールに使用されます。こ
の zone_default.xml マニフェストが使用されている場合、発行元のゾーンクラスタノード
の大域ゾーンにインストールされているすべての ha-cluster/* パッケージが、ゾーンクラス
タのすべてのノードにインストールされます。ゾーンクラスタのインストール時にカスタムマニ
フェストを使用する場合、Oracle Solaris Cluster グループパッケージを指定しないと、イ
ンストールが失敗します。
インストールするすべてのゾーンクラスタノードのベースとなる大域ゾーンは、install サブ
コマンドを実行するゾーンクラスタノードの大域ゾーンにインストールされるのと同じ Oracle
Solaris Cluster パッケージのセットを持っている必要があります。ゾーンクラスタのインス
トールは、この要件を満たさないゾーンクラスタノードでは失敗する場合があります。
install サブコマンドはグローバルクラスタノードからのみ使用できます。-M および -c オプ
ションは、solaris ブランドゾーンクラスタのみに使用できます。
ゾーンクラスタのブランドが solaris10 の場合は、-a または -d オプションを使用する必要
があります。

-a archive

solaris または solaris10 ブランドゾーンクラスタの統合アーカイブ、solaris10 ブラ
ンドゾーンクラスタの flar アーカイブの場所、またはインストールに使用する Oracle
Solaris 10 イメージアーカイブの絶対パス。サポートされているアーカイブタイプの詳
細は、Unresolved link to " solaris105" のマニュアルページを参照してください。
アーカイブの絶対パスは、ゾーンクラスタがインストールされるクラスタのすべての物理
ノードでアクセスできるようにしてください。統合アーカイブのインストールでは、復旧用
のアーカイブまたはクローンアーカイブを使用できます。

-d path

インストール済みの Oracle Solaris 10 システムのルートディレクトリへのパス。パス
は、ゾーンクラスタがインストールされるクラスタのすべての物理ノードでアクセスでき
るようにしてください。

[-x cert|ca-cert|key=file]...

HTTPS 統合アーカイブの場所を使用する場合は、SSL 証明書、認証局 (CA) 証明
書、および鍵ファイルを指定します。-x オプションは何度でも指定できます。

-z zone

統合アーカイブに複数のゾーンが含まれている場合は、構成またはインストールのソー
スのゾーン名を指定します。
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同じアーカイブまたはインストール済みの Oracle Solaris 10 システムは、ゾーンクラスタ
にあるすべての solaris10 ブランドゾーンのインストールのソースとして使用されます。イン
ストールすると、ソースアーカイブまたはインストール済みの Oracle Solaris 10 システム
のシステム識別パラメータは、ゾーンクラスタの構成時に sysid リソースタイプで指定した
システム識別パラメータでオーバーライドされます。

install-cluster

install-cluster サブコマンドは、Oracle Solaris 10 OS をサポートする Oracle
Solaris Cluster ソフトウェアを solaris10 ブランドゾーンクラスタノードにインストールしま
す。インストールされているソフトウェアには、コアパッケージ、クラスタソフトウェアコンポー
ネント (ゾーンクラスタおよび Geographic Edition ソフトウェアでサポートされるエージェ
ントなど)、およびパッチが含まれます。

注記 - install-cluster サブコマンドは、Oracle Solaris Cluster バージョン 3.3 または
3.3 5/11 ソフトウェアを solaris10 ブランドゾーンクラスタノードにインストールすることをサ
ポートしていません。solaris10 ブランドゾーンクラスタのサポートされているリリースの詳細
は、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster 4.2 リリースノート "を参照してください。

このサブコマンドを使用するのは、クラスタソフトウェアがインストールされていない
Oracle Solaris 10 システムに solaris10 ブランドソーンをインストールする場合です。
このサブコマンドを使用するには、clzonecluster install コマンドを使用して Oracle
Solaris 10 システムの Solaris OS ソフトウェアを solaris10 ゾーンにインストールしてお
き、そのゾーンを online 状態にブートする必要があります。
クラスタコアパッケージが solaris10 ブランドゾーンにまだインストールされていない場合
は、クラスタリリース DVD ディレクトリに -d オプション、クラスタソフトウェアコンポーネント
に -s オプション、パッチに -p オプションを指定することで、コアパッケージ、すべてのクラス
タソフトウェアコンポーネント、およびパッチをすべて同時にインストールできます。クラスタ
ソフトウェアコンポーネントおよびパッチをインストールするためのオプションはオプションで
す。
クラスタコアパッケージをすでにインストールしている場合でも、このサブコマンドを使用し
て、ゾーンクラスタでサポートされるパッチとクラスタソフトウェアコンポーネントをインストー
ルできます。パッチ情報が指定されている場合は、ゾーンクラスタのクラスタノードを -o オ
プションで offline-running 状態にブートする必要があります。
solaris10 ブランドゾーンクラスタは、共有 IP ゾーンタイプのみをサポートします (排他
的 IP および共有 IP ゾーンクラスタの詳細は、Unresolved link to " Oracle Solaris
Cluster ソフトウェアのインストール " を参照)。
このサブコマンドは、大域ゾーンからのみ実行できます。

list

構成されたゾーンクラスタの名前の表示。
このサブコマンドは、クラスタで構成されたゾーンクラスタの名前を報告します。
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■ グローバルクラスタノードから list サブコマンドを実行する場合、サブコマンドはグロー
バルクラスタのすべてのゾーンクラスタのリストを表示します。

■ ゾーンクラスタノードから list サブコマンドを実行すると、サブコマンドはゾーンクラスタ
の名前のみを表示します。

ゾーンクラスタが構成された場所でノードのリストを表示するには、-v オプションを使用しま
す。

move

ゾーンパスを新しいゾーンパスに移動。
このサブコマンドはゾーンパスを新しいゾーンパスに移動します。
move サブコマンドは、グローバルクラスタノードからのみ使用できます。

ready

アプリケーションに対してゾーンを準備。
このサブコマンドは、アプリケーションを実行するためのゾーンを準備します。
ready サブコマンドはグローバルクラスタノードからのみ使用できます。

reboot

ゾーンクラスタのリブート。
このサブコマンドはゾーンクラスタをリブートし、halt サブコマンドの実行に似ており、次に
boot サブコマンドが続きます。詳細については、halt サブコマンドおよび boot サブコマン
ドを参照してください。
reboot サブコマンドはグローバルクラスタノードからのみ使用できます。

set

-p オプションで指定したプロパティーの値をゾーンクラスタに設定します。set サブコマンド
は大域ゾーンまたはゾーンクラスタから使用できます。設定できるプロパティーについては、
オプション セクションの -p の説明を参照してください。

show

ゾーンクラスタのプロパティーの表示。
ゾーンクラスタのプロパティーには、ゾーンクラスタ名、ブランド、IP タイプ、ノードリスト、ゾー
ンパス、および許可されたアドレスが含まれます。show サブコマンドはゾーンクラスタから実
行しますが、特定のゾーンクラスタにのみ適用されます。ゾーンクラスタからこのサブコマン
ドを使用するとき、ゾーンパスは常に / です。ゾーンクラスタ名が指定される場合、このコマ
ンドはそのゾーンクラスタにのみ適用されます。
show サブコマンドはグローバルクラスタノードからのみ使用できます。

show-rev

ゾーンクラスタの各ノードのクラスタのリリース情報を表示します。
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この機能は、ゾーンクラスタにインストールされているリリースバージョンおよびパッチを一覧
表示する場合に便利です。例:

# clzonecluster show-rev

=== Zone Clusters ===

Zone Cluster Name:   zc1

Release at vznode1a on node pnode1:  3.3u2_40u1_zc:2012-04-01

Release at vznode2a on node pnode2:  3.3u2_40u1_zc:2012-04-01

show-rev サブコマンドは、グローバルクラスタノードまたはゾーンクラスタノードから使用でき
ます。

status

ゾーンクラスタノードがゾーンクラスタのメンバーであるかどうかを判断し、そのゾーンクラス
タが solaris、solaris10、labeled ブランドのいずれであるかを表示します。
ゾーンの状態は、Configured、Installed、Ready、Running、Shutting Down、Unavailable
のいずれかになります。グローバルクラスタ内のすべてのゾーンクラスタの状況は表示され
ているので、仮想クラスタの状態を見ることができます。
ゾーン活動を確認するには、zoneadm コマンドを代わりに使用します。
status サブコマンドはグローバルクラスタノードからのみ使用できます。

uninstall

ゾーンクラスタのアンインストール。
このサブコマンドは、ゾーンクラスタをアンインストールします。uninstall サブコマンドは
zoneadm コマンドを使用します。
uninstall サブコマンドはグローバルクラスタノードからのみ使用できます。

verify

指定された情報の構文が正しいかどうかをチェックします。
このサブコマンドはゾーンクラスタの各ノードの zoneadm verify コマンドを呼び出して、各
ゾーンクラスタのメンバーを安全にインストールできるようにします。詳細は、Unresolved
link to " zoneadm1M" を参照してください。
verify サブコマンドはグローバルクラスタノードからのみ使用できます。

注記 - このセクションでは、各オプションの短い形式と長い形式の両方が示されています。

次のオプションがサポートされています。

-?
--help

ヘルプ情報を表示します。
このオプションは subcommand の使用に関係なく指定できます。
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subcommand を指定しない場合、使用可能なすべてのサブコマンドのリストが表示されま
す。
subcommand を指定する場合、そのサブコマンドの使用法が表示されます。
このオプションとその他のオプションを指定すると、その他のオプションは無視されます。

-a absolute_path_to_archive zoneclustername

インストール済みの Oracle Solaris 10 システム、インストール済みの Oracle Solaris
10 ネイティブゾーン、または solaris10 ブランドゾーンの flash_archive、cpio、pax、xus-
tar、zfs archive、または level 0 ufsdump のパスを指定します。また、統合アーカイブ
の絶対パスも指定できます。詳細は、Unresolved link to " solaris105"、Unresolved
link to " flash_archive4"、Unresolved link to " cpio1"、および Unresolved link to
" pax1" のマニュアルページを参照してください。

-c config_profile.xml
--configprofile config_profile.xml

solaris ブランドゾーンクラスタの構成プロファイルテンプレートを指定します。リポジトリか
らのインストール後に、テンプレートはシステム構成情報をゾーンクラスタのすべてのノード
に適用します。config_profile.xml が指定されていない場合は、各ノードの大域ゾーンから
zlogin -C zoneclustername コマンドを実行して、各ゾーンクラスタノードを手動で構成す
る必要があります。すべてのプロファイルには .xml 拡張子が必要です。
-c オプションは、構成プロファイルテンプレートのゾーンクラスタノードのホスト名を置き換え
ます。プロファイルは、ゾーンクラスタノードのブート後に、ゾーンクラスタノードに適用されま
す。

-d absolute_root_path
--dirpath dirpatch

-d オプションを cluster サブコマンドとともに使用すると、インストール済みの Oracle
Solaris 10 システムのルートディレクトリへのパスが指定されます。パスは、ゾーンクラスタ
がインストールされるクラスタのすべての物理ノードでアクセスできるようにしてください。

-d
--dvd-directory dvd-directory

DVD イメージディレクトリを指定します。
-d オプションを install-cluster  サブコマンドとともに使用すると、solaris10 ブラン
ドゾーンをサポートする Oracle Solaris Cluster リリースの DVD イメージディレクトリが
指定されます。DVD イメージには、コアパッケージと、ゾーンクラスタおよび Geographic
Edition ソフトウェアでサポートされているほかのクラスタソフトウェアコンポーネント (エー
ジェントなど) が含まれます。DVD ディレクトリは、コマンドを実行するノードの大域ゾーン
からアクセスできるようにする必要があります。

-d
--dry_run

apply サブコマンドで -d オプションが使用されている場合、再構成は予行演習モードで実
行されます。予行演習モードでは構成が変更されず、実行中のゾーンはそのままの状態に
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なります。予行演習モードは、実際の再構成によって実行されるアクションを確認するため
に使用します。

-f{commandfile | zonepath}
--file-argument {commandfile | zonepath}

configure サブコマンドとともに使用するとき、-f オプションはコマンドファイルの引数を指
定します。たとえば、clzonecluster configure -f  commandfile となります。move サブコ
マンドとともに使用するとき、-f オプションは zonepath を指定します。

-F

delete および uninstall 操作の間、-F オプションを使用できます。-F オプションは Are
you sure you want to do this operation [y/n]?  という質問を強制的に抑制します。

-m method
--method method

ゾーンクラスタをクローニングするには、-m オプションを使用します。クローニングの唯一有
効なメソッドは、copy コマンドです。clone サブコマンドを実行する前に、ソースゾーンクラス
タを停止する必要があります。

-M manifest.xml
--manifest manifest.xml

solaris ブランドゾーンクラスタのすべてのノードにマニフェストを指定するには、-M オプ
ションを使用します。このマニフェストは、Oracle Solaris パッケージ情報と、ゾーンクラス
タのインストールのための Oracle Solaris Cluster パッケージを指定します。

-n nodename[…]
--nodelist nodename[,…]

サブコマンドのノードリストを指定します。
たとえば、clzonecluster boot -n phys-schost-1, phys-schost-2 zoneclustername.

-o
--offline

ゾーンクラスタを offline-running モードにブートまたはリブートします。
offline-running モードになるのは、ゾーンクラスタノードがゾーンクラスタメンバシップから
除外されているが、Oracle Solaris ゾーン状態が実行中の場合です。ゾーンクラスタは、
物理クラスタとブートモード (クラスタまたは非クラスタモード) を共有するため、オフライン
状態は非クラスタモードのクラスタとは異なります。
ゾーンクラスタをオフライン実行モードにブートするには、次を入力します。

clzonecluster boot [-n phys-schost-1,...] [-o] zoneclustername

ゾーンクラスタをオフライン実行モードにリブートするには、次を入力します。

clzonecluster reboot [-n phys-schost-1,...] [-o] zoneclustername
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offline-running ゾーンクラスタを online-running モードにブートするには、-o オプション
を指定せずに clzonecluster reboot コマンドを実行します。

-p name=value
--property=name=value
--property name=value

-p オプションは、install-cluster  サブコマンドおよび set サブコマンドとともに使
用します。-p を指定した install-cluster サブコマンドの使用方法については、-p
patchdir=patchdir[,patchlistfile=patchlistfile] の説明を参照してください。
-p オプションは set サブコマンドとともに使用して、プロパティーの値を指定します。-p 
name=value は複数回指定できます。
このオプションは set サブコマンドと一緒に使用して、次のプロパティーを変更します:

resource_security

プログラムの実行のセキュリティーポリシーを RGM リソース別に指定しま
す。resource_security で使用可能な値は、SECURE、WARN、OVERRIDE、または
COMPATIBILITY です。
Start や Validate などのリソースメソッドは、常に root として実行されます。メソッド
の実行可能ファイルに root 以外の所有権、あるいは group または world 書き込み
権がある場合は、セキュアでない状態になりますこの場合、resource_security プロ
パティーが SECURE に設定されていると、リソースメソッドの実行は実行時に失敗し、エ
ラーが返されます。resource_security がその他の設定であれば、リソースメソッドは
実行を許可され、警告メッセージが表示されます。最大限のセキュリティーを確保する
ため、resource_security を SECURE に設定してください。
resource_security 設定では、application_user リソースプロパティーを宣言する
リソースタイプの動作も変更します。詳細は、1287 ページのr_properties(5) のマ
ニュアルページの「application_user」セクションを参照してください。

-p patchdir=patchdir[,patchlistfile=patchlistfile]
--patch-specification=patchdir=patchdir[,patchlistfile=patchlistfile]
--patch-specification patchdir=patchdir[,patchlistfile=patchlistfile]

-p オプションで指定される patchdir および patchlistfile プロパティーは、install-
cluster サブコマンドとともにのみ使用されます。コアパッケージのインストール後にパッチ
をインストールする場合は、パッチを適用するために、ゾーンクラスタを offline-running
状態にブートする必要があります。
-p name= value は複数回指定できます。

patchdir

solaris10 ブランドゾーンに適用する Oracle Solaris Cluster パッチが含まれてい
るディレクトリを指定します。patchdir ディレクトリは必須で、ゾーンクラスタのすべて
のノードで、solaris10 ブランドゾーン内部からアクセスできる必要があります。
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patchlistfile

patchlistfile を指定します。patchlistfile では、インストールするパッチのリスト
を含むファイルを指定します。オプションの patchlistfile が指定されていない場
合、コマンドは patchdir ディレクトリ内部のすべてのパッチをインストールしようとしま
す。patchlistfile を patchdir ディレクトリに作成し、パッチ ID を 1 行に 1 つずつ
リストして、インストールするパッチを示すこともできます。

-s
--software-component {all | software-component[,...]}

DVD イメージからインストールするソフトウェアコンポーネントを指定します。
これらのコンポーネントは、コアパッケージに追加され、ゾーンクラスタまたは Geographic
Edition ソフトウェアでサポートされるデータサービスにすることができます。-s all を
使用すると、それ以外のコンポーネントは指定できなくなり、すべてのデータサービスと
Geographic Edition ソフトウェアがインストールされます。データサービスエージェントの
場合、コンポーネント名はエージェント名になります。Geographic Edition ソフトウェア
の場合は、-s geo として指定します。-s を指定しない場合は、クラスタフレームワークソフト
ウェアのみがインストールされます。

-v
--verbose

詳細情報を標準出力 (stdout) で表示します。

-V
--version

コマンドのバージョンを表示します。
このオプションをほかのオプション、サブコマンド、またはオペランドと一緒に指定する場
合、これらはすべて無視されます。コマンドのバージョンだけが表示されます。ほかの処理
は行われません。

[-x cert|ca-cert|key=file] ...

HTTPS 統合アーカイブの場所を使用する場合は、SSL 証明書、CA 証明書、および鍵
ファイルを指定します。-x オプションは何度でも指定できます。

-Z target-zoneclustername
--zonecluster target-zoneclustername

クローンするゾーンクラスタの名前。
クローンするソースゾーンクラスタの名前を使用します。このサブコマンドを使用する前に、
ソースゾーンクラスタを停止する必要があります。

-z zone

統合アーカイブに複数のゾーンが含まれている場合は、インストールのソースのゾーン名を
指定します。
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リソースとプロパティー
clzonecluster コマンドは、ゾーンクラスタの複数のリソースとプロパティーをサポートします。

clzonecluster コマンドでサポートされるリソースとプロパティーを構成するに
は、clzonecluster コマンドを使用する必要があります。clzonecluster コマンドでサポートさ
れていないリソースとプロパティーの構成の詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマ
ニュアルページを参照してください。

次のサブセクション「「リソース」」および「「プロパティー」」では、clzonecluster コマンドでサ
ポートされるリソースとプロパティーについて説明します。
リソース

次は、リソーススコープでサポートされるリソースタイプと、詳細が見つかる場所を一覧表示しま
す。

admin

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。こ
のリソースは、クラスタスコープとノードスコープの両方で使用できます。このリソースは、個々
の Oracle Solaris ゾーンレベルに渡されます。リソースがクラスタとノードスコープの両方
で指定されている場合、ノードスコープのリソース情報は、ゾーンクラスタの特定のノードの
Oracle Solaris ゾーンに渡されます。
admin リソースの auths プロパティーは、次の値のいずれかに設定できます:

clone solaris.zone.clonefrom と同等

login solaris.zone.login と同等

manage solaris.zone.manage と同等

capped-cpu

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。こ
のリソースは、クラスタスコープとノードスコープの両方で使用できます。このリソースは、個々
の Oracle Solaris ゾーンレベルに渡されます。リソースがクラスタとノードスコープの両方
で指定されている場合、ノードスコープのリソース情報は、ゾーンクラスタの特定のノードの
Oracle Solaris ゾーンに渡されます。

capped-memory

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。
このリソースは、クラスタスコープとノードスコープで使用できます。このリソースは、個々の
Oracle Solaris ゾーンレベルに渡されます。リソースがクラスタとノードスコープの両方で
指定されている場合、ノードスコープのリソース情報は、ゾーンクラスタの特定のノードの
Oracle Solaris ゾーンに渡されます。

http://otn.oracle.com
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dataset

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。こ
のリソースは、クラスタスコープまたはノードスコープで使用できます。データセットはクラスタ
とノードスコープの両方では指定できません。
クラスタスコープのリソースは、ゾーンクラスタで高可用性 ZFS ファイルシステムに使用さ
れる ZFS データセットのエクスポートに使用されます。クラスタスコープで指定されている
場合、エクスポートしたデータセットは Oracle Solaris Cluster ソフトウェアによって管理
され、個別の Oracle Solaris ゾーンレベルには渡されません。データセットは、ゾーンクラ
スタ間で共有できません。
ノードスコープのリソースは、ローカル ZFS データセットを特定のゾーンクラスタノードにエ
クスポートするのに使用されます。ノードスコープで指定されている場合、エクスポートした
データセットは Oracle Solaris Cluster ソフトウェアによって管理されず、個別の Oracle
Solaris ゾーンレベルに渡されます。

dedicated-cpu

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。各
ノードのゾーンクラスタ向けに設けられた CPU の定数を使用できます。
このリソースは、クラスタスコープとノードスコープで使用できます。このリソースは、個々の
Oracle Solaris ゾーンレベルに渡されます。リソースがクラスタとノードスコープの両方で
指定されている場合、ノードスコープのリソース情報は、ゾーンクラスタの特定のノードの
Oracle Solaris ゾーンに渡されます。

device

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。こ
のリソースは、個々の Oracle Solaris ゾーンレベルに渡され、クラスタスコープまたはノード
スコープで指定できます。ノードスコープのリソースは、ゾーンクラスタノードに固有のデバイス
を追加するのに使用されます。デバイスは、1 つのゾーンクラスタに対してのみ追加できま
す。クラスタスコープとノードスコープの両方に同じデバイスを追加することはできません。

fs

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。こ
のリソースは、クラスタスコープまたはノードスコープで指定できます。fs リソースはクラスタ
とノードスコープの両方では指定できません。
クラスタスコープのリソースは、ゾーンクラスタで使用されるファイルシステムをエクスポート
する場合に一般に使用されます。エクスポートされたファイルシステムは、Oracle Solaris
Cluster ソフトウェアによって管理され、cluster-control プロパティーを false に設定
した lofs ファイルシステムを除き、個別の Oracle Solaris ゾーンレベルには渡されませ
ん。cluster-control プロパティーの詳細は、このマニュアルページの「リソース」セクション
の fs に関する説明を参照してください。
ノードスコープのリソースは、ローカルファイルシステムを特定のゾーンクラスタノードにエクス
ポートするのに使用されます。ノードスコープで指定されている場合、エクスポートしたファイ
ルシステムは Oracle Solaris Cluster ソフトウェアによって管理されず、個別の Oracle
Solaris ゾーンレベルに渡されます。
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直接マウントとループバックマウントのいずれかを使用して、ファイルシステムをゾーンクラ
スタにエクスポートできます。直接マウントでは、指定したファイルシステムをゾーンのルー
ト下の場所か、パスにルートゾーンが含まれるサブディレクトリにマウントすることで、ゾー
ンクラスタ内からファイルシステムにアクセスできます。直接マウントでは、ファイルシステ
ムはこのゾーンクラスタに排他的に属します。ゾーンクラスタが Oracle Solaris Trusted
Extensions 上で実行される場合、読み取りおよび書き込み権限の両方を付けてマウント
されるファイルについては、直接マウントの使用が必須です。ゾーンクラスタは、UFS、QFS
スタンドアロンファイルシステム、QFS 共有ファイルシステム、および ZFS (データセットと
してエクスポート) の直接マウントをサポートします。
ループバックマウントは、ある場所ですでにマウントされているファイルシステムを別の場
所でマウントされているように見せるためのメカニズムです。ゾーンクラスタごとに 1 つの
ループバックマウントを使用することで、1 つのファイルシステムを複数のゾーンクラスタに
エクスポートできます。これによって、1 つのファイルシステムを複数のゾーンクラスタで共
有できます。管理者は、ファイルシステムを複数のゾーンクラスタで共有する前に、セキュリ
ティー面での影響を検討する必要があります。実際のファイルシステムのマウント方法にか
かわらず、ループバックマウントでは、アクセスを読み取り専用に制限することができます。

fs: cluster-control

cluster-control プロパティーが適用されるのは、クラスタスコープで指定されたルー
プバックマウントのみです。cluster-control プロパティーのデフォルト値は true で
す。
プロパティー値が true である場合、Oracle Solaris Cluster はこのファイルシステ
ムを管理し、ファイルシステム情報を zonecfg コマンドに渡しません。Oracle Solaris
Cluster は、ゾーンのブート後、必要に応じてゾーンクラスタノード内のファイルシステム
をマウントまたはマウント解除します。
Oracle Solaris Cluster は、QFS 共有ファイルシステム、UFS、QFS スタンドアロン
ファイルシステム、および UFS 上の PxFS についてループバックマウントを管理でき
ます。
プロパティー値が false である場合、Oracle Solaris Cluster はファイルシステムを
管理しません。クラスタソフトウェアは、このファイルシステム情報とすべての関連情報
を zonecfg コマンドに渡し、これにより各マシンでゾーンクラスタのゾーンが作成されま
す。この場合、Oracle Solaris ソフトウェアはゾーンのブート時にファイルシステムをマ
ウントします。管理者は、このオプションを UFS ファイルシステムで使用できます。
管理者はクラスタスコープでループバックマウントを指定できます。cluster-control
プロパティー値を false にしてループバックマウントを構成すると、共通のローカルディ
レクトリ (実行可能ファイルが格納されているディレクトリなど) の読み取り専用マウ
ントに便利です。この情報は、実際のマウントを実行する zonecfg コマンドに渡されま
す。cluster-control プロパティー値を true にしてループバックマウントを構成する
と、グローバルファイルシステム (PxFS) または共有 QFS ファイルシステムをクラスタ
制御下にあるゾーンクラスタで使用できるので便利です。
QFS 共有ファイルシステム、UFS、QFS スタンドアロンファイルシステム、および ZFS
は最大 1 つのゾーンクラスタに構成されます。
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net

ネットリソースの詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照
してください。
論理ホストまたは共有アドレスなど、Oracle Solaris Cluste によって管理されるネットリ
ソースは、クラスタスコープで指定されます。Oracle RAC VIP などのアプリケーションで管
理されるネットリソースは、クラスタスコープで指定されます。これらのネットワークリソースは
個別の Oracle Solaris ゾーンレベルには渡されません。
管理者は、指定された IP アドレスで使用するために、NIC (Network Interface Card、
ネットワークインタフェースカード) を指定できます。システムは、次の 2 つの要件を満足さ
せる NIC を自動的に選択します。
■ NIC はすでに、同じサブネットに接続されています。
■ NIC は、このゾーンクラスタに対して構成されています。

node

ノードリソースは、次の 2 つの目的を実行します。
■ スコープレベルの識別。ノードスコープで指定された任意のリソースは、もっぱらこの特

定ノードにのみ属します。
■ ゾーンクラスタのノードの識別。管理者は、そのマシンのグローバルクラスタの大域ゾー

ンを識別することによって、ゾーンが実行するマシンの場所を識別します。各ゾーンクラ
スタノードの IP アドレスおよび NIC の指定はオプションです。管理者は、このノードに
到達するためのネットワーク情報を識別する情報も指定します。

注記 - 管理者が各ゾーンクラスタノードの IP アドレスを構成しない場合、2 つのことが起こりま
す:

1. その特定のゾーンクラスタでは、ゾーンクラスタで使用するための NAS デバイスを構成す
ることができません。クラスタは、NAS デバイスと通信する際にはゾーンクラスタノードの IP
アドレスを使用するため、IP アドレスを持たないクラスタは、NAS デバイスのフェンシング
をサポートできません。

2. クラスタソフトウェアによって、NIC の論理ホスト IP アドレスが有効化されます。

privnet

このリソースはノードスコープで使用できます。このリソースは、ゾーンクラスタのプライベート
アダプタとして使用できるデータリンクデバイスを指定します。リソースは、ゾーンクラスタに
割り当てる前に、大域ゾーンで使用できるようにする必要があります。排他的 IP ゾーンクラ
スタが構成されている場合は、enable_priv_net プロパティーがデフォルトで true に設定
され、ゾーンクラスタのノード間のプライベートネットワーク通信が有効になります。

add node

http://otn.oracle.com
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add
 privnet
set
 physical=vnic1
end
add
 privnet
set
 physical=vnic5
end
end

リソースプロパティー privnet の順序は、ゾーンクラスタのノード間のパスを形成するのに使
用されます。最初のノードに指定された最初の privnet アダプタは、2 番目のノードに指定
された最初の privnet パスを使用してパスを形成しようとします。privnet リソースの順序
は、追加および削除操作のあとも保持されます。

注記 - privnet リソースは、複数の排他的 IP ゾーン間で共有することはできません。特定の排
他的 IP ゾーンに割り当てる必要があります。

rctl

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。こ
のリソースは、クラスタスコープとノードスコープの両方で使用できます。このリソースは、個々
の Oracle Solaris ゾーンレベルに渡されます。リソースがクラスタとノードスコープの両方
で指定されている場合、ノードスコープのリソース情報は、ゾーンクラスタの特定のノードの
Oracle Solaris ゾーンに渡されます。

sysid

Unresolved link to " sysidcfg4" のマニュアルページを参照してください。このリソース
では、solaris10 ゾーンクラスタのすべてのソーンでシステム識別パラメータを指定します。

プロパティー

各リソースタイプには、1 つ以上のプロパティーがあります。次のプロパティーは、クラスタでサ
ポートされています。

(cluster)
admin

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)
allowed-address

アダプタ上で plumb できる IP アドレスを指定します。特定の IP アドレスのみが許可さ
れます。このオプションのプロパティーは、ノードスコープのネットリソースに使用されます。
例:

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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set allowed-address=1.2.2.3/24

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)
attr

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。
ゾーンクラスタは、cluster に設定されたプロパティー name、boolean に設定されたプロパ
ティー type、および true に設定されたプロパティー value を使用します。これらのプロパ
ティーは、ゾーンクラスタが create オプションを使用して構成されるとデフォルトで設定さ
れます。これらのプロパティーはゾーンクラスタ構成に必須であり、変更できません。

(cluster)
autoboot

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)
bootargs

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)
brand

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。サ
ポートされているブランドタイプは、solaris、solaris10、および labeled ブランドのみです。

(cluster)
cpu-shares

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)
device

Unresolved link to " zonecfg1M"。

(cluster)
enable_priv_net

True に設定されているとき、Oracle Solaris のプライベートネットワーク通信はゾーンクラ
スタのノード間で有効になります。
■ ip-type が shared に設定されている場合、ゾーンクラスタノード間の通信にはグローバ

ルクラスタのプライベートネットワークが使用されます。
■ ip-type が exclusive に設定されている場合、ゾーンクラスタノード間の通信には指

定された privnet リソースが使用されます。これらのリソースが指定されていない場合

http://otn.oracle.com
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は、グローバルクラスタのプライベートネットワーク経由で仮想ネットワークインタフェース
(vnic) を作成することにより、自動的にそれらが生成されます。

Oracle Solaris Cluster のゾーンクラスタノードのプライベートホスト名および IP アドレス
は、システムによって自動的に生成されます。値が False に設定されている場合、プライ
ベートネットワークは無効になります。デフォルト値は True です。

(cluster)
ip-type

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。サ
ポートされている値は shared および exclusive のみです。

(cluster)
limitpriv

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)
max-lwps

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)
max-msg-ids

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)

max-sem-ids

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参
照してください。

(cluster)
max-shm-ids

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)
monitor_quantum

定量値をミリ秒単位で定義します。

(cluster)
monitor_timeout

モニターのタイムアウトをミリ秒単位で指定します。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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(cluster)
max-shm-memory

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)
pool

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

(cluster)
zonename

ゾーンクラスタの名前と、ゾーンクラスタの各ゾーンの名前。

(cluster)
zonepath

ゾーンクラスタの各ゾーンのゾーンパス。

admin

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

capped-cpu

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

capped-memory

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

dataset

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

dedicated-cpu

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

device

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

fs

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

inherit pkg-dir

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

net

詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" のマニュアルページを参照してください。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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node

physical-host、hostname、net を含みます。
■ physical-host – このプロパティーは、ゾーンクラスタノードをホストするグローバルクラ

スタノードを指定します。
■ hostname – このプロパティーは、物理ホストプロパティーで指定されたグローバルクラ

スタノードで、ゾーンクラスタノードのパブリックホスト名を指定します。
■ net – このリソースは、物理ホストで指定されたグローバルクラスタノードのゾーンクラス

タノードによるパブリックネットワーク通信のネットワークアドレスと物理インタフェース名
を指定します。

rctl

Unresolved link to " zonecfg1M" を参照してください。

sysid

/usr/bin/sysconfig configure コマンドを使用しま
す。Unresolved link to " sysidcfg4" を参照してくださ
い。root_password、name_service、security_policy、system_locale、timezone、terminal、
および nfs4_domain を含みます。管理者は Oracle Solaris の通常の手順に従い、あとで
sysidcfg config 値をノードごとに手動で変更できます。
■ root_password – このプロパティーでは、ゾーンクラスタのすべてのノードで共通の

root パスワードを暗号化した値を指定します。平文のパスワードは指定しないでくださ
い。/etc/shadow からの暗号化されたパスワード文字列を使用する必要があります。こ
れは必須プロパティーです。

■ name_service – このオプションのプロパティーでは、ゾーンクラスタで使用される
ネームサービスを指定します。ただし、大域ゾーンの /etc/sysidcfg ファイルの設定
が無効になる場合があります。このプロパティーの設定を確実に正しいものにするに
は、clzonecluster コマンドを使用して手動で値を入力します。

■ security_policy – この値はデフォルトでなしに設定されます。

■ system_locale – この値は、デフォルトで clzonecluster コマンドの環境から取得さ
れます。

■ timezone – このプロパティーでは、ゾーンクラスタで使用されるタイムゾーンを指定しま
す。値は、デフォルトで clzonecluster コマンドの環境から取得されます。

■ terminal – 値はデフォルトで xterm に設定されます。

■ nfs4_domain – 値はデフォルトで dynamic に設定されます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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このコマンドセットにあるすべてのコマンドの終了ステータスコードの完全なリストについて
は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 CL_NOERR

エラーなし
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

6 CL_EACCESS

アクセス権がありません
指定したオブジェクトにアクセスできません。このコマンドを実行するには、スーパーユー
ザーまたは RBAC アクセスが必要である可能性があります。詳細は、Unresolved link
to " su1M"、および Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してくださ
い。

18 CL_EINTERNAL

内部エラーが発生しました
内部エラーは、ソフトウェアの欠陥またはその他の欠陥を示しています。

35 CL_EIO

I/O エラー
物理的な入出力エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。
■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

38 CL_EBUSY

オブジェクトはビジーです
アクティブなクラスタノードへの最後のクラスタインターコネクトパスからケーブルを取り外そ
うとしました。または、参照を削除していないクラスタ構成からノードを削除しようとしました。

39 CL_EEXIST

オブジェクトは存在します。
指定したデバイス、デバイスグループ、クラスタインターコネクトコンポーネント、ノード、クラス
タ、リソース、リソースタイプ、リソースグループ、またはプライベート文字列はすでに存在しま
す。

41 CL_ETYPE

未知のタイプ
-t または -p オプションで指定したタイプは存在しません。

すべての例で、zoneclustername は sczone です。最初のグローバルクラスタノードは phys-
schost-1 で、2 番目のノードは phys-schost-2 です。最初のゾーンクラスタノードは zc-host-1
で、2 番目は zc-host-2 です。

例   265 新しいゾーンクラスタの作成

次の例では、2 ノード solaris10 ブランドゾーンクラスタの作成方法を示します。zpool "tank"
は、高可用性 ZFS ファイルシステムとして使用されるゾーンに委任されます。ゾーンクラスタで
使用できるメモリの量を制限するために、メモリキャッピンングが使用されます。ルートパスワード
を除き、デフォルトのシステム識別値が使用されます。

phys-schost-1# clzonecluster configure sczone

sczone: No such zone cluster configured

Use 'create' to begin configuring a new zone cluster.

clzc:sczone> create -b

clzc:sczone> set zonepath=/zones/timuzc

clzc:sczone> set brand=solaris10

clzc:sczone> set autoboot=true

clzc:sczone> set bootargs="-m verbose"

clzc:sczone> set limitpriv="default,proc_priocntl,proc_clock_highres"

clzc:sczone> set enable_priv_net=true

clzc:sczone> set ip-type=shared

clzc:sczone> add dataset



clzonecluster 637

clzc:sczone:dataset> set name=tank

clzc:sczone:dataset> end

clzc:sczone> add capped-memory

clzc:sczone:capped-memory> set physical=3G

clzc:sczone:capped-memory> end

clzc:sczone> add rctl

clzc:sczone:rctl> set name=zone.max-swap

clzc:sczone:rctl> add value (priv=privileged,limit=4294967296,action=deny)

clzc:sczone:rctl> end

clzc:sczone> add rctl

clzc:sczone:rctl> set name=zone.max-locked-memory

clzc:sczone:rctl> add value (priv=privileged,limit=3221225472,action=deny)

clzc:sczone:rctl> end

clzc:sczone> add attr

clzc:sczone:attr> set name=cluster

clzc:sczone:attr> set type=boolean

clzc:sczone:attr> set value=true

clzc:sczone:attr> end

clzc:sczone> add node

clzc:sczone:node> set physical-host=ptimu1

clzc:sczone:node> set hostname=zc-host-1

clzc:sczone:node> add net

clzc:sczone:node:net> set address=vztimu1a

clzc:sczone:node:net> set physical=sc_ipmp0

clzc:sczone:node:net> end

clzc:sczone:node> end

clzc:sczone> add node

clzc:sczone:node> set physical-host=ptimu2

clzc:sczone:node> set hostname=zc-host-2

clzc:sczone:node> add net

clzc:sczone:node:net> set address=vztimu2a

clzc:sczone:node:net> set physical=sc_ipmp0

clzc:sczone:node:net> end

clzc:sczone:node> end

clzc:sczone> add fs

clzc:sczone:fs> set dir=/opt/local

clzc:sczone:fs> set special=/usr/local

clzc:sczone:fs> set type=lofs

clzc:sczone:fs> add options [ro,nodevices]

clzc:sczone:fs> set cluster-control=false

clzc:sczone:fs> end

clzc:sczone> add sysid

clzc:sczone> set root_password=ZiitH.NOLOrRg

clzc:sczone> set name_service="NIS{domain_name=mycompany.com name_server=

     ns101c-90(10.100.10.10)}"

clzc:sczone> set nfs4_domain=dynamic

clzc:sczone> set security_policy=NONE

clzc:sczone> set system_locale=C

clzc:sczone> set terminal=xterms

clzc:sczone> set timezone=US/Pacific

clzc:sczone> end
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create サブコマンド (前述の create -b サブコマンドではなく) を使用する場合は、デフォルト
のテンプレートが使用され、attr プロパティーがすでに設定されています。

ゾーンクラスタが構成されます。次のコマンドがインストールされ、広域クラスタノードからゾーン
クラスタをブートします。

phys-schost-1# clzonecluster install -a absolute_path_to_archive install sczone

phys-schost-1# clzonecluster boot sczone

例   266 統合アーカイブからのゾーンクラスタの作成

次の例では、統合アーカイブからゾーンクラスタを作成してインストールする方法を示します。統
合アーカイブは、大域ゾーン、非大域ゾーン、またはゾーンクラスタノードから作成できます。統合
アーカイブからのゾーンクラスタの構成およびインストールのために、クローンアーカイブと復旧
用のアーカイブの両方がサポートされています。統合アーカイブをクラスタ化されていないゾー
ンから作成する場合は、プロパティー enable_priv_net=true を設定する必要があります。ま
た、ゾーンのプロパティーも必要に応じて変更するようにしてください。

phys-schost-1# clzonecluster configure sczone

sczone: No such zone cluster configured

Use 'create' to begin configuring a new zone cluster.

clzc:sczone> create -a absolute_path_to_archive -z archived_zone_1
clzc:sczone> set zonepath=/zones/sczone

clzc:sczone> set enable_priv_net=true

clzc:sczone> set ip-type=shared

clzc:sczone> add attr

clzc:sczone:attr> set name=cluster

clzc:sczone:attr> set type=boolean

clzc:sczone:attr> set value=true

clzc:sczone:attr> end

clzc:sczone> add node

clzc:sczone:node> set physical-host=psoft1

clzc:sczone:node> set hostname=zc-host-1

clzc:sczone:node> add net

clzc:sczone:node:net> set address=vzsoft1a

clzc:sczone:node:net> set physical=sc_ipmp0

clzc:sczone:node:net> end

clzc:sczone:node> end

clzc:sczone> add node

clzc:sczone:node> set physical-host=psoft2

clzc:sczone:node> set hostname=zc-host-2

clzc:sczone:node> add net

clzc:sczone:node:net> set address=vzsoft2a

clzc:sczone:node:net> set physical=sc_ipmp0

clzc:sczone:node:net> end
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clzc:sczone:node> end

ゾーンクラスタが構成されます。次のコマンドは、グローバルクラスタノード上の統合アーカイブか
らゾーンクラスタをインストールします。

phys-schost-1# clzonecluster install -a absolute_path_to_archive -z archived-zone sczone

これで、ゾーンクラスタがインストールされました。次のコマンドは、そのゾーンクラスタをブートし
ます。

phys-schost-1# clzonecluster boot sczone

例   267 既存のゾーンクラスタの変更

次の例では、例 1 で作成されたゾーンクラスタの構成の変更方法を示しています。追加のパブ
リック IP アドレスが phys-schost-2 のゾーンクラスタノードに追加されます。

高可用性ファイルシステムとして使用するために、UFS ファイルシステムがゾーンクラスタにエ
クスポートされます。これは、UFS ファイルシステムが Oracle Solaris Volume Manager メ
タデバイスで作成されていることを前提としています。

phys-schost-1# clzonecluster configure sczone

clzc:sczone> add device

clzc:sczone:device> set match=/dev/md/1/dsk/d100

clzc:sczone:device> end

clzc:sczone> add device

clzc:sczone:device> set match=/dev/md/oraset/dsk/d100

clzc:sczone:device> end

clzc:sczone> select node physical-host=phys-schost-2

clzc:sczone:node> add net

clzc:sczone:node:net> set address=192.168.0.3/24

clzc:sczone:node:net> set physical=bge0

clzc:sczone:node:net> end

clzc:sczone:node> end

clzc:sczone> add fs

clzc:sczone:fs> set dir=/qfs/ora_home

clzc:sczone:fs> set special=oracle_home

clzc:sczone:fs> set type=samfs

clzc:sczone:fs> end

clzc:sczone> exit

例   268 テンプレートとして既存のゾーンクラスタを使用した新規ゾーンクラスタの作成

次の例では、テンプレートとして例 1 で作成した sczone ゾーンクラスタを使用して、sczone1 と
いうゾーンクラスタを作成する方法を示しています。新規ゾーンクラスタの構成は、元のゾーンク
ラスタと同じになります。競合を避けるために、新規ゾーンクラスタの一部のプロパティーを変更
する必要があります。管理者が特定リソースを指定せずにリソースタイプを削除すると、システム
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はそのタイプのすべてのリソースを削除します。たとえば、remove net を指定すると、すべての
ネットリソースが削除されます。

phys-schost-1# clzonecluster configure sczone1

sczone1: No such zone cluster configured

Use 'create' to begin configuring a new zone cluster.

clzc:sczone1> create -t sczone

clzc:sczone1>set zonepath=/zones/sczone1

clzc:sczone1> select node physical-host=phys-schost-1

clzc:sczone1:node> set hostname=zc-host-3

clzc:sczone1:node> select net address=zc-host-1

clzc:sczone1:node:net> set address=zc-host-3

clzc:sczone1:node:net> end

clzc:sczone1:node> end

clzc:sczone1> select node physical-host=phys-schost-2

clzc:sczone1:node> set hostname=zc-host-4

clzc:sczone1:node> select net address=zc-host-2

clzc:sczone1:node:net> set address=zc-host-4

clzc:sczone1:node:net> end

clzc:sczone1:node> remove net address=192.168.0.3/24

clzc:sczone1:node> end

clzc:sczone1> remove dataset name=tank/home

clzc:sczone1> remove net

clzc:sczone1> remove device

clzc:sczone1> remove fs dir=/qfs/ora_home

clzc:sczone1> exit

次のオペランドがサポートされています。

zoneclustername ゾーンクラスタの名前。新規ゾーンクラスタの名前を指定していま
す。zoneclustername オペランドはすべてのサブコマンドに対してサポー
トされています。

+ クラスタ内のすべてのノードです。+ オペランドは、サブコマンドのサブ
セットに対してのみサポートされています。

このコマンドセットにあるすべてのコマンドの終了ステータスコードの完全なリストについて
は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアルページを参照してください。

指定したすべてのオペランドでコマンドが成功すると、コマンドはゼロ (CL_NOERR) を返します。
あるオペランドでエラーが発生すると、コマンドはオペランドリストの次のオペランドを処理しま
す。戻り値は常に、最初に発生したエラーを反映します。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。
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0 CL_NOERR

エラーなし。
実行したコマンドは正常に終了しました。

1 CL_ENOMEM

十分なスワップ空間がありません。
クラスタノードがスワップメモリーまたはその他のオペレーティングシステムリソースを使い果
たしました。

3 CL_EINVAL

無効な引数。
コマンドを間違って入力したか、-i オプションで指定したクラスタ構成情報の構文が間
違っていました。

18 CL_EINTERNAL

内部エラーが発生しました。

36 CL_ENOENT

そのようなオブジェクトはありません。
次のいずれかの理由のために、指定したオブジェクトを見つけることができません。
■ オブジェクトが存在しません。
■ -o オプションで作成しようとした構成ファイルへのパスのディレクトリが存在しません。
■ -i オプションでアクセスしようとした構成ファイルにエラーが含まれています。

37 CL_EOP

操作が許可されていません
サポートされていない構成に対する操作を実行しようとしたか、サポートされていない操作
を実行しました。

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

185 ページのclnode(1CL), 551 ページのcluster(1CL), 19 ページのIntro(1CL),
819 ページのscinstall(1M), Unresolved link to " zoneadm1M", Unresolved link
to " zonecfg1M", Unresolved link to " clconfiguration(5CL)"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。

すべてのユーザーがこのコマンドに -? (ヘルプ) オプションまたは -V (バージョン) オプションを
指定して実行できます。

スーパーユーザー以外のユーザーが clzonecluster コマンドにサブコマンドを付けて実行するに
は、RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

サブコマンド RBAC の承認

boot solaris.cluster.admin

check solaris.cluster.read

clone solaris.cluster.admin

configure solaris.cluster.admin

delete solaris.cluster.admin

export solaris.cluster.admin

halt solaris.cluster.admin

install solaris.cluster.admin

list solaris.cluster.read

monitor solaris.cluster.modify

move solaris.cluster.admin

ready solaris.cluster.admin

reboot solaris.cluster.admin

show solaris.cluster.read

status solaris.cluster.read

uninstall solaris.cluster.admin

unmonitor solaris.cluster.modify

verify solaris.cluster.admin
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名前
rt_callbacks — Oracle Solaris Cluster リソースとしてサービスを管理するためのコールバッ
クインタフェース

method-path -R resource -T type -G group [-Z zonename]

validate-path [-c | -u] -R resource -T type -G group [-r prop=
     val] [-x prop=val] [-g prop=val] [-Z zonename] [-X prop{nodeid}=
     val]

Oracle Solaris Cluster リソースタイプのコールバックインタフェースは、Resource Group
Manager (RGM) がサービスをクラスタリソースとして制御するためのインタフェースを定義し
ます。リソースタイプの実装者は、コールバックメソッドとして機能するプログラムまたはスクリプ
トを提供します。

method-path リソースタイプ登録ファイルで宣言されているプログ
ラムへのパスです。このプログラムは、START、STOP、
INIT、FINI、BOOT、PRENET_START、POSTNET_STOP、MONITOR_START
、MONITOR_STOP、MONITOR_CHECK、または UPDATE のリソースタイ
プのコールバックメソッドの 1 つとして clresourcetype コマン
ドで登録されます。333 ページのclresourcetype(1CL) および
1251 ページのrt_reg(4) のマニュアルページを参照してください。

validate-path リソースタイプ登録ファイル内でリソースタイプの VALIDATE メソッド
として宣言されているプログラムへのパスです。このプログラムは
clresourcetype コマンドで登録されます。

コールバックメソッドは指定されたオプションを渡され、クラスタ上のサービスの操作を制御する
特定のアクションを実行します。

リソースタイプの開発者は、リソースタイプ登録ファイルでコールバックメソッドプログラムへのパ
スを宣言します。クラスタ管理者は、clresourcetype コマンドを使用してクラスタ構成にリソー
スタイプを登録します。クラスタ管理者は、登録後、登録されたリソースタイプを使用してリソー
スを作成できます。これらのリソースは、RGM が管理するリソースグループ内に構成されます。

RGM は、管理するリソースグループ内のリソースのコールバックメソッドを自動的に呼び出して、
イベントに応答します。コールバックメソッドは、リソースによって表されるサービスに関して特定
のアクションを実行すると想定されています。これらのアクションの例には、クラスタノード上で
のサービスの停止と開始があります。
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コールバックメソッドから返される終了ステータスコードは、コールバックメソッドの成功または失
敗を RGM に通知します。メソッドが失敗またはリソース状態の障害を報告すると、RGM がア
クションを実行します。この結果、クラスタ管理者は障害に気付き、適切なアクションを実行で
きます。

次のオプションがサポートされています。

-c

クラスタ管理者がすべてのリソースとリソース グループのプロパティーの初期設定を検証す
るためのリソースを作成する際に、このメソッドを呼び出すことを指定します。
RGM は -c オプションと -u オプションのいずれかを指定しますが、同時に両方のオプ
ションを指定することはありません。
クラスタ管理者がリソースを作成して、VALIDATE メソッドが呼び出されると、すべてのシステ
ム定義、拡張機能、およびリソースグループのプロパティーが VALIDATE  メソッドに渡されま
す。クラスタ管理者がリソースを更新して、VALIDATE メソッドが呼び出されると、更新されて
いるプロパティーのみが VALIDATE メソッドに渡されます。

-g prop =val

VALIDATE メソッドに渡されるリソースグループプロパティーの値を指定します。

prop リソースグループプロパティーの名前です。

val クラスタ管理者がリソースを作成または更新した際にメソッドに渡さ
れる値です。

-G group

リソースを構成するリソースグループの名前を指定します。

-r prop =val

VALIDATE メソッドに渡されるシステムが定義したリソースプロパティーの値を指定します。

prop システムが定義したリソースプロパティーの名前です。

val クラスタ管理者がリソースを作成または更新した際にメソッドに渡さ
れる値です。

-R resource

メソッドが呼び出されるリソース名を指定します。

-T type

リソースが属するリソースタイプの名前を指定します。
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-u

クラスタ管理者が既存のリソースまたは既存のリソースグループを更新するとメソッドが呼
び出されることを指定します。
RGM は -c オプションと -u オプションのいずれかを指定しますが、同時に両方のオプ
ションを指定することはありません。
クラスタ管理者がリソースを作成して、VALIDATE メソッドが呼び出されると、すべてのシステ
ム定義、拡張機能、およびリソースグループのプロパティーが VALIDATE  メソッドに渡されま
す。クラスタ管理者がリソースを更新して、VALIDATE メソッドが呼び出されると、更新されて
いるプロパティーのみが VALIDATE メソッドに渡されます。

-x prop =val

ローカルノードのリソース拡張プロパティーの値を指定します。

prop リソース拡張プロパティー名です。拡張プロパティーは、リソースタイプ
の実装によって定義されます。この拡張プロパティーは、リソースタイ
プ登録ファイルのパラメータ表で宣言されます。

val クラスタ管理者がリソースを作成または更新した際にメソッドに渡さ
れる値です。

-X prop{ nodeid}=val

指定されたノードのノード単位のリソース拡張プロパティーの値を指定します。

prop リソース拡張プロパティー名です。拡張プロパティーは、リソースタイプ
の実装によって定義されます。この拡張プロパティーは、リソースタイ
プ登録ファイルのノード別のパラメータ表で宣言されます。

node 整数のノード ID。これは、ノード別のプロパティー値が設定されるノー
ドを指定します。

val クラスタ管理者がリソースを作成または更新した際にメソッドに渡さ
れる値です。

-Z zonename

リソースグループが実行を構成されている非大域ゾーンの名前を指定します。
Global_zone リソースタイププロパティーに TRUE が設定されている場合、リソースを含むリ
ソースグループが非大域ゾーンで動作している場合でも、メソッドは大域ゾーンで実行され
ます。このオプションは、リソースグループが実行するよう構成されている非大域ゾーンの名
前を指定します。
次のいずれかの条件が満たされると、-Z オプションは渡されません。
■ Global_zone プロパティーに FALSE が設定されます。
■ リソースグループが大域ゾーンで実行するよう構成されている。
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コールバックメソッドは、それらを呼び出す RGM によって定義されます。これらのメソッドは、ク
ラスタリソース上で処理を実行します。また、これらのメソッドは、メソッドが成功したか失敗した
かを報告する終了ステータスを返します。各コールバックメソッドについては、次のセクションで
説明します。

BOOT

このメソッドは、クラスタがブートまたはリブートされたときに、ノードがクラスタに結合または
再結合すると呼び出されます。このメソッドは、Init_nodes リソースタイププロパティーによ
り指定されたノード上で呼び出されます。INIT と同様に、このメソッドは、リソースを含むリ
ソースグループがオンラインになったあと、クラスタに結合するノード上でリソースを初期化し
ます。このメソッドは、管理されているソースグループ内のリソース上で呼び出されますが、
管理されていないリソースグループ内のリソース上では呼び出されません。

FINI

このメソッドは、リソースを含むリソースグループが RGM の管理から外れたときに呼び出さ
れます。このメソッドは、Init_nodes リソースタイププロパティーにより指定されたノード上で
呼び出されます。このメソッドは、リソースの構成を解除し、INIT メソッドまたは BOOT メソッ
ドにより行われたすべての永続的な設定をクリーンアップします。

INIT

このメソッドは、リソースを含むリソースグループが RGM の管理下に入ったときに呼び出さ
れます。このメソッドは、Init_nodes リソースタイププロパティーにより指定されたノード上で
呼び出されます。このメソッドは、リソースを初期化します。

MONITOR_CHECK

このメソッドは、リソースを含むリソースグループが新しいノードに再配置される
前に呼び出されます。このメソッドは、障害モニターが scha_control コマンドま
たは scha_control 関数の GIVEOVER() オプションを実行すると呼び出されま
す。683 ページのscha_control(1HA) および 1101 ページのscha_control(3HA)
のマニュアルページを参照してください。
このメソッドは、リソースグループの潜在的な新しいマスターである任意のノードで呼び出さ
れます。MONITOR_CHECK メソッドは、ノードがリソースを実行するのに十分なほど健全である
かどうかを評価します。MONITOR_CHECK メソッドは、並行して実行されるほかのメソッドと衝
突しない方法で実装する必要があります。
MONITOR_CHECK メソッドが失敗した場合、コールバックが呼び出されたノードへのリソースグ
ループの再配置は拒否されます。

MONITOR_START

このメソッドは、リソースの起動後に、リソースが起動したノード上で呼び出されます。このメ
ソッドは、リソースのモニターを開始します。
MONITOR_START が失敗した場合、RGM によりリソースの状態が MONITOR_FAILED に設定
されます。
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MONITOR_STOP

このメソッドは、リソースの停止前に、リソースを実行しているノード上で呼び出されます。こ
のメソッドは、リソースのモニターを停止します。このメソッドは、モニタリングがクラスタ管理
者によって無効化されている場合も呼び出されます。
MONITOR_STOP メソッドが失敗した場合に RGM が実行するアクションは、リソースの
Failover_mode プロパティーの設定に依存します。Failover_mode に HARD が設定されて
いる場合、RGM はノードをリブートして、リソースを強制的に停止しようとします。その他の
場合、RGM はリソースの状態に STOP_FAILED を設定します。

POSTNET_STOP

STOP メソッドを補助するメソッドで、関連ネットワークアドレスを停止したあとに必要な停止
アクションを実行します。このメソッドは、STOP メソッドが呼び出されたノードで呼び出され
ます。このメソッドは、リソースグループ内のネットワークアドレスを停止したあとに、リソースの
STOP メソッドが呼び出されたあと呼び出されます。ただし、このメソッドは、ネットワークアド
レスが unplumb される前に呼び出されます。POSTNET_STOP メソッドは、リソースの STOP
メソッドと、このリソースに依存するすべてのリソースの POSTNET_STOP メソッドのあとに呼び
出されます。
POSTNET_STOP メソッドが失敗したときに RGM が実行するアクションは、リソースの
Failover_mode プロパティーの設定によって異なります。Failover_mode に HARD が設定さ
れている場合、RGM はノードを終了して、リソースを強制的に停止しようとします。その他の
場合、RGM はリソースの状態に STOP_FAILED を設定します。

PRENET_START

START メソッドを補助するメソッドで、関連ネットワークアドレスを構成する前に必要な起動
アクションを実行します。このメソッドは、START メソッドが呼び出されるノードで呼び出され
ます。このメソッドは、同じリソースグループ内のネットワークアドレスが plumb されたあと、
呼び出されます。ただし、このメソッドは、アドレスが構成され、リソースの START メソッドが
呼び出される前に呼び出されます。リソースの START メソッドと、このリソースに依存するす
べてのリソースの PRENET_START メソッドより前に、PRENET_START メソッドが呼び出されま
す。
PRENET_START メソッドが失敗したときに RGM が実行するアクションは、リソースの
Failover_mode プロパティーの設定によって異なります。Failover_mode に SOFT または
HARD が設定されている場合、RGM は、そのリソースを含むリソースグループを別のノードに
再配置しようとします。その他の場合、RGM はリソースの状態に START_FAILED を設定し
ます。

START

このメソッドは、リソースを含むリソースグループがクラスタノード上でオンラインになったとき
に、そのクラスタノード上で呼び出されます。クラスタ管理者は、clresourcegroup コマンド
を使用して、オンとオフの状態を切り替えることができます。START メソッドは、ノード上のリ
ソースを有効にします。
START メソッドが失敗したときに RGM が実行するアクションは、リソースの
Failover_mode プロパティーの設定によって異なります。Failover_mode に SOFT または
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HARD が設定されている場合、RGM はリソースのグループを別のノードに再配置しようとし
ます。その他の場合、RGM はリソースの状態に START_FAILED を設定します。

STOP

このメソッドは、リソースを含むリソースグループがクラスタノード上でオフラインになったとき
に、そのクラスタノード上で呼び出されます。クラスタ管理者は、clresourcegroup コマンド
を使用して、オンとオフの状態を切り替えることができます。このメソッドは、リソースを (アク
ティブであれば) 停止します。
STOP メソッドが失敗したときに RGM が実行するアクションは、リソースの Failover_mode
プロパティーの設定によって異なります。Failover_mode に HARD が設定されている場
合、RGM はノードをリブートして、リソースを強制的に停止しようとします。その他の場
合、RGM はリソースの状態に STOP_FAILED を設定します。

UPDATE

このメソッドを呼び出すと、プロパティーが変更されたことを実行中のリソースに通知
することができます。UPDATE メソッドは、RGM がソースまたはそのリソースグループの
プロパティーの設定に成功したあとに呼び出されます。このメソッドは、リソースがオン
ラインであるノード上で呼び出されます。このメソッドは、scha_resource_get および
scha_resourcegroup_get コマンドを呼び出して、有効なリソースに影響を与える場合があ
るプロパティー値を読み取り、実行中のリソースを適宜調整できます。

VALIDATE

このメソッドは、リソースが作成された場合やリソースまたはリソースを含むリソースグループ
が更新された場合に呼び出されます。VALIDATE は、リソースタイプの Init_nodes プロパ
ティーにより指定されたクラスタノードのセットに対して呼び出されます。
VALIDATE メソッドは、リソースの作成または更新が適用される前に呼び出されます。メソッ
ドがノード上で失敗し、障害終了ステータスコードが生成されると、作成または更新は中止
されます。
クラスタ管理者がリソースを作成して、VALIDATE メソッドが呼び出されると、すべてのシステ
ム定義、拡張機能、およびリソースグループのプロパティーが VALIDATE  メソッドに渡され
ます。クラスタ管理者がリソースを更新して、VALIDATE メソッドが呼び出されると、更新さ
れているプロパティーのみが VALIDATE メソッドに渡されます。scha_resource_get および
scha_resourcegroup_get コマンドを使用すると、更新されないリソースのプロパティーを取
得できます。
リソース依存関係プロパティーは、VALIDATE コマンド行で 2 つの異なる -r オプショ
ンで渡されます。一方の -r オプションはリソース名のみを一覧表示し、ローカルノー
ドで適用可能な依存関係を表します。もう一方の -r オプションには、{LOCAL_NODE}
などの修飾子を含む依存関係の全体のリストが含まれます。プロパティー名
Resource_dependencies、Resource_dependencies_offline_restart、Resource_dependencies_restart、
および Resource_dependencies_weak は、ローカルノードの修飾
子を含まない依存関係名を提供します。対応するプロパティー名
Resource_dependencies_Q、Resource_dependencies_Q_offline_restart、Resource_dependencies_Q_restart、
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および Resource_dependencies_Q_weak は、修飾子を含む依存関係の同じリストを提供し
ます。
たとえば、次を設定します:
# clresource set -p Resource_dependencies=r1@node1,r2@node2,r3{local_node},r4

node1 で、次の引数は VALIDATE  メソッドに渡されます:

... -r Resource_dependencies=r1,r3,r4

-r Resource_dependencies_Q=r1@node1,r2@node2,r3{local_node},r4

 ...

node2 で、Resource_dependencies プロパティーの値は r2、r3、r4 にな
り、Resource_dependencies_Q プロパティーの値はすべてのノードで同じです。同様に、
プロパティー名 Resource_dependencies_Q_weak、Resource_dependencies_Q_restart、
および Resource_dependencies_Q_offline_restart は、依存関係プロパ
ティー Resource_dependencies_weak、Resource_dependencies_restart、および
Resource_dependencies_offline_restart にそれぞれ対応します。
Network_resources_used プロパティーを明示的に設定しない場合は、その値は、4 つの
Resource_dependencies プロパティーから派生し、これら 4 つのプロパティーに出現する
すべてのネットワークアドレスリソースを含んでいます。各ノードの Network_resources_used
プロパティーの派生値は、ノード単位の依存関係を反映し、ノードごとに異なる場合がありま
す。
VALIDATE メソッドを実装すると、ユーザーが stdout または stderr に書き込むすべての
メッセージはユーザーコマンドに戻されます。このアクションは、検証障害の理由を説明した
り、リソースに関係してユーザーに指示を与えるのに便利です。

Oracle Solaris Cluster リソース管理コールバックメソッドは、RGM によりスーパーユーザー権
限で実行されます。これらのメソッドを実装するプログラムは、適切な実行権でインストールされ
ます。セキュリティ上の理由から、これらのプログラムに対する書き込み権は設定しません。

コールバックメソッドの実行のために設定される環境変数は次のとおりです。

HOME=/

PATH=/usr/bin:/usr/cluster/bin

LD_LIBRARY_PATH=/usr/cluster/lib

SIGNALS
コールバックメソッド呼び出しがタイムアウト期間を超えた場合は、最初に SIGTERM シグナルが
プロセスに送信されます。SIGTERM シグナルが 10 秒以内にメソッドの実行を停止できなかっ
た場合は、プロセスに SIGKILL シグナルが送信されます。

次の終了ステータスコードが返されます。
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0 コマンドは正常に完了しました。

0 以外 エラーが発生しました。

失敗の終了ステータス値は、失敗時の RGM のアクションに影響を及ぼしません。ただし、終了
ステータスはメソッドの失敗時にクラスタログに記録されます。リソースタイプを実装して、0 以
外の複数の終了ステータスを定義することにより、クラスタログを介して管理者とエラー情報を
交換できます。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェース

安定性

発展中

305 ページのclresourcegroup(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
675 ページのscha_cmds(1HA), 683 ページのscha_control(1HA),
691 ページのscha_resource_get(1HA),
703 ページのscha_resourcegroup_get(1HA), Unresolved link to "
signal3C", Unresolved link to " stdio3C", 1047 ページのscha_calls(3HA),
1101 ページのscha_control(3HA), 1251 ページのrt_reg(4), Unresolved link to "
attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scdsbuilder — GUI バージョンの Oracle Solaris Cluster Agent Builder の起動

scdsbuilder 

scdsbuilder コマンドでは、GUI バージョンの Oracle Solaris Cluster Agent Builder を起
動できます。

Agent Builder を使用する前に、次の要件を確認してください。

■ $PATH 変数に Java 実行時環境が含まれている。Agent Builder はバージョン 1.6 以降
の Java Development Kit に依存しています。Java Development Kit が $PATH 変数
に含まれていない場合、Agent Builder コマンド (scdsbuilder) がエラーメッセージを返し
て表示します。

■ Oracle Solaris OS の「Developer System Support」ソフトウェアグループがインストー
ルされていること。

■ cc コンパイラが $PATH  変数に含まれている。Agent Builder は $PATH 変数で最初に
現れる cc を使用して、リソースタイプの C バイナリコードを生成するコンパイラを識別しま
す。cc が $PATH に含まれていない場合、Agent Builder は C コードを生成するオプション
を無効にします。

注記 - Agent Builder では、標準の cc コンパイラ以外のコンパイラも使用できます。別のコ
ンパイラを使用するためには、そのコンパイラ (gcc など) に対するシンボリックリンクを cc か
ら $PATH 内に含まれるファイル名で指定します。あるいは、Makefile のコンパイラ指定(現在
は CC=cc) を変更し、別のコンパイラへの完全パスを指定することもできます。たとえば、Agent
Builder によって生成される Makefile で CC=cc を CC=pathname/gcc に変更します。この場
合、Agent Builder を直接実行できません。代わりに、make や make pkg コマンドを使用して、
データサービスコードとパッケージを生成する必要があります。

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 コマンドは正常に完了しました。

0 以外 エラーが発生しました。

install-directory /rtconfig 前のセッションの情報が格納されているため、こ
の情報により、ツールの終了および再起動機能
が容易に実行できます。
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次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

cc(1)、659 ページのscdscreate(1HA)、655 ページのscdsconfig(1HA)、Unresolved
link to " attributes5"

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster Data Services Developer’s Guide "

http://otn.oracle.com
http://docs.oracle.com/cd/E24457_01/html/E22003/cc.1.html
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scdsconfig — リソースタイプテンプレートの構成

scdsconfig -s start-command [-u start-method-timeout] [-e 
     validate-command] [-y validate-method-timeout] [-t stop-command] 
     [-v stop-method-timeout] [-m probe-command] [-n probe-timeout] 
     [-d working-directory]

scdsconfig コマンドは、659 ページのscdscreate(1HA) コマンドで作成したリソースタイプ
テンプレートを構成します。scdsconfig コマンドを使用すると、ネットワーク対応(クライアントサー
バーモデル) アプリケーションと非ネットワーク対応(クライアントを持たない) アプリケーションの
両方に対して、C、GDS(Generic Data Service)、または Korn シェルベースのテンプレートを
作成できます。

scdsconfig コマンドは、アプリケーションを起動、停止、検証、およびプローブするア
プリケーション固有のコマンドを構成します。また、scdsconfig コマンドを使用する
と、start、stop、validate、および probe コマンドのタイムアウト値も設定できます。scdsconfig
コマンドは、ネットワーク対応 (クライアントサーバーモデル) のアプリケーションと非ネットワーク
対応 (クライアントレス) のアプリケーションを両方ともサポートします。ユーザーは scdscreate
コマンドが実行されたディレクトリから scdsconfig コマンドを実行できます。-d オプションを
使用すると、<command>scdscreate</command> を実行したディレクトリを指定できま
す。scdsconfig コマンドは、生成されたコード内の正しい場所にユーザー指定のパラメータを挿
入することにより、リソースタイプテンプレートを構成します。生成されたソースコードの種類が C
の場合、このコマンドはさらに、そのソースコードをコンパイルします。scdsconfig コマンドは、出
力をインストール可能な Solaris パッケージにします。このコマンドは、scdscreate コマンドに
よって作成された $vendor-id $resource-type-nameディレクトリ下の pkg サブディレクトリに
パッケージを作成します。

次のオプションがサポートされています。

-d working-directory

scdscreate コマンドが実行されたディレクトリを指定します。
scdscreate コマンドが実行されたディレクトリと異なるディレクトリから scdsconfig を実行
する場合に、このオプションを指定します。

-e validate-command

アプリケーションを検証するために呼び出すコマンドの絶対パスを指定します。絶対パスを
指定しない場合、アプリケーションは検証されません。アプリケーションの実行が成功した
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場合、validate-command は 0 の終了ステータスを返します。0 以外の終了ステータスは、
アプリケーションの実行が失敗したことを示します。この場合、過去のアプリケーションの障
害履歴に応じて、次の 2 つの結果のいずれかが生じます。
■ このリソースタイプのリソースは、同じノードで再起動されました。
■ このリソースを含むリソースグループは、別の健全なノードにフェイルオーバーされました。

-m probe-command

ネットワーク対応アプリケーションまたは非ネットワーク対応アプリケーションの健全性を定
期的にチェックするためのコマンドを指定します。直接シェルに渡すことができる完全なコ
マンドを指定してください。アプリケーションの実行が成功した場合、probe-command は 0
の終了ステータスを返します。0 以外の終了ステータスは、アプリケーションの実行が失敗
したことを示します。この場合、過去のアプリケーションの障害履歴に応じて、次の 2 つの
結果のいずれかが生じます。
■ このリソースタイプのリソースは、同じノードで再起動されました。
■ このリソースを含むリソースグループは、別の健全なノードにフェイルオーバーされました。

-n probe-timeout

プローブコマンドのタイムアウトを秒単位で指定します。障害の検出ミスを防ぐため、タイム
アウト値は、システムの過負荷を考慮に入れて指定する必要があります。デフォルト値は
30 秒です。

-s start-command

アプリケーションを起動するコマンドを指定します。start コマンドには、直接シェルに渡すこ
とができる完全なコマンドを指定してください。コマンド行引数を使って、ホスト名、ポート番
号など、アプリケーションの起動に必要な各種構成データを指定できます。複数の独立した
プロセスツリーを持つリソースタイプを作成する場合は、1 行に 1 個ずつコマンドを記述し
たテキストファイルを指定し、複数の異なったプロセスツリーを起動します。

-t stop-command

アプリケーションの停止コマンドを指定します。stop コマンドには、直接シェルに渡すことが
できる完全なコマンドを指定してください。このオプションを省略した場合、アプリケーショ
ンは、生成されたコードからのシグナルを発行することによって停止します。停止コマンド
には、タイムアウト値の 80% が割り当てられます。この時間内に停止コマンドがアプリケー
ションを停止できない場合、SIGKILL には、タイムアウト値の 15% が割り当てられます。そ
れでもアプリケーションを停止できない場合、停止メソッドはエラーを返して終了します。

-u start-method-timeout

起動コマンドのタイムアウトを秒単位で指定します。障害の検出ミスを防ぐため、タイムアウ
ト値は、システムの過負荷を考慮に入れて指定する必要があります。デフォルト値は 300
秒です。
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-v stop-method-timeout

停止コマンドのタイムアウトを秒単位で指定します。障害の検出ミスを防ぐため、タイムアウ
ト値は、システムの過負荷を考慮に入れて指定する必要があります。デフォルト値は 300
秒です。

-y validate-method-timeout

起動コマンドのタイムアウトを秒単位で指定します。障害の検出ミスを防ぐため、タイムアウ
ト値は、システムの過負荷を考慮に入れて指定する必要があります。デフォルト値は 300
秒です。

次の終了ステータスコードが返されます。

0 コマンドは正常に完了しました。

0 以外 エラーが発生しました。

working-directory /rtconfig 前のセッションの情報が格納されているため、
ツールの終了と再起動をスムーズに行うことが可
能です。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

Unresolved link to " ksh1", 653 ページのscdsbuilder(1HA),
659 ページのscdscreate(1HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scdscreate — Oracle Solaris Cluster リソースタイプのテンプレートの作成

scdscreate -V vendor-id -T resource-type-name -a [-s] [-n 
     RT-version] [-d working-directory] [-k | -g]

scdscreate コマンドは、アプリケーションを高可用性 (HA) またはスケーラブルにするため、
テンプレートを作成します。このコマンドは、ネットワーク対応 (クライアントサーバーモデル) ア
プリケーションと非ネットワーク対応 (クライアントを持たない) アプリケーションの両方に対し
て、C、GDS (Generic Data Service)、または Korn シェルベースのテンプレートを作成できま
す。

テンプレートを作成するには、根本的に異なる方法が 2 つあります。

GDS
scdscreate は、事前にクラスタにインストールされている単一のリソースタイプ SUNW.gds
から動作する 3 つの駆動スクリプトを作成します。これらのスクリプトの名前は start  RT-
Name、stop RT-Name、および removeRT-Name で、それぞれのアプリケーションのイン
スタンスを起動、停止、および削除します。このモデルでは、事前にクラスタにインストール
されているリソースタイプ SUNW.gds は不変です。

生成されたソースコード
scdscreate は、Oracle Solaris Cluster リソースタイプのテンプレートを作成します。指定
されたアプリケーションを高可用性またはスケーラブルにするため、このテンプレートのイン
スタンス化は Resource Group Manager (RGM) の制御下で実行されます。

どちらのモデルでも、ネットワーク対応 (クライアントサーバーモデル) のアプリケーションと非ネッ
トワーク対応 (クライアントレス) のアプリケーションのテンプレートを作成できます。

scdscreate は、working-directory の下に $vendor-id$resource-type-name という形式の
サブディレクトリを作成します。このサブディレクトリには、駆動スクリプトか、そのリソースタ
イプのソース、バイナリ、パッケージファイルが格納されます。scdscreate はまた、構成ファイ
ル rtconfig を作成します。この構成ファイルには、リソースタイプの構成情報を格納できま
す。scdscreate では、1 つのディレクトリにリソースタイプを 1 つだけ作成できます。異なるリ
ソースタイプは異なるディレクトリに作成する必要があります。

次のオプションがサポートされています。
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-a

ネットワーク対応でないリソースタイプの作成を指定します。作成されたテンプレート内の
ネットワーク関連コードはすべて無効になります。

-n RT-version

生成されたリソースタイプのバージョンを指定します。このパラメータを省略した場合で、か
つ、C または Korn シェルベースのアプリケーションを作成する場合、テキスト文字列 1.0
がデフォルトで使用されます。このパラメータを省略した場合で、かつ、GDS ベースのア
プリケーションを作成する場合、GDS の RT_version 文字列がデフォルトで使用されま
す。RT-version は、同じベースリソースタイプの複数の登録バージョン (つまり、アップグレー
ド) 間を区別します。
次の文字は RT-version に使用できません。空白、タブ、スラッシュ (/)、バックスラッシュ
(\)、アスタリスク (*)、疑問符 (?)、コンマ (,)、セミコロン (;)、左大括弧 ([)、または右大括
弧 (])

-d working-directory

現在のディレクトリ以外のディレクトリにリソースタイプのテンプレートを作成します。このオ
プションを省略した場合、テンプレートは現在のディレクトリに作成されます。

-g

アプリケーションを高可用性またはスケーラブルにするため、テンプレートを GDS ベースの
形式で作成します。

-k

このオプションのパラメータは、C ではなく、Korn シェルコマンド構文でソースコードを生成
します。Unresolved link to " ksh1" を参照してください。

-s

リソースタイプがスケーラブルであることを示します。スケーラブルなリソースタイプのインス
タンス (リソース) をフェイルオーバーリソースグループ内に構成して、スケーラブル機能を無
効にすることができます。このオプションを省略した場合、フェイルオーバーリソースタイプ
のテンプレートが作成されます。

-T resource-type-name

リソースタイプの名前とバージョン。これらをベンダー ID と結合すると、作成されるリソース
を一意に識別できます。

-V vendor-id

通常、ベンダー ID には、リソースタイプの作成元ベンダーのストックシンボルかその他の識
別子を指定します。scdscreate は、リソースタイプの名前の始まりに、ベンダー ID とピリオ
ド ( .) を付けます。この構文によって、複数のベンダーが同じリソースタイプの名前を使用
している場合でも、リソースタイプの名前は一意のままになります。

0 コマンドは正常に完了しました。

http://otn.oracle.com
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0 以外 エラーが発生しました。

working-directory/rtconfig 以前のセッションからの情報を保持し
て、scdscreate の終了と再起動機能を利用しま
す。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

Unresolved link to " ksh1", 653 ページのscdsbuilder(1HA),
655 ページのscdsconfig(1HA), Unresolved link to " attributes5",
1335 ページのrt_properties(5)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster Data Services Developer’s Guide "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_check_app_user — アプリケーションユーザー名の取得と所有権およびアクセス権の
チェック

scha_check_app_user [-R resource] [-U username] [-Z 
     zoneclustername] cmd-path

scha_check_app_user コマンドは、Resource Group Manager (RGM) の制御下にあるリ
ソースによって使用される構成済みのアプリケーションユーザー名を取得します。cmd-path で
指定される実行可能ファイルの所有権およびアクセス権もチェックされます。この実行可能
ファイルは通常、リソースのメソッドまたはモニターで実行されるアプリケーションプログラムにな
り、Unresolved link to " su1M" などのラッパーを使用して、ユーザー ID を構成済みのユー
ザーに設定します。リソースメソッドまたはモニターは、アプリケーションプログラムの実行前に
scha_check_app_user  を呼び出します。scha_check_app_user の出力に応じて、メソッドまた
はモニターは、エラーを返すか、セキュリティー関連の問題が検出された場合は警告メッセージ
を出力します。

scha_check_app_user コマンドは、構成済みのユーザーの名前を標準出力 (ファイル記述子 1)
に書き込み、セキュリティー警告またはエラーメッセージを標準エラー (ファイル記述子 2) に書
き込みます。終了コードは、構成済みのセキュリティーポリシーによりコマンドの実行が許可され
るかどうかを示します。終了コードが 0 の場合、呼び出し元はアプリケーションユーザーとしてコ
マンドの実行を試みることができます。終了コードが 0 以外の場合は、エラーが返されるため、
呼び出し元でアプリケーションユーザーとしてコマンドを実行しようとしないでください。

scha_check_app_user を呼び出すスクリプトでは、コマンドの出力を使用して次を判断できま
す:

■ コマンドを実行する必要のあるユーザー ID
■ コマンドの実行を許可するかエラーをスローするか
■ セキュリティーの問題が検出された場合に、ユーザーに渡すエラーまたは警告メッセージ

scha_check_app_user コマンドは、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページで説
明されている Resource_security および Application_user プロパティーと連動します。

scha_check_app_user コマンドの動作は、Resource_security プロパティーの設定に依存しま
す。Resource_security プロパティーは、グローバルクラスタおよび各ゾーンクラスタで値が異な

http://otn.oracle.com
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る場合があります。scha_check_app_user  で使用される Resource_security の値は、コマン
ドが実行されるクラスタのプロパティーの値です。

scha_check_app_user コマンドは、アプリケーションプログラムが実行されるのと同じコンテキ
ストで呼び出すように意図されています。たとえば、アプリケーションプログラムが大域ゾーンで
実行される場合は、scha_check_app_user も大域ゾーンで実行するようにしてください。

通常のユースケースは次のいずれかになります:

■ リソースとそのリソースグループがグローバルクラスタに構成され、scha_check_app_user プ
ログラムがグローバルクラスタで実行されている。

■ リソースとそのリソースグループがゾーンクラスタに構成され、scha_check_app_user プログ
ラムがゾーンクラスタで実行されている。

どちらのユースケースでも、-Z  zoneclustername オプションをコマンドに指定する必要はありま
せん。

-Z zoneclustername オプションが使用されるのは、アプリケーションプログラムが大域ゾーン内
で実行されるが、そのアプリケーションプログラムがゾーンクラスタのリソースに関連付けられて
いる場合です。これは通常は必要ありませんが、Global_zone プロパティーが TRUE に設定され
ているリソースタイプで必要になる場合があります。詳細は、1335 ページのrt_properties(5)
を参照してください。

-Z の使用や、その他のコマンドオプションとの連携の詳細は、オプション セクションを参照して
ください。

次のオプションがサポートされています。

-Z zoneclustername

リソースが構成されているクラスタを指定します。このオプションが必要になるのは、コマ
ンドが大域ゾーンで実行されるが、ゾーンクラスタのリソースの Application_user プロパ
ティーにアクセスする必要がある場合のみです。-Z オプションは、ゾーンクラスタ内で異な
るゾーンクラスタにアクセスするために使用することはできません。
-Z オプションを省略すると、scha_check_app_user  コマンドが実行されるクラスタ (グロー
バルクラスタとゾーンクラスタのいずれか) 内にリソースが存在するとみなされます。
scha_check_app_user コマンドが大域ゾーンで実行され、-Z および -R オプションが両方
とも指定されている場合、-R で指定した resource は、グローバルクラスタではなく、-Z で
指定したゾーンクラスタに存在します。どちらの場合も、エージェントの開発者は、リソース
がゾーンクラスタで構成されている場合でも、Application_user プロパティーで指定した
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ユーザー名を大域ゾーンで有効にする必要がある旨をエンドユーザーに警告するようにして
ください。
scha_check_app_user コマンドが大域ゾーン内で実行され、-Z オプションが指定されてい
る場合、cmd-path 引数は、-Zで指定されたゾーンではなく、大域ゾーン内のファイルのパス
名を識別します。

-U username

このユーザー名を指定した場合は、実行可能ファイルの所有者、Application_user  プ
ロパティーの設定、または Resource_security プロパティーの設定に関係なく、アプリケー
ションのユーザー名になります。-U オプションを使用できるのは、呼び出し元にアプリケー
ションのユーザー名を判断するための独自のメカニズムがあり、呼び出し元で実行可能プ
ログラムの所有権とアクセス権のみをチェックする場合です。 呼び出し元の実際のユー
ザー ID が root 以外で、-U オプションで root が指定されると、エラーが発生します。
-U オプションが -Z オプションとともに使用されている場合、指定された username は、コ
マンドが実行されるゾーンで有効である必要があますが、-Z オプションで指定されている
zoneclustername で必ずしも有効である必要はありません。

-R resource

RGM リソースの名前は、このコマンドの実行に関連付けられています。-U オプションも指
定されていない場合、アプリケーションのユーザー名は、このリソースの Application_user 
プロパティーから取得されます。リソースに Application_user プロパティーが存在しない
か、そのプロパティーが設定されていない場合、アプリケーションのユーザー名は実行可能
ファイルの所有者になります。
-U が指定されておらず、Resource_security が COMPATIBILITY に設定されている
場合は、Application_user プロパティーの設定に関係なく、アプリケーションのユー
ザー名は、呼び出し元のプロセスの実際のユーザー ID に設定されます。-U が指定さ
れておらず、かつ Resource_security プロパティーが OVERRIDE に設定されている場
合、Application_user プロパティー設定には関係なく、アプリケーションユーザー名は実行
可能ファイルの所有者に設定されます。
-R オプションが -Z オプションとともに指定されている場合は、コマンドが実行されるゾーン
で有効なユーザー名をリソースの Application_user プロパティーで指定する必要がありま
すが、-Z オプションで指定されている zoneclustername 内で必ずしも有効ある必要はあり
ません。

cmd-path
呼び出し元のプロセスがアプリケーションユーザーとして実行する実行可能ファイルのフル
パス名。-Z オプションが指定されている場合、cmd-path は、-Z オプションで指定されてい
る zoneclustername ではなく、コマンドが実行されるゾーンと比較して評価されます。

-R も -U も指定されていない場合は、Resource_security が COMPATIBILITY に設定されてい
ないかぎり、アプリケーションのユーザー名は実行可能ファイルの所有者になり、この場合、アプ
リケーションのユーザー名は呼び出しプロセスの実際のユーザー ID に設定されます。



666 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

計算されたアプリケーションユーザーが root (スーパーユーザー) であるが、呼び出し元の実際
のユーザー ID が root 以外の場合、アプリケーションのユーザー名は呼び出し元の実際のユー
ザー ID になります。

例   269 スクリプトでの scha_check_app_user と su の使用

次の bash スクリプトは、su(1M) を使用する前に、scha_check_app_user を呼び出
し、myresource という名前の RGM リソースに関連付けられている、mycommand という名前のコ
マンドを実行します。

    COMMANDPATH=/opt/mypkg/bin/mycommand

    RESOURCENAME=myresource

    TMPFILE=$(/usr/bin/mktemp)

    # Here we are redirecting the error/warning messages into 

    # a temp file and will write them later. 

    # Instead, we could just let them flow out to stderr.

    APPUSER=$(/usr/cluster/bin/scha_check_app_user \ 

            -R $RESOURCENAME $COMMANDPATH 2>$TMPFILE)

    errcode=$?

    if [[ $errcode -ne 0 ]]; then

        # Security checks failed -- do not execute the program

        printf "Security checks failed on program %s:\n" $COMMANDPATH

        # Output the error messages

        /usr/bin/cat $TMPFILE

        /usr/bin/rm $TMPFILE

        exit errcode

    fi

    # There may still be warning messages in TMPFILE.

    # Write them for the user.

    /usr/bin/cat $TMPFILE

    /usr/bin/rm $TMPFILE

    # Application user name is in $APPUSER.

    # Execute mycommand with any necessary arguments.

    #

    # Note that the su command might still fail, for example, if

    # this script lacks the necessary privilege to execute as

    # the application user.

    #

    # Other command wrappers such as "su -" or "pfexec" could be used

    # here instead of plain "su".

    su $APPUSER $COMMANDPATH arg1 arg2

次の終了ステータスコードが返されます。エラーコードは、1047 ページのscha_calls(3HA) で
説明されています。
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0 SCHA_ERR_NOERR

セキュリティーチェックに合格し、コマンドをアプリケーションユーザーで実行できます。ただ
し、出力が stderr に書き込まれると、アプリケーションユーザーの取得またはチェックでエ
ラーが発生したことが示されます。このような警告メッセージは、ユーザーに戻すようにしてく
ださい。

3 SCHA_ERR_INVAL

コマンドが無効な引数で呼び出されています。この場合、アプリケーションユーザーは
stdout に書き込まれません。起こり得る複数のエラーの 1 つに関する詳細なエラーメッ
セージが stderr に書き込まれます。

6 SCHA_ERR_ACCESS

パス引数で識別されるファイルが実行可能でないか、-U オプションで root を指定してお
り、呼び出し元の実際のユーザー ID が root 以外であるか、または Resource_security
が SECURE であり、次のいずれかの条件が適用されます。
■ 実行可能ファイルは、だれでも読み書き可能です。
■ アプリケーションユーザーは root であり、実行可能ファイルはグループから書き込み可

能です。

SCHA_ERR_ACCESS 終了コードはセキュリティー違反を示し、呼び出し元でコマンドを実行し
てはいけません。

14 SCHA_ERR_RSRC

rname 引数では、有効なリソース名を識別しません。この場合、アプリケーションユーザーは
stdout に書き込まれません。エラーメッセージは stderr に書き込まれます。

16 SCHA_ERR_CHECKS

Resource_security は SECURE  で、Application_user 名は有効なユーザー ID にマップ
されません。SCHA_ERR_CHECKS 終了コードはセキュリティー違反を示し、呼び出し元でコマン
ドを実行してはいけません。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

Unresolved link to " su1M", Unresolved link to " pfexec1",
551 ページのcluster(1CL), 675 ページのscha_cmds(1HA),

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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1047 ページのscha_calls(3HA), 1239 ページのscha_strerror(3HA), Unresolved
link to " attributes5", Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster Data Services
Developer’s Guide "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_cluster_get — クラスタ情報へのアクセス

scha_cluster_get -O optag [-Z zoneclustername] [args]

scha_cluster_get コマンドでは、クラスタ情報にアクセスしたり、クラスタ情報を生成したりす
ることができます。クラスタ、ノード、ホスト名、リソースグループ、リソースタイプ、および状態に関
する情報にアクセスできます。

このコマンドは、リソースタイプに対するコールバックメソッドのシェルスクリプト実装で使
用するためのものです。リソースタイプ向けのこれらのコールバックメソッドは、クラスタの
Resource Group Manager (RGM) によって制御されるサービスを表します。このコマンド
は、scha_resource_get() 関数と同じ情報を提供します。

このコマンドは、675 ページのscha_cmds(1HA) のマニュアルページで説明されているよう
に、出力を標準出力 (stdout) に別々の行で書式付き文字列として送信します。出力はシェル
変数に格納できます。また、出力は awk コマンドなどのシェルコマンドで解析できます。

次のオプションがサポートされています。

-O optag

optag 引数に、アクセス対象の情報を指定します。optag によっては、情報を取得するクラ
スタノードを指定するのに、追加の引数が必要になる場合があります。

注記 - NODENAME_LOCAL やNODENAME_NODEID などの optag オプションは、大文字と小文字を区
別しません。optag オプションを指定するときには、大文字と小文字の任意の組み合わせを使
用できます。

次の optag 値がサポートされています。

ALL_LOADLIMITS

グローバルクラスタまたはゾーンクラスタに定義されているすべての loadlimit 名を
連続した行に生成します。

ALL_NODEIDS

クラスタ内の全ノードの数値形式の識別子を複数の行に生成します。

ALL_NODENAMES

クラスタ内の全ノード名を複数の行に生成します。
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ALL_PRIVATELINK_HOSTNAMES

クラスタインターコネクト上に全クラスタノードのアドレスを指定するホスト名を、複数の
行に生成します。

ALL_PSTRINGS

クラスタ内のすべてのプライベート文字列の値ではなく、名前を連続した行に生成しま
す。プライベート文字列の詳細は、217 ページのclpstring(1CL) のマニュアルページ
を参照してください。

ALL_RESOURCEGROUPS

クラスタ内で管理される全リソースグループの名前を複数の行に生成します。

ALL_RESOURCETYPES

クラスタに登録された全リソースタイプの名前を複数の行に生成します。

ALL_ZONES

クラスタ内のすべてのノードで、大域ゾーンを含むすべてのゾーンの
nodename:zonename 文字列を連続した行に生成します。
次の条件が発生した場合に限り、非大域ゾーンがこのクエリーの出力に書き込まれま
す。
■ クラスタがオンラインになって以降、非大域ゾーンが少なくとも 1 回ブートした。
■ 非大域ゾーンが Service Management Facility (SMF) サービス /system/

cluster/sc_ng_zones を正常に起動した。

SMF サービス /system/cluster/sc_ng_zones を実行しない非大域ゾーンはリソース
グループをマスターできないため、出力に書き込まれません。

ALL_ZONES_NODEID

数値ノード識別子が引数として指定されているクラスタノードで、大域ゾーンを含むす
べてのノードの nodename:zonename 文字列を連続した行に生成します。
次の条件が発生した場合に限り、非大域ゾーンがこのクエリーの出力に書き込まれま
す。
■ クラスタがオンラインになって以降、非大域ゾーンが少なくとも 1 回ブートした。
■ 非大域ゾーンが Service Management Facility (SMF) サービス /system/

cluster/sc_ng_zones を正常に起動した。

SMF サービス /system/cluster/sc_ng_zones を実行しない非大域ゾーンはリソース
グループをマスターできないため、出力に書き込まれません。

CLUSTERNAME

クラスタの名前を生成します。
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HARD_LOADLIMIT

グローバルクラスタまたはゾーンクラスタのすべてのノードで特定の limitname に設定
されている強い制限値を連続した行に生成します。負荷制限の名前文字列である、
追加の旗なしの string 引数が必要です。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d" で、左側の文字列は nodename また
は nodename:zonename、右側の整数はそのノードで指定されている制限名に対する
強い負荷制限値です。強い制限値を指定しない場合、強い制限値の値として -1 が
表示されます。

LOADLIMIT_PROPS

グローバルクラスタまたはゾーンクラスタの全ノードの強い制限値と弱い制限値 (/ で
区切り) を複数行に連続して生成します。負荷制限の名前文字列である、追加の旗な
しの string 引数が必要です。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d/%d" で、左側の文字列は nodename
または nodename:zonename、最初の整数は弱い制限値、2 番目の整数は強い制限
値です。強い制限値を指定しない場合、強い制限値の値として -1 が表示されます。
弱い制限値を指定しない場合、弱い制限値の値として 0 が表示されます。

LOADLIMITS_NODE

特定のノードに設定されている負荷制限 (/ 区切り) を連続した行に生成します。負荷
制限の名前文字列である、フラグが設定されていない追加の string 引数が必要で
す。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d/%d" で、文字列は指定したノードに定
義されている制限名、最初の整数は弱い制限値、2 番目の整数は強い制限値です。
強い制限値を指定しない場合、強い制限値の値として -1 が表示されます。弱い制限
値を指定しない場合、弱い制限値の値として 0 が表示されます。

NODEID_LOCAL

コマンドを実行するノードの数値形式の識別子を生成します。

NODEID_NODENAME

ノード名を指定して、そのノードの数値形式の識別子を生成します。フラグが設定され
ていない引数を追加して、クラスタノード名を指定する必要があります。

NODENAME_LOCAL

コマンドを実行するクラスタノードの名前を生成します。

NODENAME_NODEID

数値形式のノード識別子を指定して、クラスタノード名を生成します。フラグが設定され
ていない引数を追加して、数値形式のノード識別子を指定する必要があります。

NODESTATE_LOCAL

コマンドの実行元ノードの状態 (UP または DOWN) を生成します。
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NODESTATE_NODE

指定のノードの状態 (UP または DOWN) を生成します。フラグが設定されていない引数
を追加して、クラスタノード名を指定する必要があります。

PRIVATELINK_HOSTNAME_LOCAL

クラスタインターコネクト上にコマンドの実行元ノードのアドレスを指定するホスト名を
生成します。

PRIVATELINK_HOSTNAME_NODE

クラスタインターコネクトで特定ノードのアドレスを指定するホスト名を生成します。フラ
グが設定されていない引数を追加して、クラスタノード名を指定する必要があります。

PSTRING

プライベート文字列の平文の値を生成します。プライベート文字列の名前であ
る、フラグが設定されていない追加の引数が必要です。スーパーユーザー以外の
ユーザーがこのクエリータグを使用するには、solaris.cluster.modify 役割に
基づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要です。プライベート文字列の詳細
は、217 ページのclpstring(1CL) のマニュアルページを参照してください。

RESOURCE_SECURITY

resource_security クラスタプロパティーの現在の設定を生成します。

RG_FAILOVER_LOG

クラスタ上で構成されているリソースグループのフェイルオーバーおよび手動のスイッ
チオーバーイベントログを生成します。このオプションのあとに、ログを取得する日数が
続きます。最大 7 日間のログファイルを取得できます。日数を指定しない場合は、デ
フォルト値の 1 日が使用されます。例272「scha_cluster コマンドを使用したイベン
トログの表示」 を参照してください。

SOFT_LOADLIMIT

クラスタのすべてのノードで特定の limitname に設定されている弱い負荷制限値を
連続した行に生成します。負荷制限の名前文字列である、追加の旗なしの string 引
数が必要です。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d" で、左側の文字列は nodename また
は nodename:zonename、右側の整数はそのノードで指定されている制限名に対する
弱い負荷制限値です。弱い制限値を指定しない場合、弱い制限値の値として 0 が表
示されます。

SYSLOG_FACILITY

RGM がログメッセージで使用する Unresolved link to " syslog3C" 機能の番
号を生成します。この値は 24 で、これは daemon 機能に対応しています。この値を
Unresolved link to " logger1" コマンドで機能レベルとして使用することにより、ク
ラスタログ内にメッセージを記録できます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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-Z zoneclustername

操作するクラスタを指定します。このオプションは、コマンドが大域ゾーンで実行されるもの
の、指定されたゾーンクラスタで動作する必要がある場合に使用します。ゾーンクラスタ内
で、異なるゾーンクラスタにアクセスするために使用することはできません。

zoneclustername クエリーが zoneclustername という名前のゾーンクラスタで実行さ
れるように指定します。

-Z オプションを省略すると、コマンドが実行されるクラスタでクエリーが実行されます。
グローバルクラスタのノード状態など、ゾーン別のプロパティー値をクエリーするには、-Z オプ
ションは使用しないでください。代わりに、クエリータグのゾーン別の書式を使用します。 た
とえば、NODESTATE の代わりに NODESTATE_NODE を使用し、nodename:zonename という形
式の追加のコマンド行引数を指定します。

例   270 シェルスクリプトでの scha_cluster コマンドの使用

次のシェルスクリプトは scha_cluster コマンドを使用して、各クラスタノードが稼働しているか
どうかを出力します。

#!/bin/sh

nodenames=`scha_cluster_get -O All_Nodenames`

for node in $nodenames

do

     state=`scha_cluster_get -O NodeState_Node $node`

     printf "State of node: %s\n exit: %d\n value: %s\n" "$node" $? "$state"

done

例   271 scha_cluster コマンドを使用したノードの負荷制限の表示

次のコマンドは、ノード node1 に対して定義されたすべての負荷制限を表示します。

# scha_cluster_get -O LOADLIMITS_NODE node1

factor1=50/100

factor2=0/4

例   272 scha_cluster コマンドを使用したイベントログの表示

次のコマンドは、最後の 7 日間のクラスタのフェイルオーバーおよび手動のスイッチオーバーイ
ベントログを表示します。この出力は、rg_name、リソースグループのフェイルオーバー先、または
手動での切り替え先である node_name、および timestamp の形式で一覧表示されます。

# scha_cluster_get -O RG_FAILOVER_LOG 7

rg1,psnow4,Thu Oct 17 04:17:31 2013

rg2,psnow4,Thu Oct 17 04:17:31 2013

rg1,psnow4,Thu Oct 17 04:30:56 2013

rg2,psnow4,Thu Oct 17 04:30:56 2013
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rg_fo_nfs,psnow4,Tue Oct 22 22:42:43 2013

rg_fo_nfs,psnow4,Tue Oct 22 22:46:08 2013

testrg-lh-1,psnow4,Tue Oct 22 22:47:43 2013

rg_test,psnow4,Tue Oct 22 22:51:50 2013

rg_test,psnow4,Tue Oct 22 22:51:55 2013

rg_test,psnow4,Tue Oct 22 22:52:01 2013

RG1,psnow4,Tue Oct 22 23:09:14 2013

RG1,psnow4,Tue Oct 22 23:15:39 2013

RG4,psnow4,Tue Oct 22 23:16:10 2013

RG3,psnow4,Tue Oct 22 23:16:16 2013

RG2,psnow4,Tue Oct 22 23:16:20 2013

RG1,psnow4,Tue Oct 22 23:16:26 2013

RG4,psnow4,Tue Oct 22 23:16:51 2013

RG2,psnow4,Tue Oct 22 23:16:51 2013

RG1,psnow4,Tue Oct 22 23:17:07 2013

RG3,psnow4,Tue Oct 22 23:17:10 2013

RG1,psnow4,Tue Oct 22 23:18:08 2013

RG2,psnow4,Tue Oct 22 23:18:08 2013

RG3,psnow4,Tue Oct 22 23:18:08 2013

次の終了ステータスコードが返されます。

0 正常終了。

0 以外 エラーが発生しました。
エラーコードは、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されていま
す。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 安定

Unresolved link to " awk1", Unresolved link to " logger1", Unresolved link
to " sh1", 675 ページのscha_cmds(1HA), Unresolved link to " syslog3C",
1047 ページのscha_calls(3HA), 1063 ページのscha_cluster_get(3HA), Unresolved
link to " attributes5", 1319 ページのrg_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_cmds — scha_cluster_get、scha_control、scha_resource_get、
scha_resourcegroup_get、scha_resourcetype_get、 scha_resource_setstatus のコマンド
標準出力

 scha-command -O optag...

Oracle Solaris Cluster の
669 ページのscha_cluster_get(1HA)、683 ページのscha_control(1HA)、691 ページのscha_resource_get(1HA)、703 ページのscha_resourcegroup_get(1HA)、709 ページのscha_resourcetype_get(1HA)、
および 699 ページのscha_resource_setstatus(1HA) コマンドは、リソースタイプのコール
バックメソッドのコマンド行実装です。645 ページのrt_callbacks(1HA) を参照してください。

リソースタイプは、クラスタの Resource Group Manager (RGM) 機能によって制御される
サービスを表します。これらのコマンドは、C 関数 1047 ページのscha_calls(3HA) の機能に
対するコマンド行インタフェースを提供します。

get 関数はクラスタ構成情報にアクセスします。これらのコマンドすべては同じ標準的なインタ
フェースを持っています。これらのコマンドはすべて -O optag オペランドを取ります。このオペラ
ンドはアクセスされる情報を示します。これらのコマンドはすべて、結果を書式付き文字列とし
て標準出力 (stdout) に送信します。コマンドとオペランド optag の値によっては、その他の引
数を追加指定する必要があります。さまざまな optag の実行結果の書式については、「実行結
果の書式」を参照してください。

注記 - すべての scha コマンドの optag オプションには、大文字と小文字の区別はありませ
ん。optag オプションを指定するときには、大文字と小文字の任意の組み合わせを使用できま
す。

683 ページのscha_control(1HA) コマンドにはまた、制御操作を示すが、標準出力への出
力を生成しない -O optag オプションも指定できます。

699 ページのscha_resource_setstatus(1HA) コマンドは、RGM によって管理されるリ
ソースの STATUS および STATUS_MSG プロパティーを設定します。
実行結果の書式

コマンドが標準出力に出力する文字列の書式は、-O オプションに指定された optag が指
定する結果の型によって変わります。各型の書式は次の表のとおりです。表記法について
は、Unresolved link to " formats5" で説明されています。

http://otn.oracle.com
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結果の型 標準出力の書式

boolean TRUE\n または FALSE\n

enum %s\n、enum 値の文字列名。

extension %s\n、拡張プロパティーの型属性。次の値のいずれか。STRING、
 INT、BOOLEAN、ENUM、STRINGARRAY。

型情報の後ろには、各型の書式に従ってプロパティー値が出力され
る。STRING は string として、INT は int として、BOOLEAN は boolean
として、ENUM は enum として、STRINGARRAY は string_array として。

int %d\n

status %s\n%s\n、最初の文字列はステータスで、次の enum 値のいずれか。
DEGRADED、FAULTED、OFFLINE、ONLINE、UNKNOWN。

2 番目の文字列はステータスメッセージ

string %s\n

string_array 配列の各要素は、書式 %s\n で出力される。GLOBAL_RESOURCES_
USED および INSTALLED_NODES プロパティーで、すべてのノードまたは
リソースを示すアスタリスクを返すことができる。

unsigned_int %u\n

unsigned_int_array 配列の各要素は、書式 %u\n で出力される。

optag の結果の型

次の表に、さまざまなコマンドに対する有効な optag 値と、以前の表で示した書式に従って出
力される結果の型を示します。

669 ページのscha_cluster_get(1HA) の optag
値

結果の型

ALL_NODEIDS unsigned_int_array

ALL_NODENAMES string_array

ALL_PRIVATELINK_HOSTNAMES string_array

ALL_RESOURCEGROUPS string_array

ALL_RESOURCETYPES string_array

CLUSTERNAME string

NODEID_LOCAL unsigned_int

NODEID_NODENAME unsigned_int

NODENAME_LOCAL string
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669 ページのscha_cluster_get(1HA) の optag
値

結果の型

NODENAME_NODEID string

NODESTATE_LOCAL enum (UP, DOWN)

NODESTATE_NODE enum (UP, DOWN)

PRIVATELINK_HOSTNAME_LOCAL string

PRIVATELINK_HOSTNAME_NODE string

SYSLOG_FACILITY int

683 ページのscha_control(1HA) の optag 値

CHANGE_STATE_OFFLINE

CHANGE_STATE_ONLINE

CHECK_GIVEOVER

CHECK_RESTART

GIVEOVER

IGNORE_FAILED_START

RESOURCE_DISABLE

RESOURCE_IS_RESTARTED

RESOURCE_RESTART

RESTART

691 ページの scha_resource_get(1HA) の
optag 値

結果の型

AFFINITY_TIMEOUT int

ALL_EXTENSIONS string_array

BOOT_TIMEOUT int

CHEAP_PROBE_INTERVAL int

CHEAP_PROBE_INTERVAL int

EXTENSION extension

EXTENSION_NODE extension

FAILOVER_MODE enum (NONE, HARD,  SOFT, RESTART_ONLY, LOG_ONLY)

FINI_TIMEOUT int

GROUP string
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691 ページの scha_resource_get(1HA) の
optag 値

結果の型

INIT_TIMEOUT int

LOAD_BALANCING_POLICY string

LOAD_BALANCING_WEIGHTS string_array

MONITORED_SWITCH enum (DISABLED, ENABLED)

MONITORED_SWITCH_NODE enum (DISABLED, ENABLED)

MONITOR_CHECK_TIMEOUT int

MONITOR_START_TIMEOUT int

MONITOR_STOP_TIMEOUT int

NETWORK_RESOURCES_USED string_array

NUM_RESOURCE_RESTARTS int

NUM_RG_RESTARTS int

ON_OFF_SWITCH enum (DISABLED, ENABLED)

ON_OFF_SWITCH_NODE enum (DISABLED, ENABLED)

PORT_LIST string_array

POSTNET_STOP_TIMEOUT int

PRENET_START_TIMEOUT int

R_DESCRIPTION string

RESOURCE_DEPENDENCIES string_array

RESOURCE_DEPENDENCIES_OFFLINE_RESTART string_array

RESOURCE_DEPENDENCIES_RESTART string_array

RESOURCE_DEPENDENCIES_WEAK string_array

RESOURCE_PROJECT_NAME string

RESOURCE_STATE enum (ONLINE, OFFLINE, START_FAILED, STOP_FAILED, MONITOR_
FAILED, ONLINE_NOT_MONITORED, STARTING, STOPPING)

RESOURCE_STATE_NODE enum (値については RESOURCE_STATE を参照)

RETRY_COUNT int

RETRY_INTERVAL int

SCALABLE boolean

START_TIMEOUT int

STATUS status

STATUS_NODE status

STOP_TIMEOUT int
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691 ページのscha_resource_get(1HA) の
optag 値

結果の型

THOROUGH_PROBE_INTERVAL int

TYPE string

TYPE_VERSION string

UDP_AFFINITY boolean

UPDATE_TIMEOUT int

VALIDATE_TIMEOUT int

WEAK_AFFINITY boolean

scha_resource_get (1HA) および scha_
resourcetype_get(1HA) の optag 値

結果の型

API_VERSION int

BOOT string

FAILOVER boolean

FINI string

GLOBAL_ZONE boolean

INIT string

INIT_NODES enum (RG_PRIMARIES, RT_INSTALLED_NODES)

INSTALLED_NODES string_arrayすべてのノードを表すアスタリスク (*) が返される

IS_LOGICAL_HOSTNAME boolean

IS_SHARED_ADDRESS boolean

MONITOR_CHECK string

MONITOR_START string

MONITOR_STOP string

PER_NODE boolean

PKGLIST string_array

POSTNET_STOP string

PRENET_START string

PROXY boolean

RT_BASEDIR string

RT_DESCRIPTION string

RT_SYSTEM boolean

RT_VERSION string
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scha_resource_get (1HA) および scha_
resourcetype_get(1HA) の optag 値

結果の型

SINGLE_INSTANCE boolean

START string

STOP string

UPDATE string

VALIDATE string

scha_resourcegroup_get (1HA) の optag 値 結果の型

AUTO_START_ON_NEW_CLUSTER boolean

DESIRED_PRIMARIES int

FAILBACK boolean

GLOBAL_RESOURCES_USED string_array (すべてのリソースを表すアスタリスク (*)
が返される)

IMPLICIT_NETWORK_DEPENDENCIES boolean

MAXIMUM_PRIMARIES int

NODELIST string_array

PATHPREFIX string

PINGPONG_INTERVAL int

RESOURCE_LIST string_array

RG_AFFINITIES string_array

RG_DEPENDENCIES string_array

RG_DESCRIPTION string

RG_IS_FROZEN boolean

RG_MODE enum (FAILOVER, SCALABLE)

RG_PROJECT_NAME string

RG_SLM_CPU decimal

RG_SLM_CPU_MIN decimal

RG_SLM_PSET_TYPE enum (DEFAULT, DEDICATED_STRONG, DEDICATED_WEAK)

RG_SLM_TYPE enum (AUTOMATED, MANUAL)

RG_STATE enum (UNMANAGED、ONLINE、 OFFLINE、PENDING_ONLINE、
PENDING_OFFLINE、 ERROR_STOP_FAILED、ONLINE_
FAULTED、 PENDING_ONLINE_BLOCKED)

RG_STATE_NODE enum (値については RG_STATE を参照)
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scha_resourcegroup_get (1HA) の optag 値 結果の型

RG_SYSTEM boolean

SUSPEND_AUTOMATIC_RECOVERY boolean

すべての scha コマンドには、一連の終了ステータスコードが使用されます。

終了ステータスコードは、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されている、対応する C
関数の scha_err_t リターンコードの数値です。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 安定

Unresolved link to " awk1", 645 ページのrt_callbacks(1HA),
669 ページのscha_cluster_get(1HA), 683 ページのscha_control(1HA),
691 ページのscha_resource_get(1HA),
703 ページのscha_resourcegroup_get(1HA),
709 ページのscha_resourcetype_get(1HA),
699 ページのscha_resource_setstatus(1HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
Unresolved link to " attributes5", Unresolved link to " formats5",
1287 ページのr_properties(5), 1319 ページのrg_properties(5),
1335 ページのrt_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_control — リソースおよびリソースグループ制御を要求する

scha_control -O optag -G group -R resource [-Z zonename]

scha_control コマンドは、クラスタの Resource GroupManager (RGM) の制
御下にあるリソースまたはリソースグループの再起動または再配置を要求します。こ
のコマンドは、リソースモニターのシェルスクリプト実装で使用します。このコマンド
は、1101 ページのscha_control(3HA) 関数と同じ機能を提供します。

このコマンドの終了コードは、要求されたアクションが拒絶されたかどうかを示します。要求が受
理された場合、このコマンドは、リソースグループまたはリソースがオフラインになったあと完全に
オンラインに戻った時点で終了します。683 ページのscha_control(1HA) を呼び出した障
害モニターは、リソースまたはリソースグループがオフラインになった結果として停止される場合
があります。結果として、障害モニターは、成功した要求の戻りステータスを一度も受け取らない
場合があります。

このコマンドを使用するには solaris.cluster.resource.admin の役割に基づくアクセス制御
(RBAC) が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

さらにこのコマンドを使用するにあたっては、Oracle Solaris Cluster コマンド権プロ
ファイルを割り当てておく必要があります。認証されたユーザーは、Unresolved link to "
pfsh1"、Unresolved link to " pfcsh1"、または Unresolved link to " pfksh1" プロファ
イルシェルから、Oracle Solaris Cluster の特権コマンドをコマンド行で実行できます。
プロファイルシェルは、Oracle Solaris Cluster コマンド権プロファイルに割り当てられた
Oracle Solaris Cluster の特権コマンドへのアクセスを可能にする特別なシェルです。プロ
ファイルシェルは、Unresolved link to " su1M" を実行して役割を引き受けると起動されま
す。Unresolved link to " pfexec1" を使用しても、Oracle Solaris Cluster の特権コマンド
を実行できます。

次のオプションがサポートされています。

-G group

再起動または再配備するリソースグループ、あるいは再起動または再配置するリソースを含
むリソースグループの名前。リクエスト元ノードでリソースグループがオンラインになっていな
い場合、リクエストは拒否されます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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-O optag

optag オプションをリクエストします。

注記 - CHECK_GIVEOVER や CHECK_RESTART などの optag オプションには、大文字と小文字の区
別はありません。optag オプションを指定するときには、大文字と小文字の任意の組み合わせを
使用できます。

次の optag 値がサポートされています。

CHANGE_STATE_OFFLINE

-R オプションで指定されたプロキシリソースがローカルノードでオフラインになるように
リクエストします。プロキシリソースは、リソースの状態を Oracle Clusterware などの別
のクラスタからインポートする Oracle Solaris Cluster リソースです。Oracle Solaris
Cluster ソフトウェアのコンテキスト内での、状態のこの変化には、外部リソースの状
態の変化が反映されます。
プロキシリソースの状態をこの optag 値で変更すると、プロキシリソースのメソッドは実
行されません。
ノード上にある「依存先の」リソースで障害が発生して、リソースを回復できない
場合、モニターはそのノード上のそのリソースをオフラインにします。モニターは
CHANGE_STATE_OFFLINE optag 値を指定して scha_control コマンドを呼び出すことで
リソースをオフラインにします。また、モニターは、依存先リソースのオフライン、再起動に
従属する対象をすべて、それらに対して再起動をトリガーすることにより、オフラインに
します。クラスタ管理者が障害を解決し、依存先のリソースを再度有効にすると、モニ
ターは、リソースのオフライン再起動依存リソースも再度オンラインにします。

CHANGE_STATE_ONLINE

-R オプションで指定されたプロキシリソースがローカルノードでオンラインになるように
リクエストします。プロキシリソースは、リソースの状態を Oracle Clusterware などの別
のクラスタからインポートする Oracle Solaris Cluster リソースです。Oracle Solaris
Cluster ソフトウェアのコンテキスト内での、状態のこの変化には、外部リソースの状
態の変化が反映されます。
プロキシリソースの状態をこの optag 値で変更すると、プロキシリソースのメソッドは実
行されません。

CHECK_GIVEOVER

-G オプションで指定されたリソースグループに対して GIVEOVER を実行するために必
要な有効性チェックをすべて実行します。ただし、実際にリソースグループを再配置す
ることはありません。

CHECK_RESTART

-G オプションで指定されたリソースグループに対して RESTART を実行するために必要
な有効性チェックをすべて実行します。ただし、実際にリソースグループを再起動するこ
とはありません。
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GIVEOVER

-G オプションで指定されたリソースグループをローカルノード上でオフラインにし、RGM
によって選択された別のノード上で再度オンラインにするようにリクエストします。リソー
スグループが 2 つ以上のノード上で現在オンライン状態にあり、これ以上リソースグ
ループをオンライン化できるノードが存在しない場合、このリソースグループは、ローカル
ノード上でオフラインになったままオンラインにならない可能性があります。またこうした
処理要求は、各種のチェックの結果を受けた結果として、拒絶される場合もあります。
たとえば、あるノード上で GIVEOVER リクエストにより、グループが PINGPONG_INTERVAL
プロパティーで指定された間隔でオフラインになったために、このノードがホストとして
拒絶されることがあります。
クラスタ管理者が 1 つまたは複数のリソースグループの RG_Affinities プロパティー
を構成している場合、あるリソースグループで scha_control GIVEOVER 要求を発行す
ると、複数のリソースグループが再配置されることがあります。RG_Affinities プロパ
ティーは、1319 ページのrg_properties(5) で説明されています。
MONITOR_CHECK メソッドは、リソースを含むリソースグループが障害モニターからの
scha_control コマンドまたは scha_control() 関数の呼び出しの結果として新しい
ノードに再配置される前に呼び出されます。
MONITOR_CHECK メソッドは、リソースグループの潜在的な新しいマスターであるノード上
で呼び出すことができます。MONITOR_CHECK メソッドは、リソース実行するのに十分な
ほど健全であるかどうかを評価します。MONITOR_CHECK メソッドは、並行して実行され
るほかのメソッドと衝突しない方法で実装する必要があります。
MONITOR_CHECK が失敗した場合、コールバックが呼び出されたノードへのリソースグ
ループの再配置は拒否されます。

IGNORE_FAILED_START

現在実行中の Prenet_start または Start メソッドが失敗した場合、Failover_mode
プロパティーの設定とは関係なく、リソースグループをフェイルオーバーしないようにリク
エストします。
言い換えると、この optag 値は、Failover_Mode プロパティーが SOFT または HARD に
設定されているリソースに対して、通常、そのリソースが起動に失敗したときに行われ
る回復アクションを無効にします。通常、リソースグループは異なるノードにフェイルオー
バーします。ところが、(この値が設定されている場合)、リソースは Failover_Mode が
NONE に設定されているかのように動作します。このリソースは START_FAILED 状態に
なり、その他のエラーが発生していない場合、リソースグループは ONLINE_FAULTED 状
態で終了します。
この optag 値は、0 以外の終了コードまたはタイムアウトで終了する Start または
Prenet_start メソッドから呼び出された場合にのみ有効です。また、この optag 値
は、現在の Start または Prenet_start メソッドの呼び出しに対してのみ有効で
す。Start メソッドにより、リソースを別のノード上で正常に起動できないと判断された
場合は、この optag 値を指定して scha_control コマンドを呼び出すようにしてくだ
さい。この optag 値がその他のメソッドによって呼び出された場合、SCHA_ERR_INVAL
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エラーが返されます。この optag 値により、発生するはずのリソースグループの「ping
pong」フェイルオーバーが行われません。

RESOURCE_DISABLE

-R オプションで指定されたリソースを scha_control コマンドが呼び出されるノードで
無効にします。
ノード上にある「依存先の」リソースで障害が発生して、リソースを回復できない場合、モ
ニターはそのノード上のそのリソースをオフラインにします。モニターは、scha_control
コマンドを RESOURCE_DISABLE optag 値とともに呼び出して、リソースをオフラインにし
ます。また、モニターは、依存先リソースのオフライン、再起動に従属する対象をすべて、
それらに対して再起動をトリガーすることにより、オフラインにします。クラスタ管理者が
障害を解決し、依存先のリソースを再度有効にすると、モニターは、リソースのオフライ
ン再起動依存リソースも再度オンラインにします。

RESOURCE_IS_RESTARTED

-R オプションで指定したリソースのリソース再起動カウンタを、実際にリソースを再起動
することなく、ローカルノード上で増分するようにリクエストします。
scha_control の RESOURCE_RESTART オプションを呼び出すことなく (たとえ
ば、735 ページのpmfadm(1M) を使用して) リソースを直接再起動するリソース
モニターは、このオプションを使用して、リソースが再起動されたことを RGM に通
知できます。この増分は、691 ページのscha_resource_get(1HA) の後続の
NUM_RESOURCE_RESTARTS クエリーで反映されます。
リソースタイプが RETRY_INTERVAL 標準プロパティーの宣言に失敗した場
合、scha_control コマンドの RESOURCE_IS_RESTARTED オプションは使用できな
くなります。その結果、scha_control コマンドは失敗し、終了ステータスコード 13
(SCHA_ERR_RT) を生成します。

RESOURCE_RESTART

-R オプションで指定したリソースをオフラインにし、リソースグループ内のその他のリ
ソースを停止することなく、ローカルノード上で再度オンラインにするようリクエストしま
す。リソースの停止と起動は、ローカルノード上で次の順序でメソッドを適用することで
行われます:

MONITOR_STOP

STOP

START

MONITOR_START

リソースタイプが STOP メソッドおよび START メソッドを宣言していない場合は、代わり
に POSTNET_STOP および PRENET_START を使用してリソースが再起動されます。

MONITOR_STOP

POSTNET_STOP

PRENET_START

MONITOR_START
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リソースタイプが MONITOR_STOP メソッドおよび MONITOR_START メソッドを宣言していな
い場合、STOP メソッドと START メソッド、または POSTNET_STOP メソッドと PRENET_START
メソッドだけが呼び出され、再起動が実行されます。
リソースの再起動時にメソッドの呼び出しに失敗した場合、RGM はリ
ソースの FAILOVER_MODE プロパティーの設定に応じて、エラー状態の設
定、リソースグループの再配置、またはノードのリブートを実行します。詳細
は、1287 ページのr_properties(5) の FAILOVER_MODE プロパティーを参照してくだ
さい。
このオプションを使用してリソースを再起動するリソースモニター
は、691 ページのscha_resource_get(1HA) の NUM_RESOURCE_RESTARTS クエリー
を使用して、再起動を試みた最近の回数を追跡できます。
RESOURCE_RESTART 関数は、PRENET_START、POSTNET_STOP、またはこの両方のメソッド
を持つリソースタイプによって使用されなければなりません。こうしたリソースに対して
使用できるのは MONITOR_STOP、STOP、START、MONITOR_START のメソッドのみです。こ
のリソースが依存するネットワークアドレスリソースは再起動されず、オンライン状態の
ままになります。
ノード上にある「依存先の」リソースで障害が発生して、リソースを回復できない
場合、モニターはそのノード上のそのリソースをオフラインにします。モニターは
RESOURCE_RESTART optag 値を指定して scha_control コマンドを呼び出すことでリ
ソースをオフラインにします。また、モニターは、依存先リソースのオフライン、再起動に
従属する対象をすべて、それらに対して再起動をトリガーすることにより、オフラインに
します。クラスタ管理者が障害を解決し、依存先のリソースを再度有効にすると、モニ
ターは、リソースのオフライン再起動依存リソースも再度オンラインにします。

RESTART

-G オプションで指定したリソースグループをオフラインにし、別のノードに再配置する
ことなく再度オンラインにするようにリクエストします。ただし、この要求を実行する際
にグループ内のリソースの再起動が失敗した場合は、最終的にリソースグループが再
配置されることもあります。このオプションを使用してリソースグループを再起動するリ
ソースモニターは、691 ページのscha_resource_get(1HA) の NUM_RG_RESTARTS
クエリーを使用して、再起動を試みた最近の回数を追跡できます。
CHECK_GIVEOVER と CHECK_RESTART の optag 値は、ギブオーバーや再起動を実行す
る際、scha_control コマンドを呼び出すのではなく、リソースに対して直接的なアク
ション (プロセスの強制終了と再起動、ノードのリブートなど) を取るリソースモニター
によって使用されます。チェックに失敗した場合、モニターは、再起動やフェイルオー
バーのアクションを呼び出す代わりに、しばらく休止したあと検証を再開します。詳細
は、1101 ページのscha_control(3HA) を参照してください。

-R resource

リソースグループ内のリソースの名前で、このリソースはおそらく、そのモニターが
683 ページのscha_control(1HA) 要求を行っていたものです。指定されたリソースがリ
ソースグループ内に存在しない場合、要求は拒否されます。
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指示されたリソースの Failover_mode プロパティーの設定は、要求された scha_control 
アクションを抑制する場合があります。Failover_mode が RESTART_ONLY である場
合、scha_control  GIVEOVER と scha_control CHECK_GIVEOVER を除くすべての要求が許
可されます。GIVEOVER 要求および CHECK_GIVEOVER 要求は SCHA_ERR_CHECKS 終了コード
を返し、要求されたギブオーバーアクションは実行されず、syslog メッセージのみを作成し
ます。
Retry_count プロパティーと Retry_interval プロパティーがリソースで設定されている場
合、リソース再起動の回数は Retry_interval 内での Retry_count の試行回数に制限さ
れます。Failover_mode が LOG_ONLY である場合、任意の scha_control ギブオーバー、再
起動、または無効の要求は SCHA_ERR_CHECKS 終了コードを返し、また要求されたギブオー
バーまたは再起動アクションは実行されず、syslog メッセージのみを作成します。

-Z zonename

リソースグループが実行を構成されているゾーンの名前です。
Global_zone プロパティーに TRUE が設定されている場合、リソースを含むリソースグループ
が非大域ゾーンで動作しているときでも、メソッドは大域ゾーンで実行されます。このオプ
ションは、リソースグループが実行するよう構成されている非大域ゾーンの名前を指定しま
す。
Global_zone プロパティーが TRUE に設定されているリソースタイプにのみ、-Z オプションを
使用します。Global_zone プロパティーが FALSE に設定されている場合、このオプションは
必要ありません。Global_zone プロパティーの詳細は、1335 ページのrt_properties(5)
のマニュアルページを参照してください。

次の終了ステータスコードが返されます。

0 コマンドは正常に完了しました。

0 以外 エラーが発生しました。
障害エラーコードは、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されてい
ます。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 安定

735 ページのpmfadm(1M), 645 ページのrt_callbacks(1HA),
675 ページのscha_cmds(1HA), 691 ページのscha_resource_get(1HA),

http://otn.oracle.com
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1047 ページのscha_calls(3HA), 1101 ページのscha_control(3HA),
1107 ページのscha_control_zone(3HA), Unresolved link to "
attributes5", 1287 ページのr_properties(5), Unresolved link to " rbac5",
1319 ページのrg_properties(5), 1335 ページのrt_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_resource_get — リソース情報へのアクセス

scha_resource_get [-Q] -O optag -R resource [-G group] [-Z 
     zoneclustername] [args]

scha_resource_get コマンドは、Resource Group Manager (RGM) の制御下にあるリソー
スの情報にアクセスします。このコマンドを使用して、1287 ページのr_properties(5) で説明
されているリソースのプロパティーと同様に、1335 ページのrt_properties(5) で説明されて
いるリソースタイプのプロパティーのクエリーを実行できます。

scha_resource_get コマンドは、クラスタの RGM で制御されるサービスを表すリソースタ
イプのコールバックメソッドのシェルスクリプト実装で使用します。このコマンドは、C 関数
1127 ページのscha_resource_get(3HA) と同じ情報を提供します。

これらの情報は、このコマンドによって、675 ページのscha_cmds(1HA) で説明されている書式
付き文字列で stdout に別々の行で生成されます。あとでスクリプトで使用できるように、この
出力をシェル変数に格納し、シェル機能または Unresolved link to " awk1" で解析できま
す。

このコマンドを使用するには solaris.cluster.resource.read の役割に基づくアクセス制御
(RBAC) が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

さらにこのコマンドを使用するにあたっては、Oracle Solaris Cluster コマンド権プロ
ファイルを割り当てておく必要があります。認証されたユーザーは、Unresolved link to "
pfsh1"、Unresolved link to " pfcsh1"、または Unresolved link to " pfksh1" プロファ
イルシェルから、Oracle Solaris Cluster の特権コマンドをコマンド行で実行できます。
プロファイルシェルは、Oracle Solaris Cluster コマンド権プロファイルに割り当てられた
Oracle Solaris Cluster の特権コマンドへのアクセスを可能にする特別なシェルです。プロ
ファイルシェルは、Unresolved link to " su1M" を実行して役割を引き受けると起動されま
す。Unresolved link to " pfexec1" を使用しても、Oracle Solaris Cluster の特権コマンド
を実行できます。

次のオプションがサポートされています。

-G group

内部でリソースが構成されているリソースグループの名前です。この引数はオプションです
が、これを含めるとコマンドの実行効率が上がります。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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-O optag

アクセスする情報を指定します。指定する optag 値によっては、情報を取得するクラスタ
ノードを示すための追加の値を含める必要が生じる場合があります。

注記 - AFFINITY_TIMEOUT や BOOT_TIMEOUT などの optag 値には、大文字と小文字の区別は
ありません。optag 値を指定するときには、大文字と小文字の任意の組み合わせを使用できま
す。

次の optag 値は、対応するリソースのプロパティーを取得
します。リソースの名前付きプロパティーの値が生成されま
す。NUM_RG_RESTARTS、NUM_RESOURCE_RESTARTS、MONITORED_SWITCH、ON_OFF_SWITCH、RESOURCE_STATE、
および STATUS プロパティーは、コマンドが実行されたノード上の値を参照します。次の
optag 値に対応するリソースプロパティーについては、1287 ページのr_properties(5)
のマニュアルページを参照してください。次のリストにあるいくつかの optag 値
は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページ内にではなく、このリストのあと
に説明があることに注意してください。
AFFINITY_TIMEOUT

ALL_EXTENSIONS

APPLICATION_USER

BOOT_TIMEOUT

CHEAP_PROBE_INTERVAL

EXTENSION

EXTENSION_NODE

FAILOVER_MODE

FINI_TIMEOUT

GLOBAL_ZONE_OVERRIDE

GROUP

INIT_TIMEOUT

LOAD_BALANCING_POLICY

LOAD_BALANCING_WEIGHT

SMONITORED_SWITCH

MONITORED_SWITCH_NODE

MONITOR_CHECK_TIMEOUT

MONITOR_START_TIMEOUT

MONITOR_STOP_TIMEOUT

NETWORK_RESOURCES_USED

NUM_RESOURCE_RESTARTS

NUM_RESOURCE_RESTARTS_ZONE

NUM_RG_RESTARTS

NUM_RG_RESTARTS_ZONE

ON_OFF_SWITCH

ON_OFF_SWITCH_NODE

PORT_LIST

POSTNET_STOP_TIMEOUT

PRE_EVICT

PRENET_START_TIMEOUT

RESOURCE_DEPENDENCIES

RESOURCE_DEPENDENCIES_OFFLINE_RESTART

RESOURCE_DEPENDENCIES_RESTART

RESOURCE_DEPENDENCIES_WEAK
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RESOURCE_PROJECT_NAME

RESOURCE_STATE

RESOURCE_STATE_NODE

RETRY_COUNT

RETRY_INTERVAL

R_DESCRIPTION

SCALABLE

START_TIMEOUT

STATUS

STATUS_NODE

STOP_TIMEOUT

THOROUGH_PROBE_INTERVAL

TYPE

TYPE_VERSION

UDP_AFFINITY

UPDATE_TIMEOUT

VALIDATE_TIMEOUT

WEAK_AFFINITY

次の optag 値は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページで説明されてい
ません。

ALL_EXTENSIONS

リソースの拡張プロパティー名を複数の行に出力します。

EXTENSION

プロパティーの型とその値を連続した複数の行に生成します。プロパティーがノード単
位の拡張プロパティーである場合、返される値は scha_resource_get が実行される
ノード上のプロパティー値です。フラグが設定されていない引数を使って、リソースの拡
張プロパティーを指定する必要があります。例 に示すように、シェルスクリプトは、値を
取得するためにタイプを破棄する必要がある場合があります。
明示的な値が割り当てられていないノード上でユーザーがこのプロパティーの値をリク
エストすると、リソースタイプ登録 (RTR) ファイルで宣言されているデフォルト値が返
されます。1251 ページのrt_reg(4) のマニュアルページを参照してください。

EXTENSION_NODE

指定のノード用に、プロパティーのタイプに続いて、その値を後続の行に生成します。こ
の値には、特定のノード上のリソースの拡張子を指定する、2 つのフラグなしの引数が
次の順序で必要です:
■ 拡張プロパティー名
■ ノード名

シェルスクリプトは、値を取得するためにタイプを破棄する必要がある場合がありま
す。
明示的な値が割り当てられていないノード上でこのプロパティーの値をユーザー
がリクエストすると、RTR ファイルで宣言されているデフォルト値が返されま
す。1251 ページのrt_reg(4) のマニュアルページを参照してください。
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GROUP

リソースを構成するリソースグループの名前を指定します。

RESOURCE_DEPENDENCIES_NODE

指定のノード用に、リソースの RESOURCE_DEPENDENCIES プロパティーの値を生成しま
す。ノードを指定する、フラグが設定されていない引数が必要です。

RESOURCE_DEPENDENCIES_OFFLINE_RESTART_NODE

指定のノード用に、リソースの RESOURCE_DEPENDENCIES_OFFLINE_RESTART プロパ
ティーの値を生成します。ノードを指定する、フラグが設定されていない引数が必要で
す。

RESOURCE_DEPENDENCIES_RESTART_NODE

指定のノード用に、リソースの RESOURCE_DEPENDENCIES_RESTART プロパティーの値を生
成します。ノードを指定する、フラグが設定されていない引数が必要です。

RESOURCE_DEPENDENCIES_WEAK_NODE

指定のノード用に、リソースの RESOURCE_DEPENDENCIES_WEAK プロパティーの値を生成
します。ノードを指定する、フラグが設定されていない引数が必要です。

RESOURCE_STATE_NODE

指定のノード用に、リソースの RESOURCE_STATE プロパティーの値を生成します。ノードを
指定する、フラグが設定されていない引数が必要です。

STATUS_NODE

指定のノード用に、リソースの STATUS プロパティーの値を生成します。ノードを指定す
る、フラグが設定されていない引数が必要です。

次の optag 値は、対応するリソースタイプのプロパティーを取得します。リソースのタイプの
名前付きプロパティーの値が生成されます。

注記 - API_VERSION や BOOT などの optag 値には、大文字と小文字の区別はありませ
ん。optag 値を指定するときには、大文字と小文字の任意の組み合わせを使用できます。

リソースタイププロパティーについては、1335 ページのrt_properties(5) を参照してくだ
さい。

API_VERSION

BOOT

FAILOVER

FINI

GLOBAL_ZONE

INIT

INIT_NODES

INSTALLED_NODES
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IS_LOGICAL_HOSTNAME

IS_SHARED_ADDRESS

MONITOR_CHECK

MONITOR_START

MONITOR_STOP

PKGLIST

POSTNET_STOP

PRENET_START

PROXY

RT_BASEDIR

RT_DESCRIPTION

RT_SYSTEM

RT_VERSION

SINGLE_INSTANCE

START

STOP

UPDATE

VALIDATE

このリソースタイプが GLOBAL_ZONE_OVERRIDE リソースプロパティーを宣言した場
合、GLOBAL_ZONE optag によって取得された値は、GLOBAL_ZONE プロパティーの
値ではなく、GLOBAL_ZONE_OVERRIDE プロパティーの現在の値となります。詳細
は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページの Global_zone プロパティー、
および 1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページの Global_zone_override
プロパティーの説明を参照してください。

-Q

指定された修飾子は、いずれもリソース依存性リストに含めま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、@nodename、および {FROM_RG_AFFINITIES} 修飾子
は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページで説明されています。-Q オプ
ションを省略すると、リソースの依存関係リストの戻り値には、ローカルノードで適用可能な
依存関係のリソース名 (宣言された修飾子を含まない) のみが含まれます。

-R resource

RGM クラスタ機能によって管理されているリソースの名前

-Z zoneclustername

リソースグループが存在し、操作するクラスタを指定します。このオプションは、コマンドが大
域ゾーンで実行されるものの、指定されたゾーンクラスタで動作する必要がある場合に使
用します。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセスするために使用することは
できません。

zoneclustername クエリーが zoneclustername という名前のゾーンクラスタで実行さ
れるように指定します。

-Z オプションを省略すると、コマンドが実行されるクラスタでクエリーが実行されます。
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例   273 scha_resource_get コマンドを使用したサンプルスクリプト

次のスクリプトには、必要なリソース名とリソースグループ名を指定する -R 引数と -G 引数が渡
されます。次に、scha_resource_get コマンドは、リソースの Retry_count プロパティーと enum
型の LogLevel 拡張プロパティーにアクセスします。

#!/bin/sh

while getopts R:G: opt

do

     case $opt in

           R)      resource="$OPTARG";;

           G)      group="$OPTARG";;

     esac

done

retry_count=`scha_resource_get -O Retry_count -R $resource \\ 

-G $group`

printf "retry count for resource %s is %d\n" $resource \\

$retry_count

LogLevel_info=`scha_resource_get -O Extension -R $resource \\

-G $group LogLevel`

# Get the enum value that follows the type information

# of the extension property.  Note that the preceding

# assignment has already changed the newlines separating

# the type and the value to spaces for parsing by awk.

loglevel=`echo $LogLevel_info | awk '{print $2}'`

例   274 リソース依存性のクエリーを行うために -Q オプション付きまたはオプションなしで
scha_resource_get コマンドを使用

この例では、clresource コマンドを使用して、myres という名前のリソースを作成する方法を示
します。このリソースは、{LOCAL_NODE} スコープ修飾子または {ANY_NODE} スコープ修飾子があ
るか、あるいはスコープ修飾子がない複数のリソース依存性を持つという前提です。この例で
は、次に、scha_resource_get コマンドを使用して、Resource_dependencies プロパティーのク
エリーを実行する方法を示します。-Q オプションがない場合は、リソース名のみが返されます。-Q
オプションがある場合は、宣言されたスコープ修飾子も返されます。

# clresource create -g mygrp -t myrestype \

-p Resource_dependencies=myres2{LOCAL_NODE},myres3{ANY_NODE},myres4 \

myres

# scha_resource_get -O Resource_dependencies -R myres -G mygrp

myres2



scha_resource_get 697

myres3

myres4

# scha_resource_get -Q -O Resource_dependencies -R myres -G mygrp

myres2{LOCAL_NODE}

myres3{ANY_NODE}

myres4

# 

例   275 リソースの依存関係のプロパティーの表示

次の例は、scha_resource_get command コマンドを使用して、2 つの異なる論理ホストリソース
に依存するノード単位のリソースの依存関係を取得する方法を示しています。ノード単位のリソー
スの依存関係を設定するには、clresource set コマンドを使用する必要があります。この例
では、gds-rs と呼ばれるスケーラブルリソースを使用し、ptrancos1 上の trancos-3-rs および
ptrancos2 上の trancos-4-rs に対する gds-rs の依存関係を設定します。

ptrancos1 ノードから:

ptrancos1(/root)$ scha_resource_get -O RESOURCE_DEPENDENCIES -R gds-rs

trancos-3-rs
ptrancos1(/root)$ scha_resource_get -O RESOURCE_DEPENDENCIES_NODE -R gds-rs ptrancos1

trancos-3-rs
ptrancos1(/root)$ scha_resource_get -O RESOURCE_DEPENDENCIES_NODE -R gds-rs ptrancos2

trancos-4-rs
ptrancos1(/root)$ scha_resource_get -Q -O RESOURCE_DEPENDENCIES -R gds-rs

trancos-3-rs@ptrancos1 
trancos-4-rs@ptrancos2
ptrancos1(/root)$ scha_resource_get -O NETWORK_RESOURCES_USED -R gds-rs

trancos-3-rs

ptrancos2 ノードから:

ptrancos2(/root)$ scha_resource_get -O RESOURCE_DEPENDENCIES -R gds-rs

trancos-4-rs
ptrancos2(/root)$ scha_resource_get -O RESOURCE_DEPENDENCIES_NODE -R gds-rs ptrancos1

trancos-3-rs
ptrancos2(/root)$ scha_resource_get -O RESOURCE_DEPENDENCIES_NODE -R gds-rs ptrancos2

trancos-4-rs
ptrancos2(/root)$ scha_resource_get -Q -O RESOURCE_DEPENDENCIES -R gds-rs

trancos-3-rs@ptrancos1
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trancos-4-rs@ptrancos2
ptrancos2(/root)$ scha_resource_get -O NETWORK_RESOURCES_USED -R gds-rs

trancos-4-rs

次の終了ステータスコードが返されます。

0 コマンドは正常に完了しました。

0 以外 エラーが発生しました。
障害エラーコードは、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されてい
ます。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

Unresolved link to " awk1", 675 ページのscha_cmds(1HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), 1127 ページのscha_resource_get(3HA),
1251 ページのrt_reg(4), Unresolved link to " attributes5",
1271 ページのproperty_attributes(5), 1287 ページのr_properties(5),
1335 ページのrt_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_resource_setstatus — リソースステータスの設定

scha_resource_setstatus -R resource -G group -s status [-m msg] 
     [-Z zonename]

scha_resource_setstatus コマンドは、Resource Group Manager (RGM) が管理する
リソースの Status プロパティーと Status_msg プロパティーを設定します。リソースのモニター
は、このコマンドを使用して、認識したリソースのステータスを示します。このコマンドは、C 関数
1175 ページのscha_resource_setstatus(3HA) と同じ機能を提供します。

699 ページのscha_resource_setstatus(1HA) コマンドを実行した場合、リソースの Status
および Status_msg プロパティーは、指定した値で更新されます。Oracle Solaris Cluster は、
この変更をクラスタシステムログのリソースステータスにログとして記録します。このログはクラ
スタ管理ツールで表示することができます。

このコマンドを使用するためには、solaris.cluster.resource.admin RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

さらにこのコマンドを使用するにあたっては、Oracle Solaris Cluster コマンド権プロ
ファイルを割り当てておく必要があります。認証されたユーザーは、Unresolved link to "
pfsh1"、Unresolved link to " pfcsh1"、または Unresolved link to " pfksh1" プロファ
イルシェルから、Oracle Solaris Cluster の特権コマンドをコマンド行で実行できます。
プロファイルシェルは、Oracle Solaris Cluster コマンド権プロファイルに割り当てられた
Oracle Solaris Cluster の特権コマンドへのアクセスを可能にする特別なシェルです。プロ
ファイルシェルは、Unresolved link to " su1M" を実行して役割を引き受けると起動されま
す。Unresolved link to " pfexec1" を使用しても、Oracle Solaris Cluster の特権コマンド
を実行できます。

次のオプションがサポートされています。

-G group

このリソースを含むリソースグループを指定します。

-m msg

このリソースの Status_msg プロパティーに割り当てるテキスト文字列を指定します。このオ
プションを指定しないと、リソースの Status_msg の値は NULL に設定されます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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-R resource

ステータスを設定するリソースを指定します。

-s status

status の値 (OK、DEGRADED、FAULTED、UNKNOWN、または OFFLINE) を指定します。

-Z zonename

リソースグループを実行するように構成されるゾーンクラスタの名前を指定します。
Global_zone プロパティーに TRUE が設定されている場合、リソースを含むリソースグループ
がゾーンクラスタに構成されている場合でも、メソッドは大域ゾーンで実行されます。-Z オ
プションは、メソッドが動作する大域ゾーンではなく、リソースグループが動作する非大域
ゾーンのステータスを設定します。
Global_zone プロパティーが TRUE に設定されているリソースタイプにのみ、-Z オプションを
使用します。Global_zone プロパティーが FALSE に設定されている場合、このオプションは
必要ありません。Global_zone プロパティーの詳細は、1335 ページのrt_properties(5)
のマニュアルページを参照してください。

例   276 Status_msg を使用したリソース R1 のステータスの設定

次のコマンドでは、リソースグループ RG2 内のリソース R1 のステータスを OK に設定
し、Status_msg を Resource R1 is OK に設定します:

scha_resource_setstatus -R R1 -G RG2 -s OK -m "Resource R1 is OK"

例   277 Status_msg を使用しないリソース R1 のステータスの設定

次のコマンドでは、リソースグループ RG2 内の R1 のステータスを DEGRADED に設定
し、Status_msg を NULL に設定します:

scha_resource_setstatus -R R1 -G RG2 -s DEGRADED

例   278 Status_msg を使用したゾーン Zone1 内でのリソース R1 のステータスの設定

次の例に、シェルスクリプトとして実装されたリソースタイプメソッドまたはモニターを示します。
次のシェルスクリプトでは、ゾーン $localzone 内のリソースグループ $rg のリソース $resource
のステータスを OK に設定する方法を示します。このシェルスクリプトはまた、Status_msg を
Resource R1 is OK に設定します。この場合、リソースタイププロパティー Global_zone は TRUE
に設定されていることが前提であるため、-Z オプションを指定する必要があります。

resource=

rg=""

localzone=""
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zflag=""

while getopts R:G:Z:

do

      case $c in

      R)   resource=$OPTARG;;

      G)   rg=$OPTARG;;

      Z)   zflag="-Z"

           localzone=$OPTARG;;

      esac

done

...

scha_resource_setstatus -R $resource -G $rg $zflag $localzone -s OK -m

    "Resource R1 is OK"

次の終了ステータスコードが返されます。

0 コマンドは正常に完了しました。

0 以外 エラーが発生しました。
障害エラーコードは、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されてい
ます。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 安定

675 ページのscha_cmds(1HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1175 ページのscha_resource_setstatus(3HA), Unresolved link to " attributes5",
Unresolved link to " rbac5", 1335 ページのrt_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_resourcegroup_get — リソースグループ情報へのアクセス

scha_resourcegroup_get -O optag -G group [-Z zonecluster] [args]

scha_resourcegroup_get コマンドは、クラスタの Resource Group Manager (RGM) の制
御下にあるリソースグループの情報にアクセスします。

このコマンドは、リソースタイプに対するコールバックメソッドのシェルスクリプト実装で使用する
ためのものです。このようなリソースタイプは、クラスタの RGM によって制御されるサービスを
表しています。このコマンドは、C 関数 1185 ページのscha_resourcegroup_get(3HA) と同
じ情報を提供します。

これらの情報は、このコマンドによって、675 ページのscha_cmds(1HA) で説明されている書式
付き文字列で標準出力 (stdout) に生成されます。各行に単一または複数の文字列が出力さ
れます。スクリプトでさらに使用するために、この出力をシェル変数に格納し、シェル機能または
Unresolved link to " awk1" を使用して解析できます。

このコマンドを使用するには solaris.cluster.resource.read の役割に基づくアクセス制御
(RBAC) が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

さらにこのコマンドを使用するにあたっては、Oracle Solaris Cluster コマンド権プロ
ファイルを割り当てておく必要があります。認証されたユーザーは、Unresolved link to "
pfsh1"、Unresolved link to " pfcsh1"、または Unresolved link to " pfksh1" プロファ
イルシェルから、Oracle Solaris Cluster の特権コマンドをコマンド行で実行できます。
プロファイルシェルは、Oracle Solaris Cluster コマンド権プロファイルに割り当てられた
Oracle Solaris Cluster の特権コマンドへのアクセスを可能にする特別なシェルです。プロ
ファイルシェルは、Unresolved link to " su1M" を実行して役割を引き受けると起動されま
す。Unresolved link to " pfexec1" を使用しても、Oracle Solaris Cluster の特権コマンド
を実行できます。

次のオプションがサポートされています。

-G group

リソースグループの名前。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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-O optag

アクセスする情報を指定します。指定した optag によっては、情報を取得するクラスタノード
またはゾーンを示すオペランドを追加する必要があります。

注記 - DESIRED_PRIMARIES や FAILBACK などの optag 値には、大文字と小文字の区別はあり
ません。optag オプションを指定するときには、大文字と小文字の任意の組み合わせを使用で
きます。

次の optag 値は、対応するリソースグループのプロパティーを取得します。リソースグループ
の名前付きプロパティー値が生成されます。RG_STATE プロパティーは、コマンドの実行元で
ある特定のノード上の値を示します。

ALL_LOAD_FACTORS

ALL_LOAD_FACTOR_NAMES

AUTO_START_ON_NEW_CLUSTER

DESIRED_PRIMARIES

FAILBACK

GLOBAL_RESOURCES_USED

IMPLICIT_NETWORK_DEPENDENCIES

LOAD_FACTOR

MAXIMUM_PRIMARIES

NODELIST

PATHPREFIX

PINGPONG_INTERVAL

PREEMPTION_MODE

PRIORITY

RESOURCE_LIST

RG_AFFINITIES

RG_DEPENDENCIES

RG_DESCRIPTION

RG_IS_FROZEN

RG_MODE

RG_PROJECT_NAME

RG_SLM_TYPE

RG_SLM_PSET_TYPE

RG_SLM_CPU

RG_SLM_CPU_MIN

RG_STATE

RG_STATE_NODE

RG_SYSTEM

SUSPEND_AUTOMATIC_RECOVERY

TARGET_NODES

-Z zoneclustername

リソースグループが存在し、操作するクラスタを指定します。このオプションは、コマンドが大
域ゾーンで実行されるものの、指定されたゾーンクラスタで動作する必要がある場合に使
用します。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセスするために使用することは
できません。
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zoneclustername クエリーが zoneclustername という名前のゾーンクラスタで実行さ
れるように指定します。

-Z オプションを省略すると、コマンドが実行されるクラスタでクエリーが実行されます。
グローバルクラスタのリソースグループ状態など、ゾーン別のプロパティー値をクエリーするに
は、-Z オプションは使用しないでください。代わりに、クエリータグのゾーン別の書式を使用
します。 たとえば、RG_STATE の代わりに RG_STATE_NODE を使用し、nodename:zonename
という形式の追加のコマンド行引数を指定します。

注記 - RG_STATE_NODE には、ノードを指定するフラグなし引数が必要です。この optag 値は、指
定したノードに対するリソースグループの RG_STATE プロパティーの値を生成します。フラグなし
の引数が非大域ゾーンを指定する場合、その形式は nodename:zonename となります。

例   279 scha_resourcegroup_get を使用するサンプルスクリプト

次のスクリプトには、必要なリソースグループ名を示す引数 -G が渡されます。次
に、scha_resourcegroup_get コマンドにより、リソースグループ内のリソースのリストが取得され
ます。

#!/bin/sh

while getopts G: opt

do

     case $opt in

          G)      group="$OPTARG";;

     esac

done

resource_list=`scha_resourcegroup_get -O Resource_list -G $group`

for resource in $resource_list

do

     printf "Group: %s contains resource: %s\n" "$group" "$resource"

done

例   280 scha_resourcegroup_get コマンドを使用して、リソースグループのすべての負荷係数
をクエリーする

rg1 というリソースグループのすべての負荷係数を表示するには、次のコマンドを使用します。

# scha_resourcegroup_get -O ALL_LOAD_FACTORS -G rg1

factor1=50

factor2=1

factor3=0
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例   281 scha_resourcegroup_get コマンドを使用して、リソースグループに定義されているすべ
ての負荷係数名を一覧表示する

rg1 というリソースグループに定義されているすべての負荷係数のリストを取得するには、次の
コマンドを使用します。

# scha_resourcegroup_get -O ALL_LOAD_FACTOR_NAMES -G rg1

factor1

factor2

factor3

例   282 scha_resourcegroup_get コマンドを使用して、リソースグループの特定の負荷係数を
クエリーする

rg1 というリソースグループに定義されている特定の負荷係数を表示するには、次のコマンドを
使用します。

# scha_resourcegroup_get -O LOAD_FACTOR -G rg1 factor1

50

例   283 scha_resourcegroup_get コマンドを使用して、リソースグループの優先順位をクエリー
する

rg1 というリソースグループに設定されている優先順位を表示するには、次のコマンドを使用し
ます。

# scha_resourcegroup_get -O PRIORITY -G rg1

501

例   284 scha_resourcegroup_get コマンドを使用して、リソースグループのプリエンプション
モードをクエリーする

rg1 というリソースグループに設定されているプリエンプションモードを表示するには、次のコマ
ンドを使用します。

# scha_resourcegroup_get -O PREEMPTION_MODE -G rg1

Has_Cost

次の終了ステータスコードが返されます。

0 コマンドは正常に完了しました。

0 以外 エラーが発生しました。
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障害エラーコードは、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されてい
ます。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 安定

Unresolved link to " awk1", 185 ページのclnode(1CL), 675 ページのscha_cmds(1HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), 1185 ページのscha_resourcegroup_get(3HA),
Unresolved link to " attributes5", 1319 ページのrg_properties(5), Unresolved link
to " rbac5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_resourcetype_get — リソースタイプ情報にアクセス

scha_resourcetype_get -O optag -T type [-Z zoneclustername]

scha_resourcetype_get コマンドは、Resource Group Manager (RGM) で登録されている
リソースタイプの情報にアクセスします。

このコマンドは、クラスタの RGM で制御されるサービスを表すリソースタイプの
コールバックメソッドのシェルスクリプト実装で使用します。このコマンドは、C 関数
1215 ページのscha_resourcetype_get(3HA) と同じ情報を提供します。

これらの情報は、このコマンドによって、675 ページのscha_cmds(1HA) のマニュアルページで
説明されている書式付き文字列で標準出力 (stdout) に出力されます。各行に単一または複
数の文字列が出力されます。出力はシェル変数に格納できます。また、出力を Unresolved
link to " awk1" コマンドまたはほかのシェルコマンドを使用して、スクリプトがさらに使用でき
るように解析することもできます。

このコマンドを使用するためには、solaris.cluster.resource.read RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してください。

認証されたユーザーは、Unresolved link to " pfsh1"、Unresolved link to " pfcsh1"、また
は Unresolved link to " pfksh1" プロファイルシェルから、Oracle Solaris Cluster の特権
コマンドをコマンド行で実行できます。プロファイルシェルは、Oracle Solaris Cluster コマンド
権プロファイルに割り当てられた Oracle Solaris Cluster の特権コマンドへのアクセスを可能
にする特別なシェルです。プロファイルシェルは、Unresolved link to " su1M" を実行すると
起動されます。Unresolved link to " pfexec1" を使用しても、Oracle Solaris Cluster の特
権コマンドを実行できます。

次のオプションがサポートされています。

-O optag

アクセスする情報を指定します。

注記 - API_VERSION や BOOT などの optag オプションには、大文字と小文字の区別はありませ
ん。optag オプションを指定するときには、大文字と小文字の任意の組み合わせを使用できま
す。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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次の optag 値は、対応するリソースタイプのプロパティーを取得します。出力は、リソースタ
イプの名前付きプロパティーの値です。
API_VERSION

BOOT

FAILOVER

FINI

GLOBAL_ZONE

INIT

INIT_NODES

INSTALLED_NODES

IS_LOGICAL_HOSTNAME

IS_SHARED_ADDRESS

MONITOR_CHECK

MONITOR_START

MONITOR_STOP

PKGLIST

POSTNET_STOP

PRENET_START

PROXY

RESOURCE_LIST

RT_BASEDIR

RT_DESCRIPTION

RT_SYSTEM

RT_VERSION

SINGLE_INSTANCE

START

STOP

UPDATE

VALIDATE

-T type

クラスタの RGM で使用するように登録されたリソースタイプの名前です。

-Z zoneclustername

操作するクラスタを指定します。このオプションは、コマンドが大域ゾーンで実行されるもの
の、指定されたゾーンクラスタで動作する必要がある場合に使用します。ゾーンクラスタ内
で、異なるゾーンクラスタにアクセスするために使用することはできません。

zoneclustername クエリーが zoneclustername という名前のゾーンクラスタで実行さ
れるように指定します。

-Z オプションを省略すると、コマンドが実行されるクラスタでクエリーが実行されます。

次の終了値が返されます。

0 コマンドは正常に完了しました。

0 以外 エラーが発生しました。
障害エラーコードは、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されてい
ます。
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次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 安定

Unresolved link to " awk1", 675 ページのscha_cmds(1HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), 1215 ページのscha_resourcetype_get(3HA),
Unresolved link to " attributes5", 1335 ページのrt_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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OSC4 1m
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名前
ccradm — CCR テーブルファイル管理コマンド

/usr/cluster/lib/sc/ccradm subcommand [-?]

/usr/cluster/lib/sc/ccradm addkey [-Z zoneclustername] -v value -k key ccrtablefile

/usr/cluster/lib/sc/ccradm addtab [-Z zoneclustername] ccrtablefile

/usr/cluster/lib/sc/ccradm changekey [-Z zoneclustername] -v value -k key ccrtablefile

/usr/cluster/lib/sc/ccradm delkey [-Z zoneclustername] -k key ccrtablefile

/usr/cluster/lib/sc/ccradm recover [-Z zoneclustername] -f -o ccrtablefile

/usr/cluster/lib/sc/ccradm remtab [-Z zoneclustername] ccrtablefile

/usr/cluster/lib/sc/ccradm replace [-Z zoneclustername] -i newdatafile ccrtablefile

/usr/cluster/lib/sc/ccradm showkey [-Z zoneclustername] -k key ccrtablefile

ccradm コマンドは、クラスタ構成リポジトリ (CCR) 情報をサポートします。

CCR 情報は、/etc/cluster/ccr ディレクトリに存在します。グローバルクラスタに関す
る CCR 情報は、/etc/cluster/ccr/global  ディレクトリに存在します。ゾーンクラスタ 
zoneclustername に関する CCR 情報は、/etc/cluster/ccr/zoneclustername  ディレクトリ
に存在します。CCR 情報は、サポートされているプログラミングインタフェースからのみアクセス
できるようにしてください。ファイルのアクセス権は、CCR 情報に直接アクセスできないように
意図的に設定されています。

CCR 情報は、テーブルの形式で格納され、1 つのテーブルがその専用のファイルに格納され
ます。CCR テーブルファイルの各行は、キーと値の 2 つの ASCII 文字列で構成されます。各
CCR ファイルは、世代番号 (ccr_gennum) およびチェックサム (ccr_checksum) で始まります。

ccr_gennum は、CCR テーブルファイルの現在の世代番号を示します。システムは ccr_gennum
を管理します。もっとも大きい番号がファイルの最新バージョンです。

ccr_checksum は、CCR テーブルコンテンツのチェックサムを示し、テーブルのデータの整合性
検査を提供します。システムは、無効なチェックサムでは CCR テーブルファイルを使用しませ
ん。

ccrtablefile ファイルは、ローカルノード上の CCR テーブルを表すファイルの名前です。-Z オプ
ションを指定すると、ccrtablefile は指定したゾーンクラスタに属します。-Z オプションを指定し



716 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

ないと、ccrtablefile はグローバルクラスタに属します。グローバルクラスタおよびゾーンクラスタ
は、それぞれ同じ名前の ccrtablefileを持つことができますが、含まれる情報は異なります。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

このコマンドには、次のサブコマンドがあります:

addkey

指定したクラスタの CCR テーブルファイルにキーと値のペアを追加します。-s オプション
とともに使用すると、データは文字列値になります。-f オプションとともに使用すると、値は
ファイルの最初の文字列になり、ファイルに 1 つの文字列のみが含まれます。ファイルがこ
の形式でない場合、コマンドによってエラーが返されます。
このサブコマンドはクラスタモードでのみ使用できます。

addtab

指定したクラスタの CCR にテーブルを作成します。テーブルには、最初に ccr_gennum お
よび ccr_checksum のみが含まれます。
このサブコマンドはクラスタモードでのみ使用できます。

changekey

指定したキーと新しい値に基づいて、CCR テーブルファイルのキーの値を変更します。キー
が CCR テーブルファイルに見つからない場合、コマンドは ESPIPE を返します。-s オプショ
ンとともに使用すると、データは文字列値になります。f オプションとともに使用すると、値
はファイルの最初の文字列になり、ファイルに 1 つの文字列のみが含まれます。ファイル
がこの形式でない場合、コマンドによってエラーが返されます。
このサブコマンドはクラスタモードでのみ使用できます。

delkey

指定したキーに基づいて、キーと値のペアを CCR テーブルファイルから削除します。キーが
CCR テーブルファイルに見つからない場合、コマンドは ESPIPE を返します。
このサブコマンドはクラスタモードでのみ使用できます。

recover

注意 - このサブコマンドは、CCR の内部処理に精通しているエンジニアのみが使用するように
してください。このサブコマンドは手動による復旧操作をサポートしています。一般のユーザーは
このサブコマンドを使用しないようにしてください。

recover サブコマンドは、常に ccr_gennum の値を設定し、チェックサムを再計算し
て、CCR テーブルファイルの ccr_checksum の値を設定します。
-o オプションを指定せずに recover サブコマンドを使用すると、recover サブコマンドは
世代番号を INIT_VERSION (-1) に設定します。INIT_VERSION の世代番号は、ローカルノー
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ドがクラスタを再結合するまでの間のみ CCR テーブルファイルが有効であることを意味
し、再結合時点で、クラスタは CCR テーブルファイルの内容を、クラスタ内の別のノードの
CCR テーブルファイルの内容で置き換えます。前提条件は、クラスタ内のその他のノード
のいずれかで、CCR テーブルファイルにオーバーライドバージョンを設定するか、その他の
ノードの少なくとも 1 つに、CCR テーブルファイルの有効なコピーがある必要があるという
ことです。CCR テーブルファイルが有効になるのは、有効なチェックサムを持ち、その世代
番号が 0 以上の場合です。
すべてのノード上で CCR テーブルファイルの世代番号が INIT_VERSION である場合は、
復旧が完了したあとも CCR テーブルは無効のままになります。そのため、クラスタ内の少
なくとも 1 つのノードの CCR テーブルファイルでは recover サブコマンドとともに -o オプ
ションを使用する必要があります。
-o オプションとともに recover サブコマンドを使用すると、recover サブコマンドは世
代番号を OVRD_VERSION (-2) に設定します。OVRD_VERSION の世代番号は、システムが
ローカルノードの CCR テーブルファイルの内容をほかのすべてのクラスタノードに伝える
ことを意味します。内容をほかのノードに伝えると、システムは世代番号を 0 に変更しま
す。OVRD_VERSION の値を持つ CCR テーブルファイルは 1 つのノードのみに含めるように
してください。OVRD_VERSION が複数のノードで同じ CCR テーブルファイルに設定されてい
る場合、システムは任意に 1 つの CCR テーブルファイルの内容を使用します。
このサブコマンドは、非クラスタモードでのみ使用できます。

remtab

CCR からテーブルを削除します。
このサブコマンドはクラスタモードでのみ使用できます。

replace

注意 - このサブコマンドは、CCR の内部処理に精通しているエンジニアのみが使用するように
してください。このサブコマンドは手動による復旧操作をサポートしています。一般のユーザーは
このサブコマンドを使用しないようにしてください。

ccrdatafile の内容を newdatafile の内容で置き換えます。チェックサムが再計算され、世
代番号は 0 にリセットされます。
このサブコマンドはクラスタモードでのみ使用できます。

showkey

CCR テーブルファイルの指定されたキーの値を表示します。キーが CCR テーブルファイル
に見つからない場合、コマンドは ESPIPE を返します。showkey コマンドは、指定したキーの
値文字列のみ (そのあとに行末が続く) を標準出力に書き込みます。エラーが発生した場
合、コマンドは何も書き込みません。
このサブコマンドはクラスタモードでのみ使用できます。

このコマンドには、次のオプションがあります:
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-?
--help

ヘルプ情報を表示します。
このオプションはサブコマンド付きでもサブコマンドなしでも指定できます。
サブコマンドを指定しない場合、使用可能なすべてのサブコマンドのリストが表示されま
す。
サブコマンドを指定した場合、そのサブコマンドの使用法が表示されます。
このオプションとその他のオプションを指定すると、その他のオプションは無視されます。

-f
--force

ノードがクラスタメンバーとしてブートされる場合は recover サブコマンドを強制することを
指定します。

-i newdatafile
--input=newdatafile
--input newdatafile

復旧操作に使用する CCR テーブルファイルを指定します。

-k
--key

追加、削除、または変更するキーの名前を指定します。

-o
--override

オーバーライドオプションは recover サブコマンドとともに使用します。世代番号を
OVRD_VERSION に設定します。
このオプションは、1 つの CCR テーブルファイルをマスターコピーにするよう指定するため
に使用します。このマスターバージョンの CCR テーブルファイルは、復旧時に残りのノード
上のほかのバージョンのファイルをオーバーライドします。複数のノードで CCR テーブルファ
イルの世代番号が OVRD_VERSION である場合は、1 つのファイルのみが選択され、警告
メッセージが 1 つのノードのコンソールに出力されます。復旧後、テーブルの世代番号は 0
にリセットされます。
このオプションは、非クラスタモードモードでのみ使用できます。

-v value
--value=value
--value value

CCR テーブルのキーの値を指定します。値文字列に空白文字は使用できません。つまり、
スペース、タブ、キャリッジリターン、または改行は使用できません。
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-Z {zoneclustername  | global}
--zoneclustername= {zoneclustername | global}
--zoneclustername {zoneclustername  | global}

CCR トランザクションが実行されるクラスタを指定します。このオプションは、すべてのサ
ブコマンドでサポートされています。このオプションを指定する場合は、次のいずれかの引
数も指定する必要があります。

zoneclustername
このオプションを使用するコマンドが、zoneclustername という名前のゾーンクラスタ
でのみ指定されたすべてのリソースグループで作動するように指定します。

global

このオプションを使用するコマンドが、広域クラスタでのみ指定されたすべてのリソー
スグループで作動するように指定します。

-Z オプションは、クラスタモードでのみ使用できます。

次のオペランドだけがサポートされています。

ccrtablefile
管理対象となる CCR テーブルファイルを指定します。指定できるのは 1 つの ccrtablefile
のみです。

ccradm コマンドは、CCR テーブルファイルの管理アクションに使用できます。

例   285 破損した CCR テーブルの修復および checksum の再計算

破損した CCR テーブルを修復するためのこれらの手順は、緊急の修復手順の一部として、承
認された Oracle 担当者によって指示された場合にのみ実行してください。

次の例では、CCR テーブル ccr-file を修復します。

1. すべてのノードを非クラスタモードでリブートします。
2. すべてのノードのファイルを編集し、正しいデータが含まれるようにします。ファイルはすべて

のノードで同じである必要があります。ファイルはすべてのノード同じであるため、すべての
ノードでオーバーライドバージョンとして指定することもできます。

3. チェックサムを再計算し、すべてのノードで次のコマンドを実行して、この CCR テーブルファ
イルをオーバーライドバージョンに指定します (ccr-file は CCR テーブルの名前です)。

# ccradm recover -o ccr-file

4. すべてのノードをクラスタモードでリブートします。
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例   286 バックアップバージョンからの破損した CCR テーブルの復元

次の例では、CCR テーブル yyy をバックアップバージョン (yyy.bak ファイル) の内容で置き換
えます。コマンドは、クラスタモードの 1 つのノードから実行します。

# ccradm replace -Z global -i /etc/cluster/ccr/global/yyy.bak /etc/cluster/ccr/global/yyy

例   287 CCR テーブルの作成

次の例では、一時 CCR テーブル foo をゾーンクラスタ zc1 に作成します。コマンドは、クラスタ
モードの 1 つのノードから実行します。

# ccradm addtab -Z zc1 foo

例   288 CCR テーブルの削除

次の例は、グローバルクラスタからの CCR テーブル foo の削除を示しています。コマンドは、ク
ラスタモードの 1 つのノードから実行します。

# ccradm remtab foo

例   289 CCR テーブルの変更

次の例では、グローバルクラスタ CCR テーブル rgm_rg_nfs-rg の Pingpong_interval プロ
パティーの値を 5400 に変更します。コマンドは、クラスタモードの 1 つのノードから実行します。

# ccradm changekey -s 5400 -k Pingpong_interval rgm_rg_nfs-rg

例   290 CCR テーブルのキー値の表示

次の例では、CCR テーブル rgm_rg_nfs-rg の Pingpong_interval プロパティーの値を表示し
ます。

# ccradm showkey -k Pingpong_interval rgm_rg_nfs-rg

5400

次の終了値が返されます。

0
エラーは発生していません。

>0
エラーが発生しました。
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次の属性の詳細は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com
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名前
cl_eventd — クラスタイベントデーモン

/usr/cluster/lib/sc/cl_eventd [-v]

cl_eventd デーモンはブート時に開始され、ほかのクラスタコンポーネントで生成されたシステ
ムイベントをモニターして、ほかのクラスタノードへ転送します。さらに、このデーモンは、これらの
イベントをほかのクラスタノードに転送します。ただし転送されるイベントは、クラス EC_Cluster
のイベントのみに限られます。

次のオプションがサポートされています。

-v Unresolved link to " syslogd1M"に追加のトラブルシューティング情
報やデバッグ情報を送信します。

/usr/cluster/lib/sc/cl_eventd クラスタイベントデーモン

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

Unresolved link to " syseventd1M", Unresolved link to " syslog3C"

cl_eventd デーモンは、アクセス可能なインタフェースを公開しません。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
cl_pnmd — Public Network Management (PNM) サービスデーモン

/usr/cluster/bin/cl_pnmd [-d [-t [tracefile]]]

cl_pnmd は、Public Network Management (PNM) モジュールのサーバーデーモンです。こ
のデーモンが開始するのは通常、システムブート時です。このデーモンが起動すると、PNM サー
ビスが開始されます。

Unresolved link to " in.mpathd1M" デーモンは、アダプタのテストおよびノード内フェイル
オーバーをローカルホスト内のすべての IP ネットワークマルチパス (IPMP) グループに対して実
行します。

cl_pnmd は、ローカルホストの IPMP 状態を追跡し、すべての IPMP グループのノード内のフェ
イルオーバーをサポートします。

次のオプションがサポートされています。

-d stderr にデバッグメッセージを表示します。

-t tracefile -d オプションと併用することで、すべてのデバッグメッセージを tracefile
にリダイレクトさせます。tracefile が省略されている場合は、/var/
cluster/run/cl_pnmd.log が使用されます。

cl_pnmd は、デーモンであり、stdin、stdout、または stderr を使用して外部へ直接接続できま
せん。すべての診断メッセージは、Unresolved link to " syslog3C" を使用して記録されま
す。

cl_pnmd はスーパーユーザーモードで実行する必要があります。

生成されるデバッグメッセージは膨大な量になる可能性があるため、-t オプションを長期間使
用することは避けてください。

cl_pnmd は、pnm 起動スクリプトにより開始されます。サービス管理機能がデーモンを起動およ
び終了します。

SIGTERM シグナルを使用することで、cl_pnmd を正常に終了させることができます。同デーモン
を終了させる場合、その他のシグナルは使用しないでください。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

Unresolved link to " ifconfig1M", Unresolved link to " in.mpathd1M", Unresolved
link to " syslog3C", Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
dcs_config — DCS のクエリー

/usr/cluster/lib/sc/dcs_config -c info [-s service-name | -C 
     service-class | -d device-path]

/usr/cluster/dtk/bin/dcs_config -c status [-s service-name]

/usr/cluster/lib/sc/dcs_config -c remove -s service-name

dcs_config コマンドは、Device Configuration System (DCS) を直接更新するように設
計された緊急のコマンド行インタフェースです。dcs_config の更新オプションは、承認された
Oracle サポート担当者に指示された場合にのみ使用するようにしてください。cldevicegroup
コマンドを使用して、DCS に対する通常の変更をすべて実行します。

デバイスのサービスをクエリーするには、コマンドの info または status 形式を使用しま
す。info 形式では、サービスに関する一般的な構成情報が提供されます。status 形式では、
サービスの現在の状態に関する情報が提供されます。追加の修飾オプションなしの info およ
び status コマンドは、使用中のすべてのサービスクラスとサービスを示します。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

次のオプションがサポートされています。

-c command

実行する command を指定します:

info

指定されたサービス名に関する情報を表示し、指定されていない場合はすべてのサー
ビスを表示します。出力はサービスのタイプに応じて異なり、サービスクラス、セカンダ
リ、スイッチバック、レプリカ、生成、デバイスなどが含まれます。

status

指定されたサービスのサービス状態またはすべての状態 (サービス名が指定されてい
ない場合) を表示します。

remove

指定されたサービス名を DCS から削除します。これは、サービス名をクラスタから削
除するだけです。Oracle Solaris からは削除しません。たとえば、dcs_config を使用
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してメタセットを削除すると、Solaris Volume Manager ではディスクセットは削除さ
れません。

-C service-class

サービスクラスを指定します。有効なサービスクラスは、SUNWmd、DISK、TAPE、および
SUNWlocal です。

-d device-path

デバイスパスを指定します。

-s service-name

サービス名を指定します。有効なサービス名には、メタセットとディスクが含まれます。

例   291 ディスクに関する情報の表示

この例では、ディスク dsk/d5 に関する情報を表示します:

# dcs_config -c info -s dsk/d5

Service name: dsk/d5

Service class: DISK

Switchback Enabled: False

Number of secondaries: All

Replicas: (Node id --> 1, Preference --> 0)(Node id --> 2, Preference --> 0)

Devices: (239, 160-167) 

Properties:

   gdev --> d5

   autogenerated --> 1

例   292 認識されない Solaris Volume Manager metaset の削除

この例では、クラスタソフトウェアがメタセット nfs-set を認識しますが、Solaris Volume
Manager では認識しません。cldevicegroup status コマンドはメタセットを表示します:

=== Cluster Device Groups ===

--- Device Group Status ---       

Device Group Name     Primary     Secondary     Status      

-----------------     -------     ---------     ------      

nfs-set                -           -             Offline

metaset コマンドでは、セットを認識しません:

# metaset -s nfs-set

metaset: setname "nfs-set": no such set

1 つのノードから実行し、次の dcs_config コマンドがクラスタから nfs-set を削除します:

# dcs_config -c remove -s nfs-set



dcs_config 729

例   293 metaset のステータスの表示

この例では、nfs-set メタセットのステータスを表示します。

# dcs_config -c status -s nfs-set

Service Name: nfs-set

Active replicas: (1. State - Primary)(2. State - Secondary)

Service state: SC_STATE_ONLINE

次の属性の詳細は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

79 ページのcldevicegroup(1CL), Unresolved link to " metaset1M"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
halockrun — ファイルロック保持中の子プログラムの実行

/usr/cluster/bin/halockrun [-nsv] [-e exitcode] lockfilename 
     prog [args]

halockrun ユーティリティーは、ファイルロックを要求し、そのロックを保持したままプログラム
を実行するための便利な方法を備えています。このユーティリティーではスクリプトロックがサ
ポートされるので、Bourne シェルなどのスクリプト言語でプログラミングする際には役立ちま
す。Unresolved link to " sh1" を参照してください。

halockrun は、ファイル lockfilename を開き、ファイル全体に対して排他モードでファイルロッ
クを要求します。Unresolved link to " fcntl2" を参照してください。次に、引数 args でプロ
グラム prog を子プロセスとして実行し、子プロセスが終了するまで待機します。子が終了する
と、halockrun はロックを解除し、子が終了したのと同じ終了コードで終了します。

子プロセスで、prog は危険領域で実行されます。この危険領域は形がよく整われているため、
子プロセスがどのような方法で終了してもロックが解除されることです。これらの方法は全体
的に効果的です。

ファイル lockfilename を開けない場合や作成できない場合、halockrun は stderr にエラー
メッセージを出力し、終了コード 99 で終了します。

次のオプションがサポートされています。

-e exitcode

通常、halockrun によって検出されたエラーは終了コード 99 で終了します。-e オプションで
は、この特別な終了コードの値を変更できます。

-n

ロックを非ブロックモードでリクエストします。ロックがすぐ許可されない場合、halockrun は
prog を実行せずに終了コード 1 でただちに終了します。この動作は -e オプションの影響
を受けません。
-n オプションを省略すると、ブロックモードでロックを要求します。つまり、halockrun ユー
ティリティーは、ロックが使用可能な状態になるまで待機します。

-s

排他モードではなく共有モードのファイルロックを要求します。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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-v

標準エラー出力  に冗長出力します。

子プロセスが起動しないなどの halockrun 自体によるエラーが検出された場合、halockrun は
終了コード 99 で終了します。-e オプションで終了コードの値をそれ以外の値に変更できます。
「オプション 」を参照してください。

それ以外の場合、halockrun は子プロセスの終了コードで終了します。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

Unresolved link to " fcntl2", Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
hatimerun — タイムアウト制御下での子プログラムの実行

/usr/cluster/bin/hatimerun -t timeOutSecs [-adv] [-e exitcode] prog args

/usr/cluster/bin/hatimerun -t timeOutSecs [-dv] [-e exitcode] [-k signalname] prog args

hatimerun ユーティリティーでは、タイムアウト可能な別の子プログラムを実行するための便利
な機能を備えています。Bourne シェルなどのスクリプト言語でのプログラミングに使用すると
便利です。Unresolved link to " sh1" を参照してください。

hatimerun ユーティリティーでは、プログラム prog を引数 args で、タイムアウト制御化での子サ
ブプロセスとして、独自のプロセスグループとして実行します。タイムアウトは、-t timeOutSecs
オプションを使用して秒単位で指定します。タイムアウトになると、hatimerun は SIGKILL シ
グナルで子サブプロセスのプロセスグループを強制終了し、終了コード 99 で終了します。

次のオプションがサポートされています。

-a hatimerun の機能を大幅に変更します。hatimerun ユーティリティーは、
タイムアウトになっても子プロセスを強制終了しません。子を非同期で実
行したまま、終了コード 99 で終了します。
-a オプションと -k オプションを同時に指定できません。

-d タイムアウトの遅延を有効にします。このオプションは、プログラム
_prog_ の実行が開始されるまでタイムアウトクロックの開始を遅延させ
ます。負荷の高いシステムでは、子プロセスがフォークされる時点から指
定されたプログラムの実行が開始される時点まで、数秒間の遅延が発
生する可能性があります。-d オプションを使用すれば、割り当てられたタ
イムアウト期間に対して追加の実行前時間がカウントされなくなります。

-e タイムアウトの終了コードを 99 以外の値に変更します。

-k 子プロセスグループを強制終了するシグナルを指定しま
す。Unresolved link to " kill1" コマンドで認識されるものと同じシグ
ナル名を指定できます。特に、シグナル名は、<signal.h> の説明に定義
されているシンボリック名のいずれかにするようにしてください。シグナ
ル名ではアルファベットの大文字と小文字が区別されません。また、接
頭辞 SIG は省略します。シグナル番号を使用するときは、-k オプション
に数値引数を指定します。
-a オプションと -k オプションを同時に指定できません。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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-t タイムアウト期間を秒単位で指定します。

-v 標準エラー出力  に冗長出力します。

タイムアウトになったとき、hatimerun は終了コード 99 で終了します。この値は、-e オプション
で値を指定して変更できます。

タイムアウトにはなっていないがその他のエラー (子プログラムではなく hatimerun ユーティリ
ティーによって) が検出された場合、hatimerun は終了コード 98 で終了します。

それ以外の場合、hatimerun は子プログラムと同じ終了ステータスで終了します。

hatimerun ユーティリティーは、シグナル SIGTERM をキャッチします。hatimerun は、このシ
グナルへの応答として、タイムアウトのときと同様に子プログラムを強制終了し、終了コード 98
で終了します。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

Unresolved link to " kill1", Unresolved link to " sh1", Unresolved link to "
attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
pmfadm — プロセスモニター機能の管理

/usr/cluster/bin/pmfadm -c nametag [-a action] [[-e ENV_VAR=
     env.var…] | -E] [-n retries] [-t period] [-C level#] 
     command [args-to-command…]

/usr/cluster/bin/pmfadm -k nametag [-w timeout] [signal]

/usr/cluster/bin/pmfadm -L [-h host]

/usr/cluster/bin/pmfadm -l nametag [-h host]

/usr/cluster/bin/pmfadm -m nametag [-n retries] [-t period]

/usr/cluster/bin/pmfadm -q nametag [-h host]

/usr/cluster/bin/pmfadm -s nametag [-w timeout] [signal]

pmfadm は、プロセスモニター機能に管理用のコマンド行インタフェースを提供するためのユー
ティリティーです。

プロセスモニター機能は、プロセスおよび派生プロセスのモニタリングを行い、途中で終了した
プロセスに対しては再起動することができます。また発生する障害について、許容される総数
および期間を指定することができます。指定期間内に発生した障害の総数が許容値を超過し
た場合、コンソールにメッセージが記録され、プロセスの再起動は行われなくなります。

action プログラムを指定しておくと、障害の発生数が許容値を超過した場合に、指定されたプ
ログラムが呼び出されます。なお、action プログラムがゼロ以外のステータスで終了した場合
は、プロセスの nametag がプロセスモニター機能から削除されます。それ以外の場合はプロ
セスが再起動され、オリジナルのパラメータが pmfadm に渡されます。

プロセスモニターの制御のもとで起動されるプロセスは、 リクエストを開始したユーザーの有効
なユーザー ID (euid) と有効なグループ ID (egid) のもとで実行されます。これらのプロセスに
関連付けられた nametag を操作できるのは、実行ユーザーまたは root のユーザーのみです。
ただしステータス情報は、ローカルかリモートかを問わず、すべての呼び出し元から使用可能で
す。

最初に実行されたプロセスと、そこから生成されたプロセスおよび、その派生プロセスがすべて
モニターされます。最後のプロセス/サブプロセスが終了した場合のみ、プロセスモニターはそ
のプロセスの再起動を試みます。
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次のオプションがサポートされています。

-a action

プロセスが中断した場合に呼び出されるアクションプログラムです。該当するプログラムに
ついては -a オプションに単独の引数として指定する必要がありますが、複数のコンポーネ
ントを引用符で囲んだ文字列として指定することも可能です。いずれの場合も、文字列は
指定通りに実行され、2 つの追加引数、発生したイベント (現状では failed のみ)、プロセ
スに関連付けられた nametag が付加されます。カレントディレクトリと PATH 環境変数は、
コマンドが実行される前に再インスタンス化されます。その他の環境変数は、基本的に保
持されるものとして処理されます。
アクションプログラムが 0 ステータスで終了した場合、pmfadm に渡されたオリジナルの引
数を使用して、プロセスが再起動されます。その他のステータスで終了した場合は、プロセ
スモニターのモニター範囲内で nametag が終了します。
-a オプションが指定されていない場合は、0 ステータス以外で常に終了となるアクション
スクリプトが指定されている場合と同様の結果になります。

-C level#

プロセスを開始する際に、該当プロセスおよびその子孫を最大 level# レベルまでモニター
します。なお level# に指定する値は、0 以上の整数にする必要があります。各プロセスの
実行レベルについては、オリジナルのプロセスはレベル 0 で実行され、その子供はレベル
1 で実行され、孫に当たるプロセスはレベル 2 で実行されるというようになります。新しい
フォーク操作により、新しい子のレベルが生成されます。
このオプションを使用することで、モニターするプロセスに対して、より細かなコントロールを
施すことができます。これは、新規プロセスをフォークするサーバーをモニターする際に有用
です。
このオプションを使用しない場合、すべての子プロセスがモニターの対象とされ、オリジナ
ルおよびそのすべての子孫が実行を停止するまで、オリジナルのプロセスは再起動されな
いことになります。
サーバーがクライアントの要求を扱う際に新規プロセスをフォークさせる場合などは、この
サーバーのみに限定してモニターできた方が都合がよい場合があります。これは、こうした
サーバーが活動を停止したような場合、そのクライアントプロセスが実行中であっても、サー
バー本体を再起動する必要があるからです。適切なモニタリングレベルは -C 0 です。
子プロセスをフォークした場合、親プロセスは終了して、モニタリングすべき対象は子の側
に移ります。子プロセスのモニターに用いるレベルは -C 1 です。双方のプロセスが終了し
た場合は、サーバーを再起動します。

-c nametag

nametag を識別子としてプロセスを開始させます。コマンド行フラグに続くすべての引数
は、該当するプロセスとして処理されます。カレントディレクトリと PATH 環境変数は、コマ
ンドが実行される前にプロセスモニター機能によって再インスタンス化されます。その他の
環境変数は、基本的に保持されるものとして処理されます。
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nametag がすでに存在する場合、pmfadm は終了ステータスを 1 として終了し、副次的な
作用を及ぼすことはありません。
入出力先の変更は、コマンド行引数ではサポートされていません。こうした操作が必要な
場合は、入出力先を変更するためのスクリプトを作成し、pmfadm の実行するコマンドに指
定してください。

-E

pmfadm 環境全体を新規プロセスへ渡します。デフォルトでは、このオプションは使用され
ず、rpc.pmfd 環境と pmfadm 環境のパスが渡されます。
-e と -E オプションは排他的な関係にあるため、同じコマンド内で両者を併用できません。

-e ENV_VAR= env.value

ENV_VAR=env.value の形式で使用される環境変数の 1 つで、新規プロセスの実行環境に
渡されます。このオプション指定は繰り返しが可能で、複数の環境変数を渡すことができ
ます。デフォルトでは、このオプションは使用されず、rpc.pmfd 環境と pmfadm 環境のパス
が渡されます。

-h host

アクセスするホスト名を指定します。デフォルトは localhost です。

-k nametag

指定されたシグナルを nametag に関連付けられたプロセスに送信するためのものです。
アクションプログラムが現在実行中であれば、それに関連付けられたすべてのプロセスが
該当します。特に指定されない場合は、デフォルトシグナルの SIGKILL が送信されます。
プロセスおよびその子孫が終了した状況で再試行が可能であれば、プロセスモニターはプ
ロセスを再起動させます。指定されるシグナルは、kill コマンドが認識する名前のセットと
同じです。

-L

該当コマンドを実行させたユーザーに属するすべての実行中のタグを一覧表示させるため
のもので、root ユーザの場合は、サーバー上で実行中のすべてのタグが表示されます。

-l nametag

nametag に関するステータス情報を出力させます。このコマンドによる出力はシステムの
診断をする際に有用ですが、内容は変更される可能性もあります。

-m nametag

nametag での再試行回数または再試行の監視時間を変更させるためのものです。なお、
これらのパラメータを変更した場合、過去の障害発生に関する履歴はクリアされます。

-n retries

指定期間内の再試行回数を指定します。このフィールドのデフォルト値は 0 であり、この場
合いったん終了したプロセスは再起動されません。許容される最大値は 100 です。値 -1
は、再試行回数が無限大であることを示します。
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-q nametag

nametag がプロセスモニターに登録されて実行されているかについて、その確認を行うた
めのものです。登録されていれば 0 が返され、そうでなければ 1 が返されます。その他の
戻り値は、エラーを意味します。

-s nametag

nametag に関連付けられたコマンドの再起動を停止させます。シグナルが指定された場
合、すべてのプロセスに送信されますが、これには現在実行中のアクションスクリプトおよ
びそのプロセスも該当します。シグナルが指定されない場合は、何も送信されません。ただ
し、プロセスのモニタリングを停止しても、そのままプロセス自体が消滅するわけではありま
せん。プロセス本体およびそのすべての派生プロセスが終了するまで、該当するプロセス
は実行され続けます。指定されるシグナルは、kill コマンドが認識する名前のセットと同
じです。

-t period

障害発生をカウントし続ける時間を分単位で指定します。このフラグのデフォルト値は -1
で、この場合はカウント時間は無限大になります。このパラメータを指定すると、指定期間
外でのプロセスへの障害発生はカウントされなくなります。

-w timeout

-s nametag または -k nametag フラグと併用することで、nametag に関連付けられたプ
ロセスが終了するまで、指定された時間 (秒) 待機させます。待機期限切れになった場合
は、pmfadm が終了し、その終了ステータスは 2 となります。このフラグのデフォルト値は 0
であるため、いずれのプロセスの終了も待つことなく、コマンドはただちに戻り値を返しま
す。
値として -1 を指定すると、タグに関連付けられたプロセスが終了するまで、pmfadm は無限
に待機し続けます。RPC タイムアウト期間に到達するまで、pmfadm プロセスは使用してい
る RPC サーバースレッドを解放しません。したがって、特に必要でないかぎり、-w timeout
の値には -1 を設定しないでください。

例   294 再起動することのない休眠プロセスの起動

次の例は、sleep.once という名前の休眠プロセスを起動させるもので、これはいったん終了し
たあとは再起動することがありません。

example% pmfadm -c sleep.once /bin/sleep 5

例   295 休眠プロセスの起動とその再起動

次の例は休眠プロセスを起動させたあと、最大 1 回再起動させます。

example% pmfadm -c sleep.twice –n 1 /bin/sleep 5
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例   296 休眠プロセスの起動とその再起動

次の例は休眠プロセスを起動させたあと、最大で毎分 2 回再起動させます。この実行の中断
数が許容回数を超過すると、/bin/true が呼び出されます。

example% pmfadm -c sleep.forever –n 2 –t 1 –a /bin/true /bin/sleep 60

例   297 sleep.forever nametag の現在のステータスの一覧表示

次のコマンドは、sleep.forever nametag の現在のステータスを一覧表示させます。

example% pmfadm -l sleep.forever

例   298 すべてのプロセスへの SIGHUP の送信

次のコマンドは、sleep.forever に関連付けられたすべてのプロセスに SIGHUP を送信させるも
ので、すべてのプロセスが終了するまで最大で 5 秒間待機させます。

example% pmfadm -w 5 -k sleep.forever HUP

例   299 プロセスのモニタリングの停止および SIGHUP の送信

次のコマンドは、sleep.forever プロセスのモニタリング (および再起動) を停止させるもので、
これに関連したすべてのプロセスに SIGHUP を送信させます。このコマンドはシグナルの送信後
ただちに戻り値を返しますが、その時点ではすべてのプロセスが終了しきっていない可能性も
あります。

example% pmfadm -s sleep.forever HUP

例   300 該当ユーザーに属するすべての実行タグを一覧表示

ここでは、ユーザーが次の一連のコマンドを実行したものとします。

example% pmfadm -c sleep.once /bin/sleep 30

example% pmfadm -c sleep.twice /bin/sleep 60

example% pmfadm -c sleep.forever /bin/sleep 90

これらの次に、次のコマンドを実行するものとします。

example% pmfadm -L

is

sleep.once sleep.twice sleep.forever
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次の終了値が返されます。

0 正常終了。

1 nametag が存在しなかったか、既存の nametag を作成しようとした場
合。

2 コマンドがタイムアウトした場合。

ゼロ以外 エラーが発生しました。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

Unresolved link to " kill1", 743 ページのrpc.pmfd(1M), Unresolved link to "
attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
rpc.pmfd, pmfd — RPC ベースのプロセスモニターサーバー

/usr/cluster/lib/sc/rpc.pmfd

rpc.pmfd デーモンは、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアで使用されるプロセスモニター機
能を提供するための Oracle の ONC RPC サーバーです。このデーモンが最初に実行開始さ
れるのは、システムの起動時です。

モニターするコマンドを、各コマンドを起動したユーザーで実行するため、rpc.pmfd デーモンは
スーパーユーザーで起動する必要があります。

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

Unresolved link to " truss1"Unresolved link to " attributes5"

診断メッセージは通常、コンソールにログが記録されます。

ほかの制御プロセスとの衝突を防ぐため、truss コマンドは、ほかのプロセスが /proc インタ
フェースを介して制御しているプロセスの追跡を許可しません。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
rpc.pmfd, pmfd — RPC ベースのプロセスモニターサーバー

/usr/cluster/lib/sc/rpc.pmfd

rpc.pmfd デーモンは、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアで使用されるプロセスモニター機
能を提供するための Oracle の ONC RPC サーバーです。このデーモンが最初に実行開始さ
れるのは、システムの起動時です。

モニターするコマンドを、各コマンドを起動したユーザーで実行するため、rpc.pmfd デーモンは
スーパーユーザーで起動する必要があります。

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

Unresolved link to " truss1"Unresolved link to " attributes5"

診断メッセージは通常、コンソールにログが記録されます。

ほかの制御プロセスとの衝突を防ぐため、truss コマンドは、ほかのプロセスが /proc インタ
フェースを介して制御しているプロセスの追跡を許可しません。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
sc_zonesd — Oracle Solaris Cluster ゾーン管理デーモン

/usr/cluster/lib/sc/sc_zonesd

sc_zonesd デーモンは、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアによって使用されるシステムデー
モンです。このデーモンが最初に実行開始されるのは、システムの起動時です。

このデーモンは大域ゾーンだけで動作します。

すべての診断メッセージは、syslog 関数を使用して記録されます。

sc_zonesd デーモンは、スーパーユーザーモードで起動する必要があります。

sc_zonesd デーモンは、SMF サービス sc_zones により制御されます。このデーモンが終了して
いる場合、あるいは、SMF サービスが無効である場合、クラスタノードはパニック状態になりま
す。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 プライベート

Unresolved link to " syslog3C", Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scconf — Oracle Solaris Cluster ソフトウェア構成の更新

scconf -a [-Hv] [-h node_options] [-A adapter_options] [-B 
     switch_options] [-m cable_options] [-P privatehostname_options] 
     [-q quorum_options] [-D devicegroup_options] [-T 
     authentication_options]

scconf -c [-Hv] [-C cluster_options] [-A adapter_options] [-B 
     switch_options] [-m cable_options] [-P privatehostname_options] 
     [-q quorum_options] [-D devicegroup_options] [-S slm_options] 
     [-T authentication_options] [-w heartbeat_options]

scconf -r [-Hv] [-h node_options] [-A adapter_options] [-B 
     switch_options] [-m cable_options] [-P privatehostname_options] 
     [-q quorum_options] [-D devicegroup_options] [-T 
     authentication_options]

scconf -p [-Hv [v]]

scconf [-H]

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

scconf コマンドは、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアの構成を管理します。scconf を使用
して、構成への項目の追加、構成済み項目のプロパティーの変更、構成からの項目の削除など
を行うことができます。これらの 3 つの形式の各コマンド内で、コマンド行に入力された順にオ
プションが処理されます。各オプションの処理が開始されるのは、その直前のオプションによる
更新処理がすべて完了してからになります。

また、scconf コマンドは Solaris Volume Manager メタセットおよび raw ディスクグループ
が、データ可用性のためにコントローラベースのレプリケーションを使用するディスクで構成され
ている場合に、これらのディスクグループおよびメタセットを登録するためにも使用できます。
scconf コマンドを使用してディスクグループとメタセットを登録する前に、ディスクグループの
すべてのディスクがレプリケートされているか、レプリケートされていないかのどちらかであり、そ
の両方ではないことを確認してください。また、scdidadm コマンドに -T または -t オプションを
付けて実行するか、cldevice replicate コマンドを実行する必要があります。これらのコマン
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ドは、コントローラベースのレプリケーションを使用するように DID デバイスを構成します。詳細
は、793 ページのscdidadm(1M) のマニュアルページまたは 61 ページのcldevice(1CL)
のマニュアルページを参照してください。

なお scconf コマンドを実行できるのは、有効なクラスタノードからだけです。クラスタ内のアク
ティブなノードであれば、どのノードからコマンドを実行しても違いはありません。コマンドを実行
して得られる結果は、実行するノードに関係なく、常に同じです。

scconf に -p オプションを指定すると、現在の構成が一覧表示されます。

-H オプションは、scconf コマンドのすべての形式で使用できます。-H を指定すると、ヘルプ情
報が表示されます。その他のオプションは無視されるため、実行されません。ヘルプ情報は、オ
プションなしで scconf を呼び出した場合も出力されます。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

基本オプション

次のオプションは、すべての形式の scconf コマンドに共通です。

-H

このオプションをコマンド行のいずれかの場所に指定すると、ヘルプ情報が出力されます。
他のすべてのオプションは無視され、実行されません。ヘルプ情報は、オプションなしで
scconf を呼び出した場合も出力されます。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

次のオプションは、scconf コマンドの基本的な形式および機能を変更します。これらのオプショ
ンは、1 つのコマンド行で複数を同時使用できません。

-a

add 形式の scconf コマンドを指定します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
-a オプションは、Oracle Solaris Cluster のソフトウェア構成の定義に使用されるほとん
どの項目の追加や初期化に使用できます。追加する要素 (たとえば、アダプタ、スイッチ、
デバイスグループなどのオプション) やその関連プロパティーを指定する場合は、-a と一緒
に追加オプションを使用します。1 つのコマンド行で同時に使用できる追加オプションの
数は、-a オプションと併用可能であれば、特に制限はありません。

-c

change 形式の scconf コマンドを指定します。
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このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
-c オプションは、Oracle Solaris Cluster ソフトウェア構成の一部としてすでに構成さ
れている項目のプロパティーを変更するときに使用します。新規または変更済みのプロパ
ティーを指定する場合は、-c と一緒に追加オプションを使用します。1 つのコマンド行で同
時に使用できる追加オプションの数は、-c オプションと併用可能であれば、特に制限はあ
りません。

-p

print 形式の scconf コマンドを指定します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
-p オプションを指定すると、scconf を使って構成できる Oracle Solaris Cluster の現在
の構成要素とその関連プロパティーが一覧表示されます。このオプションに -v オプション
を併用して、冗長形式で出力させることも可能です。

-r

remove 形式の scconf コマンドを指定します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
-r オプションは、Oracle Solaris Cluster ソフトウェア構成から項目を削除するときに使
用します。-r では、構成から削除する項目を指定する追加オプションを使用できます。1 つ
のコマンド行で同時に使用できる追加オプションの数は、-r オプションと併用可能であれ
ば、特に制限はありません。

追加オプション

次の追加オプションは、上で述べた基本オプションの 1 つまたは複数と併用できます。scconf
の各形式で使用できるオプションについては、SYNOPSIS セクションを参照してください。

使用可能なオプションを次に示します。

-A adapter_options

クラスタトランスポートアダプタに、プロパティーの追加、削除、変更を行います。処理にあ
たって、指定されたアダプタをホストするノードは、クラスタ内でアクティブとなっている必要
はありません。-A が使用可能なコマンドの 3 つの形式で、-A adapter_options はそれぞれ
次のようになります。
■ add 形式のコマンドの場合、-A adapter_options を指定するには次の構文を使用しま

す:

–A name=adaptername,node=

node[,vlanid=vlanid][,state=

state] \

[,other_options]
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■ change 形式のコマンドの場合、-A adapter_options を指定するには次の構文を使用し
ます:

–A name=adaptername,node=

node[,state=state] \

[,other_options]

■ remove 形式のコマンドの場合、-A adapter_options を指定するには次の構文を使用し
ます:

–A name=name,node=node

-A オプションは、次のサブオプションをサポートしています。

name=adaptername

特定のノード上にあるアダプタ名を指定します。-A オプションが指定されるごとに、こ
のサブオプションが含まれている必要があります。
adaptername は 1 つの device name から構成され、その直後に 1 つの physical-
unit 番号が続きます (hme0 など)。

node=node

特定のノード上にあるアダプタ名を指定します。-A オプションが指定されるごと
に、node サブオプションが必要です。
node には、ノード名またはノード ID を指定できます。

state=state

アダプタの状態を変更します。このサブオプションは、change 形式のコマンドで使用
できます。state には、enabled または disabled を指定できます。
構成にアダプタを追加した場合、その状態は常に disabled に設定されます。アダプ
タ上のいずれかのポートにケーブルを追加すると、デフォルトでは、ポートおよびアダプ
タの状態が enabled に変わります。-m cable_options を参照してください。
あるアダプタを使用不可にすると、そのアダプタに関連付けられたすべてのポートも使
用不可になります。これに対して、アダプタを使用可能にしても、関連ポートは使用可
能にはなりません。アダプタポートを有効にするためには、ポートが接続されているケー
ブルを有効にする必要があります。

trtype=type

トランスポートタイプを指定します。add 形式のコマンドで -A が使用されている場合
は、このサブオプションが含まれている必要があります。
トランスポート type の例は dlpi です。1483 ページのsctransp_dlpi(7p) を参照し
てください。
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[vlanid=vlanid]

タグ付けされた VLAN アダプタの VLAN ID を指定します。

[other_options]
特定のアダプタの型に使用可能なほかのオプションには、add および change 形式
のコマンドで -A オプションと併用するものがあります。特殊なオプションについては、
クラスタトランスポートアダプタのマニュアルページを参照してください。

このコマンドオプションを、-a、-c、または -r と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.transport.modify の RBAC 承認が必要です。Unresolved link
to " rbac5" を参照してください。

-B switch_options

クラスタトランスポートスイッチ (トランスポート接続点とも呼ぶ) のプロパティーを追加、削
除、または変更します。
このようなデバイスの例としては、Ethernet ハブ、ほかの各種タイプのスイッチ、リングな
どが該当しますが、これらだけに限られるわけではありません。
-B が使用可能なコマンドの 3 つの形式で、-B switch_options はそれぞれ次のようになりま
す。
■ add 形式のコマンドの場合、-B switch_options を指定するには次の構文を使用します:

–B type=type,name=name

[,other_options]

■ change 形式のコマンドの場合、-B switch_options を指定するには次の構文を使用しま
す:

–B name=name[,state=

state][,other_options]

■ remove 形式のコマンドの場合、-B switch_options を指定するには次の構文を使用しま
す:

–B name=name

-B オプションは、次のサブオプションをサポートしています。

name=name

クラスタトランスポートスイッチの名前を指定します。-B オプションが指定されるごと
に、name サブオプションが含まれている必要があります。
name は最大長 256 文字の文字列が指定できます。名前には数字や文字が使えま
すが、最初のキャラクタは文字でなければなりません。個々のトランスポートスイッチの
名前は、クラスタの名前空間全体で一意でなければなりません。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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state=state

クラスタトランスポートスイッチの状態を変更します。このサブオプションは、-B change
コマンドで使用できます。state には、enabled または disabled を指定できます。
構成にスイッチを追加した場合、その状態は disabled に設定されます。スイッチ上の
いずれかのポートにケーブルを追加すると、デフォルトでは、ポートおよびスイッチの状
態が enabled に変わります。-m cable_options を参照してください。
あるスイッチを使用不可にすると、そのスイッチに関連付けられたすべてのポートも使
用不可になります。これに対して、スイッチを使用可能にしても、関連ポートは使用可
能にはなりません。スイッチポートを有効にするためには、ポートが接続されているケー
ブルを有効にする必要があります。

type=type

クラスタトランスポートスイッチの型を指定します。add 形式のコマンドで -B が使用さ
れている場合は、このサブオプションが含まれている必要があります。
Ethernet ハブとは、switch タイプのクラスタトランスポートスイッチの例です。詳細
は、789 ページのscconf_transp_jct_etherswitch(1M) のマニュアルページを参
照してください。

[other_options]
特定のスイッチの型にほかのオプションを使用できる場合、add および change
形式のコマンドで -B とともにそれらを使用できます。特殊なオプションについて
は、789 ページのscconf_transp_jct_etherswitch(1M) クラスタトランスポートス
イッチのマニュアルページを参照してください。

このコマンドオプションを、-a、-c、または -r と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.transport.modify の RBAC 承認が必要です。Unresolved link
to " rbac5" を参照してください。

-C cluster_options

クラスタ名を変更します。このオプションが使用できるのは change 形式のコマンドだけで
す。
cluster_options は、change 形式のコマンドに対して、次のように指定します:

-C cluster=clustername

この形式のコマンドでは、クラスタの名前が clustername に変更されます。

-D devicegroup_options

ディスクデバイスグループを構成に追加するか、既存のデバイスグループのプロパ
ティーを変更またはリセットするか、Oracle Solaris デバイスグループの構成からグ
ループを削除します。その他のデバイスグループオプション (other_options) は、デバ
イスグループおよびそのオプションの追加と変更で、重要な役割を担っています。デ
バイスグループを構成する際は、マニュアルページのタイプ依存型デバイスグループ
オプションに特に注意してください (例: 773 ページのscconf_dg_svm(1M) および
769 ページのscconf_dg_rawdisk(1M))。デバイスグループの種類によっては、-D オプ

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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ションの 3 つの形式すべてをサポートしていないものもあります。svm デバイスグループで
通常使用できるものは change 形式のコマンドのみで、ノード優先順位リストの順序など、
特定の属性を変更することしかできません。
add 形式のコマンドを使用できるのは、新規にデバイスグループを作成する場合か、既
存のデバイスグループにノードを追加する場合です。デバイスグループのタイプによって
は、add 形式を使ってデバイスをグループに追加できる場合があります。コマンドの change
形式は、グループに関連するいくつかの属性を変更するために、更新を登録します。remove
形式のコマンドを使用できるのは、デバイスグループ全体を削除する場合か、グループのコ
ンポーネントをいくつか削除する場合です。
-D が使用可能な scconf コマンドの 3 つの形式で、-D devicegroup_options はそれぞれ
次のようになります:
追加:

-D type=type,name=
name[,nodelist=node[:
node]…]
        [,preferenced={true | false}]

        [,numsecondaries=integer]
        [,failback={enabled | disabled}][,other_options]

変更:

-D name=name[,nodelist=
node[:node]…]
        [,preferenced={true | false}]

        [,numsecondaries=integer]
        [,failback={enabled | disabled}][,other_options]

削除:

-D name=name,nodelist=
node[:node]…

-D オプションは、次のサブオプションをサポートしています。

name=name

デバイスグループの名前。この名前は、コマンドの 3 つの形式すべてで指定してくださ
い。

nodelist=node[: node]…

潜在的なプライマリノードのリストです。このリストは、グループをクラスタに追加すると
きに、デバイスグループタイプによっては指定が必要です。詳細は、タイプ依存型デバ
イスグループのマニュアルページを参照してください。
preferenced サブオプションを true に設定する場合は、nodelist サブオプションが
必要です。
add 形式のコマンドの場合、デフォルトでは nodelist は、デバイスグループでプライ
マリノードとなるべきノードの優先順序を指定する順序リストです。ただし、preferenced
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サブオプションが false (次のサブセクションを参照) に設定されている場合は、グ
ループ内のデバイスにアクセスする最初のノードが自動的にそのグループのプライマ
リノードになります。preferenced サブオプションは、既存のデバイスグループにノー
ドを追加する場合は使用できません。ただし、そのグループをはじめて作成する場合
や、change 形式のコマンドで使用する場合は、preferenced サブオプションを使用で
きます。
プライマリノードの優先順位を変更する場合は、nodelist に、必要な順序でクラスタ
ノードの完全なリストを指定する必要があります。また、preferenced サブオプションも
true に設定する必要があります。
remove 形式のコマンドで使用する場合、nodelist サブオプションは、指定したノード
をデバイスグループから削除するために使用します。デバイスグループ全体が削除さ
れるのは、nodelist を指定しない場合だけです。デバイスグループからすべてのノード
を削除しただけでは、必ずしもグループそのものを削除したことにはなりません。

type=type

デバイスグループのタイプ。このタイプは、作成するデバイスグループのタイプ
(rawdisk など) を示すために、add 形式のコマンドで使用する必要があります。

[failback={enabled |  disabled}]

add または change 形式のコマンドを使用して、デバイスグループの failback 動作を
有効または無効にします。
システムの動作を指定する理由は、デバイスグループのプライマリノードがクラスタメン
バーシップから切り離され、あとでふたたび戻ることがあるためです。
こうしたノードがクラスタメンバーシップから切り離された段階で、デバイスグループは
セカンダリノードに処理を継続します。そして障害の発生したノードがクラスタメンバー
シップに再結合すると、デバイスグループは、そのままセカンダリノードにマスターされ
続けるか、あるいは、オリジナルのプライマリノードにフェイルバックするか、のいずれか
の挙動を取ります。
failback が enabled に設定されている場合、デバイスグループは、オリジナルのプラ
イマリノードにマスターされるようになります。failback が disabled に設定されている
場合、デバイスグループは、セカンダリノードによって引き続きマスターされます。
デフォルトでは、failback が disabled に設定されています。

[numsecondaries=integer ]

デバイスグループのセカンダリノードの数を必要に応じて動的に変更できます。デバイ
スグループは HA サービスの 1 つであるため、1 つのプライマリノードと 1 つ以上のセ
カンダリノードが必要です。デバイスグループ内のこうしたセカンダリノードは、現在のプ
ライマリノードに問題が生じた場合に、新たなプライマリノードとして機能します。
ここには 1 以上の整数を指定しますが、指定したグループ内に存在するノードの総数
以下にする必要があります。デフォルトは 1 です。
numsecondaries サブオプションを使用することにより、システム管理者は、特定のレ
ベルの可用性を維持しながらデバイスグループのセカンダリノードの数を変更できま
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す。デバイスグループのあるノードがセカンダリノードのリストから削除されると、そのノー
ドはセカンダリノードに戻るまで、プライマリノードの役割を引き継ぐことはできません。
セカンダリノードの数を変更するに当たっては、セカンダリグローバルファイルシステム
に与える影響を事前に考察しておく必要があります。
numsecondaries サブオプションは、現在クラスタモードにあるデバイスグループ内の
ノードにのみ適用され、そのノードの preferenced サブオプションとともに使用できま
す。デバイスの preferenced サブオプションが有効になっている場合は、優先度の
もっとも低いノードが最初にセカンダリノードリストから削除されます。優先フラグがつ
いているノードがデバイスグループの中に 1 つもないと、クラスタはノードをランダムに
選択し、削除します。
いくつかのノードに障害が発生した結果として、デバイスグループ内のセカンダリノード
の実働数が指定値よりも少なくなった場合、過去にセカンダリノードリストから削除さ
れたノードがあれば、これらはセカンダリノードリストに再登録されますが、その際には、
これらのノードがクラスタ内に存在すること、該当するデバイスグループに所属してい
ること、プライマリノードとしてもセカンダリノードとしても現在使用されていないことが
再登録の条件となります。こうしたリストへの再登録は、デバイスグループ内でもっとも
優先度の高いノードから始められ、セカンダリノードの指定数が満たされた段階で終了
します。
デバイスグループ内のあるノードが既存のセカンダリノードよりも高い優先度をもち、ク
ラスタに結合される場合、優先度がもっとも低いノードがセカンダリノードリストから削
除され、新規に追加されたノードと交換されます。この交換は、実際のセカンダリノード
が必要なレベルよりも多く存在するときに限って起こります。
必要なセカンダリノード数をシステムのデフォルトに設定する場合は (デフォルト値を
知らずに)、次のどちらかのコマンドを使用します。

# scconf -aD type=svm,name=foo, \

nodelist=node1:node2,numsecondaries=

または

# scconf -cD name=foo,numsecondaries=

numsecondaries サブオプションを -a オプションとともに使用できるのは、デバイスグ
ループが作成される場合だけです。既存のデバイスグループにホストを追加する場合
は、numsecondaries サブオプションを -a オプションとともに使用できません。

[preferenced={true |  false}]

デバイスグループに対する潜在的なプライマリノードの優先順位のステータスを指定し
ます。preferenced サブオプションが false に設定されていないかぎり、新しく作成さ
れたデバイスグループのノードリストは、各ノードがデバイスグループのプライマリノード
として引き継ぎを試みる優先順位を示します。
preferenced サブオプションを true に設定した場合は、ノードリスト全体を指定する
ために nodelist サブオプションも使用する必要があります。
デバイスグループを作成するために使用される add で preferenced サブオプション
が指定されていない場合、このサブオプションはデフォルトで false になります。ただ
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し、change で preferenced サブオプションが指定されていない場合、nodelist が
指定されていると、このサブオプションはデフォルトで true に設定されます。
preferenced サブオプションは、確立されたデバイスグループにノードを追加するため
に使用する add では使用できません。このような場合は、過去に指定したノードプレ
ファレンスリストが使用されます。

[other_options]
add または change 形式のコマンドでは、デバイスグループのほかのタイ
プ依存型オプションを使用できます。詳細は、該当するマニュアルペー
ジを参照してください (例: 773 ページのscconf_dg_svm(1M) および
769 ページのscconf_dg_rawdisk(1M))。

このコマンドオプションを、-a、-c、または -r と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.device.modify の RBAC 承認が必要です。Unresolved link to
" rbac5" を参照してください。

-h node_options

クラスタ構成データベースに対して、ノードの追加または削除を行います。add 形式の
scconf コマンドで使用した場合、クラスタ構成データベースに新規の名前および内部生成
されたノード ID が追加されます。さらに新規ノードに対しては、ディスク予約キーが与えら
れ、定足数の投票数は 0 になります。クラスタインターコネクトでのノードのアクセス用に割
り当てられる名前は、clusternodenodeid-priv に初期化されます。構成要素とそのプロ
パティーの出力については、-p オプションを参照してください。
scconf 単独では、クラスタに新規ノードを追加できません。scconf を使用できるのは、構成
データベース自体を更新する場合だけです。scconf は、構成データベースを新しいノードに
コピーしたり、必要なノード識別子を新しいノードに作成したりするわけではありません。ノー
ドをクラスタに追加するには、819 ページのscinstall(1M) を使用します。
remove 形式の scconf で使用する場合、ノードへのすべての参照 (最後のトランスポート
ケーブル、すべてのリソースグループ参照、およびすべてのデバイスグループ参照を含む)
を、scconf を使用してクラスタ構成からノードを完全に削除する前に削除する必要がありま
す。
定足数デバイスに対して構成されているノードは、削除できません。また 3 ノードクラスタに
関しては、少なくとも 1 つの共有定足数デバイスが構成されていないかぎり、ノードを削除
できません。
クラスタノードの削除に関する詳しい説明は、Oracle Solaris Cluster ドキュメントのシス
テム管理手順を参照してください。
-h オプションが指定されるごとに、node=node サブオプションを指定する必要がありま
す。add 形式のコマンドを使用する場合、node にノード名を指定する必要があります。
add 形式のコマンドの場合、-h node_options を指定するには次の構文を使用します。

–h node=nodename

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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remove 形式のコマンドを使用する場合、node には、ノード名またはノード ID を指定できま
す。remove 形式のコマンドの場合、-h node_options を指定するには次の構文を使用しま
す:

–h node=node

このコマンドオプションを、-a、-c、または -r と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.node.modify の RBAC 承認が必要です。Unresolved link to "
rbac5" を参照してください。

-m cable_options

クラスタインターコネクトトポロジの設定を支援します。このオプションは、クラスタトランス
ポートのアダプタやスイッチに存在するさまざまなポートを接続するケーブルを構成するとき
に有益です。個々の新規ケーブルは、通常 2 つのクラスタトランスポートアダプタ間または
1 つのトランスポートスイッチ上のポートとアダプタ間で、接続の対応付けを行います。-m が
使用可能な各形式のコマンドで、-m cable_options は、それぞれ次のようになります:
■ add 形式のコマンドの場合、-m cable_options を指定するには次の構文を使用します:

–m endpoint=[node:]

name[@port],

    endpoint=[node:]name[@

port][,noenable]

■ change 形式のコマンドの場合、-m cable_options を指定するには次の構文を使用しま
す:

–m endpoint=[node:]

name[@port],state=

state

■ remove 形式のコマンドの場合、-m cable_options を指定するには次の構文を使用しま
す:

–m endpoint=[node:]

name[@port]

-m オプションは、次のサブオプションをサポートしています。

endpoint=[node:]name[@port]

-m オプションを指定するたびに、これを指定する必要があります。add 形式のコマン
ドでは、2 つの endpoint オプションを指定する必要があります。オプション引数の
name コンポーネントは、ケーブルの一方の終端の、クラスタトランスポートスイッチま
たはクラスタトランスポートアダプタの名前を指定します。node コンポーネントを指
定する場合、name はクラスタトランスポートアダプタの名前です。そうでない場合
は、name にクラスタトランスポートスイッチの名前を指定します。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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port コンポーネントが指定されなかった場合、デフォルトのポート名を使って処理が
試みられます。アダプタに対するデフォルトポートは、常に 0 になります。スイッチ終端
に対するデフォルトポート名は、ケーブルの他端に接続されたノードのノード ID と等し
くなります。ポートの割り当てやその他の要件の詳細は、クラスタトランスポートアダプ
タおよびクラスタトランスポートスイッチのマニュアルページを参照してください (例:
789 ページのscconf_transp_jct_etherswitch(1M))。ケーブルを追加する前に、
ケーブルの 2 つの終端にある各アダプタおよびスイッチを構成しておく必要がありま
す (-A および -B を参照)。

noenable

ケーブルを構成に追加するときにこれを使用できます。デフォルトでは、ケーブルの追
加時に、ケーブル、それが接続される 2 つのポート、それらのポートがあるアダプタまた
はスイッチの各状態が enable に設定されます。これに対して、ケーブルの追加時に
noenable を指定すると、ケーブルおよびその 2 つの終端は disabled の状態で追加
されます。ただし、これらのポートの位置するスイッチまたはアダプタの状態は、変更さ
れません。

state=state

ケーブルとそれが接続されている 2 つの終端の状態を変更します。ケーブルが有効に
なると、ケーブル、その 2 つのポート、およびそれらの 2 つのポートに関連するアダプタ
やスイッチが、すべて有効になります。これに対して、ケーブルを使用不可にしても、使
用不可となるのはケーブル自体とその 2 つのポートだけです。これら 2 つのポートに
関連するスイッチまたはアダプタの状態は変更されません。デフォルトでは、ケーブル
とその終端の状態は、ケーブルが構成に追加された時点で、常に enabled に設定さ
れます。ただし、disabled 状態にあるケーブルを追加するには、追加操作の一部とし
て noenable サブオプションを使用します。

このコマンドオプションを、-a、-c、または -r と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.transport.modify の RBAC 承認が必要です。Unresolved link
to " rbac5" を参照してください。

-P privatehostname_options

ノードの場合、プライベートホスト名を追加または変更します。
このコマンドの add (-a) 形式で使用するとき、-P オプションは次のアクションの 1 つを指
定します。
■ ノードが指定されている場合、このコマンドは、プライベートクラスタインターコネクトまた

はトランスポートにおいて、指定されたノードの IP アクセスで使用するように、指定され
たホスト名エイリアスを割り当てます。それ以外が割り当てられていない、あるいは、リ
セットされた場合、ノードのデフォルトのプライベートホスト名は clusternodenodeid-
priv になります。

■ このホスト名は、企業内のほかのノードで使用されていないものにしてください。

クラスタ用に構成されているプライベート IP アドレス範囲は、クラスタ内で使用される
プライベート IP アドレスの増加をサポートできる必要があります。プライベート IP アドレ

http://otn.oracle.com
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スを割り当てる前に、プライベート IP アドレス範囲で、追加されるプライベート IP アドレ
スをサポートできることを確認します。詳細は、853 ページのscprivipadm(1M) のマ
ニュアルページを参照してください。

change (-c) 形式のコマンドで使用する場合、-P オプションは、指定されたノードのホスト名
エイリアスを変更します。
プライベートホスト名は、Unresolved link to " hosts4" データベースには格納しないよう
にしてください。プライベートホスト名のホスト名検索はすべて、nsswitch という特殊な機
能により実行されます (Unresolved link to " nsswitch.conf4" を参照)。
-P が使用可能なコマンドの各形式で、privatehostname_options はそれぞれ次のようにな
ります:
追加:

–P node=node[,privatehostname=hostalias]

変更:

–P node=node[,privatehostname=hostalias]

削除:

-P node=node

-P オプションは、次のサブオプションをサポートしています。

node=node

privatehostname サブオプションで指定されたプライベートホスト名 (またはホストの
エイリアス) が割り当てられるノードの名前または ID を提供します。

privatehostname=hostalias

プライベートクラスタインターコネクトまたはトランスポートのノードアクセスに使用する
ホストのエイリアスを指定します。privatehostname サブオプションが指定されていな
い場合、指定された node のプライベートホスト名はデフォルトにリセットされます。

このコマンドオプションを、-a、-c、または -r と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.transport.modify の RBAC 承認が必要です。Unresolved link
to " rbac5" を参照してください。

-q quorum_options

共有クラスタ定足数デバイスやさまざまなクラスタ定足数プロパティーを管理します。マ
ニュアルページのタイプ依存型定足数デバイスオプションに特に注意してください (例:
781 ページのscconf_quorum_dev_scsi(1M))。

注意 - コントローラベースのレプリケーションを使用するデバイスは、Oracle Solaris Cluster
環境では定足数デバイスとしては使用できません。-q オプションを使用してコントローラベース
のレプリケーションを使用するデバイスを指定する場合、scconf コマンドはエラーを返します。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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構成への共有定足数デバイスの追加および削除には、add および remove 形式のコ
マンドを使用します。各種のクラスタ定足数の構成プロパティーや状態を変更するに
は、change 形式のコマンドを使用します。これら 3 つの各形式のコマンドで使用可能な -q 
quorum_options を使用すると、次のようにクラスタ定足数構成を変更できます:
追加:

–q name=devicename,
type={scsi}

For SCSI quorum devices only:
-q autoconfig[,noop]

変更:

-q node=node,{
maintstate | reset}

–q name=devicename,{
maintstate | reset}

–q reset

-q installmode

For SCSI quorum devices only:
-q autoconfig[,noop]

削除:

–q name=devicename

scconf による定足数に関係した処理中に割り込みや失敗が発生した場合、クラスタ構成
データベースの定足数の構成情報の一貫性が維持できなくなることがあります。この状態
が発生した場合は、同じ scconf コマンドを再度実行するか、または定足数情報をリセット
するための reset サブオプションを指定して実行します。
-q オプションは、次のサブオプションをサポートしています。

autoconfig

add 形式のコマンドで使用された場合、2 ノードクラスタから 1 つの定足数デバイスを
自動的に選択し、割り当てます。この定足数デバイスは、使用可能なデバイスから選
択されます。定足数デバイスがすでに構成されている場合には、このコマンドは異常
終了します。
change 形式のコマンドで使用された場合、1 つのデバイスを自動的に選択し、割り当
てます。このデバイスが、2 ノードクラスタのすべての既存定足数デバイスを置き換え
ます。この定足数デバイスは、使用可能なデバイスから選択されます。
クラスタにあるすべてのデバイスは、定足数デバイスとしての資格を備えていなけれ
ばなりません。autoconfig サブオプションは、使用可能なデバイスが定足数デバイス
の資格を備えているかどうかを評価しません。
クラスタに 3 つ以上のノードが含まれている場合は、autoconfig サブオプションに
よって定足数構成が変更されることはありません。NAS デバイスを定足数として構成
しようとしている場合は、autoconfig サブオプションを使用しないでください。
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installmode

クラスタを強制的にインストールモードに戻します。installmode に設定されたノー
ドは、ブート時に定足数構成のリセットを行いません。またこのモードにある間は、
管理機能の多くが使用不可能になります。クラスタが最初にインストールされる
際、installmode が設定された状態で設定されます。すべてのノードがはじめてクラス
タに参加し、共有定足数デバイスが構成に追加されると、scconf -c -q reset を発
行して投票数をデフォルト値にリセットし、installmode 設定をクリアします。

name=devicename

共有定足数デバイスをクラスタに追加したり、クラスタから削除する際に、接続された
ストレージデバイスの名前を指定します。また、このサブオプションを change 形式のコ
マンドで使用して、定足数デバイスの状態を変更することもできます。
個々の定足数デバイスは、クラスタ内の最低 2 つのノードと接続またはポートする必
要があります。非共有ディスクを、定足数デバイスにできません。
change 形式の scconf コマンドに -q name を指定することで、デバイスを保守状態に
移行させたり、あるいはデバイスの定足数に関する構成をデフォルトにリセットしたり
することができます。保守状態に移行させた場合、デバイスは投票数が 0 となるた
め、定足数の形成には参加しません。デフォルトにリセットした場合、デバイスの投票
数は N-1 に変更されます。この N は、デバイスへのポートを有する、投票数がゼロ以
外のノードの数です。

node=node

add 形式のコマンドで使用する場合は、追加しようとする共有定足数デバイスのポー
トで構成すべきノードをこのサブオプションで選択します。また、このサブオプションを
change 形式のコマンドで使用して、ノードの定足数状態を変更することもできます。
node サブオプションが change 形式の定足数更新コマンドで使用される場合、このサ
ブオプションはノードを保守状態に移行するか、またはノードの定足数構成をデフォル
トにリセットするために使用されます。
ノードを保守状態に移行する前にノードを停止する必要があります。またクラスタメン
バーを保守状態に移行しようとすると、scconf はエラーを返します。
保守状態に移行させた場合、ノードの投票数は 0 になるため、定足数の形成には参
加しません。また、ノードへのポートを構成した共有定足数デバイスについては、新しい
ノードの状態を反映するため、その投票数が 1 つ小さくなります。ノードがデフォルトに
リセットされる場合、その投票数は 1 にリセットされ、共有定足数デバイスの投票数は
元の値に再調整されます。クラスタが installmode にないかぎり、個々のノードに対す
る定足数の構成は、ブート時に自動的にリセットされます。
node には、ノード名またはノード ID を指定できます。

type=type

add 形式のコマンドで使用した場合、作成する定足数デバイスの種類を指定します。
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scsi

共有ディスク定足数デバイスを指定します。SCSI タイプ固有のオプションについ
ては、781 ページのscconf_quorum_dev_scsi(1M) を参照してください。

{maintstate}

change 形式のコマンドで、globaldev と node のいずれかのサブオプションのフラグ
として使用する場合は、共有定足数デバイスまたはノードを定足数の保守状態に移行
します。保守状態に移行させた共有デバイスやノードは、定足数の形成には参加しま
せん。これは保守作業のためにノードやデバイスを長期に渡って停止させる場合に有
用な機能です。通常の状況では、ノードをブートし、クラスタに戻すと、ノードは自動的に
保守モードを脱します。
maintstate および reset オプションを、1 つの -q オプションに対して同時に指定で
きません。

[,noop]

autoconfig サブオプションとともに指定した場合に有効です。このコマンド
は、autoconfig サブオプションによって追加または変更される定足数デバイスのリス
トを標準出力に出力します。autoconfig,noop サブオプションによって定足数構成が
変更されることはありません。

{reset}

change 形式のコマンドでフラグとして使用する場合は、共有定足数デバイスま
たはノードの、構成された定足数投票数をこれでリセットします。このオプション
は、globaldev または node サブオプションと組み合わせることも、単独のサブオプ
ションにすることもできます。
このオプションを単独で使用した場合、定足数のすべての構成は、デフォルトの投票
数にリセットされます。また installmode が設定されていると、グローバルな定足数構
成のリセットによりクリアされます。1 つ以上の共有定足数デバイスが正常に構成され
ている場合を除き、2 ノードクラスタでは installmode をリセットできません。

otheroptions
その他の定足数デバイスタイプ固有のオプションを使用できます。詳細
は、781 ページのscconf_quorum_dev_scsi(1M) を参照してください。

このコマンドオプションを、-a、-c、または -r と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.quorum.modify の RBAC 承認が必要です。Unresolved link to
" rbac5" を参照してください。

-S slm_options

change 形式の sconf コマンドで使用する場合、システムリソース制御を構成するための
プロパティーを設定します。これらのプロパティーに値を割り当てない場合、自動的にデフォ
ルト値に設定されます。
-S オプションの構文は次のとおりです。

–S [node=node] \

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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[,globalzoneshares=integer] \
[,defaultpsetmin=integer]

-S オプションは、次のサブオプションをサポートしています。

globalzoneshares=globalzoneshares

大域ゾーンに割り当てられるシェアの数を設定します。globalzoneshares の下限は
1、上限は 65,535 です。この上限を理解するには、Unresolved link to " prctl1"
のマニュアルページの zone.cpu-shares 属性を参照してください。globalzoneshares
のデフォルト値は 1 です。動作しているクラスタ上で、大域ゾーンに CPU 制御が構
成されたオンラインリソースグループが存在しなくなった場合、その大域ゾーンに割り
当てられている CPU シェア数が globalzoneshares の値に設定されます。

defaultpsetmin=defaultpsetmin

デフォルトプロセッサセットで使用可能な CPU の最小数を設定します。デフォル
ト値は 1 です。defaultpsetmin の最小値は 1 です。Oracle Solaris Cluster
は、使用可能な CPU の範囲内で、defaultpsetmin に設定する数値にできる
だけ近い CPU の数を割り当てます。割り当てられた数が要求した数より少ない
場合、Oracle Solaris Cluster は一定期間ごとに要求した数の CPU を割り当
てるように試みます。このアクションは、いくつかの dedicated_weak プロセッサ
セットを破壊する可能性があります。dedicated_weak プロセッサセットについて
は、861 ページのscrgadm(1M) のマニュアルページを参照してください。

node=node

プロパティーを設定するノードを指定します。ノードの名前を指定することにより、これ
らのプロパティーを CPU 制御を行う各ノードで設定します。-S オプションの使用ごと
に、1 つのノードを指定できます。

このコマンドオプションを -c と併用するには、solaris.cluster.node.modify の RBAC
承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-T authentication_options

このオプションは、クラスタ構成への追加を試みるノードに対して、その認証ポリシーを確立
します。特に、マシンがクラスタノードとしてクラスタに追加されることをリクエストした場合
(819 ページのscinstall(1M) を参照)、そのノードに参加する権利があるかどうかを判
定するためのチェックが行われます。ノードにその権利があれば、結合しようとするノードは
許可されます。デフォルトでは、すべてのマシンがクラスタに自ら結合する権利をもってい
ます。
-T オプションが使用可能なコマンドの 3 つの形式で、-T authentication_options はそれぞ
れ次のようになります:
追加:

–T node=nodename[,...][,authtype=
authtype]

変更:

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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–T authtype=authtype

削除:
–T {node=nodename[,...] | all}

-T オプションは、次のサブオプションをサポートしています。

all

scconf -r -T all を指定すると、すべてのノード名のリストをクリアできます。このよう
に認証リストがクリアされている場合、任意のノードからクラスタへのインストールおよ
び構成の要求を出すことができます。

node=nodename

クラスタ内のノードとしてインストールおよび構成が可能なノードリストにホスト名を追加
したり、そこからホスト名を削除したりします。add 形式のコマンドには少なくとも 1 つ
の node サブオプションが必要ですが、remove ではオプションになります。認証リスト
が空であれば、どのホストもクラスタ構成への追加要求を行うことができます。これに
対して、リストに 1 つでも名前が登録されていれば、こうした要求のすべてに対して、
認証リストによる確認が行われます。
nodename には、ドット文字 (.) など、本来は不正なノード名も許されます。ドット文字
は特殊な機能をもっています。つまり、許可リストに nodename として . を追加すると、
ほかのすべての名前が削除されます。この機能は、ホストによるクラスタへのインス
トールおよび構成の要求を阻止します。

authtype=authtype

add または change 形式のコマンドで使用します。
現在サポートされている認証タイプ (authtype) は des と sys (または unix) だけで
す。デフォルトの認証型は sys ですが、これは最低限のセキュリティー保護しか実行し
ません。
des (Diffie-Hellman) 認証を使用する場合、実際に scinstall コマンドを実行して
ノードを追加する前に、各クラスタノードの publickey データベースにエントリを追加す
るようにしてください。

このコマンドオプションを、-a、-c、または -r と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.node.modify の RBAC 承認が必要です。Unresolved link to "
rbac5" を参照してください。

-v

-p オプションで使用する場合は、クラスタ構成のより冗長性のある (あるいは詳細な) リス
トを要求します。また、ほかのオプションと併用することで、エラー発生時の追加情報を出
力させることなども可能です。
このコマンドオプションを -p と併用するに
は、solaris.cluster.device.read、solaris.cluster.transport.read、solaris.cluster.resource.read、solaris.cluster.node.read、solaris.cluster.quorum.read、
および solaris.cluster.system.read の RBAC 承認が必要です。Unresolved link to
" rbac5" を参照してください。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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-w heartbeat_options

クラスタの広域ハートビートパラメータを変更します。その結果、クラスタのすべてのアダプ
タのハートビートパラメータが変更されます。
Oracle Solaris Cluster は、プライベートインターコネクトを介してこれらのハートビートを
使用することによって、クラスタノード間の通信障害を検出します。ハートビートタイムアウ
ト値を小さくすると障害検出に必要な時間が短縮されるため、ハートビートタイムアウトを
短縮することにより、Oracle Solaris Cluster がより迅速に障害を検出できます。そのた
め、Oracle Solaris Cluster はより短い時間で障害から回復し、クラスタの可用性が向上
します。
-w オプションは、次のサブオプションをサポートしています。

heartbeat_quantum=quantum_milliseconds

ハートビートを送信する頻度を定義します。Oracle Solaris Cluster は、デフォルト
では 1 秒、つまり 1,000 ミリ秒のハートビート定足数を使用します。100 ミリ秒から
10,000 ミリ秒までの値を指定します。

heartbeat_timeout=timeout_milliseconds

この間隔の間にピアノードからハードビートが受信されないと、このパスはダウンし
ていると宣言されます。Oracle Solaris Cluster は、デフォルトでは 10 秒、つまり
10,000 ミリ秒のハートビートタイムアウトを使用します。2,500 ミリ秒から 60,000 ミリ
秒までの値を指定します。

注記 - 理想的な条件下であっても、-w オプションでハードビートパラメータの値を減らすと、誤っ
たパスタイムアウトやノードパニックが起こるおそれが常にあります。より小さい値を実際にクラ
スタに導入する際には、適切な負荷条件のもとでハートビートパラメータの値を必ずテストし、入
念に確認する必要があります。

-w オプションでは、ハートビートサブオプションを一度に 1 つしか変更できません。ハートビート
パラメータの値を減らすときは、まず、heartbeat_quantum を変更し、次に、heartbeat_timeout
を変更します。ハートビートパラメータの値を増やすときは、まず、heartbeat_timeout を変更し、
次に、heartbeat_quantum を変更します。

注記 - heartbeat_timeout に指定する値は常に、heartbeat_quantum に指定する値の 5 倍以
上である必要があります (heartbeat_timeout >= (5*heartbeat_quantum))。

-w を使用するには、solaris.cluster.system.modify RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

http://otn.oracle.com
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例   301 ハートビートの短縮

次の例では、ハートビート数量を、Oracle Solaris Cluster のデフォルト値である 1,000 ミリ
秒から 100 ミリ秒に短縮します。さらに、この例では、ハートビートタイムアウトをデフォルト値の
10,000 ミリ秒から 2,500 ミリ秒に短縮します。

phys-schost-1# scconf -c -w heartbeat_quantum=100

phys-schost-1# scconf -c -w heartbeat_timeout=2500

heartbeat_timeout の値は常に heartbeat_quantum の 5 倍以上でなければならない
ため、heartbeat_quantum を先に設定する必要があります。そうしないと、5 倍以上という
要件が満たされないおそれがあります。つまり、現在 heartbeat_quantum がデフォルトの
1,000 ミリ秒に設定されている場合、heartbeat_timeout が 2,500 ミリ秒に設定されている
と、heartbeat_timeout は heartbeat_quantum の 5 倍未満です。その結果、scconf コマンド
は失敗します。

しかし、heartbeat_quantum を正しい値に設定したあとであれば、要件が満たさ
れ、heartbeat_timeout の値を減らすことができます。

例   302 Heartbeat の増加

次の例では、前の例で設定したハートビートタイムアウトとハートビート数量の値を Oracle
Solaris Cluster のデフォルト値に戻します (増やします)。

phys-schost-1# scconf -c -w heartbeat_timeout=10000

phys-schost-1# scconf -c -w heartbeat_quantum=1000

heartbeat_timeout は常に heartbeat_quantum の 5 倍以上でなければならないた
め、heartbeat_timeoutを先に設定する必要があります。heartbeat_timeout を希望の値に設
定したあと、heartbeat_quantum を増やして新しい値に設定できます。

例   303 インストール後に行う通常の設定処理

次は、2 ノードクラスタを新規に構成した場合、インストール後に通常行う設定処理のサンプ
ルコマンドです。これらのコマンドが実行する処理は、クラスタへの共有定足数デバイスの追
加、installmode の解除、クラスタトラスポート接続の二次セットの設定、クラスタへの追加が
想定されるマシンに対するクラスタのセキュリティー保護などです。

phys-red# scconf -a -q globaldev=d0

phys-red# scconf -c -q reset

phys-red# scconf -a \ 
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    -A trtype=dlpi,name=hme1,node=phys-red \ 

    -A trtype=dlpi,name=hme1,node=phys-green \ 

    -m endpoint=phys-red:hme1,endpoint=phys-green:hme1

phys-red# scconf -a -T node=.

次の終了値が返されます。

0 コマンドは正常に完了しました。

0 以外 エラーが発生しました。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 廃止

19 ページのIntro(1CL)、61 ページのcldevice(1CL)、769 ページのscconf_dg_rawdisk(1M)、773 ページのscconf_dg_svm(1M)、781 ページのscconf_quorum_dev_scsi(1M)、787 ページのscconf_transp_adap_e1000g(1M)、789 ページのscconf_transp_jct_etherswitch(1M)、791 ページのscconf_transp_jct_ibswitch(1M)、793 ページのscdidadm(1M)、853 ページのscprivipadm(1M)、Unresolved
link to " hosts4"、Unresolved link to " nsswitch.conf4"、Unresolved link to "
publickey4"、Unresolved link to " attributes5"、1483 ページのsctransp_dlpi(7p)

クラスタのノードがすべて起動している場合に限り、-w オプションを使用します。クラスタのノード
が 1 つでも停止している場合には、-w を使用しないでください。ほかのノードがハング状態やパ
ニック状態になることがあります。

1 つまたは複数のシングル CPU ノードを含むクラスタや、8 つを超えるのノードを持つクラスタ
に、小さい値のハートビートパラメータを設定すると、タイムアウトやノードパニックが起こる可能
性が高くなります。

注記 - 理想的な条件下であっても、-w オプションでハードビートパラメータの値を減らすと、誤っ
たパスタイムアウトやノードパニックが起こるおそれが常にあります。より小さい値を実際にクラ
スタに導入する際には、適切な負荷条件のもとでハートビートパラメータの値を必ずテストし、入
念に確認する必要があります。

scconf で構成を変更したあとにすべてのノードのルートファイルシステムをバックアップするか、
すべての変更のログをとるべきです。通常のシステムバックアップとバックアップの間に構成変
更を回復する場合は、このログを使ってもっとも新しい構成に戻ることができます。

http://otn.oracle.com
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scconf コマンドに指定するオプションリストは、コマンド行に入力された順に実行されます。た
だし特定のトランスポートオプション (-A、-B、-m) については、可能な限りクラスタ構成データベー
スに対する単独のトランザクションとなるように、scconf で処理されます。クラスタのオーバー
ヘッドを減らすために、関連するこのタイプのオプションはできるだけまとめて 1 つのコマンド
行に指定すべきです。
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名前
scconf_dg_rawdisk — raw ディスクデバイスグループ構成の追加、変更、または更新

scconf -a -D type=rawdisk, [generic_options] [,globaldev=gdev1,globaldev=
     gdev1,…] [,localonly=true]

scconf -a -D type=rawdisk, [generic_options] [,globaldev=gdev1,globaldev=
     gdev1,…] [,localonly=true | false]

scconf -c -D name=diskgroup,autogen=true

scconf -r -D device_service_name [,nodelist=node[:node]…] 
     [,globaldev=gdev1,…]

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

次の情報は、scconf コマンドに固有です。同等のオブジェクト指向コマンドを使用するに
は、79 ページのcldevicegroup(1CL) のマニュアルページを参照してください。

scconf_dg_rawdisk ユーティリティーは、raw ディスクデバイスグループ構成を追加、変更、また
は更新します。

rawdisk とは、ボリュームマネージャーのボリュームまたはメタデバイスの一部として使用されて
いないディスクのことです。raw ディスクデバイスグループを使用すると、ディスクデバイスグ
ループ内にディスクセットを定義できます。

デフォルトでは、システムブート時に、raw ディスクデバイスグループが、構成内の Disk ID
(DID) 擬似ドライバデバイスごとに作成されます。慣例的に、raw ディスクデバイスグループ名
は初期化時に割り当てられ、DID 名から派生します。raw ディスクデバイスグループに追加さ
れるノードごとに、scconf ユーティリティーは、グループのすべてのデバイスがそのノードのポート
に物理的に接続されていることを確認します。

scconf -a (追加) コマンドは、複数のディスクデバイスが構成されている raw ディスクデバイ
スグループを作成する際に使用できます。raw ディスクデバイスグループは、ブート時に、クラス
タにあるディスクデバイスごとに作成されます。
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新しい raw ディスクデバイスグループを追加するには、事前に、新しいグループで使用するデ
バイスを、ブート時に作成されたデバイスグループから削除してください。これにより、これらのデ
バイスを含む新しい raw ディスクデバイスグループを作成できます。実際の操作としては、該
当するデバイスのリストを globaldev  オプションに指定するとともに、プライマリノードとなりう
るプレファレンスリストを nodelist オプションに指定して、scconf コマンドを実行します。すで
に存在しているデバイスグループに対しては、新規のノードおよびグローバルデバイスのみを追
加することができ、既存のデバイスグループに属しているノードやデバイスは無視されます。

新しいデバイスグループを作成するために -a オプションとともに preferenced サブオプション
が指定されていない場合、このサブオプションはデフォルトで false になります。ただし、既存
のデバイスグループに対して true または false の値の preferenced サブオプションが指定
されている場合は、エラーが返されます。これは既存の nodelist プレファレンスを維持するた
めの措置です。

特定のノードのみに支配させるデバイスグループの場合、構成時に otheroption を
localonly=true に指定します。localonly を指定してデバイスグループを作成する際は、ノード
リストには 1 つのノードしか指定できません。

scconf -c (変更) コマンドは、プライマリノードとなり得るプレファレンスリストの順序の変更、
フェイルバックの有無の変更、二次ノードの指定の設定、デバイスグループへの広域デバイスの
再追加などを行う際に使用します。

ノードプレファレンスリストの順序を変更する場合は、デバイスグループ内のすべてのノード
を nodelist に指定する必要があります。さらに、ノード優先順位の順序を変更している場合
は、preferenced サブオプションも true に設定する必要があります。

change で preferenced サブオプションが指定されていない場合は、すでに確立された true
または false の設定が使用されます。

変更形式のコマンドでは、新規ノードを追加できません。change オプションは、デバイスグルー
プに関する localonly デバイスグループ指定の有無を変更する際にも使用します。デバイス
グループを localonly デバイスグループに変更するには、otheroption に localonly=true
を指定します。localonly デバイスグループに戻らなくするには、localonly=false を指定し
ます。nodelist には事前に、リストとして 1 つのノードを設定しておく必要があり、そうでない
場合はエラーが返されます。localonly を true に設定する場合は、change 形式のコマンドに
nodelist を指定できます。ただし、リストには 1 つのノードが構成されているはずであり、それ
以外は受け付けられないので、こうした指定は不要です。なお、事前に構成したノード以外を指
定しようとすると、エラーが返されます。
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scconf -r (削除) コマンドは、クラスタデバイスグループの構成から、ノード、広域デバイス、デバ
イスグループ名を削除する際に使用します。デバイスグループ名とともにノードまたは広域デバ
イスを指定した場合、このデバイスグループからはまずこれらのノードや広域デバイスが削除さ
れます。クラスタ構成からデバイスグループが削除されるのは、このデバイスグループから最後
のデバイスまたはノードが削除されてからになります。デバイスグループ名のみを指定した場合
(ノードまたはデバイスを何も指定しない場合) は、デバイスグループ全体が削除されます。

raw ディスクデバイス名が raw ディスクデバイスグループに登録されている場合、Solaris
Volume Manager デバイスグループには登録できません。

サポートされている汎用オプションのリストについては、747 ページのscconf(1M) のマニュア
ルページを参照してください。

下記のアクションオプション一覧は、コマンドの動作を制御するためのものです。このコマンド
で使用できるアクションオプションは 1 つだけです。

サポートされるアクションオプションには、次のものがあります。

-a 新しい raw ディスクデバイスグループをクラスタ構成に追加します。この
オプションは、デバイスグループの構成を変更する際にも使用できます。

-c ノードプレファレンスリストの順序の変更、プレファレンスおよびフェイル
バックポリシーの変更、二次ノードの指定数の変更、globaldev オプショ
ン指定によるデバイスグループへのデバイスの追加を行います。そのほ
かに、デバイスグループのローカル指定をする際にも使用します。

-r raw ディスクデバイスグループ名をクラスタから削除します。
autogen フラグは、scconf コマンドのインジケータとして使用します。こ
のコマンドは、-v コマンド行オプションを使用しないかぎり、デバイスの
autogen プロパティーを一覧表示しません。change 形式 (c) の scconf
コマンドを使用した場合、autogen=true が指定されないかぎり、このデ
バイスの autogen プロパティーはリセットされ false に設定されます。

例   304 scconf コマンドの使用法

次の scconf コマンドは、raw ディスクデバイスグループの作成、潜在的なプライマリノードの順
番の変更、プレファレンスおよびフェイルバックポリシーの変更、セカンダリノードの指定数の変
更、および raw ディスクデバイスグループのクラスタ構成からの削除を行います。
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host1# scconf -a -D type=rawdisk,name=rawdisk_groupname, 

nodelist=host1:host2:host3,preferenced=false,failback=enabled, 

numsecondaries=,globaldev=d1,globaldev=d2

host1# scconf -a -D type=rawdisk,name=rawdisk_groupname, 

nodelist=host1,globaldev=d1,globaldev=d2,localonly=true, 

globaldev=d1,globaldev=d2 

host1# scconf -c -D name=rawdisk_groupname, 

nodelist=host3:host2:host1,preferenced=true,failback=disabled, 

numsecondaries=2,globaldev=d4,globaldev=d5

host1# scconf -c -D name=rawdisk_groupname,localonly=true

host1# scconf -r -D name=rawdisk_groupname

host1# scconf -r -D name=rawdisk_groupname,nodelist=host1,host2

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

アーキテクチャー SPARC

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 廃止

19 ページのIntro(1CL), 79 ページのcldevicegroup(1CL), 747 ページのscconf(1M),
Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scconf_dg_svm — Solaris Volume Manager デバイスグループ構成の変更

scconf -c -D [generic_options]

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

次の情報は、scconf コマンドに固有です。同等のオブジェクト指向コマンドを使用するに
は、79 ページのcldevicegroup(1CL) のマニュアルページを参照してください。

Solaris ボリュームマネージャーでデバイスグループを定義する際には、名前、該当グループへア
クセス可能なノード、ディスクセット内のデバイスに対するグローバルリスト、プライマリプレファレ
ンスおよびフェイルバック動作などのアクション制御用プロパティーセットを指定します。

Solaris ボリュームマネージャーデバイスグループの場合、各デバイスグループに割り当てられる
ディスクセットは 1 つだけであり、グループ名とディスクセット名は常に一致している必要があり
ます。

Solaris Volume Manager では、多重ホストまたは共有デバイスは、すべてのホストからアク
セス可能であり、すべてのホスト上で同じデバイス名を持つ 2 つ以上のホストおよびディスク
ドライブのグループ化です。こうしたデバイス名の統一は、raw ディスクデバイスを用いてディ
スクセットを構築することにより行います。デバイス ID 疑似ドライバ (DID) を使用すると、多
重ホストデバイスがクラスタ全体にわたって一貫性のある名前を持つようにすることができま
す。Solaris Volume Manager デバイスグループの nodelist に構成できるのは、該当する
ディスクセットへの構成が済んだホストだけです。共用ディスクセットに追加されたドライブを、
他の共用ディスクセットに所属させることはできません。

Solaris Volume Manager の metaset コマンドはディスクセットを作成します。はじめに
Solaris Volume Manager デバイスグループとしてディスクセットを作成および登録すること
も行います。次に、scconf コマンドを使用して、ノード優先順位リスト、preferenced、failback、
および numsecondaries サブオプションを設定する必要があります。
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ノードプレファレンスリストの順序やフェイルバックモードを変更する場合は、nodelist 内のデバ
イスグループに存在するすべてのノードを指定する必要があります。さらに、ノード優先順位の順
序を変更している場合は、preferenced サブオプションも true に設定する必要があります。

「change」形式のコマンドで preferenced サブオプションを指定しない場合は、すでに確立さ
れた true または false の設定が使用されます。

Solaris Volume Manager のデバイスグループをクラスタ構成から削除する場合、scconf コ
マンドを使用できません。その代わりに、Solaris ボリュームマネージャーの metaset コマンドを
使用します。デバイスグループを削除すると、Solaris ボリュームマネージャーディスクセットが削
除されます。

サポートされている汎用オプションのリストについては、747 ページのscconf(1M) を参照して
ください。ディスクセットおよびデバイスグループの作成や削除を行うための metaset の関連コ
マンドの一覧については、Unresolved link to " metaset1M" を参照してください。

このコマンドで使用できるアクションオプションは 1 つだけです。サポートされるアクションオプ
ションには、次のものがあります。

-c ノードプレファレンスリストの順序の変更、プレファレンスおよびフェイル
バックポリシーの変更、二次ノード数の変更を行います。

例   305 ディスクセットの作成と登録

次の例では、metaset コマンドにより、ディスクセット diskset を作成して、そのディスクセットを
Solaris ボリュームマネージャーデバイスグループに登録します。

次に scconf コマンドを使用して、デバイスグループに対し潜在的に使用するプライマリノードの
順序指定、プレファレンスおよびフェイルバック用オプションの変更、セカンダリノード数の変更
を行います。

host1# metaset -s diskset1 -a -h host1 host2

host1# scconf -c -D name=diskset1,nodelist=host2:host1,

preferenced=true,failback=disabled,numsecondaries=1

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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属性タイプ 属性値

インタフェースの安定性 廃止

19 ページのIntro(1CL)、79 ページのcldevicegroup(1CL)、747 ページのscconf(1M)、Unresolved
link to " metaset1M"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scconf_quorum_dev_quorum_server — 定足数サーバータイプの定足数デバイスの追
加、削除、および構成

scconf [-q quorum-options]

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

Oracle Solaris Cluster には、定足数サーバーを定足数デバイスとして構成するオプション
があります。構成情報は、定足数デバイス全体で一意でなければならないデバイス名、定足数
サーバーが動作するホストマシンのアドレス、および定足数サーバーが要求を待機するポート番
号から構成されます。クラスタに複数の定足数デバイスが必要な場合、複数の定足数サーバー
を構成するか、追加の定足数デバイス用のストレージデバイスを使用します。定足数サーバー
は、クラスタごとに 1 つの定足数デバイスとしてのみ動作できます。

定足数サーバーを使用するようにクラスタを構成するには、すべてのクラスタノードからアクセス
可能なマシンに、定足数サーバーソフトウェアをインストール、構成、および実行してください。こ
のコマンドをクラスタノード上で実行するときには、定足数サーバー自身を構成および実行してく
ださい。定足数サーバーの構成については、Unresolved link to " clquorumserver1CL" を
参照してください。

定足数サーバータイプの定足数デバイスを構成するには、次のパラメータが必要です。サポート
されている汎用オプションのリストについては、Unresolved link to " scconf(1M)" を参照し
てください。

共有定足数デバイスを追加するには、このコマンドの add 形式を使用し、また、共有定足数デ
バイスを構成ファイルから削除するには、このコマンドの remove 形式を使用します。各種のク
ラスタ定足数の構成プロパティーや状態を変更するには、このコマンドの change 形式を使用
します。クラスタ定足数構成を変更するには、次の定足数サーバー固有オプションを使用できま
す。
定足数サーバータイプの定足数デバイスの追加

定足数デバイスを追加する前に、次の準備を行います。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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■ 定足数サーバーが定足数サーバーホストマシン上で動作していることを確認してください。
■ 定足数サーバーホスト名を /etc/inet/hosts ファイルに入力してください。
■ 定足数サーバーホストのネットマスクを設定してください。

ホストファイルとネットマスクの要件については、Unresolved link to " Oracle Solaris
Cluster システム管理 "にある定足数サーバー上の定足数デバイスの追加に関する手順を参
照してください。定足数デバイスを追加したあと、パラメータは変更できなくなります。

# scconf –q -a name=devicename,type=quorum_server,qshost=qhost,port=portnumber

name=devicename

定足数サーバーの名前。この名前は、システムのすべての定足数デバイス間で一意でなけ
ればなりません。

type=quorum_server

作成するディスクデバイスグループのタイプを示します。定足数サーバータイプの定足数デ
バイスに対しては、このパラメータの値は quorum_server でなければなりません。

qhost=qhost

すべてのクラスタノードから到達でき、定足数サーバーが動作しているネットワーク上のマシ
ンのホスト名。ホストの IPv4 または IPv6 構成に基づいて、このホスト名は、/etc/hosts
ファイル、/etc/inet/ipnodes ファイル、あるいは、その両方にエントリを持つ必要がありま
す。

port=portnumber

定足数サーバーが要求を待機するポート。

注記 - ホスト名を変更せずに、定足数サーバーのポート番号を変更する必要がある場合は、ま
ず、定足数デバイスを削除し、ポート番号を変更し、ふたたび、定足数デバイスを追加します。

定足数サーバータイプの定足数デバイスの構成パラメータの変更
# scconf -c -q name=devicename,maintstate | reset

qshost や port などのその他のパラメータを変更する必要がある場合は、新しいパラメータを
指定して新しい定足数デバイスを追加し、既存の定足数デバイスを取り外します。
定足数サーバータイプの定足数デバイスの削除
# scconf -q name=devicename

scconf コマンドによる定足数に関係した処理中に割り込みや失敗が発生した場合、クラスタ構
成データベースの定足数の構成情報の一貫性が維持できなくなることがあります。このような

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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場合は、前回と同じ scconf コマンドを再実行するか、scconf コマンドに reset オプションを指
定して定足数情報をリセットしてください。

例   306 定足数サーバータイプの定足数デバイスの追加

次の scconf コマンドは、ポート番号を 9000 に構成して、定足数サーバータイプの定足数デバ
イスを追加します。

# scconf –q -a name=qd1,type=quorum_server,qshost=scclient1,port=9000

例   307 定足数サーバータイプの定足数デバイスの削除

次の scconf コマンドは、qd1 という名前の定足数サーバータイプの定足数デバイスを削除しま
す。

# scconf -r –q name=qd1

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

安定性 廃止

19 ページのIntro(1CL), 239 ページのclquorum(1CL), Unresolved link to "
clquorumserver1CL", 551 ページのcluster(1CL), Unresolved link to " scconf(1M)",
Unresolved link to " gateways4", Unresolved link to " hosts4"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scconf_quorum_dev_scsi — 共有 SCSI 定足数デバイスの追加と削除、およびさまざまな
SCSI クラスタ定足数構成のプロパティーや状態の変更

scconf {-a|-c|-r} -q globaldev=devicename otheroptions

scconf {-a|-c|-r} -q name=devicename otheroptions

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

SCSI 定足数デバイスは、Oracle Solaris Cluster がサポートし、そのクラスタの複数のノード
に接続されているストレージであると考えられます。SCSI 定足数デバイスは DID で管理しな
ければならず、指定するデバイス名は DID デバイス名でなければなりません。

SCSI 定足数デバイスには、この他に指定可能なプロパティーはありません。

次のオプションは、共有ディスク定足数デバイスに特有のものです。サポートされている汎用オ
プションのリストについては、747 ページのscconf(1M) を参照してください。

構成への共有定足数デバイスの追加および削除には、add または remove 形式のコマンドを使
用します。クラスタ定足数構成のさまざまなプロパティーを変更するには、change 形式のコマン
ドを使用します。これら 3 つの各形式のコマンドで使用可能な -q  quorum-options を使用する
と、次のようにクラスタ定足数構成を変更できます:

共有定足数デバイスの追加:

–q -a globaldev=devicename[, 
node=node,node=
node[, ...]]

または

–q -a name= devicename,type=scsi

または

 -q -a autoconfig[,noop]
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定足数構成のプロパティーまたは状態の変更:

–q -c globaldev=devicename,{
maintstate | reset}

または

-q -c autoconfig[,noop]

共有定足数デバイスの削除:

–q -r globaldev=devicename

または

–q -r name=devicename

autoconfig

add 形式のコマンドで使用された場合、2 ノードクラスタから 1 つの定足数デバイスを自動
的に選択し、割り当てます。この定足数デバイスは、使用可能なデバイスから選択されま
す。定足数デバイスがすでに構成されている場合には、このコマンドは異常終了します。
change 形式のコマンドで使用された場合、1 つのデバイスを自動的に選択し、割り当てま
す。このデバイスが、2 ノードクラスタのすべての既存定足数デバイスを置き換えます。この
定足数デバイスは、使用可能なデバイスから選択されます。
クラスタにあるすべてのデバイスは、定足数デバイスとしての資格を備えていなければな
りません。autoconfig サブオプションは、使用可能なデバイスが定足数デバイスの資格を
備えているかどうかを評価しません。
クラスタに 3 つ以上のノードが含まれている場合は、autoconfig サブオプションによって
定足数構成が変更されることはありません。NAS デバイスを定足数として構成しようとし
ている場合は、autoconfig サブオプションを使用しないでください。

[,noop]

autoconfig サブオプションとともに指定した場合に有効です。このコマンド
は、autoconfig サブオプションによって追加または変更される定足数デバイスのリストを
標準出力に出力します。autoconfig,noop サブオプションによって定足数構成が変更さ
れることはありません。

scconf による定足数に関係した処理中に割り込みや失敗が発生した場合、クラスタ構成デー
タベースの定足数の構成情報の一貫性が維持できなくなることがあります。不一致が発生す
ると、同じ scconf コマンドを再実行するか、またはコマンドを reset オプションを指定して実行
し、定足数情報をリセットします。

add 形式のコマンドで、node リストなしで name を指定した場合は、デバイスを接続するすべて
のノードに対して定義されたポートとともに定足数デバイスが追加されます。しかし、node リスト
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が指定済みの場合は、少なくとも 2 つのノードを指定し、リスト内の各ノードとデバイス間のポー
トを定義する必要があります。

例   308 SCSI 定足数デバイスの追加

次の scconf コマンドは、SCSI 定足数デバイスを追加します。

-a –q globaldev=/dev/did/rdsk/d4s2

or
-a –q name=/dev/did/rdsk/d4s2,type=scsi

例   309 SCSI 定足数デバイスの変更

次の scconf コマンドは、SCSI 定足数デバイス構成を変更します。

-c -q globaldev=/dev/did/rdsk/d4s2,reset

or
-c -q name=/dev/did/rdsk/d4s2,reset

例   310 SCSI 定足数デバイスの削除

次の scconf コマンドは、SCSI 定足数デバイスを削除します。qd1.

-r –q globaldev=qd1

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 廃止

19 ページのIntro(1CL), 239 ページのclquorum(1CL), 551 ページのcluster(1CL),
747 ページのscconf(1M)

http://otn.oracle.com
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名前
scconf_transp_adap_bge — bge トランスポートアダプタの構成

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

bge アダプタはクラスタトランスポートアダプタとして構成できます。これらのアダプタは、トラン
スポートタイプが dlpi の場合に限り使用可能です。bge アダプタは VLAN 対応です。

bge アダプタは、トランスポートスイッチか、別のノード上の bge アダプタに接続します。どちらの
場合でも、接続にはトランスポートケーブルを使用します。

1 つのトランスポートスイッチが使用され、トランスポートケーブルの終端が scconf コマン
ド、scinstall コマンドなどのツールで構成されている場合は、そのトランスポートスイッチ上の
ポート名を指定するように求められます。希望するポート名を指定するか、デフォルトの設定を使
用します。そのスイッチで一意のポート名を指定する必要があります。

デフォルトのポート名は、ケーブルのもう一方の端でアダプタをホストしているノードの ID と等
しくなります。

このタイプのクラスタトランスポートアダプタのプロパティーの構成は、ユーザーには許可されて
いません。

19 ページのIntro(1CL), 119 ページのclinterconnect(1CL), 185 ページのclnode(1CL),
747 ページのscconf(1M), 819 ページのscinstall(1M), Unresolved link to " bge7D"

http://otn.oracle.com
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名前
scconf_transp_adap_e1000g — Intel PRO/1000 ネットワークアダプタの構成

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

e1000g Intel PRO/1000 ネットワークアダプタは、クラスタトランスポートアダプタとして構成
できます。これらのアダプタは、トランスポートタイプが dlpi の場合に限り使用可能です。

e1000g ベースのネットワークアダプタは、トランスポートスイッチか、別のノード上の Ethernet ア
ダプタに接続します。どちらの場合でも、接続にはトランスポートケーブルを使用します。

1 つのトランスポートスイッチが使用され、トランスポートケーブルの終端が scconf、scinstall
などのツールで構成されている場合は、そのトランスポートスイッチ上のポート名を指定するよう
に求められます。希望するポート名を指定するか、デフォルトの設定を使用します。そのスイッチ
で一意のポート名を指定する必要があります。

デフォルトのポート名は、ケーブルの他方の端でアダプタをホストしているノード ID と等しくなり
ます。

このタイプのクラスタトランスポートアダプタのプロパティーの構成は、ユーザーには許可されて
いません。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

アーキテクチャー x86

使用条件 廃止

19 ページのIntro(1CL)、119 ページのclinterconnect(1CL)、185 ページのclnode(1CL)、747 ページのscconf(1M)、819 ページのscinstall(1M)、Unresolved
link to " e1000g7D"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scconf_transp_jct_etherswitch — Ethernet クラスタトランスポートスイッチの構成

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

Ethernet スイッチは、クラスタトランスポートスイッチ (トランスポート接続点とも呼ぶ) として使
用できます。スイッチタイプは switch です。ユーザーが構成できるプロパティーはありません。

19 ページのIntro(1CL), 119 ページのclinterconnect(1CL), 185 ページのclnode(1CL)
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名前
scconf_transp_jct_ibswitch — InfiniBand クラスタトランスポートスイッチの構成

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

InfiniBand スイッチは、クラスタトランスポートスイッチ (トランスポート接続点とも呼ぶ) として
使用できます。スイッチタイプは switch です。ユーザーが構成できるプロパティーはありません。

19 ページのIntro(1CL), 119 ページのclinterconnect(1CL), 185 ページのclnode(1CL)
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名前
scdidadm — デバイス識別子構成および管理用ユーティリティーラッパー

/usr/cluster/bin/scdidadm -b combined-did-instance

/usr/cluster/bin/scdidadm -C

/usr/cluster/bin/scdidadm -c

/usr/cluster/bin/scdidadm -F 

     {pathcount | scsi3 | useglobal} instance

/usr/cluster/bin/scdidadm -G

/usr/cluster/bin/scdidadm -G {pathcount | prefer3}

/usr/cluster/bin/scdidadm {-l | -L} [-h] [-o fmt]… [path | 
     instance]

/usr/cluster/bin/scdidadm -R {path | instance | all}

/usr/cluster/bin/scdidadm -r

/usr/cluster/bin/scdidadm -T remote-nodename -e replication-type

/usr/cluster/bin/scdidadm -t 

     source-instance:destination-instance -e replication-type [-g 
     replication-device-group]

/usr/cluster/bin/scdidadm [-u] [-i]

/usr/cluster/bin/scdidadm -v

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

scdidadm ユーティリティーは、デバイス識別子 (DID) の擬似デバイスドライバ did を管理しま
す。

scdidadm ユーティリティーは、主に次の処理を行います。

■ ドライバ構成ファイルの作成
■ ファイル内のエントリの変更
■ 現在の構成のカーネルへの読み込み
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■ デバイスエントリと did ドライバのインスタンス番号間の対応付けの一覧表示

起動スクリプトの /etc/init.d/bootcluster は、did ドライバの初期化をする際に scdidadm
ユーティリティーを使用します。さらに、scdidadm は、存在するデバイスと、対応するデバイス識
別子および did ドライバインスタンス番号との間のデバイス対応付けを更新または照会すると
きにも使用されます。

Unresolved link to " devfsadm1M" コマンドは、ファイルシステムのデバイスエントリポイン
トを作成します。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

次のオプションがサポートされています。

-b

レプリケートされた DID インスタンスを、2 つの別々な DID インスタンスになる前の状態
に戻します。構成の間違いを修正したり、元の DID インスタンスに影響を与える構成変更
を準備したりするには、このオプションを使用します。
なおこのオプションは、クラスタモードでブートされたノードからしか実行できません。このオ
プションは大域ゾーンだけで使用できます。
-b オプションを使用する前に、このオプションを使用するすべてのデバイスグループから、
レプリケートされたデバイスを削除します。次に、結合された DID インスタンスに吸収され
た DID インスタンスを持つノードの 1 つから、このオプションを指定します。
このコマンドオプションを使用するためには、solaris.cluster.device.modify RBAC の
承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-C

現在のノードから排除されたデバイスに関して、すべての DID 参照を削除するよう指定し
ます。
なおこのオプションは、クラスタモードでブートされたノードからしか実行できません。このオ
プションは大域ゾーンだけで使用できます。
このオプションは、Solaris のデバイス関連のコマンドでクラスタノード上に存在しないデバ
イスの参照を削除したあとに指定します。
-F オプションは、構成済みの定足数デバイスのフェンシングプロトコルには影響しません。
このコマンドオプションを使用するためには、solaris.cluster.device.modify RBAC の
承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-c

デバイスおよび物理デバイスのカーネル部に対する整合性検査を指定します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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この整合性検査で問題が発見されると、エラーメッセージが表示されます。またこの処理
は、すべてのデバイスに対する検査が終了するまで継続されます。
このコマンドオプションを使用するためには、solaris.cluster.device.read の RBAC
の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-e type

複製タイプを指定します。SRDF レプリケーションタイプを指定する場合、このオプションと
一緒に使用できるのは -t オプションのみです。

-F

指定した個々のデバイスの、グローバルなデフォルトフェンシングアルゴリズムに優先しま
す。
デバイスのデフォルトのフェンシングアルゴリズムは、次の値の 1 つに設定できます。

pathcount 共有デバイスに接続されている DID パスの数でフェンシングプロ
トコルを決定します。
■ 使用する DID パスが 3 未満のデバイスには、このコマンドは

SCSI-2 プロトコルを設定します。
■ 使用する DID パスが 3 以上のデバイスには、このコマンドは

SCSI-3 プロトコルを設定します。

scsi3 SCSI-3 プロトコルを設定します。そのデバイスが SCSI-3 プロトコ
ルをサポートしない場合、フェンシングプロトコルの設定は変更され
ません。

useglobal 指定されたデバイスのグローバルなデフォルトのフェンシング設定
を行います。

デフォルトでは、グローバルなデフォルトのフェンシングアルゴリズムは pathcount に設定
されます。グローバルなデフォルトのフェンシング設定についての詳細は、-G オプションの
説明を参照してください。
変更するデバイスはそのインスタンス番号で指定できます。このコマンドは、複数のデバイ
スのスペース区切りのリストを受け入れます。デバイス名の instance 形式の詳細は、-o オ
プションの説明を参照してください。
-F オプションは、構成済みの定足数デバイスのフェンシングプロトコルには影響しません。
このコマンドオプションを使用するためには、solaris.cluster.device.modify RBAC の
承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-G

すべての共有デバイスの現在のグローバルなデフォルトのフェンシングアルゴリズムを設
定または表示します。
単独で指定すると、-G オプションは現在のグローバルなデフォルトのフェンシングアルゴリ
ズムの設定を表示します。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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設定値を指定すると、-G オプションは、すべてのデバイスのグローバルなデフォルトのフェ
ンシングアルゴリズムをその値に設定します。グローバルなデフォルトフェンシングは、次の
値のいずれかに設定できます。

prefer3 すべてのデバイスのデバイスフェンシングアルゴリズムを SCSI-3
プロトコルに設定します。SCSI-3 プロトコルをサポートしないデバイ
スには、pathcount 設定が割り当てられます。

pathcount 共有デバイスに接続されている DID パスの数でフェンシングプロ
トコルを決定します。
■ 使用する DID パスが 3 つ未満のデバイスには、このコマンドは

SCSI-2 プロトコルを設定します。
■ 使用する DID パスが 3 つ以上のデバイスには、このコマンドは

SCSI-3 プロトコルを設定します。
デフォルトでは、グローバルなデフォルトのフェンシングアルゴリズムは pathcount に設定
されます。
-G オプションは、構成済みの定足数デバイスのフェンシングプロトコルには影響しません。
このコマンドオプションを使用するためには、solaris.cluster.device.modify RBAC の
承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-g

レプリケーションデバイスグループを指定します。

-h

デバイスの対応付けを一覧表示させる際に、ヘッダーを出力するよう指定します。
このオプションは、-l および -L のオプションを指定した場合にのみ有用です。

-i

did ドライバを初期化するよう指定します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
did ドライバへの入出力要求を有効にする場合は、このオプションを使用します。
このコマンドオプションを使用するためには、solaris.cluster.device.modify RBAC の
承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-L

リモートホストや DID 構成ファイル内のデバイスなどに関する、すべてのパスを一覧表示
させます。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
なおこのコマンドによる出力は、-o オプションを使用することでカスタマイズできます。-o オ
プションを指定しない場合、デフォルトの一覧表示であるインスタンス番号、ローカルおよび
リモートのすべてのフルパス、フルネームが出力されます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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このコマンドオプションを使用するためには、solaris.cluster.device.read の RBAC
の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-l

DID 構成内のローカルデバイスを一覧表示するよう指示します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
なおこのコマンドによる出力は、-o オプションを使用することでカスタマイズできます。-o オ
プションを指定しない場合、デフォルトの一覧表示であるインスタンス番号、ローカルのフル
パス、フルネームが出力されます。
このコマンドオプションを使用するためには、solaris.cluster.device.read の RBAC
の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-o fmt

現在 did ドライバが認識しているデバイスを、書式指定 fmt に従って一覧表示させます。
-o オプションは複数指定することが可能です。fmt の指定は、コンマ切りの一覧による書
式指定用のオプション引数と解釈されます。このオプションは、-l および -L のオプション
を指定した場合にのみ有用です。使用可能な書式指定用のオプション引数は次のとおり
です。

instance did ドライバに対応するデバイスのインスタンス番号を出力させる
引数で、たとえば、1 などが返されます。

path デバイス識別子に対応したデバイスの物理パス名を出力させる引
数で、たとえば、/dev/rdsk/c0t3d0 などが返されます。

fullpath このデバイス識別子に対応したデバイスの物理パス名をフルパス
で出力させます。このパス名には、ホスト (たとえば、phys-hostA:/
dev/rdsk/c0t3d0) が含まれています。

host -L オプションと併用した場合、指定されたデバイスに接続するすべ
てのホスト名を一覧表示させます。-l オプションと併用した場合、指
定されたデバイスに接続するローカルホストの名前を一覧表示させ
ます。

name このデバイス識別子に対応したデバイスの DID 名を出力させる引
数で、たとえば、d1 などが返されます。

fullname デバイス識別子に対応したデバイスのフル DID パス名を出力させ
る引数で、たとえば、/dev/did/rdsk/d1 などが返されます。

diskid 一覧されたデバイスのインスタンスに対応したデバイス識別子
を、16 進数表示で出力させます。

asciidiskid 一覧されたデバイスのインスタンスに対応したデバイス識別子
を、ASCII 表示で出力させます。

http://otn.oracle.com
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defaultfencing デバイスに設定されているデフォルトのフェンシングアルゴリズムを
出力します。

-R {path | instance | all}

指定されたデバイスインスタンスに対して、修復処理の実行を指定します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
この場合のコマンドの引数には、新しいデバイスと交換した物理デバイスのパスか、ある
いは交換したデバイスのインスタンスを指定します。all のキーワードを併用することによ
り、scdidadm ユーティリティーは、このノードに接続されたすべてのデバイスの構成データを
更新します。
なおこのオプションは、クラスタモードでブートされたノードからしか実行できません。
このコマンドオプションを使用するためには、solaris.cluster.device.modify RBAC の
承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-r

データベースの再構成を指定します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
このオプションを指定すると、rdsk と rmt デバイスツリーが完全に検索されます。それまで
に認識されていないすべてのデバイス識別子に対して新しいインスタンス番号が割り当て
られます。新規に認識された個々のデバイスに対しては、それぞれ新しくパスが追加されま
す。
なおこのオプションは、クラスタモードでブートされたノードからしか実行できません。
このコマンドオプションを使用するためには、solaris.cluster.device.modify RBAC の
承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-T remote-nodename

-e replication—type 引数で指定するストレージベースのレプリケーションタイプとともに使
用する、DID デバイスを構成します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
このオプションは、レプリケートされたデバイスが構成されているいずれか 1 つ のノードだ
けから実行します。remote-nodename オプション引数を使用して、リモートノードの名前を指
定します。
ローカルノード上の DID インスタンスはリモートノード上の対応する DID インスタンスと結
合され、レプリケートされたデバイスの各ペアは単一の論理 DID デバイスにマージされま
す。
このコマンドオプションを使用するためには、solaris.cluster.device.modify RBAC の
承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-t source-instance:destination-instance

DID インスタンスを本来の場所から新しい宛先インスタンス (destination-instance オプ
ション引数で指定) に移動します。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
このオプションは、ローカルのインスタンスを間違って変更した場合に、DID インスタンス
を本来の場所に戻すときに使用します。 共有ストレージに接続されたすべてのクラスタノー
ド上でコマンドを実行したあとで、devfsadm および scgdevs コマンドを 1 つのノードから実
行して、構成変更により広域デバイスのネームスペースを更新します。
destination-instance がクラスタ内に存在しない場合、source-instance 引数の値に対応す
る DID デバイスパスは削除され、指定した destination-instance で作成し直されます。
destination-instance がクラスタ内にすでに存在する場合、source-instance のパス (単数
または複数) は destination-instance のパス (単数または複数) と結合され、両方のイン
スタンスのすべてのパスを含む単一の DID 宛先インスタンスになります。
レプリケーションタイプを指定する場合は、-e オプションを含めます。SRDF レプリケーショ
ンデバイスを使用している場合は、-g オプションを使用して、レプリケーションデバイスグ
ループを指定します。
このコマンドオプションを使用するためには、solaris.cluster.device.modify RBAC の
承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-u

デバイス識別子の構成テーブルをカーネルに読み込むよう指定します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
このオプションを指定した場合、デバイスのパスおよび対応するインスタンス番号に関し
て、現在認識されているすべての構成情報がカーネルに読み込まれます。
このコマンドオプションを使用するためには、solaris.cluster.device.modify RBAC の
承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-v

プログラムのバージョン番号の出力を指定します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

例   311 ローカルホストに接続したデバイスの CCR への追加

# scdidadm -r

例   312 デバイスの物理パスの一覧表示

次のサンプルコードは、did ドライバのインスタンス 2 に対応するデバイス物理パスを一覧表示
させます。

% scdidadm -l -o path 2

/dev/dsk/c1t4d0

http://otn.oracle.com
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例   313 書式指定用のオプション引数の複数指定

書式指定用のオプション引数を複数指定するには、次のいずれかの形式で記述します。

% scdidadm –l –o path –o name 2

% scdidadm -l -o path,name 2

いずれの形式の場合も、得られる結果は次のようになります。

/dev/dsk/c1t4d0 d1

例   314 EMC SRDF ストレージベースのレプリケーションで使用するための DID デバイスの
構成

次の例では、EMC SRDF ストレージベースのレプリケーションで使用するために、ローカルの
DID デバイスとリモートの DID デバイスを構成します。このコマンドは、レプリケートされたデバ
イスが構成されているローカルのソースノードから実行します。ソースノード上の DID インスタン
スは、リモートの宛先ノード phys-schost-1 上の対応する DID インスタンスと結合されます。

# scdidadm -t 15:10 -e srdf -g devgroup1

例   315 レプリケートされた DID デバイスの構成解除

次の例では、レプリケートされた DID デバイス d25 を、元の DID デバイスコンポーネントに戻
します。これは、phys-schost-1 上のパス d15 と、phys-schost-2 上のパス d25 の結合により
作成された DID デバイスです。2 つのパスが結合された際、パス d15 はパス d25 に統合され
たため、phys-schost-1 からコマンドを実行して、パス d15 を確実に復元します。

phys-schost-1# scdidadm -b 25

例   316 DID インスタンスの移動

次の例は、ソースインスタンス 15 上の DID インスタンスを、新しい DID インスタンス 10 に移
動し、 続いてグローバルデバイスのネームスペース内の構成変更を更新します。

# scdidadm -t 15:10

# devfsadm

# scgdevs

例   317 修復処理の実行

次のサンプルコードは、指定したデバイスのパスに対して、修復処理を実施させます。デバイス
/dev/dsk/c1t4d0 は、新しいデバイス識別子と対応付けられている新しいデバイスと交換され
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ています。この新しいデバイス識別子が、古いデバイス識別子と対応付けられていたインスタ
ンス番号に対応していることを示すため、データベースが更新されます。

# scdidadm -R c1t4d0

例   318 修復処理の実行

修復処理は、デバイスのパスと関連付けられたインスタンス番号を指定しても実行できます。
たとえば、先の例で c1t4d0 のデバイスのインスタンス番号 2 であるとすれば、次のサンプル
コードのように指定しても、前回と同様の結果が得られます。

# scdidadm -R 2

例   319 SCSI プロトコルのグローバルな設定

次の例では、クラスタ内のすべての SCSI デバイス (ただし、構成済みの定足数デバイス
と SCSI-3 プロトコルをサポートしないデバイスを除く) を SCSI-3 プロトコルに設定しま
す。SCSI-3 プロトコルをサポートしないデバイスは、pathcount に設定されます。

# scdidadm -G prefer3

例   320 単一デバイスの SCSI プロトコルの表示

次の例では、デバイス /dev/rdsk/c0t3d0 の SCSI プロトコル設定を表示します。

# scdidadm -L -o defaultfencing /dev/rdsk/c0t3d0

例   321 単一デバイスの SCSI プロトコルの設定

次の例では、デバイス 11 (インスタンス番号で指定) を SCSI-3 プロトコルに設定します。この
デバイスは、構成済みの定足数デバイスではなく、SCSI-3 プロトコルをサポートします。

# scdidadm -F scsi3 11

次の終了値が返されます。

0 コマンドは正常に完了しました。

1 エラーが発生しました。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

http://otn.oracle.com
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属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 安定

19 ページのIntro(1CL)、61 ページのcldevice(1CL)、Unresolved link to "
devfsadm1M"、815 ページのscgdevs(1M)、1479 ページのdid(7)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster システム管理 "

マルチポート式のテープドライブまたは CD-ROM ドライブはそれぞれ、個々の物理接続をする
ごとにネームスペースに表示されます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scdpm — ディスクパスモニタリングデーモンの管理

scdpm [-a] {node | all}

scdpm -f filename

scdpm -m {[node | all][:/dev/did/rdsk/]dN | [:/dev/rdsk/]cNtXdY | all}

scdpm -n {node | all}

scdpm -p [-F] {[node | all][:/dev/did/rdsk/]dN | [/dev/rdsk/]cNt

     XdY | all}

scdpm -u {[node | all][:/dev/did/rdsk/]dN | [/dev/rdsk/]cNtXdY | all}

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

scdpm コマンドは、クラスタ内で動作するディスクパスモニタリングデーモンを管理します。この
コマンドは、ディスクパスをモニターおよびモニター解除するのに使用します。このコマンドは、
ディスクパスまたはノードのステータスを表示するのにも使用できます。その場合には、クラスタ
または特定のノードにあるアクセス可能なすべてのディスクパスが標準出力に出力されます。こ
のコマンドは、オンラインであり、クラスタモードであるクラスタノードで実行してください。

新しいディスクパスをモニターする際には、広域名を指定することも UNIX 名を指定すること
もできます。さらに、ディスク構成全体の再読み込みをデーモンに指示することもできます。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

次のオプションがサポートされています。

-a

次の条件に適合する場合に、モニターしているすべてのディスクパスが失敗したときのノー
ドの自動リブートを有効にします。
■ 該当ノード上でモニター対象のすべてのディスクパスが失敗した。
■ 少なくとも 1 つのディスクがクラスタ内の異なるノードからアクセス可能である。
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このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
ノードがリブートすると、そのノード上でマスターされているすべてのリソースとデバイスグルー
プが別のノード上で再起動します。
ノードが自動リブートしたあと、ノード上のすべてのモニター対象ディスクパスがアクセス不
能のままである場合、そのノードはふたたび自動リブートしません。ただし、ノードがリブートし
たあとにモニター対象ディスクパスのどれかが使用可能になり、その後、すべてのモニター
対象ディスクパスでふたたび問題が発見されると、ノードはふたたび自動的にリブートしま
す。
このコマンドを使用するには solaris.cluster.device.admin の役割に基づくアクセス制
御 (RBAC) が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-F

-F オプションを -p オプションとともに指定すると、scdpm はクラスタに存在する障害のある
ディスクパスも出力します。-p オプションは、ノードまたは指定されたディスクパスの現在の
ステータスを、このストレージに接続されているすべてのノードから出力します。

-f filename

filename にあるモニターまたはモニター解除するディスクパスのリストを読み込みます。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
次の例では、filename の内容を示します。

u schost-1:/dev/did/rdsk/d5

m schost-2:all

このファイルの各行には、ディスクパスをモニターまたはモニター解除するかどうか、ノード
名、およびディスクパス名を指定してください。モニターする場合は、m オプション、モニター
を解除する場合は、u オプションを指定します。コマンドとノード名の間には、空白を挿入し
てください。また、ノード名とディスクパス名の間にコロン (:) を挿入することもできます。
このオプションを使用するには、solaris.cluster.device.admin RBAC 認証が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-m

node:diskpath で指定される新しいディスクパスをモニターします。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
このオプションを使用するには、solaris.cluster.device.admin RBAC 認証が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-n

モニターされているすべてのディスクパスが失敗したときのノードの自動リブートを無効にし
ます。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
ノード上にあるモニターされているすべてのディスクパスが失敗した場合、そのノードはリ
ブートしません。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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このオプションを使用するには、solaris.cluster.device.admin RBAC 認証が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-p

指定されたディスクパスの現在のステータスを、このストレージに接続されているすべての
ノードから出力します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
-F オプションを指定すると、scdpm はクラスタに存在する障害のあるディスクパスを出力し
ます。
ディスクパスの有効なステータス値は、Ok、Fail、Unmonitored、または Unknown です。
ノードの有効なステータス値は、Reboot_on_disk_failure です。Reboot_on_disk_failure
ステータスの詳細は、-a オプションと -n オプションを参照してください。
このオプションを使用するには、solaris.cluster.device.read RBAC 認証が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-u

ディスクパスのモニターを解除します。各ノードのデーモンは、指定されたパスのモニタリン
グを停止します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
このオプションを使用するには、solaris.cluster.device.admin RBAC 認証が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

例   322 クラスタインフラのすべてのディスクパスをモニタリング

次のコマンドでは、クラスタインフラのすべてのディスクパスをモニターします。

# scdpm -m all

例   323 新しいディスクパスのモニタリング

次のコマンドは、新しいディスクパスをモニターします。すべてのノードは、このパスが有効な  /
dev/did/dsk/d3 をモニターします。

# scdpm -m /dev/did/dsk/d3

例   324 単一ノードの新しいディスクパスをモニタリング

次のコマンドでは、単一ノードで新しいパスをモニターします。schost-2 ノードのデーモンは、/
dev/did/dsk/d4 ディスクと /dev/did/dsk/d5 ディスクへのパスをモニターします。

# scdpm -m schost-2:d4 -m schost-2:d5

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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例   325 すべてのディスクパスとそのステータスの出力

次のコマンドでは、クラスタのすべてのディスクパスとそれらのステータスを出力します。

# scdpm -p

     schost-1:reboot_on_disk_failure  enabled

     schost-2:reboot_on_disk_failure  disabled

     schost-1:/dev/did/dsk/d4         Ok

     schost-1:/dev/did/dsk/d3         Ok

     schost-2:/dev/did/dsk/d4         Fail

     schost-2:/dev/did/dsk/d3         Ok

     schost-2:/dev/did/dsk/d5         Unmonitored

     schost-2:/dev/did/dsk/d6         Ok

例   326 障害のあるすべてのディスクパスを出力

次のコマンドでは、schost-2 ノードにある障害のあるすべてのディスクパスを出力します。

# scdpm -p -F all

     schost-2:/dev/did/dsk/d4         Fail

例   327 単一ノードからのすべてのディスクパスのステータスの出力

次のコマンドでは、schost-2 ノードでモニターされているすべてのディスクのディスクパスとその
ステータスを出力します。

# scdpm -p schost-2:all

     schost-2:reboot_on_disk_failure   disabled

     schost-2:/dev/did/dsk/d4          Fail

     schost-2:/dev/did/dsk/d3          Ok

次の終了値が返されます。

0 コマンドは正常に完了しました。

1 コマンドは完全に失敗しました。

2 コマンドは部分的に失敗しました。

注記 - ディスクパスはノード名とディスク名で表されます。ノード名はホスト名または all でなけ
ればなりません。ディスク名は、グローバルなディスク名、UNIX パス名、または all でなけれ
ばなりません。ディスク名は、グローバルなフルパス名またはディスク名のどちらでもかまいませ
ん。たとえば、/dev/did/dsk/d3 または d3 などです。ディスク名は、UNIX のフルパス名でもか
まいません。たとえば、/dev/rdsk/c0t0d0s0 などです。
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ディスクパスのステータスの変化を記録する場合は、syslogd LOG_INFO 機能レベルを使用しま
す。すべての障害を記録する場合は、LOG_ERR 機能レベルを使用します。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 61 ページのcldevice(1CL), 185 ページのclnode(1CL),
Unresolved link to " attributes5"

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster システム管理 "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
sceventmib — Oracle Solaris Cluster イベント MIB モジュールの管理

sceventmib -a -c community -h host ...

sceventmib -a -t auth-type -u username [-f password-file]

sceventmib -d -s security-level -u username

sceventmib {-e | -n}

sceventmib -l protocol

sceventmib -m -t auth-type -u username

sceventmib -p {all | hosts | users}

sceventmib -r -c community -h host...

sceventmib -r -u username

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

sceventmib コマンドは、Oracle Solaris Cluster イベント管理情報ベース (MIB) モジュール
を有効化、無効化、および構成します。このコマンドをあるクラスタノード上で実行した場合、その
ノード上の MIB モジュールの構成だけに影響します。各クラスタノードの MIB モジュールは、ク
ラスタ内のほかの MIB とは無関係に動作します。

このコマンドは、あるクラスタノード上の MIB モジュールを有効または無効にするのに使用でき
ます。このコマンドは、SNMP トラップ通知のバージョンやトラップ通知を送信する IP アドレス
のホスト名など、構成プロパティーを設定するのにも使用できます。Oracle Solaris Cluster イ
ベント MIB は、ポート 11162 にトラップ通知を送信します。SNMP ツリーはポート 11161 に
表示されます。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

基本オプション

次のオプションで、基本的なコマンドの形式および機能を指定します。
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-a

指定した SNMP ホストとコミュニティー用のエントリ、または、指定したユーザー用のエント
リをノード構成ファイルに追加します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

-d

SNMPv3 プロトコルを指定するときに使用するデフォルトのセキュリティーレベルとユーザーを
設定します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
SNMPv3 を指定するときのデフォルトのユーザーを指定してください。SNMPv3 を使用す
ると、複数のユーザーを MIB モジュール用に構成できます。デフォルトのユーザーは常に
1 人だけです。このオプションの設定にかかわらず、最初に追加したユーザーが自動的に
デフォルトのユーザーとして定義されます。この設定では、デフォルトのユーザーは Oracle
Solaris OS ユーザーと同じであるというわけではありません。

-e

ノード上の Oracle Solaris Cluster の イベント MIB モジュールを有効にします。ノードを
リブートしたあとでも、この設定は変更するまで有効のままです。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

-l protocol

MIB で使用するために SNMP プロトコルのバージョンを 設定します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
protocol には、SNMPv2 または SNMPv3 のどちらかを指定できます。少なくとも 1 人の
SNMPv3 ユーザーを構成するまで、SNMPv3 プロトコルは指定できません。

-m

SNMP ユーザーの認証タイプを変更します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

-n

ノード上の Oracle Solaris Cluster の イベント MIB モジュールを無効にします。ノードを
リブートしたあとでも、この設定は変更するまで有効のままです。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

-p {all | hosts | users}

MIB 構成情報を次のいずれかのタイプで表示します。

all すべての MIB モジュール構成情報

hosts MIB モジュールで使用するように構成されている SNMP ホストの
構成情報のみ。
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users MIB モジュールを使用するように構成されている SNMP ユーザー
の構成情報のみ。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

-r

指定されている SNMP ホストとコミュニティー用のエントリ、または、指定した SNMP
ユーザー用のエントリをノード構成ファイルから削除します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

追加オプション

基本オプションに追加オプションを併用することで、各形式のコマンドのデフォルト動作を変更
できます。各形式の sceventmib で使用可能なオプションについては、「形式」セクションを参
照してください。

サポートされる追加オプションには、次のものがあります。

-c community

ノード構成ファイルに追加する、または、ノード構成ファイルから削除する SNMP コミュニ
ティーの名前を指定します。

-f password-file

1 つまたは複数の SNMP ユーザー名とそれに対応するパスワードが含まれるパスワード
ファイルの名前を指定します。
password-file ファイルに含まれる各行には、次の構文を使用します。

user:password

たとえば、Joseph Bloggs と Andrew Smith というユーザーには、次のような行を指定し
ます。
jbloggs:fgrxty_0

asmith:artfli!9

-h host …

SNMP ホストの名前を指定します。host 用の IP アドレスまたはホスト名のどちらかを指
定できます。
1 つのホストを複数のコミュニティーに含めることができます。しかし、同じコミュニティーに
同じ名前のホストがすでに存在する場合、エラーが返されます。

-s security-level

指定した SNMPv3 ユーザーのセキュリティーレベルを指定します。この設定は、ユーザーが
SNMP MIB モジュールにアクセスできる程度を決定します。
1 人のユーザーに複数のセキュリティーレベルを割り当てることができます。
security-level の case-sensitive 設定には、次の 1 つを指定します。
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authNoPriv 認証セキュリティー対策は必須ですが、プライバシーセキュリティー
対策は必要ありません。

authPriv 認証とプライバシーの両方のセキュリティー対策が必要です。

noAuthNoPriv 認証とプライバシーのセキュリティー対策は必要ありません。

-t auth-type

使用する認証暗号化メカニズムを指定します。auth-type には、MD5 または SHA のどちらか
を指定できます。

-u username

SNMPv3 ユーザーの名前を指定します。
ユーザーのエントリを追加するときに、同じユーザー名とセキュリティーレベルがすでに存在
する場合、その情報は上書きされます。
デフォルトの SNMPv3 ユーザーを削除する場合、このコマンドは自動的に別のデフォルト
のユーザーを選択します。

例   328 イベント MIB の有効化

次のコマンドは、イベント MIB を有効にします。

# sceventmib -e

例   329 SNMP ホストのコミュニティーへの追加

次のコマンドは、ホストを SNMP コミュニティー public に追加します。

■ 1 番目の例では、ホストをホスト名 sc-host で指定します。

# sceventmib -a -h sc-host -c public

■ 2 番目の例では、ホストを IP アドレス 10.0.0.25 で指定します。

# sceventmib -a -h 10.0.0.25 -c public

例   330 パスワードファイルなしの SNMP ユーザーの追加

次のコマンドは、ユーザー jbloggs を追加して、MD5 認証暗号化メカニズムを指定します。パ
スワードファイルが指定されていないため、このコマンドはユーザーにパスワードを入力するよう
に求めます。

# sceventmib -a -t MD5 -u jbloggs

Enter password for user jbloggs: ********
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例   331 SNMP ユーザーの追加とパスワードファイルの指定

次のコマンドは、ユーザー jbloggs を追加して、MD5 認証暗号化メカニズムとパスワードファイ
ル pfile を指定します。パスワードファイルが指定されているため、このコマンドはユーザーにパ
スワードを入力するように求めません。

# cat pfile

jbloggs:fgrxty_0

# sceventmib -a -f pfile -t MD5 -u jbloggs 

例   332 すべての SNMP 構成情報の表示

次のコマンドは、すべての SNMP 構成情報を表示します。

# sceventmib -p all 

例   333 SNMP ホストに関する構成情報だけの表示

次のコマンドは、SNMP ホストに関する構成情報だけを表示します。

# sceventmib -p hosts 

例   334 SNMP プロトコルのバージョンの設定

次のコマンドは、SNMP プロトコルのバージョンを SNMPv3 に設定します。

# sceventmib -l SNMPv3 

例   335 SNMP のデフォルトのユーザーの設定

次のコマンドは、SNMP のデフォルトのユーザーを jbloggs に設定して、必要な認証とプライバ
シの両方のセキュリティ対策を指定します。

# sceventmib -d -s authPriv -u jbloggs

例   336 ユーザーの認証タイプの変更

次のコマンドは、ユーザー jbloggs の認証タイプを SHA に変更します。

# sceventmib -m -t SHA -u jbloggs
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例   337 SNMP ホストの削除

次のコマンドは、コミュニティ public に含まれる IP アドレス 10.0.0.25 のSNMP ホストを削
除します。

# sceventmib -r -c public -h 10.0.0.25 

例   338 SNMP ユーザーの削除

次のコマンドは、SNMP ユーザー jbloggs を削除します。

# sceventmib -r -u jbloggs 

このコマンドは、次の終了ステータスコードを返します。

0 コマンドは正常に完了しました。

0 以外 エラーが発生しました。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

/usr/cluster/lib/mib/sun-cluster-event-mib.mib

Oracle Solaris Cluster SNMP イベント MIB 定義ファイル

19 ページのIntro(1CL), 491 ページのclsnmphost(1CL), 499 ページのclsnmpmib(1CL),
509 ページのclsnmpuser(1CL), Unresolved link to " attributes5"

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster システム管理 "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scgdevs — 広域デバイス名前空間の管理スクリプト

/usr/cluster/bin/scgdevs 

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

scgdevs コマンドは、広域デバイスの名前空間を管理します。グローバルデバイスの名前空間
は物理デバイスへの論理リンクで構成され、/global ディレクトリの下にマウントされます。/
dev/global ディレクトリはクラスタ内の各ノードから見えるので、どのノードからでも個々の物理
デバイスが確認できます。つまり、クラスタ内のどのノードからでも、グローバルデバイスの名前
空間に追加された任意のディスク、テープ、または CD-ROM にアクセスできます。

scgdevs コマンドを使用すれば、システムのリブートなしで、グローバルデバイスの名前空間に
新しいグローバルデバイス (テープドライブ、CD-ROM ドライブ、ディスクドライブなど) を付加
できます。scgdevs コマンドを実行する前に、devfsadm コマンドを実行してください。

これらのコマンドを実行しない場合は、再構成リブートにより、広域名前空間を再構成し、新しい
グローバルデバイスを付加することができます。再構成リブートの詳細は、Unresolved link to
" boot1M" のマニュアルページを参照してください。

このコマンドは、現在のクラスタメンバーであるノードから実行してください。クラスタメンバー以
外のノードからこのコマンドを実行した場合、システムの状態は変更されず、このコマンドはエ
ラーコードとともに終了します。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

このコマンドを使用するためには、solaris.cluster.system.modify RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照してください。

さらにこのコマンドを使用するにあたっては、Oracle Solaris Cluster コマンド権プロファイル
を割り当てておく必要があります。認証されたユーザーは、pfsh、pfcsh、または pfksh プロファ
イルから、Oracle Solaris Cluster の特権コマンドをコマンド行で実行できます。プロファイル
シェルは、Oracle Solaris Cluster コマンド権プロファイルに割り当てられた Oracle Solaris

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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Cluster の特権コマンドへのアクセスを可能にする特別なシェルです。プロファイルシェル
は、su コマンドを実行して役割を引き受けたときに起動されます。pfexec コマンドを使用して
も、Oracle Solaris Cluster の特権コマンドを実行できます。

次の終了値が返されます。

0 コマンドは正常に完了しました。

0 以外 エラーが発生しました。標準出力にエラーメッセージを出力。

/devices デバイスノードディレクトリ

/global/.devices 広域デバイスノードディレクトリ

/dev/md/shared Solaris ボリュームマネージャーのメタセットディレクトリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 廃止

Unresolved link to " pfcsh1"、Unresolved link to "
pfexec1"、Unresolved link to " pfksh1"、Unresolved link to "
pfsh1"、19 ページのIntro(1CL)、61 ページのcldevice(1CL)、Unresolved link
to " boot1M"、Unresolved link to " devfsadm1M"、Unresolved link to "
su1M"、1479 ページのdid(7)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster システム管理 "

ローカルノードから呼び出された scgdevs コマンドは、その作業をリモートノード上で非同期的に
実行します。したがって、ローカルノード上でコマンドが完了しても、必ずしも、その作業がクラス
タ規模で完了しているとは限りません。

このドキュメントは API を構成しません。/global/.devices ディレクトリおよび /devices ディ
レクトリは、存在しないか、将来のリリースで異なる内容または解釈を持つ可能性があります。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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ただし、この記述がないドキュメントすべてが API を構成するわけではありません。このインタ
フェースは、不安定なインタフェースと見なす必要があります。
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名前
scinstall — Oracle Solaris Cluster ソフトウェアの初期化と新しいクラスタノードの確立

/usr/cluster/bin/scinstall -i -F [-C clustername] 
     [-T authentication-options] [-o]] [-A adapter-options] 
     [-B switch-options] [-m cable-options] [-w netaddr-options]

/usr/cluster/bin/scinstall -i -N cluster-member [-C clustername] 
     [-A adapter-options] [-B switch-options] [-m cable-options]

/usr/cluster/bin/scinstall -c net-image-source -U password-file 
     -h nodename -n nodeip-mac-options -W software-specs -F 
     [-C clustername] [-T authentication-options [-A adapter-options] 
     [-B switch-options] [-m cable-options] [-w netaddr-options]

/usr/cluster/bin/scinstall -c net-image-source -U password-file 
     -h nodename -n nodeip-mac-options -W software-specs 
     -N cluster-member [-C clustername] [-A adapter-options] 
     [-B switch-options] [-m cable-options]

/usr/cluster/bin/scinstall -c archive=archive-location[::cert=cert-file::
     key=key-file],action=initial -U password-file -h nodename
     -n nodeip-mac-options -F [-C clustername] [-f hostnames-map-file]
     [-T authentication-options] [-A adapter-options] 
     [-B switch-options] [-m cable-options] [-o] [-w netaddr-options]

/usr/cluster/bin/scinstall -c archive=archive-location[::cert=cert-file::
     key=key-file],action=initial -U password-file -h nodename
     -n nodeip-mac-options -N cluster-member [-C clustername] [-f hostnames-map-file]
     [-T authentication-options] [-A adapter-options] 
     [-B switch-options] [-m cable-options] [-o] [-w netaddr-options]

/usr/cluster/bin/scinstall -c archive=archive-location[::cert=cert-file::
     key=key-file],action=restore -h nodename [-F[-o]]
     -C clustername -n nodeip-mac-options [-T secureAI=yes]

/usr/cluster/bin/scinstall -c archive=archive-location[::cert=cert-file::
     key=key-file],action=replicate -h nodename [-F[-o]] 
     -C clustername -n nodeip-mac-options
     [-T node=archive-source-node::node-to-install[,...] [,secureAI=yes]
     [-f hostnames-map-file] [-w netaddr-options] -U password-file

/usr/cluster/bin/scinstall -u upgrade-modes [upgrade-options]

/usr/cluster/bin/scinstall -u update upgrade-options [pkg_fmri_pattern ...]

/usr/cluster/bin/scinstall -r [-N cluster-member]

scinstall -p [-v]
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注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

scinstall コマンドは、Oracle Solaris Cluster ノードの作成およびアップグレードについて、次
の各種のタスクを実行します。

■ -scinstall の「初期化」形式 (i) は、新しい Oracle Solaris Cluster の構成メンバーとし
てノードを確立します。その際、新規クラスタで最初のノードとして確立 (-F) するか、既存の
クラスタへノードを追加 (-N) することができます。scinstall コマンドのこの形式は、常にク
ラスタを作成するノードまたはクラスタに追加されるノードから実行します。

■ scinstall の「インストールクライアント追加」形式 (-c) は、指定された nodename を、コマ
ンドが実行された AI インストールサーバー上のカスタム自動インストーラ (AI) クライアント
として確立します。この形式の scinstall コマンドは、常に AI インストールサーバーから実
行します。

■ scinstall の「削除」形式 (-r) は、クラスタ構成情報を削除し、クラスタノードから Oracle
Solaris Cluster ソフトウェアをアンインストールします。

■ scinstall の「アップグレード」形式 (-u) には複数のモードとオプションがあり、Oracle
Solaris Cluster ノードをアップグレードします。scinstall コマンドのこの形式は、常にアッ
プグレードするノードから実行します。

■ scinstall の「リリース出力」形式 (-p) は、コマンドを実行したノードにインストールされた
Oracle Solaris Cluster ソフトウェアについて、そのリリース情報およびパッケージバージョ
ン情報を出力します。

オプションを指定しない場合、scinstall コマンドは対話型モードで実行を試みます。

「リリース出力」形式 (-p) を除くすべての scinstall コマンド形式は、スーパーユーザーとして実
行します。

ha-cluster/system/install ソフトウェアパッケージには、scinstall コマンドのコピーが含ま
れています。

このコマンドは、大域ゾーンからのみ実行できます。
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基本オプション

次のオプションで、基本的なコマンドの形式および機能を指定します。

ただし、複数のオプションを同一のコマンド行で指定できません。

-c

「インストールクライアント追加」形式の scinstall コマンドを指定します。このオプショ
ンは、指定された nodename を、コマンドが発行された AI サーバー上のカスタム自動
インストーラ (AI) クライアントとして確立します。この -c オプションは、2 つの仕様 -
c net-image-source および -c archive=archive-location[::cert=cert-file::key=key-
file],action={initial/restore|replicate} を受け入れます。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
AI を使用して、IPS リポジトリから Oracle Solaris および Oracle Solaris Cluster
ソフトウェアパッケージをインストールし、新しいクラスタを構成する場合は、net-image-
source を指定する必要があります。これは、クラスタノードのアーキテクチャ (SPARC また
は i386) に基づき、install-image または solaris-auto-install IPS パッケージを取得
するリポジトリとすることができます。

-c publisher=repo[::cert=cert-file=key-file],arch={sparc|i386}

net-image-source は、Oracle Solaris リリースの AI ISO イメージファイルとすることもで
きます。ファイルは、クラスタノードをインストールするように構成された、すでに確立された
AI サーバーからアクセスできる必要があります (-c iso-file)。
統合アーカイブを使用して自動的にクラスタをインストールしたり、クラスタノードを復元した
りする場合は、archive=archive-location,action={initial|restore|replicate} コマン
ドを使用してください。このコマンドは、統合アーカイブの場所を指定し、AI サーバーからア
クセス可能なファイルシステム上のアーカイブへのフルパスか、HTTP または HTTPS の
場所とすることができます。HTTPS の場所にアクセスする場合は、SSL 鍵および証明書
ファイルを指定する必要があります。また、新しいクラスタを構成する (action=initial)、
ノードを復元する (action=restore)、または同じハードウェア構成を持つ既存のクラスタか
ら新しいクラスタをレプリケートする (action=replicate) 場合は、アーカイブの使用目的も
指定する必要があります。restore アクションを使用する場合、アーカイブは、復元するノー
ドと同じノード上で以前作成された復旧タイプのアーカイブでなければなりません。
この形式のコマンドを使用すると、各クラスタノード (つまり nodename) を、すでに確立され
た自動インストーラインストールサーバー上のカスタム AI クライアントとして容易に確立で
きるため、AI サーバーからの完全に自動化されたクラスタインストールが可能になります。
Oracle Solaris Cluster の場合、AI マニフェストファイルをカスタマイズできま
す。Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster ソフトウェアのインストール の
Oracle Solaris および Oracle Solaris Cluster ソフトウェアをインストールおよび構成す
る方法 (IPS リポジトリ)"およびUnresolved link to " Oracle Solaris 11.2 システムの
インストール "を参照してください。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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scinstall コマンドを使用してカスタム Oracle Solaris Cluster AI クライアントとして
ノードを設定する前に、まず AI インストールサーバーを確立する必要があります。AI インス
トールサーバーの設定の詳細は、Unresolved link to " Oracle Solaris 11.2 システムの
インストール の第 8 章AI サーバーの設定"を参照してください。

-i

「初期化」形式の scinstall コマンドを指定します。この形式のコマンドは、新しいクラスタ
メンバーとしてノードを確立します。新規のノードは、scinstall コマンドを発行したノードとな
ります。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
-i オプションに -F オプションを併用すると、scinstall は新規クラスタの最初のノードを確
立します。
-F オプションに -o オプションを併用すると、scinstall は単一ノードクラスタを確立しま
す。
-i オプションに -N オプションを併用すると、scinstall は既存のクラスタにノードを追加し
ます。

-p

コマンドを実行したノードにインストールされた Oracle Solaris Cluster ソフトウェアのリ
リース情報およびパッケージバージョン情報を出力します。これは、スーパーユーザー以外で
実行できる唯一の scinstall の形式です。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

-r

クラスタノードから、クラスタの構成情報を削除し、Oracle Solaris Cluster のフレームワー
クおよびデータサービスソフトウェアをアンインストールします。この処理の実行後は、ノード
を再インストールしたり、クラスタからノードを削除することができます。このコマンドは、アン
インストールするノード上のクラスタソフトウェアによって使用されていないディレクトリから
実行してください。ノードは、非クラスタモードとします。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

-u

scinstall コマンドを起動したノード上の Oracle Solaris Cluster ソフトウェアをアップ
グレードします。scinstall の「アップグレード」形式には複数の動作モードがあり、upgrade-
mode で指定されます。アップグレードタイプの詳細は、次の アップグレードオプション を参
照してください。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

追加オプション

基本オプションに追加オプションを併用することで、各形式のコマンドのデフォルト動作を変更
できます。各形式の scinstall コマンドで使用可能なオプションについては、「SYNOPSIS」セク
ションを参照してください。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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サポートされる追加オプションには、次のものがあります。

-h nodename

ノード名を指定します。 -h オプションが利用できるのは、「インストールクライアント追加」
(-c) 形式のコマンドのみです。
nodename は、カスタム AI インストールのために設定するクラスタノード (つまり、AI イン
ストールクライアント) の名前です。

-v

リリース情報を冗長モードで出力します。-v オプションは、「リリース出力」(-p) 形式のコマン
ドで冗長モードを指定する場合にのみ使用します。
「リリース出力」の冗長モードでは、インストールされている各 Oracle Solaris Cluster ソフ
トウェアパッケージのバージョン文字列も出力されます。

-F [config-options]

クラスタ内の最初のノードを確立します。-F オプションは、「初期化」(-i) または「インストー
ルクライアント追加」(-c) 形式のコマンドでのみ有効です。
最初のノードのインストールが完全にクラスタメンバーとしてインスタンス化され、新規クラ
スタノードの追加に必要なすべての処理を実行できる状態になるまでは、2 番目以降の
ノードは確立できません。-F オプションとともに -o オプションを使用すると、単一ノードクラ
スタが作成され、このクラスタ作成中は、新規にノードを追加できません。

-f hostnames-map-file

別のクラスタからクラスタをレプリケートしたり、initial アクションで復旧アーカイブを使用
して新しいクラスタを作成したりするために使用する古いホスト名と新しいホスト名の組
み合わせリストを含むテキストファイルを指定します。このファイルには、複数の行を含める
ことができます。各行は 2 列で構成されています。最初の列は、アーカイブが作成される
ソースクラスタで使用されるホスト名または IP アドレスです。2 列目は、新しいクラスタに
対応するホスト名または IP アドレスです。これらのホスト名は、論理ホスト名、共有アドレ
スリソース、およびゾーンクラスタ用に使用できます。

source-cluster-zc-hostname1          target-cluster-zc-hostname1
source-cluster-zc-hostname2          target-cluster-zc-hostname2
source-cluster-lh1          target-cluster-lh1
source-cluster-lh2          target-cluster-lh2

このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

-N cluster-member [ config-options]

クラスタ番号を指定します。-N オプションは、「初期化」(-i)、「インストールクライアント追
加」(-c)、または「削除」(-r) 形式のコマンドでのみ有効です。
-i または -c オプションとともに使用される場合、-N オプションは、既存のクラスタにノード
を追加するために使用されます。通常、cluster-member にはクラスタに対して確立される
最初のクラスタノードの名前を指定します。ただし、cluster-member は、すでにクラスタメ
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ンバーとして参加している任意のクラスタノードの名前を指定します。初期化されるノード
は、cluster-member がすでに有効なメンバーであるクラスタに追加されます。既存のクラ
スタへの新規ノードの追加処理では、新規ノードのローカルファイルシステムへの構成デー
タベースのコピーに加え、指定された cluster-member 内の構成データベースが更新されま
す。
-r オプションにこの -N オプションを併用する場合は、クラスタのアクティブなメンバー以
外の任意のノードを cluster-member に指定できます。scinstall コマンドは、指定された
cluster-member にアクセスしてクラスタ構成の更新を行います。-N オプションが指定され
ないと、scinstall は既存のノードを探してアクセスを試みます。

構成オプション

config-options は -F オプションとともに使用します。

/usr/cluster/bin/scinstall{-i | -c net-image-source -U password-file -h nodename -n nodeip-
mac-options -W software-spec} -F [-C clustername] [-T authentication-options] [-A adapter-options]
 [-B switch-options] [-m endpoint=[this-node]:name[@port],endpoint= [node:]name[@port]] [-o]
 [-w netaddr-options]

/usr/cluster/bin/scinstall {-i | -c net-image-source -U password-file -h nodename -n nodeip-
mac-options -W software-spec} -N cluster-member [-C clustername] [-A adapter-options] [-B switch-
options] [-m endpoint=cable-options]

-m cable-options

クラスタインターコネクトを指定します。このオプションが利用できるのは、-F または -N オプ
ションを指定する場合だけです。
-m オプションは、クラスタトランスポートのアダプタおよびスイッチに存在する各種ポートの
ケーブル接続を構成して、クラスタインターコネクトのトポロジ確立を支援します。この形式
のコマンドで新規にケーブルを構成すると、現在のノード上のクラスタトランスポートアダプ
タからクラスタトランスポートスイッチ上のポートへの接続、またはクラスタ内に存在するほ
かのノード上のアダプタへの接続が確立されます。
-m オプションを指定しない場合、scinstall コマンドはデフォルトケーブルの構成を試みま
す。ただし、scinstall の指定インスタンスで 2 つ以上のトランスポートアダプタまたはス
イッチを構成した場合、scinstall でデフォルトは構成されません。デフォルトでは、シング
ル構成のトランスポートアダプタからシングル構成 (またはデフォルト) のトランスポートス
イッチに対して、1 つのケーブルが構成されます。
-m cable-options は次のように指定します。

-m endpoint=[this-node]:
name[@port],endpoint=[
node:]name[@port]

-m オプションの構文では、2 つの終端の少なくとも 1 つを、構成しているノード上のアダプ
タとしてください。この終端については、明示的に this-node を指定する必要はありません。
次にケーブル追加のサンプルコードを示します。

-m endpoint=:net1,endpoint=switch1
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この例では、このノード (scinstall が構成しているノード) 上の net1 トランスポートア
ダプタのポート 0 が、トランスポートスイッチ switch1 上のポートにケーブル接続されま
す。switch1 上で使用されるポート番号は、デフォルトでこのノードのノード ID 番号になりま
す。
1 つの -m オプションに対して、常に 2 つの endpoint オプションを指定する必要がありま
す。オプション引数の name コンポーネントは、ケーブルの一方の終端の、クラスタトランス
ポートアダプタまたはクラスタトランスポートスイッチの名前を指定します。
■ node コンポーネントを指定すると、name はトランスポートアダプタの名前になります。
■ node コンポーネントを指定しないと、name はトランスポートスイッチの名前になります。

port コンポーネントを指定しない場合、scinstall コマンドはデフォルトポート名の使用を
試みます。アダプタのデフォルト port は、常に 0 になります。スイッチの終端の場合、ポート
の name のデフォルト値は、クラスタに追加するノード ID と等しくなります。
ポートの割り当てやその他の要件の詳細は、119 ページのclinterconnect(1CL) のマ
ニュアルページを参照してください。
ケーブルを構成する前に、ケーブルの 2 つの終端でアダプタやスイッチを構成しておく必
要があります (-A および -B を参照)。

-n nodeip-mac-options

ノードの IP アドレスと MAC アドレスを指定します。このオプションは、-c オプションも指定
されている場合にのみ有効です。
-n nodeip-mac-options の構文は次のとおりです。

-n ip=node-ipaddr/N,mac=

mac-address

-o

単一ノードクラスタの構成を指定します。このオプションが利用できるのは、-i および -F オ
プションを指定する場合だけです。
その他の -F オプションはサポートされていますが、必須ではありません。クラスタ名が指定
されないと、ノードの名前がクラスタ名として使用されます。CCR に格納されるトランスポー
ト構成オプションを指定できます。単一ノードクラスタが確立されたあとは、定足数デバイス
を構成したり、installmode を無効にしたりする必要はありません。

-w netaddr-options

プライベートインターコネクト、つまり、クラスタトランスポートのネットワークアドレスを指定し
ます。このオプションが利用できるのは、-F オプションを指定する場合だけです。
このオプションは、プライベートインターコネクトで使用するプライベートネットワークアドレス
を指定するために使用します。このオプションは、デフォルトのプライベートネットワークアド
レスが、すでにネットワークで使用中のアドレスと競合する場合に使用できます。このオプ
ションは、プライベートインターコネクト用に予約されている IP アドレス範囲のサイズをカ
スタマイズするのにも使用できます。詳細は、Unresolved link to " networks4" および
Unresolved link to " netmasks4" のマニュアルページを参照してください。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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指定しない場合、プライベートインターコネクトのデフォルトのネットワークアドレスは
172.16.0.0 です。デフォルトのネットマスクは 255.255.240.0 です。この IP アドレス範囲
は、最大 62 のノード、10 個のプライベートネットワーク、12 のゾーンクラスタ、および 3 つ
の排他的 IP ゾーンクラスタをサポートします。
-w netaddr-options は次のように指定します。

–w netaddr=netaddr[,netmask=
netmask]
–w netaddr=netaddr[,maxnodes=
nodes,maxprivatenets=maxprivnets,\
numvirtualclusters=zoneclusters, numxipvirtualclusters=
xipzoneclusters]
–w netaddr=netaddr[,netmask=
netmask,maxnodes=nodes,\maxprivatenets=
maxprivnets\
,numvirtualclusters=zoneclusters]

netaddr=netaddr

プライベートネットワークアドレスを指定します。このアドレスの末尾 2 つのオクテット
は、常に 0 にする必要があります。

[netmask=netmask]

ネットマスクを指定します。指定した値は、デフォルト以上の IP アドレス範囲に一致し
ている必要があります。
デフォルト未満の IP アドレス範囲を割り当てるには、maxnodes、maxprivatenets、お
よび numvirtualclusters オペランドを指定します。

[,maxnodes=nodes,maxprivatenets= maxprivnets,numvirtualclusters=zoneclusters ]

クラスタに含まれると予想されるノード、プライベートネットワーク、およびゾーンクラスタ
の最大数を指定します。このコマンドは指定された値を使用して、プライベートインター
コネクトが指定された数のノード、プライベートネットワーク、およびゾーンクラスタをサ
ポートするのに必要な最小のネットマスクを計算します。nodes の最大値は 62 で、最
小値は 2 です。maxprivnets の最大値は 128 です。最小値は 2 です。zoneclusters
には、値として 0 を設定できます。

[,netmask=netmask,maxnodes= nodes,maxprivatenets=maxprivnets\ 
,numvirtualclusters=zoneclusters]

クラスタに含まれると予想されるノード、プライベートネットワーク、およびゾーンクラスタ
のネットマスクと最大数を指定します。ネットマスクには、指定した nodes 数、privnets
数、zoneclusters 数を十分にカバーできるものを指定する必要があります。nodes の
最大値は 62 で、最小値は 2 です。privnets の最大値は 128 です。最小値は 2 で
す。zoneclusters には、値に 0 を設定できます。
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netaddr サブオプションだけを指定する場合、このコマンドは 255.255.240.0 というデフォ
ルトのネットマスクを割り当てます。この IP アドレス範囲には、最大で 62 個のノード、10
個のプライベートネットワーク、および 12 個のゾーンクラスタが含まれます。
クラスタの確立後にプライベートネットワークアドレスまたはネットマスクを変更するに
は、cluster コマンドまたは clsetup ユーティリティーを使用します。

-A adapter-options

トランスポートアダプタと、オプションでトランスポートタイプを指定します。このオプション
が利用できるのは、-F または -N オプションも指定する場合のみです。
1 つの -A オプションで、scinstall コマンドを実行するノードに接続したクラスタトランス
ポートアダプタを 1 つ構成できます。
-A オプションが指定されない場合は、デフォルトのアダプタおよびトランスポートタイプが
使用されます。デフォルトのトランスポートタイプは dlpi です。SPARC プラットフォームで
は、デフォルトのアダプタは hme1 です。
アダプタのトランスポートタイプが dlpi であれば、trtype サブオプションを指定する必要
はありません。この場合、次の 2 つのいずれかの形式で -A adapter-options を使用できま
す:

-A [trtype=type,]name=adaptername[,vlanid=
vlanid][,other-options]
-A adaptername

[trtype=type]
アダプタのトランスポートタイプを指定します。trtype オプションは、指定するアダプ
タのトランスポートタイプの -A オプションごとに使用します。トランスポートタイプ type
の例は dlpi です。
デフォルトのトランスポートタイプは dlpi です。

name=adaptername
アダプタ名を指定します。-A オプションごとに name サブオプションを使用し
て、adaptername を指定する必要があります。adaptername は 1 つの device name
から構成され、その直後に 1 つの physical-unit 番号が続きます (hme0 など)。
-A オプションにサブオプションを指定しない場合は、adaptername を -A オプションの
スタンドアロン引数として指定できます (つまり、-A adaptername となります)。

vlanid=vlanid
タグ付けされた VLAN アダプタの VLAN ID を指定します。

[other-options]
追加のアダプタオプションを指定します。ある特定のアダプタがほかのオプションを提
供する場合、これらのオプションは -A オプションから指定することができます。
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-B switch-options

トランスポートスイッチ (トランスポート接続点とも呼ぶ) を指定します。このオプションが利
用できるのは、-F または -N オプションを指定する場合だけです。
1 つの -B オプションで、クラスタトランスポートスイッチを 1 つ構成できます該当するデバ
イスとしては、Ethernet ハブなどの各種タイプのスイッチやリンクなどがありますが、これ
だけに限られるわけではありません。
-B オプションを指定しない場合、scinstall は、最初のノードがクラスタノードとしてインス
タンス化される時点でデフォルトのスイッチを追加します。クラスタにノードを追加すると、ス
イッチをデフォルトで追加されません。ただし、明示的に追加することはできます。デフォル
トのスイッチの名前は switch1 で、そのタイプは switch です。
スイッチのタイプが switch であれば、type サブオプションを指定する必要はありません。
この場合、-B switch-options を指定するには、次の 2 つの形式のいずれかを使用できま
す。

-B [type=type,]name=name[,
other-options]
-B name

指定されたスイッチ name にクラスタトランスポートスイッチがすでに構成されている場
合、scinstall はメッセージを出力し、-B オプションを無視します。
直接ケーブル接続されたトランスポートアダプタを使用する場合は、トランスポートスイッチ
を構成する必要はありません。トランスポートスイッチのデフォルト構成を回避するために、
次の特別な -B オプションを使用します。

-B type=direct

[type=type]
クラスタトランスポートスイッチのタイプを指定します。type オプションは、-B オプショ
ンごとに使用できます。Ethernet スイッチは、スイッチタイプが switch のクラスタトラ
ンスポートスイッチの例です。詳細は、119 ページのclinterconnect(1CL) のマニュ
アルページを参照してください。
type サブオプションを direct に設定すると、すべてのデフォルトスイッチの構成を無
効にできます。直接接続方式のトランスポートアダプタだけで転送を行う構成には、ス
イッチはありません。type サブオプションを direct に設定する場合、name サブオプ
ションを使用する必要はありません。

name=name
クラスタトランスポートスイッチの名前を指定します。type が direct である場合を除
き、-B オプションごとに name サブオプションを使用して、トランスポートスイッチ name
を指定する必要があります。name は最大 256 文字の英字または数字で構成でき、
最初の文字は英字にします。個々のトランスポートスイッチの名前は、クラスタの名前
空間全体で一意でなければなりません。
-B でその他のサブオプションが必要なければ、スイッチの name を -B のスタンドアロ
ン引数として指定できます (つまり、-B name となります)。
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[other-options]
追加のトランスポートスイッチオプションを指定します。ある特定のスイッチタイプ
がほかのオプションを提供する場合、これらのオプションは -B オプションで指定
することができます。スイッチで使用する可能性のある特殊なオプションについて
は、119 ページのclinterconnect(1CL) のマニュアルページを参照してください。

-C clustername

クラスタの名前を指定します。このオプションが利用できるのは、-F または -N オプションを
指定する場合だけです。
■ 構成するノードが新しいクラスタ内の最初のノードの場合、デフォルトの clustername

は、構成しているノードの名前と同じです。
■ 構成するノードが既存のクラスタに追加される場合、デフォルトの clustername

は、cluster-member が所属しているクラスタの名前になります。

clustername に対して cluster-member が所属していないクラスタ名を指定すると、エラー
になります。

-T authentication-options

クラスタのノード認証オプションを指定します。このオプションが利用できるのは、-F オプ
ションを指定する場合だけです。
このオプションは、クラスタ構成への追加を試みるノードに対して、認証ポリシーを確立する
際に使用します。特に、クラスタにクラスタノードとしてノードを追加するようマシンが要求し
ている場合は、ノードが参加する権利を有しているかどうかの判定が行われます。権利を有
している場合、このノードは認証されてクラスタへの参加が許可されます。
-T オプションの使用は、クラスタ内の最初のノードを設定するときに、scinstall コマンド
とともに使用する場合に限られます。すでに確立されたクラスタ上で認証リストまたはポリ
シーを変更する必要がある場合は、claccess コマンドを使用します。
デフォルトでは、任意のマシンがクラスタに追加できます。
-T authentication-options は次のように指定します。

-T node=nodename[,…][,authtype=authtype][,secureAI=yes]
-T node=archive-source-node::node-to-install[,…][,authtype=authtype][,secureAI=yes]
-T secureAI=yes

node=nodename[,…]
ノード名を指定してノード認証リストに追加します。レプリケートするすべてのノードにつ
いて、ノードのペアを指定する必要があります。-T オプションに追加する node サブオ
プションは、最低 1 つ指定する必要があります。このオプションは、クラスタ内のノード
として構成が可能なノードリストに、ノード名を追加するために使用されます。認証リスト
が空であれば、どのノードもクラスタ構成への追加要求を行うことができます。ただし、
リストに 1 つでも名前が登録されていれば、こうした要求のすべてに対して、認証リス
トによる確認が行われます。このノードのリストは、いずれかのアクティブなクラスタノー
ドから claccess コマンドまたは clsetup ユーティリティーを使用していつでも変更また
はクリアできます。
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node=archive-source-node::node-to-install[,…]
node=archive-source-node::node-to-install オプションは、ノード名のペアを指定しま
す。最初のノード名は、アーカイブが作成されるノードで、2 番目のノード名は、そのアー
カイブからインストールする新規クラスタのノードです。この指定は、別のクラスタ上に
作成されたアーカイブからクラスタをレプリケートする場合のみ使用し、新規クラスタ
ノードは、アーカイブが作成されるソースクラスタノードと同じハードウェア構成 (または
スーパーセット) を持つ必要があります。

[authtype=authtype]

scinstall クラスタ構成の初期化 -i 形式か、net-image-source を使用するときのイン
ストールクライアントの追加 -c 形式についてのノード認証のタイプを指定します。現在
サポートされている authtype は、des および sys (または unix) のみです。authtype
を指定しない場合、デフォルトで sys が使用されます。
des (Diffie-Hellman) 認証を指定する場合、-T オプションを scinstall コマンドで
実行する前に、まず追加する各クラスタノードの Unresolved link to " publickey4"
データベースにエントリを追加します。
認証タイプは、いずれかのアクティブなクラスタノードから claccess コマンドまたは
clsetup ユーティリティーを使用していつでも変更できます。

[secureAI=yes]

AI でセキュアインストールを使用することと、それが AI を使用してクラスタソフト
ウェアをインストールしている場合にのみ有効であることを指定します。secureAI=yes
を指定しない場合、デフォルトのアクションでは従来の AI インストールが実行さ
れます。セキュアインストール方式を使用してアーカイブからノードを復元するとき、-
T secureAI=yes のみを指定する必要があります。node=nodename[,...] および
authtype=authtype は不要です。

-U password-file

root ユーザーのパスワードを含むファイルの名前を指定します。このオプションは、-c オプ
ションも指定されている場合にのみ有効です。
このオプションにより、Oracle Solaris の初期インストールおよび構成時の root パスワー
ドの自動設定が可能になります。ユーザーは、インストールされているシステムの root ユー
ザーのパスワードとして使用するテキストを含むファイルを作成します。通常、password-file
は、nodename インストールクライアントをインストールするように構成された、すでに確立
された AI インストールサーバー上に存在するか、またはそのサーバーからアクセス可能で
す。scinstall ユーティリティーはこのファイルの内容を取得し、それを Oracle Solaris 構
成ユーティリティーに提供します。

-W software-specs

1 つ以上のパブリッシャーとパッケージリポジトリの場所を指定します。また、AI を使用した
セキュアインストールに必要な公開鍵と SSL 証明書の情報も指定します。このオプション
は、IPS リポジトリからインストールするために、-c オプションが指定されている場合にのみ
有効です。

http://otn.oracle.com
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-W software-specs は次のように指定します。

-W publisher=
repo[::key=
key-file::cert=certificate-file] \
::pkg[,…][:::
publisher=repo[::key=key-file::cert=
certificate-file]::pkg[,…]]…

読みやすさのために -W オプションが複数行に分かれていますが、1 つの連続した文字列
で指定するようにしてください。
-W オプションの構文では、publisher はパブリッシャー名 ha-cluster または
solaris、repo はリポジトリの場所、key-file と certificate-file は HTTPS リポジトリからの
セキュアインストールに必要な公開鍵と SSL 証明書の情報、pkg はソフトウェアパッケージ
名です。
セキュアな HTTPS リポジトリを使用して Oracle Solaris または Oracle Solaris
Cluster をインストールするには、公開鍵と SSL 証明書の情報を指定する必要がありま
す。公開鍵と SSL 証明書は、http://pkg-register.oracle.com のサイトにリクエストし、
そこからダウンロードできます。

アップグレードオプション

標準 (順次以外) アップグレード、順次アップグレード、およびデュアルパーティションアップグ
レードのための -u upgrade-modes および upgrade-options は次のとおりです。
標準 (順次以外) および順次アップグレード

クラスタノードを標準 (順次以外) または順次アップグレードモードでより新しいリリースの
Oracle Solaris Cluster ソフトウェアにアップグレードするには、-u update モードを使用しま
す。

■ 標準 (または順次以外) アップグレードプロセスでは、クラスタノードが引き続きクラスタ要
求に対応している間に、アクティブでないブート環境 (BE) がアップグレードされます。既存
のアクティブでない BE を指定しない場合は、scinstall ユーティリティーによって新しい
BE が自動的に作成されます。アップグレードが完了すると、scinstall ユーティリティーは
アップグレードされた BE をアクティブにしたあと、そのノードをアップグレードされた BE にリ
ブートすることをユーザーに通知します。

■ 順次アップグレードプロセスでは、一度に 1 つのクラスタノードだけが稼働を停止されます。
このプロセスは、Oracle Solaris または Oracle Solaris Cluster ソフトウェア、あるいは
その両方を、すでにインストールされているバージョンの更新リリースにアップグレードするた
めにのみ使用できます。1 つのノードをアップグレードしている間、クラスタサービスは残りの
クラスタノードで継続されます。ノードをアップグレードしたら、そのノードをクラスタに戻して、
次にアップグレードするノードでプロセスを繰り返します。すべてのノードをアップグレードした
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ら、1 つのクラスタノードで scversions コマンドを実行して、クラスタをアップグレードされた
バージョンにコミットする必要があります。このコマンドを実行するまで、更新リリースで導入
された新しい機能の一部を使用できない場合があります。

■ オプションで、現在のイメージにすでにインストールされているパッケージ FMRI を指定で
きます。

標準および順次モード用の -u update の upgrade-options は次のとおりです。

/usr/cluster/bin/scinstall -u update [-b be-name] [-L {accept | licenses | accept,licenses
 | licenses,accept}] [pkg_fmri_pattern ...]

-b be-name

新しいブート環境 (BE) に割り当てる名前を指定します。このオプションを指定しない場合
は、scinstall によって新しい BE の名前が割り当てられます。この名前は、currentBE-N
という形式の現在の BE の名前に基づいており、接尾辞 -N は増分される数字です。
最初の新しい BE には currentBE-1、次の新しい BE には currentBE-2 という名前が
付けられ、以降も同様です。BE が削除されたとき、サフィックスの数字がそれより大き
な BE 名が存在する場合は、次の新しい BE にその名前は再利用されません。たとえ
ば、sc4.0、sc4.0-1、および sc4.0-2 という BE が存在するときに、sc4.0-1 が削除された
場合、次の新しい BE には sc4.0-3 という名前が付けられます。
すでに存在する BE 名を指定した場合、このコマンドはエラーで終了します。

-L {accept |  licenses | accept,licenses | licenses,accept  }

アップグレードするパッケージのライセンスを受け入れるか表示するか (あるいはその両方)
を指定します。
accept 引数は pkg コマンドの --accept オプションに対応し、licenses 引数は --
licenses オプションに対応します。
-L accept オプションの指定は、更新されるパッケージのライセンスを受け入れることに同
意することを示します。このオプションを指定しないと、パッケージライセンスで受け入れが
必要な場合は、更新操作が失敗します。
-L licenses を指定すると、更新されるパッケージのすべてのライセンスが表示されます。
accept および licenses の両方に -L オプションを指定すると、更新されるパッケージの
ライセンスが表示され、受け入れられます。accept および licenses 引数を指定する順序
は、コマンドの動作に影響を与えません。

scinstall -u update コマンドは、更新するパッケージの pkg_fmri_patterns を指定する機能
をサポートします。

[pkg_fmri_pattern...]
更新するパッケージを指定します。これらのパッケージは現在のイメージにインストールする
必要があります。指定された pkg_fmri_pattern パターンの 1 つがアスタリスク (*) である
場合、現在のイメージ内のすべてのインストール済みパッケージを更新できます。
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デュアルパーティションアップグレード

デュアルパーティションアップグレードの複数の段階を実行するには、デュアルパーティション
アップグレードのための -u upgrade-modes および upgrade-options を使用します。デュアル
パーティションアップグレードでは、まずクラスタノードが 2 つのグループ (つまり、パーティショ
ン) に割り当てられます。次に、一方のパーティションがクラスタサービスを提供している間に、
もう一方のパーティションをアップグレードします。その後、アップグレード済みのパーティション
にサービスを切り替え、残りのパーティションをアップグレードし、アップグレード済みの第 1 パー
ティションから成るクラスタに第 2 パーティションのアップグレード済みノードを再結合します。
デュアルパーティションアップグレードの upgrade-modes には、デュアルパーティションアップグ
レード中に障害が発生したあとの回復のモードも含まれています。

デュアルパーティションアップグレードのモードは、-u update アップグレードモードとともに使用さ
れます。詳細は、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster Upgrade Guide "を参照し
てください。

デュアルパーティションアップグレードのための -u の upgrade-modes および upgrade-options
は次のとおりです。

/usr/cluster/bin/scinstall -u begin -h nodelist

/usr/cluster/bin/scinstall -u plan

/usr/cluster/bin/scinstall -u recover

/usr/cluster/bin/scinstall -u status

/usr/cluster/bin/scinstall -u apply

/usr/cluster/bin/scinstall -u status

apply

パーティションのアップグレードが完了したことを指定します。この形式のコマンドは、パー
ティションのすべてのノードがアップグレードされたあと、そのアップグレード済みパーティ
ションの任意のノードから実行します。
apply アップグレードモードは次のタスクを実行します。

第 1 パーティション
第 1 パーティションのノードから apply アップグレードモードを実行すると、第 1 パー
ティションのすべてのノードが新しいソフトウェアを実行するように準備されます。
第 1 パーティションのノードでクラスタサービスをサポートする準備ができたら、こ
のコマンドは第 2 パーティションのノード上にあるスクリプト /etc/cluster/ql/
cluster_pre_halt_apps および /etc/cluster/ql/cluster_post_halt_apps をリ
モートで実行します。これらのスクリプトは、Resource Group Manager (RGM) で

http://otn.oracle.com
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管理されていない Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) などのアプ
リケーションを停止するユーザー製のスクリプトを呼び出すために使用されます。
■ cluster_pre_halt_apps スクリプトは、RGM で管理されているアプリケーション

が停止される前に実行されます。
■ cluster_post_halt_apps スクリプトは、RGM で管理されているアプリケーション

が停止されたあと、ただしノードが停止される前に実行されます。

注記 - apply アップグレードモードを実行する前に、必要に応じてスクリプトテンプレートを変更し
て、ノード上の特定のアプリケーションを停止するために作成したほかのスクリプトを呼び出すよ
うにします。変更したスクリプトとそれらが呼び出すユーザー製のスクリプトを、第 1 パーティショ
ンの各ノードに配置します。これらのスクリプトは、第 1 パーティションの任意の 1 つのノードか
ら実行されます。第 1 パーティションの複数のノードで実行されているアプリケーションを停止
するには、ユーザー製のスクリプトを適宜変更します。未変更のスクリプトで実行されるデフォル
トのアクションはありません。

第 2 パーティションのアプリケーションがすべて停止されたあと、このコマンドは第 2
パーティションのノードを停止します。シャットダウンにより、第 1 パーティションのノード
へ、アプリケーションとデータサービスのスイッチオーバーが開始されます。その後、この
コマンドは第 2 パーティションのノードをクラスタモードでブートします。
リソースグループのノードリストに第 1 パーティションのメンバーだけが含まれており、そ
のためリソースグループがオフラインであった場合、リソースグループはオンラインに戻
ります。第 1 パーティションに属するノードがリソースグループのノードリストに含まれて
いない場合、リソースグループはオフラインのままになります。

第 2 パーティション
第 2 パーティションのノードから apply アップグレードモードを実行すると、第 2 パー
ティションのすべてのノードが新しいソフトウェアを実行するように準備されます。その
後、このコマンドはノードをクラスタモードでブートします。第 1 パーティションのノードか
ら成るアクティブなクラスタに、第 2 パーティションのノードが再結合されます。
リソースグループのノードリストに第 2 パーティションのメンバーだけが含まれており、そ
のためリソースグループがオフラインであった場合、リソースグループはオンラインに戻
ります。
すべてのノードがクラスタに再結合されたあと、このコマンドは最終処理を実行し、定
足数デバイスを再構成し、定足数投票数を復元します。

begin

アップグレードする第 1 パーティションに割り当てるノードを指定し、デュアルパーティション
アップグレードプロセスを開始します。この形式のコマンドはクラスタの任意のノードから実
行します。このアップグレードモードは、plan アップグレードモードを使用して可能なパーティ
ションスキームを判定したあとで使用します。
まず、begin アップグレードモードは各パーティションに割り当てるノードを記録します。次に、
このアップグレードモードは 1 つのノード上のアプリケーションをすべて停止し、そのノードを
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シャットダウンします。シャットダウンにより、リソースグループのノードリストに含まれている第
2 パーティションに属するノードへ、ノードの各リソースグループのスイッチオーバーが開始さ
れます。第 2 パーティションに属するノードがリソースグループのノードリストに含まれていな
い場合、リソースグループはオフラインのままになります。
その後、このコマンドは第 1 パーティションの残りの各ノードで、一度に 1 ノードずつ、この
一連のアクションを繰り返します。
第 1 パーティションのアップグレードの間、第 2 パーティションのノードは稼働状態のままで
す。ノード上の定足数デバイスは一時的に構成解除され、定足数投票数は一時的に変更
されます。

plan

クラスタのストレージ構成を照会し、共有ストレージの要件を満たす可能なパーティションス
キームをすべて表示します。この形式のコマンドはクラスタの任意のノードから実行します。
これはデュアルパーティションアップグレードで最初に実行するコマンドです。
デュアルパーティションアップグレードでは、各パーティションの少なくとも 1 つのノードが各
共有ストレージアレイに物理的にアクセスする必要があります。
plan アップグレードモードは、ゼロ、1、または複数のパーティションソリューションを返しま
す。ソリューションが返されない場合、クラスタ構成はデュアルパーティションアップグレード
に適していません。代わりに標準アップグレード方法を使用してください。
どのパーティションソリューションでも、アップグレードする第 1 パーティションとしてどちらか
のパーティショングループを選択できます。

recover

デュアルパーティションアップグレードの処理中に致命的エラーが発生した場合、ノードのク
ラスタ構成を回復します。この形式のコマンドはクラスタの各ノードで実行します。
このコマンドを実行する前に、クラスタをシャットダウンし、すべてのノードを非クラスタモード
でブートする必要があります。
いったん致命的エラーが発生したら、recover アップグレードモードを実行したあとでも、
デュアルパーティションアップグレードを再開したり再度開始したりすることはできません。
recover アップグレードモードは、デュアルパーティションアップグレードを開始する前に、ク
ラスタ構成リポジトリ (CCR) データベースを元の状態に戻します。
次のリストでは、どのような状況で recover  アップグレードモードを使用し、どのような状況
でほかの手順を使用するかについて説明します。
■ -u begin 処理中に障害が発生した場合は、-u recover アップグレードモードを実行し

ます。
■ -u begin 処理の完了後、ただし第 2 パーティションのシャットダウン警告が発行される

前に障害が発生した場合は、エラーが発生した場所を特定します。

■ 障害が第 1 パーティションのノードで発生した場合は、-u recover アップグレード
モードを実行します。
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■ 障害が第 2 パーティションのノードで発生した場合は、回復アクションは必要ありま
せん。

■ 第 2 パーティションのシャットダウン警告が発行されたあと、ただし第 2 パーティション
に対する -u apply 処理が開始する前に障害が発生した場合は、エラーが発生した場
所を特定します。

■ 障害が第 1 パーティションのノードで発生した場合は、-u recover アップグレード
モードを実行します。

■ 障害が第 2 パーティションのノードで発生した場合は、障害の発生したノードを非ク
ラスタモードでリブートします。

■ 第 2 パーティションに対する -u apply 処理の完了後、ただしアップグレードが完了す
る前に障害が発生した場合は、エラーが発生した場所を特定します。

■ 障害が第 1 パーティションのノードで発生した場合は、-u recover アップグレード
モードを実行します。

■ 障害が第 1 パーティションのノードで発生した場合は、第 1 パーティションが稼働
状態のままであれば、障害の発生したノードをリブートします。

■ 障害が第 2 パーティションのノードで発生した場合は、-u recover アップグレード
モードを実行します。

どの場合でも、標準アップグレード方法を使用してアップグレードを手動で続行することは
でき、その方法ではすべてのクラスタノードをシャットダウンする必要があります。

status

デュアルパーティションアップグレードのステータスを表示します。可能な状態は、次のとお
りです。

アップグレードが進行中です

scinstall -u begin コマンドが実行されましたが、デュアルパーティションアップグ
レードは完了していません。
デュアルパーティションアップグレードの間に致命的エラーが発生した場合も、クラスタ
はこのステータスを報告します。この場合、回復手順を実行し、標準アップグレード方法
を使用してクラスタのアップグレードを完了したあとも、この状態はクリアされません

アップグレードは進行中ではありません

scinstall -u begin コマンドがまだ発行されていないか、デュアルパーティションアッ
プグレードが正常に完了しています。

status アップグレードモードはクラスタの 1 つのノードから実行します。ノードは、クラスタ
モードでも非クラスタモードでもかまいません。
発行するノードがデュアルパーティションアップグレードのどの段階にあるかにかかわらず、
報告される状態はクラスタのすべてのノードについて有効です。
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デュアルパーティションアップグレードモードでは次のオプションがサポートされています。

-h nodelist 第 1 パーティションに割り当てるすべてのノードをスペースで区切ったリ
ストを指定します。plan アップグレードモードで、使用するパーティション
スキームにおけるパーティションの有効なメンバーとして表示される出力
から、これらを選択します。begin アップグレードモードに指定しない、クラ
スタの残りのノードは、第 2 パーティションに割り当てられます。
このオプションは、begin アップグレードモードでのみ有効です。

2 ノードクラスタの確立

次の例では、SPARC ベースのプラットフォーム上に、Oracle Solaris 11 向けの Oracle
Solaris Cluster ソフトウェアを使用した標準的な 2 ノードクラスタが確立されます。この例で
は、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアパッケージがすでにノードにインストールされているこ
とを前提とします。

node1 上で、次のコマンドを発行します。

node1# /usr/cluster/bin/scinstall -i -F

node2 上で、次のコマンドを発行します。

node2# /usr/cluster/bin/scinstall -i -N node1

単一ノードクラスタの確立

次のコマンドでは、すべてのデフォルト設定を受け入れて、SPARC ベースのプラットフォーム上
に、Oracle Solaris 11 向けの Oracle Solaris Cluster ソフトウェアを使用した単一ノードク
ラスタが確立されます。この例では、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアパッケージがすでに
ノードにインストールされていることを前提とします。

# /usr/cluster/bin/scinstall -i -F -o

AI サーバー上のネットイメージ ISO ファイルを使用したインストールクラ
イアントの追加

次の例では、2 ノードクラスタ内の SPARC ベースのプラットフォーム上に、Oracle Solaris 11
向けの Oracle Solaris Cluster ソフトウェアをインストールおよび初期化するための AI イン
ストールサーバーが設定されます。

インストールサーバー上で、次のコマンドを発行します。読みやすさのために -W オプションが複
数行に分かれていますが、1 つの連続した文字列で指定するようにしてください。
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# usr/cluster/bin/scinstall –c /export/home/11-ga-ai-x86.iso -h phys-schost-1 \ 

-U /export/pwdfile \ 

-C schost \ 

-F \ 

-W solaris=http://ipkg.us.oracle.com/solaris11/release::\

entire,server_install:::ha-cluster=cluster-repository::\
ha-cluster-framework-full,ha-cluster-data-services-full,

ha-cluster-geo-full \ 

-n ip=10.255.85.163/24,mac=12:34:56:78:90:ab \ 

-T node=phys-schost-1,node=phys-schost-2,authtype=sys \ 

-w netaddr=172.16.0.0,netmask=255.255.240.0,maxnodes=62,\

maxprivatenets=10,numvirtualclusters=12,numxipvirtualclusters=3 \ 

-A trtype=dlpi,name=e1000g1 -A trtype=dlpi,name=nxge1 \ 

-B type=switch,name=switch1 -B type=switch,name=switch2 \ 

-m endpoint=:e1000g1,endpoint=switch1 \ 

-m endpoint=:nge1,endpoint=switch2 

# usr/cluster/bin/scinstall –c /export/home/11-ga-ai-x86.iso -h phys-schost-2 \ 

-U /export/pwdfile \ 

-C schost \ 

-N phys-schost-1 \ 

-W solaris=http://ipkg.us.oracle.com/solaris11/release::\

entire,server_install:::ha-cluster=cluster-repository::\
ha-cluster-framework-full,ha-cluster-data-services-full,\ 

ha-cluster-geo-full \ 

-n ip=10.255.85.164/24,mac=12:34:56:78:90:ab \ 

-A trtype=dlpi,name=e1000g1 -A trtype=dlpi,name=nxge1 \ 

-m endpoint=:e1000g1,endpoint=switch1 \ 

-m endpoint=:nge1,endpoint=switch2

デュアルパーティションアップグレードの実行

次の例では、デュアルパーティション方法を使用して、クラスタのフレームワークおよびデータサー
ビスソフトウェアを、新規リリースの Oracle Solaris Cluster にアップグレードします。この例で
は、SPARC ベースのプラットフォーム上の Solaris 11 向けの Oracle Solaris Cluster バー
ジョンを使用します。この例では、クラスタに有効なパーティションスキームを照会し、ノードをパー
ティションに割り当て、第 1 パーティションのノードをリブートし、アップグレード後に第 1 パーティ
ションを稼働状態に戻して第 2 パーティションのノードをリブートし、アップグレード後に第 2 パー
ティションをクラスタに戻します。

# /usr/cluster/bin/scinstall -u plan

  Option 1

    First partition

      phys-schost-1

    Second partition

      phys-schost-2

…

# /usr/cluster/bin/scinstall -u begin -h phys-schost-1 phys-schost-3

ok boot -x
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(Upgrade the node in the first partition)
 

phys-schost-1# /usr/cluster/bin/scinstall -u apply

ok boot -x

 

(Upgrade the node in the second partition)
 

phys-schost-2# /usr/cluster/bin/scinstall -u apply

フレームワークおよびデータサービスソフトウェアのアップグレード (標準
または順次アップグレード)

次の例では、クラスタのフレームワークおよびデータサービスソフトウェアを、新規リリースの
Oracle Solaris Cluster にアップグレードします。次の操作をそれぞれのクラスタノードで実行
します。

注記 - 順次アップグレードの場合、clnode evacuate コマンドを使用して、すべてのリソースグ
ループとデバイスグループをクラスタ内に残っているほかのノードに移動させたあと、これらの操
作を 1 つのノードで一度に実行します。

# /usr/cluster/bin/scinstall -u update

# init 6

アーカイブファイルから最初のノードの復元

次の例は、セキュアな AI インストールを使用して、AI サーバーからアクセス可能なファイルシス
テム上に保存されているアーカイブファイルから、最初のノードを復元します。

# /usr/cluster/bin/scinstall -c archive=file:///net/storagenode/export/archive

     /phys-schost-1-recovery-archive,action=restore \

-h phys-schost-1 \

-C schost =\

-F \

-n ip=10.255.85.163/24,mac=12:34:56:78:90:ab \

-T secureAI=yes

アーカイブからの他のノードの復元

次の例は、セキュアな AI インストールを使用して、別のノード上で以前作成されたアーカイブか
ら、それらのノードを復元します。

# /usr/cluster/bin/scinstall -c archive=file:///net/storagenode/export/archive

     /phys-schost-2-recovery-archive,action=restore \

-h phys-schost-2 \

-C schost =\

-n ip=10.255.85.164/24,mac=12:34:56:78:90:cd \

-T secureAI=yes
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セキュアでないレプリケーションの実行

次の例は、セキュアでないレプリケーションを実行します。

# /usr/cluster/bin/scinstall -c archive=file:///net/storagenode/export/archive

     /source-node-1-archive,action=replicate \

-h phys-schost-1 \

-C schost \

-F \

-n ip=10.255.85.163/24,mac=12:34:56:78:90:ab \

-T node=phys-schost-1,node=phys-schost-2,secureAI=yes \

-U /export/pwdfile

# /usr/cluster/bin/scinstall -c archive=file:///net/pnass3/export/archive

     /vzono1a.clone,action=replicate \

-h phys-schost-2 \

-C schost \

-n ip=10.255.85.164/24,mac=12:34:56:78:90:cd \

-U /export/pwdfile

AI サーバー上の IPS リポジトリを使用したインストールクライアントの追
加

次の例は、セキュアな AI インストールを使用して、IPS リポジトリから 2 ノードの x86 クラスタ
をインストールして構成します。

# /usr/cluster/bin/scinstall -c solaris=http://ipkg.us.oracle.com/solaris11

     /release::arch=i386 -h phys-schost-1 \

-C schost \

-F \

-W solaris=http://ipkg.us.oracle.com/solaris11/release::entire,server_install:::

     ha-cluster=http://ipkg.us.oracle.com/ha-cluster/release::ha-cluster-framework-full \

-n ip=10.255.85.163/24,mac=12:34:56:78:90:ab \

-T node=phys-schost-1,node=phys-schost-2,authtype=sys,secureAI=yes \

-w netaddr=172.16.0.0,netmask=255.255.240.0,maxnodes=32,maxprivatenets=10,

     numvirtualclusters=12,numxipvirtualclusters=3 \

-A trtype=dlpi,name=net1 -A trtype=dlpi,name=net3 \

-B type=switch,name=switch1 -B type=switch,name=switch2 \

-m endpoint=:net1,endpoint=switch1 \

-m endpoint=:net3,endpoint=switch2 \

-P task=quorum,state=INIT -P task=security,state=SECURE \

-U /export/pwdfile

# /usr/cluster/bin/scinstall -c solaris=http://ipkg.us.oracle.com/solaris11

     /release::arch=i386 -h phys-schost-2 \

-C schost \

-N phys-schost-1 \

-W solaris=http://ipkg.us.oracle.com/solaris11/release::entire,server_install:::

     ha-cluster=http://ipkg.us.oracle.com/ha-cluster/release::ha-cluster-framework-full  \

-n ip=10.255.85.164/24,mac=12:34:56:78:90:ab \

-A trtype=dlpi,name=net1 -A trtype=dlpi,name=net3 \

-m endpoint=:net1,endpoint=switch1 \
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-m endpoint=:net3,endpoint=switch2 \

-U /export/pwdfile

次の終了値が返されます。

0 正常終了。

0 以外 エラーが発生しました。

/etc/cluster/ql/cluster_post_halt_apps

/etc/cluster/ql/cluster_pre_halt_apps

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/install

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 37 ページのclaccess(1CL), 119 ページのclinterconnect(1CL),
185 ページのclnode(1CL), 487 ページのclsetup(1CL), 551 ページのcluster(1CL),
Unresolved link to " newfs1M", 905 ページのscversions(1M), Unresolved link to
" netmasks4", Unresolved link to " networks4", Unresolved link to " lofi7D"

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster ソフトウェアのインストール ", Unresolved
link to " Oracle Solaris Cluster システム管理 ", Unresolved link to " Oracle Solaris
Cluster Upgrade Guide "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scnas — Oracle Solaris Cluster 用のネットワーク接続ストレージ (NAS) デバイス構成デー
タを管理する

scnas [-H]

scnas -a [-H] [-n] -h device-name -t device-type -o 
     specific-options [-f input-file]

scnas -c [-H] [-n] -h device-name -o specific-options [-f 
     input-file]

scnas -p [-H] [-h device-name] [-t device-type]

scnas -r [-H] -h device-name

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

scnas コマンドは、Oracle Solaris Cluster 構成内の NAS デバイスを管理します。クラスタ内
の NAS ディレクトリを管理する場合は、scnasdir コマンドを使用します。

scnas コマンドでは、NAS デバイス構成を作成したり、NAS タイプ固有のプロパティーを更新
したり、デバイス構成を Oracle Solaris Cluster から削除したりすることができます。このコマ
ンドのオプションは、コマンド行に入力された順に処理されます。

なお scnas コマンドは、有効なクラスタノードからのみ実行できます。コマンドを実行して得られ
る結果は、実行するノードに関係なく、常に同じです。

-H オプションは、scnas コマンドのすべての形式で使用できます。-H を指定すると、ヘルプ情報
が表示されます。それ以外のオプションはすべて無視されます。それ以外のオプションはすべ
て無視されます。ヘルプ情報は、オプションを指定せずに scnas を実行した場合も出力されま
す。

scnas コマンドで NAS デバイスを管理する前に、NAS デバイスが設定されている必要があ
ります。デバイスのセットアップ手順については、NAS デバイスのドキュメントを参照してくださ
い。
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このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

基本オプション

次のオプションは、すべての形式の scnas コマンドに共通です。

-H

このオプションをコマンド行のいずれかの場所に指定すると、ヘルプ情報が出力されます。
他のすべてのオプションは無視され、実行されません。このヘルプ情報は、オプションを指
定せずに scnas を実行した場合も出力されます。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

-n

このオプションがコマンド行のどこかに指定されていると、scnas コマンドは使用法を
チェックするだけで、構成データは書き込みません。-n オプションが -f オプションとともに
指定されると、scnas コマンドは、入力ファイルにパスワードが含まれているかどうかを確認
します。

次のオプションは、scnas コマンドの基本的な形式および機能を変更するものです。これらのオ
プションは、1 つのコマンド行で複数を同時使用できません。

-a

add 形式の scnas コマンドを指定します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
-a オプションは、NAS デバイスを Oracle Solaris Cluster 構成に追加するときに使用
できます。
NAS デバイスのタイプによって、追加のプロパティーを設定する必要がある場合がありま
す。このような追加のプロパティーについても、「追加オプション」セクションの -t オプショ
ンの説明を参照してください。

-c

change 形式の scnas コマンドを指定します。-c オプションは、NAS デバイスの特定のプ
ロパティーを変更するときに使用します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

-r

remove 形式の scnas コマンドを指定します。-r オプションは、NAS デバイスを Oracle
Solaris Cluster 構成から削除するときに使用します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
デバイスを削除する前には、エクスポートされているディレクトリをすべて、scnasdir を使用
して削除する必要があります。
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-p

print 形式の scnas コマンドを指定します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
オプションがほかに指定されていない場合、-p オプションは、Oracle Solaris Cluster 内
に現在構成されているすべての NAS デバイスと関連するすべてのプロパティーを出力し
ます。このオプションをほかのオプションとともに使用すると、特定のデバイスや特定のタ
イプのデバイスを照会できます。

追加オプション

上で述べた基本オプションの 1 つ以上と次の追加オプションを組み合わせて使用すること
で、デバイスのすべてのプロパティーを構成できます。これらのオプションを使用するときに、デ
バイスがオンラインである必要はありません。scnas の各形式で使用できるオプションについて
は、形式セクションを参照してください。

使用可能なオプションを次に示します。

-h device-name

Oracle Solaris Cluster 構成に属する NAS デバイスの名前を指定するときに使用しま
す。デバイス名はデバイスを識別するものであり、このデバイス名を rhs または telnet で
使用すると、そのデバイスにリモートからアクセスできます。
このデバイス名は、add、change、およびremove形式の scnas コマンドに指定する必要があ
ります。

-t device-type

NAS デバイスタイプ。このオプションは、NAS デバイスを Oracle Solaris Cluster 構成
に追加するときに指定してください。NAS デバイスタイプは、ベンダー名で指定します。
Oracle の Sun ZFS Storage Appliance には sun_uss を指定できます。
異なるタイプの NAS デバイスには異なるプロパティーがあるか、またはプロパティーがまっ
たくない場合もあります。

-o specific-options

NAS デバイスタイプ固有のプロパティーを指定するときに使用します。
userid プロパティーは、クラスタがデバイス上で管理作業をするときに使用します。userid
をデバイス構成に追加するときには、対応するパスワードを入力するように求められます。
パスワードは、テキストファイルに格納しておき、-f オプションで指定してもかまいません。

-f input-file

セキュリティー上の理由により、パスワードはコマンド行オプションには指定できません。パ
スワードのセキュリティーを強化するには、パスワードをテキストファイルに格納し、-f オプ
ションでこのファイルを指定してください。パスワード用の入力ファイルを指定しないと、パ
スワードの入力が求められます。
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入力ファイルの読み取り可能アクセス権を root だけに与え、このファイルにグループから
も一般ユーザーからもアクセスできないようにします。
入力ファイルの複数行に渡ってパスワードを入力できません。行頭にあるブランクやタブは
無視されます。コメントは引用されていないシャープ記号 (#) から始まり、次の行に続きま
す。
すべてのコメントはパーサーによって無視されます。デバイスユーザーのパスワードに入力
ファイルを使用する場合は、# 符号をパスワードの一部に使用できません。

例   339 NAS デバイスをクラスタに追加する

次の scnas コマンドは、Oracle Solaris Cluster 構成に NAS デバイスを追加します。

# scnas -a -h sun_uss1 -t sun

例   340 NAS デバイスをクラスタに追加する

次の scnas コマンドは、Oracle Solaris Cluster 構成にストレージシステムを追加します。

# scnas -a -h sun_uss1 -t sun_uss -o userid=root

Please enter password:

例   341 NAS デバイスのクラスタからの削除

次の scnas コマンドは、Oracle Solaris Cluster 構成から NAS デバイスを削除します。

# scnas -r -h sun_uss1

次の終了値が返されます。

0 コマンドは正常に終了。

0 以外 エラーが発生しました。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

安定性 廃止

http://otn.oracle.com
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19 ページのIntro(1CL), 169 ページのclnasdevice(1CL), 239 ページのclquorum(1CL),
551 ページのcluster(1CL), 747 ページのscconf(1M), 849 ページのscnasdir(1M)
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名前
scnasdir — では、Oracle Solaris Cluster 構成のネットワーク接続ストレージ (NAS) デバイ
スにエクスポートされたディレクトリを管理します。

scnasdir [-H]

scnasdir [-a] [-H] [-n] -h device-name [-d directory [-d 
     directory…]] [-f input-file]

scnasdir -p [-H] [-h device-name] [-t device-type]

scnasdir -r [-H] [-n] -h device-name [-d all | -d directory [-d 
     directory…]] [-f input-file]

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

scnasdir コマンドは、Oracle Solaris Cluster 構成内の NAS デバイスでエクスポートされた
ディレクトリを管理します。クラスタ内の NAS ディレクトリを管理する場合は、scnas コマンドを
使用します。

scnasdir コマンドでは、NAS デバイス構成を作成したり、NAS タイプ固有のプロパティーを更
新したり、デバイス構成を Sun Cluster から削除したりすることができます。

このコマンドのオプションは、コマンド行に入力された順に処理されます。なお scnasdir コマン
ドは、有効なクラスタノードからのみ実行できます。コマンドを実行して得られる結果は、実行す
るノードに関係なく、常に同じです。

-H オプションは、scnasdir コマンドのすべての形式で使用できます。-H を指定すると、ヘルプ
情報が表示されます。それ以外のオプションはすべて無視されます。ヘルプ情報は、オプショ
ンを指定せずに scnasdir を実行した場合も出力されます。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

基本オプション

次のオプションは、すべての形式の scnasdir コマンドに共通です。
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-H

このオプションをコマンド行のいずれかの場所に指定すると、ヘルプ情報が出力されます。
他のすべてのオプションは無視され、実行されません。このヘルプ情報は、オプションを指
定せずに scnasdir を実行した場合も出力されます。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

-n

このオプションがコマンド行のどこかに指定されていると、scnasdir コマンドは使用法を
チェックするだけで、構成データは書き込みません。-n オプションが -f オプションとともに
指定されると、scnasdir コマンドは、入力ファイルにパスワードが含まれているかどうかを
確認します。

次のオプションは、scnasdir コマンドの基本的な形式および機能を変更するものです。これら
のオプションは、1 つのコマンド行で複数を同時使用できません。

-a

追加形式の scnasdir コマンドを指定します。-a オプションは、Oracle Solaris Cluster
構成にディレクトリを追加するために使用できます。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

-p

出力形式の scnasdir コマンドを指定します。オプションがほかに指定されていない場
合、-p オプションは、Oracle Solaris Cluster 内に構成されているすべての NAS デバイ
スのすべてのディレクトリのリストを出力します。このオプションは追加のオプションと併用
して、特定のデバイスまたは特定のタイプの NAS デバイスをクエリーできます。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

-r

削除形式の scnasdir コマンドを指定します。-r オプションは、Oracle Solaris Cluster
構成から、NAS デバイスのすべてのディレクトリまたは指定したディレクトリを削除するた
めに使用します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

追加オプション

上で述べた基本オプションの 1 つ以上と次の追加オプションを組み合わせて使用すること
で、デバイスのさまざまなディレクトリを管理できます。

使用可能なオプションを次に示します。
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-h device-name

Oracle Solaris Cluster 構成に属する NAS デバイスの名前を指定するときに使用しま
す。-h オプションはデバイスを識別するものであり、rhs または telnet で使用すると、その
デバイスにリモートからアクセスできます。
このデバイス名は、追加、変更、および削除の形式の scnasdir コマンドで使用します。

-d all | directory

このオプションは、NAS デバイスでエクスポートされており、Oracle Solaris Cluster に
構成されるディレクトリ (または ボリューム) のリストを出力するために使用します。これら
のディレクトリは、scnasdir コマンドを使用する前に、作成およびエクスポートしておく必要
があります。ディレクトリのエクスポート手順については、NAS デバイスタイプのドキュメン
トを参照してください
-d all オプションは、削除オプションの -r でのみ使用できます。
これらのディレクトリは、追加および削除の形式の scnasdir コマンドの -d オプションまた
は -f オプションのどちらかを使用して指定する必要があります。

-f input-file

ディレクトリは、テキストファイルに 1 行に 1 ディレクトリで登録して、このファイルを -f オ
プションで指定します。行頭にあるブランクやタブは無視されます。コメントは引用されて
いないシャープ記号 (#) から始まり、次の行に続きます。すべてのコメントはパーサーによっ
て無視されます。

例   342 2 つの NAS ストレージデバイスディレクトリをクラスタに追加する

次の scnasdir コマンドは、NAS デバイスの 2 つのディレクトリを Oracle Solaris Cluster 構
成に追加します。

# scnasdir -a -h sunuss1 -d /vol/DB1 -d /vol/DB2

例   343 NAS ストレージデバイスのすべてのディレクトリをクラスタから削除する

次の scnasdir コマンドは、NAS デバイスに構成されているすべてのディレクトリを削除しま
す。

# scnasdir -r -h sunuss1 -d all

次の終了値が返されます。

0 コマンドは正常に終了。

0 以外 エラーが発生しました。
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次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 廃止

19 ページのIntro(1CL), 169 ページのclnasdevice(1CL), 239 ページのclquorum(1CL),
551 ページのcluster(1CL), 747 ページのscconf(1M), 843 ページのscnas(1M)

http://otn.oracle.com
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名前
scprivipadm — プライベート IP アドレス範囲の管理

scprivipadm -c netaddr=netaddr[,netmask=netmask]

scprivipadm -c netaddr=netaddr[,maxnodes=nodes,maxprivatenets=
     privnets]

scprivipadm -c netaddr=netaddr[,netmask=netmask,maxnodes=nodes,maxprivatenets=
     privnets]

scprivipadm -p

scprivipadm -R

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

scprivipadm コマンドは、Oracle Solaris Cluster プライベートインターコネクトに割り当てられ
ている現在の IP アドレス範囲を変更します。

このコマンドの任意の形式を実行する前に、クラスタ内のすべてのノードを非クラスタモードにし
なければなりません。このコマンドは、クラスタ内の 1 つのノードから実行します。

scprivipadm コマンドは、入力としてプライベートネットワークアドレスを取ります。また、オプショ
ンとして次のいずれか 1 つまたは両方を取ります。

■ ネットマスク
■ クラスタに予想されるノードの最大数とプライベートネットワークの最大数

次に、このコマンドは、物理アダプタとノードごとの IP アドレスの IP アドレス割り当てを実行し
ます。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

次のオプションがサポートされています。

-c 現在クラスタに割り当てられている IP アドレス範囲を変更します。-c オ
プションはクラスタの各ノードで実行します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
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-c オプションは、次のサブオプションをサポートしています。

netaddr=netaddr プライベートネットワークアドレスを指定
します。

netmask=netmask ネットマスクを指定します。

maxnodes=nodes クラスタに予想されるノードの最大数
を指定します。

maxprivatenets=privnets クラスタに予想されるプライベートネッ
トワークの最大数を指定します。

-c オプションは、サブオプションの各組み合わせに対して次のタスクを
実行します。
■ netaddr サブオプションだけを指定した場合、このコマンドは、デフォ

ルトのネットマスク 255.255.248.0 をプライベートインターコネクトに
割り当てます。デフォルトの IP アドレス範囲は、最大 64 のノードと
10 のプライベートネットワークを格納します。

■ netmask サブオプションも指定する場合は、デフォルトのネットマス
ク以上の値を指定する必要があります。指定されたネットマスクがデ
フォルトのネットマスク未満である場合、このコマンドは失敗し、エラー
で終了します。指定されたネットマスクがデフォルトのネットマスク以
上の場合、このコマンドは指定されたネットマスクをプライベートイン
ターコネクトに割り当てます。結果の IP アドレス範囲は、最大 64 個
のノードと最大 10 個のプライベートネットワークをサポートできます。

デフォルトより小さい IP アドレス範囲を割り当てるには、maxnodes
および maxprivatenets サブオプションを指定します。

■ maxnodes および  maxprivatenets サブオプションも指定した場合、
このコマンドは、指定された数のノードとプライベートネットワークをサ
ポートするための最小のネットマスクを計算します。このコマンドは次
に、計算したネットマスクをプライベートインターコネクトに割り当てま
す。nodes の最大値は 64 です。最小値は 2 です。privnets の最大
値は 128 です。最小値は 2 です。

■ maxnodes および maxprivatenets サブオプションだけでなく
netmask サブオプションも指定した場合、このコマンドは、指定された
数のノードとプライベートネットワークをサポートする最小のネットマス
クを計算します。このコマンドは、計算結果と指定されたネットマスク
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を比較します。指定されたネットマスクが計算結果のネットマスク未
満である場合、このコマンドは失敗し、エラーで終了します。指定され
たネットマスクが計算結果のネットマスク以上の場合、このコマンド
は指定されたネットマスクをプライベートインターコネクトに割り当てま
す。nodes の最大値は 64 です。最小値は 2 です。privnets の最大
値は 128 です。最小値は 2 です。

-c オプションが失敗した場合、-R オプションを各ノードで実行して、構成
を修復してから、-c オプションをふたたび実行してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) 認
証が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参
照してください。

-R クラスタ構成を修復します。このオプションは、このコマンドがクラスタノー
ド上で IP アドレス範囲を変更しようとして失敗し、結果として、ノード上の
クラスタ構成に整合性がなくなったときに使用します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
-R オプションはクラスタの各ノードで実行します。
-R オプションは、すべてのノード上で IP アドレス範囲を変更しようとして
失敗した場合に、クラスタ構成を修復して、非整合性を取り除きます。
-R オプションを実行せずに -c オプションを実行し直そうとすると、構成
の変更は失敗する可能性があります。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) 認
証が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参
照してください。

-p プライベートインターコネクトに割り当てられている現在のプライベート
ネットワークアドレスを表示します。-p オプションは任意のノードから実行
します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
-p オプションは次の情報を出力します。
■ プライベートネットワークアドレス
■ ネットマスク形式の IP アドレス範囲
■ IP アドレス範囲がサポートできるノードの最大数とプライベートネット

ワークの最大数

スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.read 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) 認証

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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が必要です。Unresolved link to " rbac5" のマニュアルページを参照
してください。
クラスタモードのノードから現在のプライベートネットワークアドレスを表示
するには、代わりに、scconf -p コマンドまたは cluster show-netprops
コマンドを実行します。

例   344 独自のプライベート IP アドレス範囲の計算

次のコマンドは、プライベートネットワークアドレス 172.16.0.0 を指定して、ネットマスクを計算し
ます。このコマンドは、計算されたネットマスクが最大 16 個のノードと最大 4 個のプライベート
ネットワークをクラスタ内でサポートする必要があることを指定します。

# scprivipadm -c

 netaddr=172.16.0.0,maxnodes=16,maxprivatenets=4

例   345 プライベートネットワークアドレスとネットマスクの指定

次のコマンドは、プライベートネットワークアドレス 172.16.0.0 とネットマスク 255.255.248.0 を
指定します。

# scprivipadm -c

 netaddr=172.16.0.0,netmask=255.255.248.0

次のいずれかの条件が発生した場合、scprivipadm コマンドはゼロ以外の値を返します。

■ 無効な引数が指定されました。
■ このコマンドは、クラスタの一部のノードで、IP アドレス範囲を正常に変更できませんでし

た。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 廃止

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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19 ページのIntro(1CL), 551 ページのcluster(1CL), 747 ページのscconf(1M),
819 ページのscinstall(1M), Unresolved link to " netmasks4", Unresolved link to "
networks4", Unresolved link to " rbac5"

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster ソフトウェアのインストール ", Unresolved
link to " Oracle Solaris Cluster システム管理 ", 『Oracle Solaris ネットワークの構成と管
理』

スーパーユーザーはこのコマンドのすべての形式を実行できます。スーパーユーザー以外のユー
ザーには、RBAC の承認が必要です。次の表を参照してください。

オプション RBAC の承認

-c solaris.cluster.modify

-R solaris.cluster.modify

-p solaris.cluster.read

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scprivipd — Oracle Solaris Cluster プライベート IP アドレスサービスデーモン

/usr/cluster/lib/sc/scprivipd 

scprivipd デーモンは、システムのブート時に起動されます。これは、ゾーンのブートまたはシャッ
トダウン時、あるいは、scconf 操作の結果として、割り当てられたプライベート IP アドレスを構
成または構成解除するのに使用されます。

scprivipd デーモンは、stdin (標準入出)、stdout (標準出力)、または stderr (標準エラー出
力) と外部との直接接続はありません。すべての診断メッセージは、syslog 関数を使用して記
録されます。

scprivipd デーモンはスーパーユーザーモードで実行してください。

scprivipd デーモンは Service Management Facility (SMF) サービスであり、SMF 経由
で起動されます。また、scprivipd デーモンがシグナルによって強制終了された場合、SMF に
よって自動的に再起動されます。

SIGTERM シグナルを使用することで、scprivipd は正常に終了させることができます。同デーモ
ンを終了させる場合、その他のシグナルは使用しないでください。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 プライベート

185 ページのclnode(1CL), 747 ページのscconf(1M), Unresolved link to " syslog3C",
Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scrgadm — リソースタイプ、リソースグループ、およびリソースの登録と登録解除を管理する

scrgadm -p[v[v]] [-t resource_type_name] [-g resource_group_name] 
     [-j resource_name]

scrgadm -a -t resource_type_name [-h RT_installed_node_list] [-f 
     registration_file_path]

scrgadm -a -g RG_name [-h nodelist] [-y property=value…]

scrgadm -a -j resource_name -t resource_type_name -g RG_name [-y 
     property=value…] [-x "extension_property[{node_specifier}]=
     value…"]

scrgadm -a -L -g RG_name -l hostnamelist [-j resource_name] [-n 
     netiflist] [-y property=value…]

scrgadm -a -S -g RG_name -l hostnamelist [-j resource_name] [-n 
     netiflist] [-X auxnodelist] [-y property=value…]

scrgadm -c -t resource_type_name [-h RT_installed_node_list] 
     [-y RT_system={TRUE|FALSE}]

scrgadm -c -g RG_name [-h nodelist] -y property=value…

scrgadm -c -j resource_name [-y property…] [-x "
     extension_property[{node_specifier}]=value…"]

scrgadm -r -t resource_type_name

scrgadm -r -g RG_name

scrgadm -r -j resource_name

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

リソース型は、その型のすべてのリソースに共通のプロパティーとコールバックメソッドを指定しま
す。ただし、特定のリソース型を作成する場合は、まず次の形式のコマンドを使用してリソースタ
イプを登録する必要があります。

# scrgadm -a -

t resource_type_name
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リソースグループには、一連のリソースが含まれており、これらすべてのリソースは指定のノードま
たはノード群で共にオンラインまたはオフラインになります。リソースを配置する前に、空のリソー
スグループを作成します。リソースグループを作成するには、次のコマンドを使用します。

# scrgadm -a -

g RG_name

リソースグループには、2 種類あります。フェイルオーバーとスケーラブルです。

フェイルオーバーリソースグループは、常に単一のノード上でオンラインになります。フェイルオー
バーリソースグループには、あらゆるタイプのリソースを含めることができます。ただし、フェイル
オーバーリソースグループに構成されたスケーラブルリソースは、常に単一のノード上で実行され
ます。

MyDatabaseRG という名前のフェイルオーバーリソースグループを作成するには、次のコマンドを
使用します。

# scrgadm -a -

g MyDatabaseRG

スケーラブルリソースグループは、同時に複数のノード上でオンラインになります。スケーラブルリ
ソースグループに含めることができるリソースは、スケーリングをサポートするリソースだけです。ス
ケーラブルリソースグループには、リソースタイプの定義によって使用がフェイルオーバー動作に
限定されるリソースを含めることはできません。

MyWebServerRG という名前のスケーラブルリソースグループを作成するには、次のコマンドを使
用します。

# scrgadm -a -

g MyWebServerRG \

-y Maximum_primaries=integer \
-y Desired_primaries=integer

新しく作成したリソースグループの状態は UNMANAGED です。リソースをグループに作成したあと
は、scswitch コマンドを使用して、リソースグループを MANAGED 状態にします。

リソースグループ内に指定した型のリソースを作成するには、次のコマンドを使用します。

# scrgadm -a -

j resource_name -
t resource_type_name -
g RG_name

リソースを作成すると、使用している RGM メカニズムがいくつかのアクションを実行します。
まず、配下の RGM メカニズムはリソースに対して VALIDATE メソッドを呼び出して、このリソー
スのプロパティーの設定が有効であるかどうかを検証します。VALIDATE メソッドが正常に終了
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し、リソースグループが MANAGED 状態になったら、RGM はこのリソースに対して INIT メソッドを
呼び出し、リソースを初期化します。次に RGM は、このリソースをオンラインにします。ただし、リ
ソースが有効で、かつそのリソースグループがオンラインになっていなければなりません。

管理対象のリソースグループを削除するには、そのリソースグループからをすべてのリソースを
削除します。リソースを削除するには、まず、scswitch コマンドでそのリソースを無効にします。リ
ソースを削除すると、RGM がそのリソースに対する FINI メソッドを呼び出して、クリーンアップを
行います。

このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

アクションオプション

アクションオプションでは、コマンドによって実行されるアクションを指定します。コマンド行に指
定できるアクションオプションは 1 つだけです。

サポートされるアクションオプションには、次のものがあります。

-a

新しい構成を追加します。次のオプションとともに使用します。

-g リソースグループを作成します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
このコマンドオプションを、-a、-c、または -r と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.resource.modify の RBAC 承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-j リソースを作成します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
このコマンドオプションを、-a、-c、または -r と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.resource.modify の RBAC 承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-t リソースタイプを追加します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
このコマンドオプションを、-a、-c、または -r と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.resource.modify の RBAC 承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-c

既存の構成を変更します。指定されたプロパティー値だけが設定されます。その他のプロ
パティーは現在の値を維持します。次のオプションとともに使用します。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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-g リソースグループを変更します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
このコマンドオプションを、-a、-c、または -r と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.resource.modify の RBAC 承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-j リソースを変更します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
このコマンドオプションを、-a、-c、または -r と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.resource.modify の RBAC 承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-t リソースタイプを変更します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
このコマンドオプションを、-a、-c、または -r と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.resource.modify の RBAC 承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-r

構成を削除します。次のオプションとともに使用します。

-g リソースグループを削除します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
このコマンドオプションを、-a、-c、または -r と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.resource.modify の RBAC 承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-j リソースを削除します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
このコマンドオプションを、-a、-c、または -r と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.resource.modify の RBAC 承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-t リソースタイプを削除します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
このコマンドオプションを、-a、-c、または -r と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.resource.modify の RBAC 承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-p

既存の構成情報を表示します。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。 次のオプションとともに使用します:

-g resource_group_name

特定のリソースグループの構成情報を表示します。
このコマンドオプションを -p と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.resource.read の RBAC 承認が必要です。Unresolved
link to " rbac5" を参照してください。

-j resource_name

特定のリソースの構成情報を表示します。
このコマンドオプションを -p と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.resource.read の RBAC 承認が必要です。Unresolved
link to " rbac5" を参照してください。

-t resource_type_name

特定のリソースタイプの構成情報を表示します。
このコマンドオプションを -p と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.resource.read の RBAC 承認が必要です。Unresolved
link to " rbac5" を参照してください。

-v[v]

より詳しい形式で出力を表示します。
このコマンドオプションを -p と一緒に使用するに
は、solaris.cluster.resource.read の RBAC 承認が必要です。Unresolved
link to " rbac5" を参照してください。

-g、-j、-t オプションをどれも指定しない場合、クラスタに現在構成されているすべてのリ
ソースタイプ、リソースグループ、リソースに関する情報がデフォルトで出力されます。
-g、-j、-t オプションは複数の指定が可能で、-v オプションと任意に組み合わせて使用で
きます。
同じコマンド行に指定できる -v オプションの数は 2 つまでです。

ターゲットオプション

ターゲットオプションでは、ターゲットオブジェクトを特定できます。次のターゲットオプションが
サポートされています。

注記 - リソースグループ、リソース、リソースタイプのプロパティー名には、大文字と小文字の区別
はありません。プロパティー名を指定する際には、大文字と小文字を任意に組み合わせること
ができます。

-g RG_name

リソースグループ。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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-j resource_name

リソース。-a オプションとともに使用する場合は、-t および -g ターゲットオプションをコマン
ドに指定し、インスタンス化するリソースのタイプと、リソースグループの名前を指定する必
要があります。

-t resource_type_name

リソースタイプ。

リソースタイプ固有のオプション

次のオプションがサポートされています。

-f registration_file_path

このオプションは -a と併用可能です。リソースタイプ登録 (RTR) ファイルのパス名を指定
します。 通常、RTR ファイルは /opt/cluster/lib/rgm/rtreg ディレクトリに存在します。
このディレクトリに RTR ファイルがない場合は、このオプションを指定してください。

-h RT_installed_node_list

このオプションは-a または -c と併用可能です。このリソースタイプがインストールされるノー
ド名をコンマで区切ったリストで指定します。このタイプのリソースは、ノードリストがこのリス
トのサブセットであるリソースグループでのみインスタンス化できます。
-a オプションを指定するとき、-h オプションは任意指定です。-h オプションを指定しない場
合、リソースタイプはすべてのノードでインストールされていることを意味します。こうすれば、
すべてのリソースグループでこのタイプのリソースを初期化できます。
-c オプションと -h オプションを併用する場合、インストールされているノードの新しいリスト
またはエスケープ指定されたワイルドカード文字 (\*) とともに指定する必要があります。ワ
イルドカード文字は、そのリソースタイプがすべてのノードにインストールされていることを表
します。

注記 - ノード名にコンマを含めることはできません。

-t resource_type_name

-a、-c、または -r と併用可能です。リソースタイプはリソースタイプ登録ファイルで定義され
ます。リソースタイプ登録ファイルには、そのリソースタイプの標準プロパティーと拡張プロパ
ティーの値が指定されています。登録ファイルが通常インストールされる既知のディレクトリ
(/opt/cluster/lib/rgm/rtreg) に有効なリソースタイプ登録ファイルを保存すると、次の
ような短縮形の記述法を使用できるようになります:
# scrgadm -a -t SUNW.rt:2.0

その場合には、次の表記を使用する必要はありません。

# scrgadm -a -t rtn -f full_path_to_SUNW.rt:2.0
 

現在登録されているリソースタイプの名前を表示するには、次のコマンドを使用します。
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# scrgadm -p

Sun Cluster 3.1 以降、リソースタイプの名前は次の構文を取ります。

vendor_id.resource_type
:version

リソースタイプ名の 3 つのコンポーネントは、RTR ファイル内に指定された 3 つのプロパ
ティー Vendor_id、Resource_type、および RT_version になります。scrgadm コマンドでは、
区切り文字としてピリオドとコロンを使用します。オプションの接頭辞 Vendor_id は、複数
のベンダーが同じ名前の登録ファイルを提供している場合、それぞれを区別するために使
用します。RT_version は、あるバージョンのデータサービスから別のバージョンのデータサー
ビスへのアップグレードに使用されます。
Vendor_id が一意であることを保証するためには、リソースタイプを作成した会社の株
式の略号を使用します。-t オプションとともに使用する resource_type_name には、完
全なリソースタイプ名または Vendor_id 部分を省略した名前を指定します。たとえば、-t
SUNW.iws と -t iws はどちらも有効な表記法です。ただし、クラスタ内に接頭辞 Vendor_id
だけが異なるリソースタイプ名が 2 つ存在する場合は、省略方式で名前を指定すると失
敗します。
RT_version 文字列に空白、タブ、スラッシュ (/)、バックスラッシュ (\)、アスタリスク (*)、疑
問符 (?)、左角括弧 ([)、または右角括弧 (]) 文字が含まれている場合、scrgadm コマンド
はリソースタイプの登録に失敗します。
-t オプションで resource_type_name を指定する場合、バージョンが 1 つしか登録されて
いないなら、バージョンコンポーネントを省略できます。
Sun Cluster 3.1 リリースより前に作成したリソースタイプの名前は、引き続き次の構文に
従います。

vendor_id.resource_type

-y RT_system={TRUE|FALSE}

リソースタイプの RT_system プロパティーを TRUE または FALSE に設定します。RT_system
プロパティーのデフォルト値は、FALSE です。RT_system プロパティーについて
は、1335 ページのrt_properties(5) を参照してください。

リソースグループ固有のオプション

次のオプションがサポートされています。

-h nodelist

このオプションは-a または -c と併用可能です。このオプションは、–y Nodelist= nodelist
のショートカットです。

-y property= value

このオプションは-a または -c と併用可能です。-y property=value は複数回指定できま
す。value の形式は、各 property によって指示されます。次の例では、property1 は単一の
文字列を値 として取り、property2 はコンマ区切りの文字列を取ります:
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-y property1=
value1 -y 
property2=value2a,value2b

文字列のプロパティーを空の値にするには、値の部分を空欄にしてこのオプションを指定
します。次の例を参照してください。

-y property=

-y プロパティー名の評価では、大文字と小文字の区別はありません。
リソースグループプロパティーについては、1319 ページのrg_properties(5) を参照してく
ださい。

リソース固有のオプション

次のオプションがサポートされています。

-x extension_property= value
-x “extension_property {node_specifier}=value ”

このオプションは-a または -c と併用可能です。-x extension_property=value または -x
“extension_property{node_specifier}=value” は複数回指定できます。
node_specifier は任意指定の修飾子であり、指定した単数または複数のノードだ
けで、extension_property の値が設定または変更されることを示します。指定したプロパ
ティーの値は、クラスタのほかのノードでは設定または変更されません。node_specifier を
指定しない場合、指定したプロパティーの値は、クラスタのすべてのノードで設定または変
更されます。次に、node_specifier の構文の例を示します:

-x "myprop{phys-schost-1}=100"

中括弧 ({ }) は、プロパティーを設定する特定の単数または複数のノードを示すために指定
します。
次の構文の node_specifier を使用すると、2 つの異なるノードに異なる値を同時に指定で
きます:

-x "myprop{phys-schost-1}=100" -x "myprop{phys-schost-2}=10"

あるいは、次の構文を使用すると、2 つの異なるノードに 1 つの値を同時に設定または変
更できます。

-x "myprop{phys-schost-1,phys-schost-2}=100"

value の形式は、各 extension_property によって指示されます。次の例で
は、extension_property1 は単一の文字列を valueとして取り、extension_property2 はコン
マ区切りの文字列を取ります:

-x "extension_property1{
node_specifier}=value1" \
-x "extension_property2{
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node_specifier}=value2a,
value2b"

特定のデータサービスの拡張プロパティーについては、そのデータサービスのマニュアル
ページを参照してください。

-y property= value

このオプションは-a または -c と併用可能です。-y property=value は複数回指定できま
す。value の形式は、各 property によって指示されます。次の例では、property1 は単一の
文字列を値 として取り、property2 はコンマ区切りの文字列を取ります:

-y property1=
value1 -y 
property2=value2a,value2b

プロパティーを空の値に設定するには、値の部分を空欄にしてこのオプションを指定しま
す。次の例を参照してください。

-y property=

-y property 名の評価では、大文字と小文字の区別はありません。
リソースプロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを
参照してください。

LogicalHostname 固有のオプション

これらのオプションは、論理ホスト名リソースに適用されます。LogicalHostname リソースを削除
する特別なコマンドは存在しません。

# scrgadm -r -

j resource_name

resource_name は、LogicalHostname リソースの作成時に任意指定の -j オプションで指定し
た名前になります。LogicalHostname リソースの作成時に -j オプションと resource_name を省
略すると、scrgadm によって名前が生成されます。

次のオプションがサポートされています。

-j resource_name

-j オプションは、-l hostnamelist オプションの最初の引数として、ホスト名ではなく IP ア
ドレスを使用するときに必須です。
-j は、リソースを作成するときに LogicalHostname リソースに明示的に名前を付ける場合
は -a とともに、リソースグループからリソースを削除する場合は -r とともに使用します。-j
オプションを使用して resource に明示的に名前を付けない場合、scrgadm コマンドは作
成したリソースに、hostnamelist にある 1 番目のホスト名を割り当てます。
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-L

コマンド行に指定されたオプションが論理ホスト名に適用されることを意味します。クラス
タノードがアクティブなクラスタメンバーではない時点でこのコマンドを実行する場合は、-n
netiflist オプションも使用する必要があります。

-l hostnamelist

共有する IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。IP アドレスを指定できる場合
でも、ホスト名を使用してください。hostnamelist は、この LogicalHostname リソースによっ
て使用可能になるホスト名のコンマ区切りのリストです。

-n netiflist

ネットワークインタフェースのリストを指定します。クラスタノードがアクティブなクラスタメン
バーではない時点でこのコマンドを実行する場合、-L オプションには -n オプションが必要
です。
netiflist は次の形式を取ります。

netif@node[,…]

netif は、ネットワークアダプタ名 (le0 など) または IP ネットワークマルチパス (IPMP) グ
ループ名 (sc_ipmp など) で指定します。node は、ノード名またはノード識別子で指定しま
す。リソースグループの nodelist  内のすべてのノードが netiflist に登録されている必要が
あります。-n netiflist が省略されている場合、nodelist の各ノードの hostnamelist によって
識別されたサブネット上のネットアダプタを検出しようとする試みが行われます。発見され
たネットワークアダプタが IPMP グループに存在しない場合は、単一アダプタの IPMP グ
ループが作成されます。同様に、指定されたネットワークアダプタが IPMP グループに存在
しない場合も、単一アダプタの IPMP グループが作成されます。
詳細は、注 セクションを参照してください。

-y property= value

詳細は、「Resource-Specific Options」セクションを参照してください。

SharedAddress 固有のセクション

下記の変更や追加とともに、論理ホスト名固有のオプションが共有アドレスリソースにも適用さ
れます。

-S

コマンド行に指定されたオプションが共有アドレスに適用されることを意味します。

-X auxnodelist

ノード名または識別子のコンマで区切ったリストを指定します。このリストには、クラスタメン
バーであるノードの名前または ID を指定します。これらのノードは、指定された共有アドレ
スのホストとなることはあるが、フェイルオーバーのプライマリノードとして動作することは決
してないノードです。
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このリストと nodelist は相互排他の関係にあります。「Resource-Group Specific
Options」の nodelist の説明を参照してください。

次の終了値が返されます。

0 コマンドは正常に完了しました。
このコマンドが正常に完了した場合でも、警告メッセージが標準エラー出
力に書き込まれることがあります。

0 以外 エラーが発生しました。
非ゼロステータスで終了した場合、標準エラーにエラーメッセージが書き
出されます。

RT_System プロパティーが TRUE のリソースタイプでは、一部の処理が実行できませ
ん。同様に、RG_System プロパティーが TRUE のリソースグループ (およびそのリソー
ス) では、一部の処理が実行できません。1335 ページのrt_properties(5) および
1319 ページのrg_properties(5) を参照してください。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 廃止

19 ページのIntro(1CL), 251 ページのclreslogicalhostname(1CL ),
273 ページのclresource(1CL), 305 ページのclresourcegroup(1CL),
333 ページのclresourcetype(1CL), 347 ページのclressharedaddress(1CL),
Unresolved link to " ifconfig1M", 877 ページのscstat(1M),
883 ページのscswitch(1M), 1287 ページのr_properties(5), Unresolved link to "
rbac5", 1319 ページのrg_properties(5), 1335 ページのrt_properties(5)

LogicalHostname および SharedAddress の追加処理中に、使用できるように構成されていな
いネットワークアダプタを検出したり、IP ネットワークマルチパスグループに追加したりすること
はできません。Unresolved link to " ifconfig1M" を参照してください。

scrgadm がゼロ以外ステータスで終了し、エラーメッセージ cluster is reconfiguring が出力
された場合でも (エラーステータスを示している場合でも)、要求した操作は正常に終了してい

http://otn.oracle.com
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ることがあります。結果が疑わしい場合は、再構成の完了後にもう一度同じ引数で scrgadm を
実行できます。
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名前
scsetup — 対話型クラスタ構成ツール

scsetup [-f logfile]

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

scsetup コマンドが提供する構成機能は、コマンドを実行したときのクラスタの状態によって変
わります。

■ scsetup コマンドをインストール後処理時に実行すると、このコマンドは定足数デバイスの
構成や installmode プロパティーのリセットなどの初期設定タスクを実行します。クラスタ
を作成したときに自動定足数構成を使用しなかった場合、クラスタのインストール直後に
scsetup コマンドを実行します。すべてのノードがクラスタに参加していることを確認してか
ら、scsetup コマンドを実行し、installmode プロパティーをリセットします。

クラスタを作成したときに自動定足数構成を使用した場合、クラスタのインストール後
に scsetup コマンドを実行する必要はありません。自動定足数構成機能は、クラスタの
installmode プロパティーもリセットします。

■ 通常のクラスタ動作中に実行すると、scsetup コマンドはメニュー選択方式のユーティリ
ティーを提供します。このユーティリティーを使用すると、現行のクラスタ管理タスクの大部分
を実行できます。

■ 非クラスタモードのノードから発行すると、scsetup ユーティリティーは、プライベート IP アドレ
ス範囲を変更または表示するためのメニュー選択方式のユーティリティーを提供します。こ
の形式の  scsetup ユーティリティーを開始する前に、すべてのノードを非クラスタモードにリ
ブートしてください。

scsetup コマンドは、クラスタの任意のノードから実行できます。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

次のオプションがサポートされています。



874 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

-f logfile コマンドログを記録するログファイル名を指定します。このオプションを指
定した場合、scsetup ユーティリティーが生成するほとんどのコマンドセッ
トは、ユーザーの応答に応じて、実行されてから記録されるか、または単
に記録されます。

次の属性の詳細は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 廃止

19 ページのIntro(1CL), 535 ページのcltelemetryattribute(1CL ),
79 ページのcldevicegroup(1CL), 185 ページのclnode(1CL),
239 ページのclquorum(1CL), 251 ページのclreslogicalhostname(1CL ),
305 ページのclresourcegroup(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
347 ページのclressharedaddress(1CL), 551 ページのcluster(1CL),

http://otn.oracle.com
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名前
scshutdown — クラスタの停止

scshutdown [-y] [-g grace-period] [message]

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

scshutdown ユーティリティーは、クラスタを正常に停止させる際に使用します。

停止処理を開始するにあたり、scshutdown はまず警告メッセージを送信し、次に最終メッセージ
を送信して停止を確認します。

scshutdown コマンドは、1 つのノードだけで実行してください。

scshutdown コマンドがクラスタを停止する際には、次の一連のアクションが行われます。

■ クラスタ上で稼動中のすべてのリソースグループを、オフライン状態に移行します。移行でき
ないものあった場合、scshutdown は完了せずに、エラーメッセージが表示されます。

■ すべてのクラスタファイルシステムをアンマウントします。アンマウント処理できないものが
あった場合、scshutdown は完了せずに、エラーメッセージが表示されます。

■ アクティブなすべてのデバイスサービスを停止させます。デバイスのいずれかの移行が失
敗した場合は、scshutdown が完了せず、エラーメッセージが表示されます。

■ すべてのノードで /usr/sbin/init 0 を実行します。詳細は、Unresolved link to "
init1M" を参照してください。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

このコマンドを使用するためには、solaris.cluster.system.admin の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

次のオプションがサポートされています。

-g grace-period デフォルト値の 60 秒から grace-period に指定された時間 (秒) に変更
します。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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-y 停止許可の確認を事前に行うことで、停止コマンドをユーザーの介入なし
に実行できるようにします。

次のオペランドがサポートされています。

message 標準的な警告メッセージ The system will be shut down in …
が出されたあとに出される文字列です。message に単語が少なく
とも 1 つある場合は、単一引用符 (') または二重引用符 (") で
囲む必要があります。標準の警告メッセージおよびユーザー指定
の message が表示されるタイミングは、scshutdown の開始から
7200、3600、1800、1200、600、300、120、 60、30 秒前です。

例   346 クラスタの停止

phys-palindrome-1# scshutdown

次の終了値が返されます。

0 コマンドは正常に完了しました。

0 以外 エラーが発生しました。標準出力にエラーメッセージを出力。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 廃止

19 ページのIntro(1CL)、551 ページのcluster(1CL)、Unresolved link to "
shutdown1M"、Unresolved link to " init1M"、Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scstat — Oracle Solaris Cluster 構成のステータスのモニタリング

scstat [-DWginpqv [v]] [-h node]

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

scstat コマンドは、Oracle Solaris Cluster コンポーネントの現在の状態を表示します。その
際、scstat コマンドを Oracle Solaris Cluster 構成内のマシン上で 1 回だけ実行します。

オプションを指定しないで実行した場合、scstat によってクラスタの全コンポーネントのステー
タスが表示されます。表示される情報は次のとおりです。

■ クラスタメンバーのリスト
■ 各クラスタメンバーのステータス
■ リソースグループおよびリソースのステータス
■ クラスタインターコネクト上の各パスのステータス
■ 各ディスクデバイスグループのステータス
■ 各定足数デバイスのステータス
■ すべての IP ネットワークマルチパス (IPMP) グループとパブリックネットワークのステータス

このコマンドをオプションなしで使用するために
は、solaris.cluster.device.read、solaris.cluster.transport.read、solaris.cluster.resource.read、solaris.cluster.node.read、solaris.cluster.quorum.read、solaris.cluster.system.read
の RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
リソースとリソースグループ

リソースのステータス、リソースグループのステータス、リソースのステータスは、すべてノード単位
で管理されます。たとえば、リソースは、各クラスタノード上で固有のステータス、固有のステータ
スを持ちます。

リソース状態は、そのリソース上でどのメソッドが呼び出されたかにのみ基づいて、各ノード上
の Resource Group Manager (RGM ) によって設定されます。たとえば、指定のノード上
でリソースに対する STOP メソッドを正しく実行した場合、そのリソースのノード上での状態は

http://otn.oracle.com
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OFFLINE になります。STOP メソッドが 0 以外またはタイムアウトで終了した場合、そのリソースの
状態は Stop_failed になります。

可能性のあるリソース状態に
は、Online、Offline、Start_failed、Stop_failed、Monitor_failed、Online_not_monitored、Starting、
および Stopping があります。

可能性のあるリソースグループの状態に
は、Unmanaged、Online、Offline、Pending_online、Pending_offline、Error_stop_failed、Online_faulted、
および Pending_online_blocked があります。

RGM は、リソースのステータスだけでなく、リソース自体が API を使って設定するリソースのス
テータスも維持します。Status Message のフィールドは、実際には、ステータスキーワードとステー
タスメッセージからなります。ステータスメッセージは、ステータスキーワードのあとに出力される任
意のテキスト文字列で、リソースによって任意に設定されます。

リソースステータスの値には、次のものがあります。

DEGRADED リソースはオンラインですが、何らかの理由でパフォーマンスまたは可用
性が低下しています。

FAULTED リソースの機能を妨げるエラーが検出されました。

OFFLINE リソースはオフラインです。

ONLINE リソースはオンラインでサービスを提供します。

UNKNOWN 現在のステータスは不明または遷移中です。

デバイスグループ

デバイスグループのステータスは、そのグループ内のデバイスの可用性を表しています。

次は、指定可能なデバイスグループのステータスの値とその説明です。

DEGRADED デバイスグループはオンラインですが、潜在的主ノード (二次ノード) の一
部が有効になっていません。2 ノード接続の場合、このステータスは基本
的に、スタンバイしているプライマリノードが存在しないことを示します。つ
まり、プライマリノードに障害が発生すると、グループ内のデバイスへのア
クセスが失われます。

OFFLINE デバイスグループはオフラインです。プライマリノードは存在しません。デ
バイスグループ内のデバイスを使用する前に、デバイスグループをオンラ
インにする必要があります。
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ONLINE デバイスグループはオンラインです。プライマリノードが存在し、グループ
内のデバイスは入出力可能な状態です。

WAIT デバイスグループは、あるステータスと別のステータスの間になります。た
とえば、デバイスグループがオフラインからオンラインに移行している間
は、このステータスになります。

IP ネットワークマルチパスグループ

IP ネットワークマルチパス (IPMP) グループのステータスは、バックアップグループとそのアダ
プタが使用可能かどうかを表しています。

次は、指定可能な IPMP グループのステータスの値とその説明です。

OFFLINE バックアップグループは異常状態にあります。グループのすべてのアダプ
タがオフラインになっています。

ONLINE バックアップグループは機能可能な状態にあります。そのグループの少な
くとも 1 つのアダプタがオンラインになっています。

UNKNOWN 上のどの状態でもありません。if_mpadm や ifconfig コマンドによってア
ダプタが切り離されたり、停止状態に指定されたりすると、この状態にな
ることがあります。

次は、指定可能な IPMP アダプタのステータスの値とその説明です。

OFFLINE アダプタが異常状態にあるか、バックアップグループがオフラインになっ
ています。

ONLINE アダプタは機能可能な状態にあります。

STANDBY アダプタは待機状態にあります。

UNKNOWN 上のどの状態でもありません。if_mpadm や ifconfig コマンドによってア
ダプタが切り離されたり、停止状態に指定されたりすると、この状態にな
ることがあります。

コマンドオプションを指定して、特定のコンポーネントのステータスを要求できます。

複数のオプションを指定した場合、scstat コマンドは指定した順番でステータスを出力します。

次のオプションがサポートされています。

-D すべてのディスクデバイスグループのステータスが表示されます。
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このコマンドオプションを使用するために
は、solaris.cluster.device.read の RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-g すべてのリソースグループのステータスが表示されます。
このコマンドオプションを使用するために
は、solaris.cluster.resource.read の RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-h node 指定のノード (node) のステータスと、このノードをプライマリノードとする
ディスクデバイスグループのステータスが表示されます。定足数デバイス
のステータスが表示されます。ただし、このノードは、これらの定足数デバ
イスに対して、このノードが潜在マスターであるリソースグループの予約を
保持し、node が接続されているトランスポートパスの予約を保持してい
るものとします。
このコマンドオプションを使用するために
は、solaris.cluster.device.read、solaris.cluster.transport.read、solaris.cluster.resource.read、solaris.cluster.node.read、solaris.cluster.quorum.read、solaris.cluster.system.read
RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5" を参照して
ください。

-i すべての IPMP グループおよびパブリックネットワークアダプタのステー
タスが表示されます。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。

-n すべてのノードのステータスが表示されます。
このコマンドオプションを使用するために
は、solaris.cluster.node.read の RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-p クラスタ内のすべてのコンポーネントのステータスが表示されます。-v と
併用すると、より詳しい形式で出力が得られます。
-p を -v と使用するために
は、solaris.cluster.device.read、solaris.cluster.transport.read、solaris.cluster.resource.read、solaris.cluster.node.read、solaris.cluster.quorum.read、
および solaris.cluster.system.read の RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-q デバイスおよびノードの定足数がすべて表示されます。
このコマンドオプションを使用するために
は、solaris.cluster.quorum.read の RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

-v[v] 出力が詳細形式で表示されます。

-W クラスタトランスポートパスのステータスが表示されます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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このコマンドオプションを使用するために
は、solaris.cluster.transport.read の RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。

例   347 scstat コマンドの使用

次のコマンドは、すべてのリソースグループのステータスと、指定のホストに関連するすべてのコ
ンポーネントのステータスが表示されます。

% scstat -g -h host

表示される出力は、オプションが指定された順序で表示されます。

出力内容は、次の 2 つのコマンドを入力した場合と同じになります。

% scstat -g

および

% scstat -h host

次の終了値が返されます。

0 コマンドは正常に完了しました。

0 以外 エラーが発生しました。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 廃止

19 ページのIntro(1CL)、551 ページのcluster(1CL)、Unresolved
link to " if_mpadm1M"、Unresolved link to "
ifconfig1M"、699 ページのscha_resource_setstatus(1HA)、1175 ページのscha_resource_setstatus(3HA)、Unresolved
link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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オンライン定足数デバイスとは、最後に定足数が満たされた時点で、定足数の構成に貢献可
能だったデバイスのことです。定足数アルゴリズムのコンテキストでは、デバイスは定足数の構
成に積極的に貢献したため、オンラインになっています。ただし、オンライン定足数デバイスが
必ずしも、定足数が再確立されたときの定足数の形成に貢献するのに十分なほど健全な状態
を維持できるとは限りません。現在のバージョンの Oracle Solaris Cluster には、ディスクモ
ニタリング機能や定足数デバイスを検証する定期的なプローブは含まれていません。
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名前
scswitch — Oracle Solaris Cluster 構成のリソースグループとデバイスグループの所有権
および状態の変更の実行

scswitch -c -h node[,...] -j resource[,...] -f flag-name

scswitch {-e | -n} [-M] -j resource[,...] [-h node[,...]]

scswitch -F {-g resource-grp[,...] | -D device-group[,...]}

scswitch -m -D device-group[,...]

scswitch -Q [-g resource-grp[,...]] [-k]

scswitch -R -h node[,...] -g resource-grp[,...]

scswitch -r [-g resource-grp[,...]]

scswitch -S -h node[,...] [-K continue_evac]

scswitch -s [-g resource-grp[,...]] [-k]

scswitch {-u | -o} -g resource-grp[,...]

scswitch -Z [-g resource-grp[,...]]

scswitch -z -D device-group[,...] -h node [,...]

scswitch -z [-g resource-grp[,...]] [-h node [,...]]

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

scswitch コマンドは、リソースグループまたはデバイスグループ (ディスクデバイスグループとも
呼ぶ) を新しいプライマリノードに移動します。このほかに、所有権を変更してすべてのリソース
グループおよびデバイスグループを退避する機能、リソースグループやデバイスグループのオン
ラインとオフラインを切り替える機能、リソースの有効または無効を切り替える機能、リソースグ
ループの状態を Unmanaged に切り替える (または元に戻す) 機能、リソースのエラーフラグをオ
フにする機能などを提供します。

scswitch コマンドは、Oracle Solaris Cluster 構成内のどのノードからでも実行できます。デ
バイスグループがオフラインの場合は、scswitch を使って、ノードリストの任意のホストに対して
デバイスグループをオンラインにすることができます。ただし、デバイスグループをオンラインに



884 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

すると、スペアノードへスイッチオーバーすることができなくなります。scswitch は同時に 1 個だ
け実行することができます。

まだ処理が完了していない scswitch を強制終了しないでください。

このコマンドの有効な使用方法の詳細は、個々のオプションの説明を参照してください。管理を
容易にするため、このコマンドは大域ゾーンで使用します。

基本オプション

次の基本オプションがサポートされます。これらのいくつかの基本オプションとともに使用でき
るオプションは、「追加オプション」で説明されています。

-c 指定されたノード上で、指定されたリソースセットの -f flag-name エラーフ
ラグをクリアします。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアの現在のリリー
スでは、-c オプションが実装されているのは Stop_failed リソース状態
だけです。Stop_failed リソース状態をクリアすると、そのリソースは指定
されたノード上でオフラインになります。
このオプションは、大域ゾーンでのみ使用します。
リソースに対して Stop メソッドが失敗し、そのリソースの Failover_mode
プロパティーが Hard に設定されている場合、Resource Group
Manager (RGM) はノードを停止またはリブートし、このリソース (および
そのノードがマスターするほかのすべてのリソース) を強制的にオフライン
にします。
Failover_mode プロパティーが Hard 以外の値に設定されてい
るリソースで実行された Stop メソッドが失敗した場合、個々の
リソースは Stop_failed リソース状態になり、リソースグループは
Error_stop_failed 状態になります。Error_stop_failed 状態になって
いるリソースグループは、どのノードでもオンラインにすることができず、ま
た、リソースの追加や削除、リソースグループやリソースのプロパティーの
変更などの編集も、一切行うことができません。Unresolved link to "
Oracle Solaris Cluster データサービス計画および管理ガイド "で説明
されている手順を実行して、Stop_failed リソース状態をクリアする必要
があります。

注意 - Stop_failed リソース状態をクリアする前に、指定されたノード上でリソースとそのモニ
ターの両方が停止されていることを確認してください。リソースとモニターを完全に終了しないで
Stop_failed リソース状態をクリアすると、クラスタ上で複数のリソースインスタンスが同時に実
行される可能性があります。共有ストレージを使用している場合、クラスタ上で複数のリソースイ
ンスタンスが同時に実行されると、データが破壊される可能性があります。必要な場合は、最後
の手段として、関連するプロセスに対して Unresolved link to " kill1" コマンドを実行します。

-e 指定された resource を有効にします。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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このオプションは、大域ゾーンでのみ使用します。
有効にされたリソースは、そのリソースグループがオンラインかオフライン
かによって、オンラインまたはオフラインになります。
-h オプションと -e オプションを併用すると、指定されたノードのサブセッ
トだけでリソースを有効にすることができます。-h オプションを省略した場
合、指定されたリソースはすべてのノード上で有効になります。

-F 指定されたリソースグループ (-g) またはデバイスグループ (-D) をすべて
のノードでオフラインにします。
-F オプションと -D オプションを併用するとき、-F オプションは大域ゾーン
だけから実行できます。
-F オプションでデバイスグループをオフラインにすると、関連する
Solaris Volume Manager のディスクセットがプライマリノードによりデ
ポートまたは解放されます。デバイスグループをオフラインにする前に、そ
のデバイスへのアクセスをすべて停止し、依存する全ファイルシステム
のマウントを解除してください。明示的な scswitch 呼び出しを発行する
か、グループ内のデバイスにアクセスするか、またはこのグループに依存
するファイルシステムをマウントすることによって、オフラインのデバイス
グループを起動できます。

-m メンテナンスのため、指定されたデバイスグループをクラスタからオフラ
インにします。結果は、リブート後も保存されます。
このオプションは、大域ゾーンでのみ使用します。
デバイスグループをメンテナンスモードにする前に、そのデバイスへのア
クセスをすべて停止し、依存する全ファイルシステムのマウントを解除し
てください。デバイスグループがアクセスされている最中である場合、こ
のアクションは失敗し、指定されたデバイスグループはクラスタからオフ
ラインにされません。
デバイスグループをオンラインに戻すには、-z オプションを使用します。
デバイスグループのメンテナンスモードを終了するには、scswitch コマン
ドを明示的に呼び出すしかありません。

-n 指定されたリソースを無効にします。
このオプションは、大域ゾーンでのみ使用します。
現在のマスターでオンラインの無効なリソースは、現在のマスターから即
座にオフラインにされます。無効なリソースは、リソースグループの状態に
かかわらず、オフラインのままです。
-h オプションを -e オプションとともに指定すると、ノードの指定されたサ
ブセット上のリソースのみを無効にできます。-h オプションを省略した場
合、指定されたリソースはすべてのノード上で無効になります。

-o 指定された管理対象外のリソースグループを管理対象にします。
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RGM は、管理対象になったリソースグループをオンラインにしようと試み
ます。

-Q 指定されたリソースグループを休止状態にします。
-g オプションを省略した場合、-Q オプションはすべてのリソースグループ
に適用されます。
このオプションは、Start メソッドまたは Stop メソッドが失敗した場合
に、指定されたリソースグループがあるノードから別のノードに繰り返し切
り換えられるのを停止します。この形式の scswitch コマンドは、リソース
グループが休止状態になり、どのノード上でも停止したり起動したりしなく
なってから終了します。
scswitch -Q コマンドの実行中に、グループ内の任意のリソースに対
して実行された Monitor_stop、Stop、Postnet_stop、Start、または
Prenet_start メソッドが失敗した場合、リソースは、実際の設定とは関
係なく、Failover_mode プロパティーの値が None であるものとして動作
します。これらのメソッドのいずれかが失敗した場合、ノードのフェイル
オーバーやリブートは実行されず、リソースがエラー状態 (Start_failed
または Stop_failed のリソース状態) になります。
scswitch -Q コマンドが終了すると、指定されているリソースグルー
プは、オンラインまたはオフラインもしくは ONLINE_FAULTED または
ERROR_STOPPED_FAILED 状態になることがあります。clresourcegroup
status コマンドを実行すると、これらリソースグループの現在のステータ
スを調べることができます。
scswitch -Q コマンドの実行中にノードが停止した場合、実行が中断さ
れ、リソースグループが非休止状態になることがあります。割り込みが発
生すると、scswitch -Q コマンドは 0 以外の終了コードを返し、標準エ
ラーにエラーメッセージを書き込みます。この場合は、scswitch -Q コマン
ドを再実行できます。
-k オプションと -Q オプションを併用すると、リソースグループの停止を早
めることができます。-k オプションを指定する場合、影響を受けるリソース
グループのリソースのために動作しているすべてのメソッドが即座に強制
終了されます。-k オプションを指定しないと、終了するか構成されている
タイムアウトを超えるまで継続的にメソッドを実行できます。

-R 指定されたプライマリノード上で、指定されたリソースグループをオフライ
ンにしてから、オンラインに戻します。
指定されたノードは、リソースグループの現在のプライマリノードである必
要があります。

-r 指定されたりソースグループで、以前 -s オプションで中断されていた自
動回復アクションを再開します。
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-g オプションを省略した場合、-r オプションはすべてのリソースグループ
に適用されます。
自動復旧を再開するコマンドを明示的に実行するまで、中断されたリソース
グループが自動的に再開またはフェイルオーバーされることはありません。
オンラインかオフラインかにかかわらず、中断されたデータサービスは現
在の状態のままです。指定したノード上でリソースグループの状態を手作
業で切り替えることもできます。また、リソースグループ内の個々のリソース
も有効または無効にできます。
リソースグループの自動回復アクションを中断する方法については、-s オ
プションの説明を参照してください。

-S すべてのリソースグループおよびデバイスグループを指定された node か
ら切り替えます。
大域ゾーンで実行する場合、このオプションは、クラスタ内の指定された
任意のノードを退避できます。
システムは、各グループの構成済みの設定に従って、新しいプライマリ
ノードを選択しようとします。退避されたすべてのグループが、必ずしも同
じプライマリノードによって再マスターされるとは限りません。指定された
ノードによってマスターされている一部のグループが指定されたノードから
正常に退避できなかった場合、このコマンドはエラーで終了します。
リソースグループはまずオフラインになってから、新しいプライマリノードに
再配置されます。新しいプライマリノード上でシステムが起動できなかっ
た場合、退避されたリソースグループはオフラインのままになることがあり
ます。
デバイスグループのプライマリ所有権をほかのノードに移すことができな
い場合、そのデバイスグループのプライマリ所有権は元のノードによって
保持されます。

-s 指定されたリソースグループ上の自動復旧アクションを中断し、そのリ
ソースグループを休止します。
-g オプションを省略した場合、-s オプションはすべてのリソースグループ
に適用されます。
このオプションでリソースグループのモニタリングを明示的に再開するま
で、中断されたリソースグループは、自動的に、起動、再起動、またはフェ
イルオーバーすることはありません。リソースグループのモニタリングが中
断された状態にあるとき、データサービスはオンライン状態のままです。
指定されたノード上では引き続き、リソースグループを手動でオンラインま
たはオフラインに切り替えることができます。また、リソースグループ内の
個々のリソースも有効または無効にできます。
リソースグループの自動復旧は、クラスタ内にある問題を調査して修正す
るために、中断する必要がある場合があります。または、リソースグループ
サービス上で保守を行う必要がある場合もあります。
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-k オプションも指定すると、影響を受けるリソースグループのリソースの
ために動作しているすべてのメソッドを即座に強制終了できます。-k オ
プションを使用することで、リソースグループの休止を早めることができま
す。-k オプションを指定しないと、終了するか構成されているタイムアウ
トを超えるまで継続的にメソッドを実行できます。
リソースグループの自動回復アクションを再開する方法については、-r オ
プションの説明を参照してください。

-u 指定された管理対象のリソースグループを管理対象外にします。
-u オプションを使用するためには、指定のリソースグループのすべてのリ
ソースをあらかじめ無効にしておく必要があります。

-Z このオプションを指定すると、次の動作が実行されます。
■ 指定されたリソースグループのすべてのリソースを有効にします。
■ これらのリソースグループを管理対象にします。
■ これらのリソースグループをすべてのデフォルトの主ノードまたはゾー

ン上でオンラインにします。

-g オプションを省略した場合、-Z オプションはすべてのリソースグループ
に適用されます。
-g オプションを指定しない場合、scswitch コマンドは、中断されているリ
ソースグループを除いて、すべてのリソースグループをオンラインにしよう
とします。

-z 指定されたリソースグループまたはデバイスグループの所有権の変更を
要求します。
-g オプションを省略した場合、-z オプションはすべてのリソースグループ
に適用されます。
-D オプションと -z オプションを併用すると、指定した 1 つまたは複数の
デバイスグループが指定したノードにスイッチオーバーされます。デバイス
グループのスイッチオーバーには、プライマリノード名を 1 個だけ指定でき
ます。複数のデバイスグループを指定した場合、-D オプションはデバイス
グループを指定された順番でスイッチオーバーします。-z オプションと -D
オプションの併用時にエラーが発生すると、処理は中断され、以降のス
イッチオーバーは行われません。
-g オプションだけと併用する場合、-z オプションは、指定されたリソー
スグループ (すでに管理対象になっている必要があります) を最優
先ノードでオンラインにします。この形式の scswitch は、その強い
RG_affinities の違反のためにリソースグループをオンラインにすること
はなく、いずれかのノード上でリソースグループのアフィニティーを有効に
できない場合は警告メッセージを書き込みます。このオプションは、-Z オ
プションとは異なり、すべてのリソースを有効にしたり、すべてのリソース上
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でモニタリングを実行したり、すべての管理対象外のリソースグループを
管理対象にしたりすることはありません。
-g および -h オプションとともに使用された場合、-z オプションは、指定
されたリソースグループを -h オプションで指定されたノード上ではオンラ
インにし、その他のすべてのクラスタノード上ではオフラインにします。-h
オプションで指定されたノードリストが空 (-h "") の場合、-z オプション
は、-g オプションで指定されたリソースグループを、その現在のすべての
マスターからオフラインにします。-h オプションで指定されたすべてのノー
ドは、クラスタの現在のメンバーである必要があり、-g オプションで指定
されたすべてのリソースグループの潜在的なプライマリである必要があり
ます。-h オプションで指定されたノード数が、-g オプションで指定された
任意のリソースグループの Maximum_primaries プロパティーの設定を超
えないようにする必要があります。
単独で使用された場合 (scswitch -z)、-z オプションは、それぞれの最
優先ノードで中断されていない管理対象のすべてのリソースグループを
オンラインに切り替えます。
1 つ以上のリソースグループの RG_affinities プロパティーを構成
し、scswitch -z -g コマンド (-h オプションは指定してもしなくても
よい) を発行すると、-g オプションのあとに指定されたリソースグルー
プ以外のリソースグループも追加で切り替えられる可能性がありま
す。RG_affinities は、1319 ページのrg_properties(5) で説明され
ています。

追加オプション

上記の基本オプションには、次の追加オプションを組み合わせて使用できます。

-D 1 つまたは複数のデバイスグループの名前を指定します。
-F、-m、-z のいずれかと併用した場合に限り有効です。
このコマンドオプションを、-F、-m、-z の各オプション (-h オプションと併
用) と併用するためには、solaris.cluster.device.admin 役割に基
づくアクセス制御 (RBAC) の承認が必要です。Unresolved link to "
rbac5" を参照してください。
さらにこのコマンドを使用するにあたっては、Oracle Solaris Cluster
コマンド権プロファイルを割り当てておく必要があります。認証された
ユーザーは、pfsh、pfcsh、または pfksh プロファイルシェルから、Oracle
Solaris Cluster の特権コマンドをコマンド行で実行できます。プロファ
イルシェルは、Oracle Solaris Cluster コマンド権プロファイルに割り
当てられた Oracle Solaris Cluster の特権コマンドへのアクセスを可
能にする特別なシェルです。プロファイルシェルは、su を実行して役割を
引き受けたときに起動されます。pfexec を使用しても、Oracle Solaris
Cluster の特権コマンドを実行できます。

http://otn.oracle.com
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-f エラーの flag-name を指定します。
このオプションを併用できるのは -c オプションだけです。
現在サポートされているエラーフラグは、Stop_failed のみです。
このコマンドオプションを -c オプションと併用するために
は、solaris.cluster.resource.admin RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
さらにこのコマンドを使用するにあたっては、Oracle Solaris Cluster
コマンド権プロファイルを割り当てておく必要があります。認証された
ユーザーは、pfsh、pfcsh、または pfksh プロファイルシェルから、Oracle
Solaris Cluster の特権コマンドをコマンド行で実行できます。プロファ
イルシェルは、Oracle Solaris Cluster コマンド権プロファイルに割り
当てられた Oracle Solaris Cluster の特権コマンドへのアクセスを可
能にする特別なシェルです。プロファイルシェルは、su を実行して役割を
引き受けたときに起動されます。pfexec を使用しても、Oracle Solaris
Cluster の特権コマンドを実行できます。

-g 1 つまたは複数のリソースグループの名前を指定します。
このオプションは、-F、-o、-Q、-r、-R、-s、-u、-z、および -Z の各オプションと
組み合わせた場合に限り有効です。
このコマンドオプションを次のオプションと併用するために
は、solaris.cluster.resource.admin RBAC の承認が必要です。
■ -F オプション
■ -o オプション
■ -Q オプション
■ -h オプションと併用する -R オプション
■ -r オプション
■ -s オプション
■ -u オプション
■ -Z オプション
■ -h オプションと併用する -z オプション

Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
さらにこのコマンドを使用するにあたっては、Oracle Solaris Cluster
コマンド権プロファイルを割り当てておく必要があります。認証された
ユーザーは、pfsh、pfcsh、または pfksh プロファイルシェルから、Oracle
Solaris Cluster の特権コマンドをコマンド行で実行できます。プロファ
イルシェルは、Oracle Solaris Cluster コマンド権プロファイルに割り
当てられた Oracle Solaris Cluster の特権コマンドへのアクセスを可
能にする特別なシェルです。プロファイルシェルは、su を実行して役割を

http://otn.oracle.com
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引き受けたときに起動されます。pfexec を使用しても、Oracle Solaris
Cluster の特権コマンドを実行できます。

-h 1 つまたは複数のクラスタノードの名前を指定します。
このオプションは、-c、-e、-n、-R、-S、および -z の各オプションと組み合わ
せた場合に限り有効です。
-c、-e、-n、-R、または -z オプションとともに使用された場合、-h オプション
は、ノードのコンマ区切りリストを受け入れます。
-z オプションに空のノードリストを指定するには、-h オプションへの引数
として 2 つの二重引用符 "" を指定します。
複数のプライマリで構成されたリソースグループの場合、-h オプションで
一覧表示されるノード名はすべて、-g オプションで指定された各リソース
グループの有効な潜在的なプライマリである必要があります。
あるリソースグループが -h オプションで指定されたノード上で正常に起
動しなかった場合、そのリソースグループは別のノードにフェイルオーバー
することがあります。この動作は、Failover_mode リソースプロパティーの
設定によって決定されます。詳細は、1287 ページのr_properties(5)
を参照してください。
-S オプションと併用する場合、-h オプションは、リソースグループとデバイ
スグループを退避させる単一のノードの名前を指定します。
このコマンドオプションを、-c、-R の各オプション (-g オプションと併
用)、-S オプション、または -z オプション (-g オプションと併用) と併
用するためには、solaris.cluster.resource.admin RBAC の承認
が必要です。また、-z オプション (-D オプションと併用) と併用するた
めには、solaris.cluster.device.admin RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
さらにこのコマンドを使用するにあたっては、Oracle Solaris Cluster
コマンド権プロファイルを割り当てておく必要があります。認証された
ユーザーは、pfsh、pfcsh、または pfksh プロファイルシェルから、Oracle
Solaris Cluster の特権コマンドをコマンド行で実行できます。プロファ
イルシェルは、Oracle Solaris Cluster コマンド権プロファイルに割り
当てられた Oracle Solaris Cluster の特権コマンドへのアクセスを可
能にする特別なシェルです。プロファイルシェルは、su を実行して役割を
引き受けたときに起動されます。pfexec を使用しても、Oracle Solaris
Cluster の特権コマンドを実行できます。

-j 1 つまたは複数の リソース を指定します。
このコマンドオプションは、-c、-e、-n の各オプションと組み合わせた場合
に限り有効です。
このコマンドオプションを、-c、-e、または -n オプションと併用するため
には、solaris.cluster.resource.admin RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
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さらにこのコマンドを使用するにあたっては、Oracle Solaris Cluster
コマンド権プロファイルを割り当てておく必要があります。認証された
ユーザーは、pfsh、pfcsh、または pfksh プロファイルシェルから、Oracle
Solaris Cluster の特権コマンドをコマンド行で実行できます。プロファ
イルシェルは、Oracle Solaris Cluster コマンド権プロファイルに割り
当てられた Oracle Solaris Cluster の特権コマンドへのアクセスを可
能にする特別なシェルです。プロファイルシェルは、su を実行して役割を
引き受けたときに起動されます。pfexec を使用しても、Oracle Solaris
Cluster の特権コマンドを実行できます。

-K ノードの退避が正常に行われたあと、このノードにリソースグループをス
イッチバックしないようにする時間を秒数で指定します。
ノードが退避している間、あるいは退避してから、このオプションで指定し
た秒数の時間が経過するまで、リソースグループはこのノードにフェイル
オーバーまたは自動スイッチオーバーできません。continue_evac 秒が経
過する前に scswitch -z -g -h コマンドを使用してリソースグループを
退避されたノードに切り替えることによって、-K タイマーをオーバーライドで
きます。このようなスイッチオーバーが行われると、-K タイマは即座に期限
切れと見なされます。ただし、-h フラグを指定していない scswitch -z -
g や -Z コマンドは引き続き -K タイマーに従い、リソースグループが退避さ
れたノードにスイッチオーバーすることはありません。
このオプションは、-S オプションと組み合わせた場合に限り有効です。0
から 65535 までの整数値を指定してください。値を指定しない場合、デ
フォルトでは、60 秒が使用されます。
このコマンドオプションを使用するために
は、solaris.cluster.resource.admin RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
さらにこのコマンドを使用するにあたっては、Oracle Solaris Cluster
コマンド権プロファイルを割り当てておく必要があります。認証された
ユーザーは、pfsh、pfcsh、または pfksh プロファイルシェルから、Oracle
Solaris Cluster の特権コマンドをコマンド行で実行できます。プロファ
イルシェルは、Oracle Solaris Cluster コマンド権プロファイルに割り
当てられた Oracle Solaris Cluster の特権コマンドへのアクセスを可
能にする特別なシェルです。プロファイルシェルは、su を実行して役割を
引き受けたときに起動されます。pfexec を使用しても、Oracle Solaris
Cluster の特権コマンドを実行できます。

-k 指定されたリソースグループのリソースのために動作している Resource
Group Manager (RGM) のリソースメソッドを即座に強制終了します。
このオプションは、-Q オプションおよび -s と併用できます。-k オプション
を指定しないと、終了するか構成されているタイムアウトを超えるまで継
続的にメソッドを実行できます。

http://otn.oracle.com
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-M 指定されたリソースのモニタリングを有効化 (-e) または無効化 (-n) しま
す。リソースを無効化する場合、リソースとそのモニターはともにオフライン
になっているため、該当リソース上のモニタリングを無効化する必要はあ
りません。
このオプションは、-e または -n のオプションと組み合わせた場合に限り
有効です。
このコマンドオプションを -e または -n オプションとともに使用する
には、solaris.cluster.resource.admin RBAC の承認が必要で
す。Unresolved link to " rbac5" を参照してください。
さらにこのコマンドを使用するにあたっては、Oracle Solaris Cluster
コマンド権プロファイルを割り当てておく必要があります。認証された
ユーザーは、pfsh、pfcsh、または pfksh プロファイルシェルから、Oracle
Solaris Cluster の特権コマンドをコマンド行で実行できます。プロファ
イルシェルは、Oracle Solaris Cluster コマンド権プロファイルに割り
当てられた Oracle Solaris Cluster の特権コマンドへのアクセスを可
能にする特別なシェルです。プロファイルシェルは、su を実行して役割を
引き受けたときに起動されます。pfexec を使用しても、Oracle Solaris
Cluster の特権コマンドを実行できます。

例   348 リソースグループのスイッチオーバー

次のコマンドは、resource-grp-2 を schost-1 がマスターするようにスイッチオーバーします。

schost-1# scswitch –z –h schost-1 –g resource-grp-2

例   349 モニタリングまたはリソースを有効化しない管理対象のリソースグループのオンライン
化

次のコマンドは、resource-grp-2 がすでに管理対象になっている場合に resource-grp-2 を
オンラインにしますが、任意のリソースを有効にしたり、現在無効になっている任意のリソース上
でのモニタリングを有効にしたりすることはありません。

schost-1# scswitch –z –g resource-grp-2

例   350 複数の主ノードまたはゾーンを持つように構成されているリソースグループのスイッチ
オーバー

次のコマンドは、複数の主ノードまたはゾーンを持つように構成されているリソースグループ
resource-grp-3 を、schost-1、schost-2、schost-3 がマスターするようにスイッチオー
バーします。

schost-1# scswitch –z –h schost-1,schost-2,schost-3 –g resource-grp-3

http://otn.oracle.com
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例   351 すべてのリソースグループおよびデバイスグループのノードからの移動

次のコマンドは、すべてのリソースグループとデバイスグループを schost-1 から新しい主ノード
またはゾーンにスイッチオーバーします。

schost-1# scswitch –S –h schost-1

例   352 すべてのリソースグループおよびデバイスグループのノードからの永続的な移動

次のコマンドは、すべてのリソースグループとデバイスグループを schost-1 から新しい主ノー
ドまたはゾーンにスイッチオーバーします。このコマンドは、リソースグループとデバイスグループ
がschost-1 にスイッチバックできるようになるまで、120 秒間待つことも指定します。

次のコマンドでは -K オプションを使用しているので、schost-1 が正常に退避できるまで、リ
ソースグループが自動的に schost-1 にスイッチバックすることを防げます。リソースグループが
schost-1 にスイッチバックする例としては、リソースグループが新しいマスター上で起動に失
敗した場合などがあります。もう 1 つの例としては、リソースグループに強い否定的なアフィニ
ティーが RG_affinities プロパティーで構成されている場合です。

schost-1# scswitch –S –h schost-1 -K 120

例   353 リソースの無効化

schost-1# scswitch –n –j resource-1,resource-2

例   354 リソースの有効化

schost-1# scswitch –e –j resource-1

例   355 リソースグループを管理対象外にする

schost-1# scswitch –u –g resource-grp-1,resource-grp-2

例   356 リソースグループを管理対象にする

schost-1# scswitch –o –g resource-grp-1,resource-grp-2

例   357 デバイスグループのスイッチオーバー

次のコマンドは、device-group-1 を schost-2 がマスターするようにスイッチオーバーします。

schost-1# scswitch –z –h schost-2 –D device-group-1
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例   358 デバイスグループをメンテナンスモードに移行

次のコマンドは、device-group-1 をメンテナンスモードにします。

schost-1# scswitch –m –D device-group-1

例   359 リソースグループの休止

次のコマンドは、リソースグループ RG1 と RG2 を休止状態にします。

schost-1# scswitch –Q -g RG1,RG2

例   360 リソースグループのスイッチオーバーによる Start_failed リソース状態のクリア

Start_failed リソース状態は、Start または Prenet_start メソッドがリソース上で失敗または
タイムアウトしたが、そのリソースグループが結果的にオンラインになったことを示します。リソー
スグループは、リソースが障害状態に置かれていてサービスを提供していなくても、オンライン
状態になります。この状態は、リソースの Failover_mode プロパティーに None またはリソースグ
ループのフェイルオーバーを妨げる別の値が設定されている場合に発生することがあります。

Stop_failed リソース状態とは異なり、Start_failed リソース状態は、ユーザーまたは Oracle
Solaris Cluster ソフトウェアがリソースグループに対してアクションを実行することを妨げませ
ん。scswitch -c コマンドを実行して Start_failed リソース状態を解除する必要はありません。
該当リソースを再起動するコマンドを実行するだけで済みます。

次のコマンドは、resource-grp-2 リソースグループ内のリソース上で発生した Start_failed リ
ソース状態を解除します。このコマンドは、リソースグループを schost-2 ノードに切り替えること
で、この状態を解除します。

schost-1# scswitch –z –h schost-2 –g resource-grp-2

例   361 リソースグループの再起動による Start_failed リソース状態のクリア

次のコマンドは、resource-grp-2 リソースグループ内のリソース上で発生した Start_failed リ
ソース状態を解除します。このコマンドは、この状態をクリアするために、schost-1 ノード上のこ
のリソースグループを再起動します。

Start_failed リソース状態の詳細は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページ
を参照してください。

schost-1# scswitch –R –h schost-1 –g resource-grp-2
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例   362 リソースの無効化および有効化によるリソース状態 Start_failed のクリア

次のコマンドでは、リソース resource-1 上で発生したリソース状態 Start_failed を、リソースを
いったん無効化したあと再度有効化することにより、クリアします。

Start_failed リソース状態の詳細は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページ
を参照してください。

schost-1# scswitch –n –j resource-1

schost-1# scswitch –e –j resource-1

このコマンドは、要求されたアクションが完全に終了するまで、あるいは、エラーが発生するまで
待機します。

次の終了値が返されます。

0 コマンドは正常に完了しました。

0 以外 エラーが発生しました。scswitch は、エラーメッセージを標準エラーに書き
込みます。

scswitch コマンドがゼロ以外の終了ステータスで終了して、「cluster is reconfiguring」と
いうエラーメッセージが表示された場合、エラーにかかわらず、要求された操作は正常に完了し
ている可能性があります。結果が疑わしい場合は、再構成が完了してから、もう一度、scswitch
コマンドを同じ引数を指定して実行します。

scswitch コマンドがゼロ以外の終了ステータスで終了して、「Resource group failed to
start on chosen node and may fail over to other node(s)」というエラーメッセー
ジが表示された場合、scswitch コマンドが終了したあと、しばらくの間、そのリソースグ
ループは再構成を続けます。リソースグループがすべてのノード上で終了ステータス (つま
り、Online、Online_faulted、または Offline の状態) になるまで、そのノード上で scswitch ま
たは clresourcegroup 操作を実行しても失敗します。

複数のリソースまたはリソースグループに対して scswitch コマンドを呼び出した結果、複数の
エラーが発生した場合、終了値は、複数のエラーのうちの 1 つだけを反映している可能性があ
ります。この可能性を避けるため、scswitch コマンドは、1 度に 1 つのリソースまたはリソースグ
ループだけに実行するようにします。

RG_system プロパティーが True のリソースグループ (および所属リソース) では、一部の処理が
実行できません。詳細は、1319 ページのrg_properties(5) を参照してください。
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次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 廃止

Unresolved link to " kill1", Unresolved link to " pfcsh1", Unresolved
link to " pfexec1", Unresolved link to " pfksh1", Unresolved link
to " pfsh1", 19 ページのIntro(1CL), 79 ページのcldevicegroup(1CL),
305 ページのclresourcegroup(1CL), Unresolved link to " su1M", Unresolved link
to " attributes5", Unresolved link to " rbac5", 1287 ページのr_properties(5),
1319 ページのrg_properties(5)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster データサービス計画および管理ガイド "

-z または -F オプションと -g オプションを使ってリソースグループをオフラインにしたあと、ノー
ドをリブートした場合、リソースグループのオフライン状態 (Offline) は保存されません。ノード
が異常終了したり、ノードがクラスタに参加したり、あるいは、ほかのリソースグループがスイッチ
オーバーしたりした場合、そのリソースグループはオンラインになることかあります。以前、そのリ
ソースグループをオフラインに切り換えていた場合でも、そのリソースグループはノード上でオン
ラインになります。すべてのリソースを無効にしていても、リソースグループはオンラインになりま
す。

リソースグループが自動的にオンラインになるのを防ぐためには、-s オプションを使用して、リ
ソースグループの自動回復アクションを中断します。自動回復アクションを再開するには、-r オ
プションを使用します。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
sctelemetry — システムリソースモニタリングの初期化

sctelemetry -d

sctelemetry -e

sctelemetry -i -o hasp_rg=rg,hasp_rs=rs [,hasp_mnt_pt=mnt_pt] 
     [,db_rg=rg] [,db_rs=rs] [,telemetry_rg=rg] [,telemetry_rs=rs]

sctelemetry -i -o hasp_mnt_pt=mnt_pt,hasp_nodelist=node[:…] 
     [,hasp_rs=rs] [,db_rg=rg] [,db_rs=rs] 
     [,telemetry_rg=rg,telemetry_rs=rs]

sctelemetry -u

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

sctelemetry コマンドは、システムリソースモニタリングを初期化し、モニタリングをオンライ
ンまたはオフラインにします。初期化する場合は、-o オプションを hasp_rg=rg、hasp_rs=rs
パラメータと使用して、SUNW.HAStoragePlus タイプの既存のリソースに依存します。-o
オプションと hasp_mnt_pt=mnt_pt,hasp_nodelist=node[:,...] パラメータを併用し
て、sctelemetry  コマンドで SUNW.HAStoragePlus リソースタイプを作成します。リソースタイプ
の詳細は、1371 ページのSUNW.derby(5)、1389 ページのSUNW.HAStoragePlus(5)、および
1431 ページのSUNW.SCTelemetry(5) のマニュアルページを参照してください。

SUNW.SCTelemetry はマルチマスターリソースグループでインスタンス化されており、これはつま
り、このリソースグループはすべてのクラスタノードで構成されており、ネットワーク負荷分散を使
用しないことを意味します。

このコマンドは、大域ゾーンだけで使用できます。

sctelemetry のオプションは次のとおりです。

-d

システムリソース使用率データの収集と遠隔測定データが格納されるデータベースを無効に
します。
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このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
スーパーユーザー以外のユーザーが sctelemetry コマンドの -d オプションを使用するに
は、solaris.cluster.system.modify RBAC 認証が必要です。詳細は、Unresolved
link to " rbac5" マニュアルページを参照してください。

-e

システムリソース使用率データの収集をオンラインにします。sctelemetry コマンドの -i オ
プションを使用すると、デフォルトでは、システムリソースモニタリングがオンラインになりま
す。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
スーパーユーザー以外のユーザーが sctelemetry コマンドの -e オプションを使用するに
は、solaris.cluster.system.modify RBAC 認証が必要です。詳細は、Unresolved
link to " rbac5" マニュアルページを参照してください。

-i

リソースタイプ SUNW.SCTelemetry と SUNW.derby を含むリソースグループを作成します。デ
フォルトでは、-i オプションを使用してこれらのリソースおよびリソースグループを作成する
ときに、システムリソースモニタリングがオンラインになっています。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
スーパーユーザー以外のユーザーが sctelemetry コマンドの -i オプションを使用するに
は、solaris.cluster.system.modify RBAC 認証が必要です。詳細は、Unresolved
link to " rbac5" マニュアルページを参照してください。

-o hasp_rg=rg,hasp_rs=rs[,hasp_mnt_pt=mnt_pt][,db_rg=rg][,db_rs=rs] [,telemetry_rg=rg]
[,telemetry_rs=rs]

-i オプションと一緒に使用するときは、データベースで使用されるリソースタイプ
SUNW.HAStoragePlus とこのリソースを含むリソースグループを指定します。データ収集機能
は、SUNW.HAStoragePlus  用のファイルシステムへのアクセス権が必要です。
パラメータは次のようになります。

hasp_rg=rg
システムリソースモニタリングに使用されるリソースタイプ SUNW.HAStoragePlus を含
むリソースグループ。rg、つまり、このリソースグループの名前を指定してください。

hasp_rs=rs
システムリソースモニタリングに使用されるリソースタイプ SUNW.HAStoragePlus 。rs、
つまり、このリソースの名前を指定してください。

hasp_mnt_pt=mnt_pt
sctelemetry がシステムリソースモニタリング用のデータベースファイルを格納するマ
ウントポイント。このマウントポイントは、リソース hasp_rs のプロパティーでなければな
りません。hasp_rs  に 1 つを超えるマウントポイントがある場合、マウントポイントの指
定は必須です。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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db_rg=rg
sctelemetry がリソースタイプ SUNW.derby を構成するリソースグループ。rg、つまり、こ
のリソースグループの名前を指定できます。

db_rs=rs
SUNW.derby が構成するリソースタイプ sctelemetry 。rs、つまり、このリソースの名前を
指定できます。

telemetry_rg=rg
sctelemetry がリソースタイプ SUNW.SCTelemetry を構成するリソースグループ。rg、つ
まり、このリソースグループの名前を指定できます。

telemetry_rs=rs
sctelemetry が構成するリソースタイプ SUNW.SCTelemetry。rs、つまり、このリソースの
名前を指定できます。

-o hasp_mnt_pt=mnt_pt,hasp_nodelist=node[:…][,hasp_rs=rs][,db_rg=rg] [,db_rs=rs]
[,telemetry_rg=rg][,telemetry_rs=rs]

-i オプションと一緒に使用すると、データ収集用の SUNW.HAStoragePlus ファイルシステ
ムにアクセス可能なノードを指定し、Oracle Solaris Cluster がシステムリソースデータを
格納するファイルシステムのマウントポイントを指定します。
パラメータは次のようになります。

hasp_mnt_pt=mnt_pt
sctelemetry がリソースタイプ SUNW.HAStoragePlusを構成するのに使用する
マウントポイント。mnt_pt、つまり、このマウントポイントの名前を指定してくださ
い。HAStoragePlus リソースを作成する前に、共有ストレージを構成してくださいこのマ
ウントポイントは共有ストレージを参照するため、/etc/vfstab に次のような行が必要
です。

/dev/md/ddg/dsk/d20 /dev/md/ddg/rdsk/d20  /mntpt ufs  2  no logging

hasp_nodelist=node[:...]
sctelemetry がリソースタイプ SUNW.HAStoragePlus を構成するノード。node:[...]、つま
り、このノードの名前を指定してください。

hasp_rs=rs
sctelemetry が構成するリソースタイプ SUNW.HAStoragePlus。rs、つまり、このリソース
の名前を指定できます。

db_rg=rg
sctelemetry がリソースタイプ SUNW.derby を構成するリソースグループ。rg、つまり、こ
のリソースグループの名前を指定できます。
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db_rs=rs
SUNW.derby が構成するリソースタイプ sctelemetry 。rs、つまり、このリソースの名前を
指定できます。

telemetry_rg=rg
sctelemetry がリソースタイプ SUNW.SCTelemetry を構成するリソースグループ。rg、つ
まり、このリソースグループの名前を指定できます。

telemetry_rs=rs
sctelemetry が構成するリソースタイプ SUNW.SCTelemetry。rs、つまり、このリソースの
名前を指定できます。

-u

-i オプションを使用して以前作成したリソースとリソースグループを削除します。
このオプションは大域ゾーンだけで使用できます。
スーパーユーザー以外のユーザーが sctelemetry コマンドの -u オプションを使用するに
は、solaris.cluster.system.modify RBAC 認証が必要です。詳細は、Unresolved
link to " rbac5" マニュアルページを参照してください。

HAStoragePlus リソースが存在するときのシステムリソースモニタリング
の初期化

この例では、システムリソースモニタリングを初期化して、モニタリングが初期化されていること
を確認します。この例では、SUNW.HAStoragePlus リソースがシステムリソースモニタリング用に
利用できると仮定します。

この例では、リソース db_rs と telemetry_rs、またはリソースグループ db_rg と telemetry_rg の
名前は指定しません。sctelemetry コマンドは、これらのリソースおよびリソースグループにデ
フォルトの名前を付けます。

scstat -g コマンドの出力は、システムリソースモニタリングに関係のあるリソースとリソースグ
ループ間の関係を示しています。この出力はまた、リソース db_rs と hasp_rs、そして、リソースグ
ループ db_rg  がそれぞれ 1 つのノード上で online であり、telemetry_rg と telemetry_rs がす
べてのクラスタノードで online であることを示しています。

# sctelemetry -i \

-o hasp_mnt_pt=DBDATA,hasp_nodelist=l6-lx-1:l6-lx-4,hasp_rs=anto

# scstat -g

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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システムリソースモニタリングの無効化

この例では、システムリソースモニタリングを無効にして、モニタリングが無効にされてい
ることを確認します。モニタリングを無効にすると、scstat -g コマンドの出力は、リソース
db_rs、hasp_rs、および telemetry_rs 、そして、リソースグループ db_rg と telemetry_rg が
offline であることを示しています。

# sctelemetry -d

# scstat -g

次の終了値が返されます。

0 コマンドは正常に完了しました。

0 以外 エラーが発生しました。

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

19 ページのIntro(1CL), 535 ページのcltelemetryattribute(1CL ),
551 ページのcluster(1CL), 877 ページのscstat(1M), 899 ページのsctelemetry(1M),
1371 ページのSUNW.derby(5), 1389 ページのSUNW.HAStoragePlus(5),
1431 ページのSUNW.SCTelemetry(5)

http://otn.oracle.com
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名前
scversions — Oracle Solaris Cluster のバージョン管理

scversions [-c]

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

scversions コマンドは、新しい Oracle Solaris Cluster ソフトウェアへの段階的アップグ
レードを行なったあと、クラスタの機能を新しいレベルに引き上げます。引数を指定しない場
合、scversions は、コミットが必要かどうかを示すメッセージを出力します。

次のオペランドがサポートされています。

-c クラスタの現在アクティブなメンバーであるノード全体の機能を可能な最
高のレベルにコミットします。
あるノードをアップグレードして (つまり、新しいリリースの製品にアップグ
レードしたり、パッチを適用して)、そのノードをクラスタに戻したりしたとき、
クラスタ内の (まだアップグレードしていない) ほかのノードと正しく協調
するためには、そのノードのいくつかの内部プロトコルをバージョンを下げ
て動作させる必要があります。このような状態のクラスタでは、いくつか
の管理アクションが無効になり、アップグレードで導入されるいくつかの
新しい機能を利用できない場合があります。
すべてのノードをアップグレードしたあと、このコマンドを任意のノードか
ら実行すると、そのクラスタの内部プロトコルは可能な最高のバージョ
ンに切り替わります。このとき、すべてのノードに同じ Oracle Solaris
Cluster ソフトウェアがインストールされていれば、新しい機能がすべて
利用できるようになり、管理制限もすべてなくなります。
クラスタのアクティブなメンバーであるノードの 1 つをアップグレードせず
に、-c オプションを指定して scversions を実行した場合、そのクラスタ
はすでにその時点で可能な最高のレベルの機能で動作しているため、
このコマンドは何も影響しません。
クラスタのアクティブなメンバーでない (たとえば、保守のために停止し
ている) ノードの 1 つをアップグレードせずに、-c オプションを指定して
scversions を実行した場合、そのクラスタの内部プロトコルは可能な最
高のバージョンに切り替わります。クラスタのアクティブなメンバーでない
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ノードでも、そのクラスタに戻す予定がある場合は、アップグレードしてお
く必要があります。

0 成功

0 以外 失敗

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

819 ページのscinstall(1M)

http://otn.oracle.com
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OSC4 3ha
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名前
scds_calls — Oracle Solaris Cluster Data Services Development Library (DSDL)
関数

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

Data Services Development Library (DSDL) は、scha ライブラリ関数の機能を
カプセル化および拡張する、上位のライブラリ関数セットです。scha ライブラリ関数
は、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページで説明されています。

DSDL 関数は libdsdev.so ライブラリで実装されています。

DSDL 関数は、一般に次のカテゴリに分類されます。

■ 汎用関数

汎用関数には、初期化関数、取得関数、フェイルオーバーおよび再起動関数、そして実行関
数が含まれます。これらの関数では、次の操作を行うことができます。

■ DSDL 環境を初期化します。
■ リソースタイプ、リソース、リソースグループの名前と、拡張プロパティーの値を取得します。
■ リソースグループをフェイルオーバーおよび再起動し、リソースを再起動します。
■ エラー文字列をエラーメッセージに変換します。
■ タイムアウトを適用してコマンドを実行します。

■ プロパティー関数

これらの関数は、関連するリソース、リソースタイプ、およびリソースグループに固有のプロ
パティー (よく使用される一部の拡張プロパティーも含む) にアクセスするために使用する
API を提供します。DSDL は、scds_initialize() 関数を使用してコマンド行引数を解析
します。関連するリソース、リソースタイプ、およびリソースグループのさまざまなプロパティー
をキャッシュに書き込みます。

■ ネットワークリソースアクセス関数

これらの関数は、リソースおよびリソースグループによって使用されるネットワーク資源を管
理します。これらの関数は、ホスト名、ポートリスト、およびネットワークアドレスを処理し、TCP
ベースのモニタリングを有効にします。

■ プロセスモニター機能 (PMF) 関数

これらの関数は、Process Monitor Facility (PMF) の機能をカプセル化しています。
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■ 障害モニター関数

これらの関数は、障害履歴を保持し、その履歴を Retry_count および Retry_interval プ
ロパティーと関連付けて評価することにより、障害モニタリングの事前定義モデルを提供し
ます。

■ ユーティリティー関数

これらの関数は、メッセージやデバッグ用メッセージをシステムログに書き込みます。

初期化関数

次の関数は、呼び出しメソッドを初期化します。

■ 987 ページのscds_initialize(3HA) – リソースを割り当て、DSDL 環境を初期化しま
す。

■ 917 ページのscds_close(3HA) – scds_initialize() 関数によって割り当てられたリ
ソースを解放します。

取得関数

次の関数は、リソースタイプ、リソース、リソースグループ、および拡張プロパティーに関する情報を
取得します:

■ 947 ページのscds_free_ext_property(3HA) – scds_get_ext_property() によって
割り当てられたメモリーを解放します。

■ 961 ページのscds_get_fullname(3HA) – ゾーンのノード名を取得します。
■ 963 ページのscds_get_fullname_nodeid(3HA) – ゾーンのノード名を ASCII ノード ID

番号と一緒に取得します。
■ 973 ページのscds_get_resource_type_name(3HA ) – 呼び出し元プログラム用のリ

ソースタイプの名前を取得します。
■ 971 ページのscds_get_resource_name(3HA) – 呼び出し元プログラム用のリソースの

名前を取得します。
■ 969 ページのscds_get_resource_group_name(3HA ) – 呼び出し元プログラム用のリ

ソースグループの名前を取得します。
■ 957 ページのscds_get_ext_property(3HA) – 指定した拡張プロパティーの値を取得

します。
■ 955 ページのscds_get_current_method_name(3HA ) – データサービスメソッド

の呼び出しに使用したパス名の最後の要素を取得します。Unresolved link to "
basename3C" のマニュアルページを参照してください。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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■ 991 ページのscds_is_zone_cluster(3HA) – リソースがゾーンクラスタに構成されてい
るかどうかを示すブール値を返します。

次の関数は、リソースによって使用される SUNW.HAStoragePlus リソースに関するステータス情
報を取得します。

983 ページのscds_hasp_check(3HA) – リソースによって使用される SUNW.HAStoragePlus
リソースに関するステータス情報を取得します。当該リソース用に定義されている
Resource_dependencies または Resource_dependencies_weak のシステム属性を使
用することによって、当該リソースが依存しているすべての SUNW.HAStoragePlus リソー
ス状態 (オンラインであるか、オンラインでないか) についての情報が得られます。詳細
は、1389 ページのSUNW.HAStoragePlus(5) のマニュアルページを参照してください。
フェイルオーバー関数と再起動関数

次の関数は、リソースまたはリソースグループをフェイルオーバーまたは再起動します。

■ 923 ページのscds_failover_rg(3HA) – リソースグループをフェイルオーバーします。
■ 1027 ページのscds_restart_rg(3HA) – リソースグループを再起動します。
■ 1025 ページのscds_restart_resource(3HA) – リソースを再起動します。

実行関数

次の関数は、タイムアウトを適用してコマンドを実行し、エラーコードをエラーメッセージに変換し
ます。

■ 1043 ページのscds_timerun(3HA) – タイムアウト値を適用してコマンドを実行します。
■ 919 ページのscds_error_string(3HA) および

921 ページのscds_error_string_i18n(3HA) – エラーコードをエラー文字列
に変換します。scds_error_string() から返された文字列は、英語で表示されま
す。scds_error_string_i18n() から返された文字列は、LC_MESSAGES ロケールカテゴリで
指定されているその国および地域の言語で表示されます。

■ 1035 ページのscds_svc_wait(3HA) - 指定のタイムアウト時間が経過するまで、モニター
対象のプロセスの終了を待機します。

プロパティー関数

これらの関数は、関連するリソースタイプ、リソース、およびリソースグループの特定のプロパ
ティー (よく使用される一部の拡張プロパティーも含む) にアクセスするために使用する簡易
API を提供します。DSDL は、scds_initialize() 関数を使用してコマンド行引数を解析しま
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す。関連するリソース、リソースタイプ、およびリソースグループのさまざまなプロパティーをキャッ
シュに書き込みます。
次の関数を始めとするこれらの関数の説明
は、1017 ページのscds_property_functions(3HA) のマニュアルページにあります。

■ scds_get_ext_property-name
■ scds_get_rg_property-name
■ scds_get_rs_property-name
■ scds_get_rt_property-name

ネットワークリソースアクセス関数

これらの関数を使用して、ネットワークリソースを管理します。
次の関数はホスト名を扱います。

■ 979 ページのscds_get_rs_hostnames(3HA) – リソースによって使用されているホスト
名のリストを取得します。

■ 975 ページのscds_get_rg_hostnames(3HA ) – リソースグループ内のネットワークリソー
スによって使用されているホスト名のリストを取得します。

■ 1011 ページのscds_print_net_list(3HA) – ホスト名リストの内容を Unresolved
link to " syslog3C" に書き込みます。通常、この関数はデバッグに使用します。

■ 949 ページのscds_free_net_list(3HA) – scds_get_rs_hostnames() または
scds_get_rg_hostnames() によって割り当てられたメモリーを解放します。

次の関数はポートリストを扱います。

■ 967 ページのscds_get_port_list(3HA) – リソースによって使用されているポートとプ
ロトコルのペアのリストを取得します。

■ 1015 ページのscds_print_port_list(3HA) – ポートとプロトコルのリストの内容を
Unresolved link to " syslog3C" に書き込みます。通常、この関数はデバッグに使用しま
す。

■ 953 ページのscds_free_port_list(3HA) – scds_get_port_list() によって割り当て
られたメモリーを解放します。

次の関数はネットワークアドレスを扱います。

■ 965 ページのscds_get_netaddr_list(3HA) – リソースによって使用されているネット
ワークアドレスのリストを取得します。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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■ 1013 ページのscds_print_netaddr_list(3HA) – ネットワークアドレスのリストの内容を
Unresolved link to " syslog3C" に書き込みます。通常、この関数はデバッグに使用しま
す。

■ 951 ページのscds_free_netaddr_list(3HA) – scds_get_netaddr_list() によって
割り当てられたメモリーを解放します。

次のカテゴリの関数は、TCP ベースのモニタリングを有効にします。通常、障害モニターはこれ
らの関数を使用して、サービスとの単純ソケット接続を確立し、サービスのデータを読み書きして
サービスのステータスを確認したあと、サービスとの接続を切断します。
この関数セットには、次の関数が含まれます。

■ 939 ページのscds_fm_tcp_connect(3HA) – IPv4 アドレッシングだけを使用するプロ
セスへの TCP 接続を確立します。

■ 929 ページのscds_fm_net_connect(3HA) – IPv4 または IPv6 アドレッシングを使用
するプロセスへの TCP 接続を確立します。

■ 943 ページのscds_fm_tcp_read(3HA) – TCP 接続を使用して、モニターされているプ
ロセスからデータを読み取ります。

■ 945 ページのscds_fm_tcp_write(3HA) – TCP 接続を使用して、モニターされているプ
ロセスにデータを書き込みます。

■ 1033 ページのscds_simple_probe(3HA) – プロセスへの TCP 接続を確立および終了
することによって、プロセスをプローブします。この関数は IPv4 アドレスだけを扱います。

■ 1029 ページのscds_simple_net_probe(3HA) – プロセスへの TCP 接続を確立および
終了することによって、プロセスをプローブします。この関数は、IPv4 または IPv6 アドレス
を扱います。

■ 941 ページのscds_fm_tcp_disconnect(3HA) – モニターされているプロセスへの接続
を終了します。この関数は IPv4 アドレスだけを扱います。

■ 933 ページのscds_fm_net_disconnect(3HA) – モニターされているプロセスへの接続
を終了します。この関数は、IPv4 または IPv6 アドレスを扱います。

PMF 関数

これらの関数は、プロセスモニター機能 (PMF) の機能をカプセル化します。PMF 経由のモ
ニタリングの DSDL モデルは、pmfadm に対して暗黙の tag 値を作成し、使用します。詳細
は、735 ページのpmfadm(1M) のマニュアルページを参照してください。

また、PMF 機能は、Restart_interval、Retry_count、および action_script 用の暗黙値も使
用します (pmfadm の -t、-n、および -a オプション)。もっとも重要な点は、DSDL が PMF によっ

http://otn.oracle.com
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て検出されたプロセス障害履歴を、障害モニターによって検出されたアプリケーション障害履歴
に結びつけ、再起動またはフェイルオーバーのどちらを行うかを決定することです。
このカテゴリには次のような関数があります。

■ 993 ページのscds_pmf_get_status(3HA) – 指定したインスタンスが PMF の制御の
下でモニターされているかどうかを判別します。

■ 995 ページのscds_pmf_restart_fm(3HA) – PMF を使用して障害モニターを再起動し
ます。

■ 997 ページのscds_pmf_signal(3HA) – PMF の制御の下で実行されているプロセス
ツリーに指定したシグナルを送信します。

■ 999 ページのscds_pmf_start(3HA) および
1003 ページのscds_pmf_start_env(3HA) – 指定したプログラム (障害モニターを含む)
を PMF の制御の下で実行します。scds_pmf_start_env ()関数は、scds_pmf_start()
関数と同じ処理を実行するほか、指定された環境を実行プログラムに渡します。

■ 1007 ページのscds_pmf_stop(3HA) – PMF の制御の下で実行されているプロセスを
終了します。

■ 1009 ページのscds_pmf_stop_monitoring(3HA) – PMF の制御の下で実行されてい
るプロセスのモニタリングを停止します。

障害モニター関数

これらの関数は、障害履歴を保持し、それを Retry_count および Retry_interval プロパ
ティーと組み合わせて評価することによって、障害モニタリングの事前定義モデルを提供しま
す。
このカテゴリには次のような関数があります。

■ 937 ページのscds_fm_sleep(3HA) – 障害モニター制御ソケットでメッセージを待機しま
す。

■ 925 ページのscds_fm_action(3HA) – プローブ完了のあとでアクションを実行します。
■ 935 ページのscds_fm_print_probes(3HA) – プローブステータス情報をシステムログに

書き込みます。

ユーティリティー関数

次の関数では、メッセージやデバッグメッセージをシステムログに書き込むことができます。

■ 1039 ページのscds_syslog(3HA) – メッセージをシステムログに書き込みます。
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■ 1041 ページのscds_syslog_debug(3HA) – デバッグメッセージをシステムログに書き込
みます。

/usr/cluster/include/scds.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

735 ページのpmfadm(1M), 917 ページのscds_close(3HA),
919 ページのscds_error_string(3HA),
921 ページのscds_error_string_i18n(3HA), 923 ページのscds_failover_rg(3HA),
925 ページのscds_fm_action(3HA), 929 ページのscds_fm_net_connect(3HA),
933 ページのscds_fm_net_disconnect(3HA),
935 ページのscds_fm_print_probes(3HA),
937 ページのscds_fm_sleep(3HA), 939 ページのscds_fm_tcp_connect(3HA),
941 ページのscds_fm_tcp_disconnect(3HA),
943 ページのscds_fm_tcp_read(3HA), 945 ページのscds_fm_tcp_write(3HA),
947 ページのscds_free_ext_property(3HA),
949 ページのscds_free_net_list(3HA),
951 ページのscds_free_netaddr_list(3HA),
953 ページのscds_free_port_list(3HA),
957 ページのscds_get_ext_property(3HA),
961 ページのscds_get_fullname(3HA), 965 ページのscds_get_netaddr_list(3HA),
967 ページのscds_get_port_list(3HA),
969 ページのscds_get_resource_group_name(3HA ),
971 ページのscds_get_resource_name(3HA),
973 ページのscds_get_resource_type_name(3HA ),
975 ページのscds_get_rg_hostnames(3HA ),

http://otn.oracle.com
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979 ページのscds_get_rs_hostnames(3HA), 983 ページのscds_hasp_check(3HA),
987 ページのscds_initialize(3HA), 991 ページのscds_is_zone_cluster(3HA),
993 ページのscds_pmf_get_status(3HA), 995 ページのscds_pmf_restart_fm(3HA),
997 ページのscds_pmf_signal(3HA), 999 ページのscds_pmf_start(3HA),
1007 ページのscds_pmf_stop(3HA), 1009 ページのscds_pmf_stop_monitoring(3HA),
1011 ページのscds_print_net_list(3HA),
1013 ページのscds_print_netaddr_list(3HA),
1015 ページのscds_print_port_list(3HA),
1017 ページのscds_property_functions(3HA),
1025 ページのscds_restart_resource(3HA), 1027 ページのscds_restart_rg(3HA),
1029 ページのscds_simple_net_probe(3HA), 1033 ページのscds_simple_probe(3HA),
1035 ページのscds_svc_wait(3HA), 1039 ページのscds_syslog(3HA),
1041 ページのscds_syslog_debug(3HA), 1043 ページのscds_timerun(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), 1389 ページのSUNW.HAStoragePlus(5), Unresolved
link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


scds_close 917

名前
scds_close — DSDL 環境リソースの解放

cc [flags…]-I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     void scds_close(scds_handle_t*handle);

scds_close() 関数は、987 ページのscds_initialize(3HA) を使用して、データサービスメ
ソッドの初期化中に割り当てられたリソースを再利用します。この関数は、プログラムの終了前
に 1 回呼び出します。

次のパラメータがサポートされます。

handle scds_initialize() から返されるハンドルです。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

987 ページのscds_initialize(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scds_error_string, scds_error_string_i18n — エラーコードからエラー文字列の作成

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     const char *scds_error_string(scha_err_t error_code);

const char *scds_error_string_i18n(scha_err_t error_code);

scds_error_string() および scds_error_string_i18n() 関数は、DSDL 関数から返さ
れたエラーコードのエラーを説明する簡単な文字列を生成します。scds_error_string() か
ら返された文字列は、英語で表示されます。scds_error_string_i18n() から返された文字
列は、LC_MESSAGES ロケールカテゴリで指定されているその国および地域の言語で表示され
ます。Unresolved link to " setlocale3C" を参照してください。エラーコードが無効な場合
は、NULL が返されます。

この関数から返されるポインタは、DSDL に属するメモリーをポイントします。このメモリーは変
更できません。

次のパラメータがサポートされます。

error_code DSDL 関数によって返されるエラーコードです。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " setlocale3C", Unresolved
link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scds_error_string, scds_error_string_i18n — エラーコードからエラー文字列の作成

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     const char *scds_error_string(scha_err_t error_code);

const char *scds_error_string_i18n(scha_err_t error_code);

scds_error_string() および scds_error_string_i18n() 関数は、DSDL 関数から返さ
れたエラーコードのエラーを説明する簡単な文字列を生成します。scds_error_string() か
ら返された文字列は、英語で表示されます。scds_error_string_i18n() から返された文字
列は、LC_MESSAGES ロケールカテゴリで指定されているその国および地域の言語で表示され
ます。Unresolved link to " setlocale3C" を参照してください。エラーコードが無効な場合
は、NULL が返されます。

この関数から返されるポインタは、DSDL に属するメモリーをポイントします。このメモリーは変
更できません。

次のパラメータがサポートされます。

error_code DSDL 関数によって返されるエラーコードです。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


922 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " setlocale3C", Unresolved
link to " attributes5"
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名前
scds_failover_rg — リソースグループのフェイルオーバー

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>scha_err_t scds_failover_rg(

     scds_handle_t handle);

scds_failover_rg() 関数は、呼び出し元プログラムに渡されるリソースを含むリソースグループ
上で 1101 ページのscha_control(3HA) SCHA_GIVEOVER 操作を実行します。

この関数は、正常に実行されると戻りません。したがって、この関数を、呼び出し元プログラムで
最後に実行されるコードにしてください。

次のパラメータがサポートされます。

handle 987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

次の戻り値がサポートされています。

SCHA_ERR_NOERR 関数が正常に終了。

その他の値 関数の実行に失敗。その他のエラーコードについて
は、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com
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1047 ページのscha_calls(3HA), 1101 ページのscha_control(3HA), Unresolved link
to " attributes5"
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名前
scds_fm_action — プローブ完了関数のあとでアクションを実行する

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
  -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h> scha_err_t 

  scds_fm_action(scds_handle_t handle, int probe_status, 

  long elapsed_milliseconds);

scds_fm_action() 関数は、データサービスの probe_status と過去の障害の履歴を元に、次
のいずれかのアクションを実行します。

■ アプリケーションを再起動します。
■ リソースグループのフェイルオーバーを行います。
■ 何もしません。

引数 probe_status の値で、障害の重要度を表します。たとえば、アプリケーションに
接続する処理の失敗を完全な失敗とみなし、アプリケーションとの接続を切断する
処理を部分的な失敗とみなすことができます。後者の場合、probe_status に 0 から
SCDS_PROBE_COMPLETE_FAILURE までの値を指定します。

DSDL は SCDS_PROBE_COMPLETE_FAILURE を 100 として定義します。成功または失敗の部分
的なプローブには、0 から SCDS_PROBE_COMPLETE_FAILURE までの値を使用します。

DSDL は SCDS_PROBE_IMMEDIATE_FAILOVER を 201 に定義します。Failover_mode プロパ
ティーが RESTART_ONLY または LOG_ONLY に設定されないかぎり、このプローブステータスはリ
ソースグループの即時フェイルオーバーをトリガーします。最初に再起動を試行することなく即時
のフェイルオーバー試行を強制するには、特別な SCDS_PROBE_IMMEDIATE_FAILOVER 値を使用
します。Failover_mode プロパティーの詳細は、1287 ページのr_properties(5) を参照してく
ださい

その後、scds_fm_action() を呼び出すことにより、probe_status 入力パラメータの値とリソー
スの Retry_interval プロパティーによって定義された時間間隔が足し合わされ、障害履歴が
計算されます。Retry_interval よりも古い障害履歴はメモリーからパージされ、再起動やフェイ
ルオーバーの決定には使用されません。

scds_fm_action() 関数は、次のアルゴリズムを使って、実行するアクションを選択します。
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Restart
累積された障害履歴が SCDS_PROBE_COMPLETE_FAILURE に達すると、scds_fm_action()
はリソースの STOP メソッドと START メソッドを順番に呼び出し、リソースを再起動します。リ
ソースタイプに定義された PRENET_START メソッドや POSTNET_STOP メソッドは無視します。
リソースのステータスは、そのリソースがすでに設定されている場合を除
き、scha_resource_setstatus() 呼び出しによって SCHA_RSSTATUS_DEGRADED に設定され
ます。
リソースの START メソッドや STOP メソッドの失敗により再起動の試行に失敗した場
合、scha_control() が GIVEOVER オプションで呼び出され、リソースグループが別のノード
にフェイルオーバーされます。scha_control() 呼び出しに成功した場合、リソースグループ
は別のクラスタノードにフェイルオーバーされ、scds_fm_action() 呼び出しは値を返しませ
ん。
再起動に成功すると、障害履歴はパージされます。次の再起動は、障害履歴がふたたび
SCDS_PROBE_COMPLETE_FAILURE に達するまで試行されません。

Failover
scds_fm_action() 呼び出しが繰り返されることによって、試行される再起動回数がリソー
スに定義された Retry_count 値に達した場合、scha_control() と GIVEOVER オプション
が呼び出され、フェイルオーバーが試行されます。
リソースのステータスは、そのリソースがすでに設定されている場合を除
き、scha_resource_setstatus() 呼び出しによって SCHA_RSSTATUS_FAULTED に設定され
ます。
scha_control() 呼び出しに失敗した場合、scds_fm_action() によって管理されている障
害履歴全体がクリアされます。
scha_control() 呼び出しに成功した場合、リソースグループは別のクラスタノードにフェイ
ルオーバーされ、scds_fm_action() 呼び出しは値を返しません。
probe_status 値に SCDS_PROBE_IMMEDIATE_FAILOVER を指定することによって、プローブ
は再起動を行わずに即時フェイルオーバー試行をトリガーできます。

No Action
障害の蓄積された履歴が SCDS_PROBE_COMPLETE_FAILURE の下に残っている場合、アク
ションは行われません。さらに、サービスのチェックが正常に行われ、probe_status 値が 0
になっている場合も、障害履歴は考慮されず、アクションは実行されません。
リソースのステータスは、そのリソースがすでに設定されている場合を除
き、scha_resource_setstatus() 呼び出しによって SCHA_RSSTATUS_OK に設定されます。

次のパラメータがサポートされます。

handle

987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。
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probe_status

データサービスのステータスを示す、0 から SCDS_PROBE_COMPLETE_FAILURE または
SCDS_PROBE_IMMEDIATE_FAILOVER までの間で指定する数値です。
■ 0 は、最近のデータサービスの検査が正常に実行されたことを示します。
■ SCDS_PROBE_COMPLETE_FAILURE は、完全な障害を示します。サービスは完全に失敗し

ました。サービスの部分的な障害を示す、0 から SCDS_PROBE_COMPLETE_FAILURE まで
の値を指定することもできます。

■ 値が SCDS_PROBE_IMMEDIATE_FAILURE のときは、Failover_mode プロパティーが
RESTART_ONLY または LOG_ONLY に設定された場合を除き、再起動を行わずにリソース
グループのフェイルオーバーがトリガーされます。Failover_mode プロパティーの詳細
は、1287 ページのr_properties(5) を参照してください

elapsed_milliseconds

データサービスの検査を完了するまでの時間 (ミリ秒) です。この値は、将来の拡張のため
に予約されています。

scds_fm_action() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR

アクションは実行されませんでした。または、再起動が正常に試行されました。

SCHA_ERR_FAIL

フェイルオーバーが試行されましたが、正常に実行されませんでした。

SCHA_ERR_NOMEM

システムメモリーが不足しています。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

http://otn.oracle.com
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属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

937 ページのscds_fm_sleep(3HA), 987 ページのscds_initialize(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), 1101 ページのscha_control(3HA),
935 ページのscds_fm_print_probes(3HA),
1175 ページのscha_resource_setstatus(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
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名前
scds_fm_net_connect — アプリケーションとの TCP 接続の確立

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l dsdev#include <rgm/
libdsdev.h> scha_err_t scds_fm_net_connect(scds_handle_t handle, scds_socket_t

 *socklist, int count, scds_netaddr_t addr, time_t timeout);

scds_fm_net_connect() 関数は、モニター対象のプロセスとの 1 つまたは複数の TCP 接続
を確立します。TCP 接続の数は、Port_list にある各アドレスのプロトコル値によって異なりま
す (後述)。

965 ページのscds_get_netaddr_list(3HA) を使用して、リソースのネットワークアドレスの
リストを取得できます。この関数はまた、リスト内の各アドレスのプロトコル値を設定します。あ
るアドレスのプロトコルが tcp6 であると Port_list に指定されている場合、プロトコル値は
SCDS_IPPROTO_TCP6 に設定されます。あるアドレスのプロトコルが tcp であると Port_list に
指定されている場合、または Port_list にプロトコルが指定されていない場合、プロトコル値
は SCDS_IPPROTO_TCP に設定されます。

この関数はまた、addr に指定された hostname を解決して、次のように接続します。

■ addr に指定されたプロトコルが SCDS_IPPROTO_TCP である場合、指定されたポートの
hostname の IPv4 アドレスに接続します。

■ addr に指定されたプロトコルが SCDS_IPPROTO_TCP6 である場合、指定されたポートの
hostname の IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方 (それぞれ存在する場合のみ) に接
続します。ステータスとファイル記述子は (利用できる場合のみ)、この関数に指定された
scds_socket_t 配列に格納されます。この配列の 1 番目のメンバーは IPv4 マッピングに
使用され、2 番目のメンバーは IPv6 用に使用されます。ステータスに設定できる値は、次
のいずれかです。

■ SCDS_FMSOCK_OK — 操作は成功しました。関連するソケットファイル記述子は有効で
す。

■ SCDS_FMSOCK_NA — この hostname には、アドレスの種類 (IPv4 または IPv6) が適用
されません。hostname に 1 つまたは複数の IPv4 マッピングしかない場合、この関数
に指定された配列の 2 番目のメンバーのステータスは SCDS_FMSOCK_NA に設定されま
す。関連するソケットファイル記述子は未知の値に設定されるため、絶対に使用できま
せん。
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■ SCDS_FMSOCK_ERR — 操作は失敗またはタイムアウトしました。関連するソケットファイル
記述子は未知の値に設定されるため、絶対に使用できません。

次のパラメータがサポートされます。

handle

987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

socklist

メンバー SCDS_MAX_IPADDR_TYPES から構成される型 scds_socket_t の配列です。配列内
の各メンバーは、TCP 接続のステータスとソケットファイル記述子を保持します。このパラ
メータは、この関数が設定する出力引数です。

count

socklist 配列のメンバー数です。このパラメータは SCDS_MAX_IPADDR_TYPES に設定しま
す。

addr

プロセスが待機する場所を指定する hostname、TCP ポート番号、およびプロトコル識別子
です。

timeout

タイムアウト値 (秒) です。各ソケットはこれと同じ時間をタイムアウトとして使用して、接続
を確立しようとします。これらの時間は並行に進行するため、この値は事実上、関数の実行
にかかる最大時間となります。

scds_fm_net_connect() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。少なくとも 1 つのソケットが接続されました。

SCHA_ERR_INVAL この関数は無効なパラメータを使用して呼び出されました。

0 以外 タイムアウトや接続の拒否などのエラーのため、接続は確立されていま
せん。エラーを正確に判断するには、socklist 配列のすべてのメンバー
について、status フィールドが SCDS_FMSOCK_ERR に設定されているかど
うかを調査します。

SCHA_ERR_NOERR

関数が正常に終了。
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SCHA_ERR_INTERNAL

関数の実行中に内部エラーが発生したことを示します。

SCHA_ERR_STATE

サーバーが接続要求を拒否したことを示します。

SCHA_ERR_TIMEOUT

接続要求がタイムアウトしたことを示します。

例   363 scds_fm_net_connect() 関数の使用法

/* this function is called repeatedly, 

   after thorough_probe_interval seconds */

int probe(scds_handle_t scds_handle, ...)

{

 scds_socket_t socklist[SCDS_MAX_IPADDR_TYPES];

 ...

 /* for each hostname/port/proto */

 for (i = 0; i < netaddr->num_netaddrs, i++) {

  if (scds_fm_net_connect(scds_handle, socklist,

      SCDS_MAX_IPADDR_TYPES, netaddr[i], timeout) !=

      SCHA_ERR_NOERR)

   {

    /* failed completely */

    ...

  } else {

   /* at least one sock connected */

   for (j = 0, j < SCDS_MAX_IPADDR_TYPES, j++) {

    if (socklist[j].status == SCDS_FM_SOCK_NA)

     continue;

    if (socklist[j].status == SCDS_FMSOCK_ERR) {

     /* this particular connection failed */

     scds_syslog(LOG_ERR, "Failed: %s",

         scds_error_string(socklist[j].err));

     continue;

    }

    /* use socklist[i].fd to perform write/read */

    ...

   }

   (void) scds_fm_net_disconnect(scds_handle, socklist,

       SCDS_MAX_IPADDR_TYPES, remaining_time);

  }

  

 }

 ...

 return (result);
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}

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

933 ページのscds_fm_net_disconnect(3HA),
939 ページのscds_fm_tcp_connect(3HA),
965 ページのscds_get_netaddr_list(3HA), 987 ページのscds_initialize(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scds_fm_net_disconnect — アプリケーションとの TCP 接続の終了

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l dsdev#include <rgm/
libdsdev.h> scha_err_t scds_fm_net_disconnect(scds_handle_t handle, scds_socket_t

 *socklist, int count, time_t timeout);

scds_fm_net_disconnect() 関数は、モニターされているプロセスとの TCP 接続を終了しま
す。

指定された timeout 間隔で、socklist 配列内のすべての有効なソケット接続の終了が試行
されます。終了時、socklist の各メンバーに SCDS_FMSOCK_NA という値が追加されます。

次のパラメータがサポートされます。

handle

987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

socklist

929 ページのscds_fm_net_connect(3HA) から返されるソケットリストです。これは入出
力引数です。

count

socklist 配列のメンバー数です。このパラメータは SCDS_MAX_IPADDR_TYPES に設定しま
す。

timeout

タイムアウト値 (秒) です。各ソケットはこれと同じ時間をタイムアウトとして使用して、接続
を切断しようとします。これらの時間は並行に進行するため、この値は事実上、関数の実行
にかかる最大時間となります。

scds_fm_net_disconnect() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

SCHA_ERR_INVAL この関数は無効なパラメータを使用して呼び出されました。

その他の 0 以外の
値

関数の実行に失敗。障害コードの意味について
は、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。
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/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

929 ページのscds_fm_net_connect(3HA),
941 ページのscds_fm_tcp_disconnect(3HA), 987 ページのscds_initialize(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scds_fm_print_probes — プローブデバッグ情報の印刷

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>
     void scds_fm_print_probes(scds_handle_t handle, int debug_level);

scds_fm_print_probes() 関数は、925 ページのscds_fm_action(3HA) によって報告された
プローブステータス情報をシステムログに書き込みます。この情報には、DSDL によって管理さ
れるすべてのプローブステータス履歴とタイムスタンプのリストが含まれます。

DSDL の定義では、最大デバッグレベル SCDS_MAX_DEBUG_LEVEL は 9 です。

現在使用中のデバッグレベルよりも debug_level を上げた場合、情報は書き込まれません。

次のパラメータがサポートされます。

handle 987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

debug_level データが書き込まれるデバッグレベルです。1 から
SCDS_MAX_DEBUG_LEVEL (DSDL では 9 と定義) までの整数値です。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

925 ページのscds_fm_action(3HA), 987 ページのscds_initialize(3HA),
1041 ページのscds_syslog_debug(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scds_fm_sleep — 障害モニター制御ソケットでメッセージを待機

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>
     scha_err_t scds_fm_sleep(scds_handle_t handle, time_t timeout);

scds_fm_sleep() 関数は、プロセスモニター機能の制御下で実行されているデータサービスア
プリケーションプロセスツリーの終了を待機します。指定のタイムアウト時間内に終了しない場
合は、SCHA_ERR_NOERR を返します。

データサービスアプリケーションのプロセスツリーが終了した場合、scds_fm_sleep()
は障害履歴内に SCDS_COMPLETE_FAILURE を記録し、プロセスツリーを再起動する
か、925 ページのscds_fm_action(3HA) のマニュアルページに説明されているアルゴリズム
に従ってフェイルオーバーを実行します。フェイルオーバーの試行に失敗した場合、アプリケー
ションの再起動が試行されます。

再起動の試行に失敗した場合、SCHA_ERR_INTERNAL が返されます。

障害履歴によってフェイルオーバーを試行し、成功した場合、scds_fm_sleep() は値を返しませ
ん。

次のパラメータがサポートされます。

handle 987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

timeout タイムアウト時間 (秒) です。

scds_fm_sleep() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR プロセスツリーが終了していない。

SCHA_ERR_INTERNAL データサービスアプリケーションプロセスツリーは終了したが、
再起動に失敗。
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その他の値 関数の実行に失敗。障害コードの意味について
は、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

1047 ページのscha_calls(3HA), 925 ページのscds_fm_action(3HA),
987 ページのscds_initialize(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scds_fm_tcp_connect — アプリケーションへの TCP 接続の確立

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     scha_err_t scds_fm_tcp_connect(scds_handle_t handle, 

     int *sock, const char*hostname, int port, time_t timeout);

scds_fm_tcp_connect() 関数は、モニター対象のプロセスとの TCP 接続を確立します。

979 ページのscds_get_rs_hostnames(3HA) と
975 ページのscds_get_rg_hostnames(3HA ) のどちらかを使用してホスト名を取得しま
す。

この関数の代わりに 929 ページのscds_fm_net_connect(3HA) の使用を検討します。

次のパラメータがサポートされます。

handle

987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

sock

この関数によって確立されるソケットへのハンドルです。このパラメータは、この関数が設定
する出力引数です。

hostname

プロセスが待機しているホスト名です。hostname が IPv4 アドレスだけにマッピングする
か、IPv4 と IPv6 アドレスの両方にマッピングする場合、この関数は接続するアドレスとし
て IPv4 マッピングを使用します。hostname が IPv6 アドレスだけにマッピングする場合、
この関数は接続するアドレスとして IPv6 マッピングを使用します。

port

TCP ポート番号です。

timeout

タイムアウト値 (秒) です。

scds_fm_tcp_connect() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。
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0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR

関数が正常に終了。

SCHA_ERR_STATE

ソケットでの接続を初期化する試みがタイムアウト以外の理由で失敗。

SCHA_ERR_TIMEOUT

関数がタイムアウト。

その他の値
関数の実行に失敗。障害コードの意味については、1047 ページのscha_calls(3HA) を
参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 非推奨

929 ページのscds_fm_net_connect(3HA),
941 ページのscds_fm_tcp_disconnect(3HA),
975 ページのscds_get_rg_hostnames(3HA ),
979 ページのscds_get_rs_hostnames(3HA), 987 ページのscds_initialize(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scds_fm_tcp_disconnect — アプリケーションとの TCP 接続の終了

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>
     scha_err_t scds_fm_tcp_disconnect(scds_handle_t handle, int sock, time_t timeout);

scds_fm_tcp_disconnect() 関数は、モニター対象のプロセスとの TCP 接続を終了します。

次のパラメータがサポートされます。

handle 987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

sock 以前の 939 ページのscds_fm_tcp_connect(3HA) 呼び出しから返さ
れるソケット番号です。

timeout タイムアウト値 (秒) です。

次の終了値が返されます。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数が正常に終了。

SCHA_ERR_TIMEOUT 関数がタイムアウト。

その他の値 関数の実行に失敗。障害コードの意味について
は、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

http://otn.oracle.com
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属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 非推奨

933 ページのscds_fm_net_disconnect(3HA), 939 ページのscds_fm_tcp_connect(3HA),
987 ページのscds_initialize(3HA), 1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved
link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scds_fm_tcp_read — アプリケーションとの TCP 接続を使用したデータの読み取り

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     scha_err_t scds_fm_tcp_read(scds_handle_t handle, int sock, 

     char *buffer, size_t *size, time_t timeout);

scds_fm_tcp_read() 関数は、モニター対象のプロセスと TCP 接続からデータを読み取りま
す。

size 引数は入力および引数です。入力時にバッファーのサイズをバイト数で指定します。完了
時に、この関数は、buffer 内にデータを配置し、実際に読み取られたバイト数を size に指定
します。バッファーのサイズが読み取られるバイト数より小さい場合、size バイトの完全なバッ
ファーを返します。この関数は、さらにデータを取得するために再度呼び出すことができます。

タイムアウトになった場合は、SCHA_ERR_TIMEOUT を返します。この場合、関数は、要求されたバ
イト数より少ないバイト数 (size で表される) を返します。

次のパラメータがサポートされます。

handle

987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

sock

以前の 939 ページのscds_fm_tcp_connect(3HA) 呼び出しから返されるソケット番号で
す。

buffer

データバッファーです。

size

データバッファーサイズです。入力時にバッファーのサイズをバイト数で指定します。出力
時、関数は実際に読み取られたバイト数を返します。

timeout

タイムアウト値 (秒) です。

scds_fm_tcp_read() 関数の戻り値は次のとおりです。
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0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR

関数が正常に終了。

SCHA_ERR_TIMEOUT

関数がタイムアウト。

その他の値
関数の実行に失敗。障害コードの意味については、1047 ページのscha_calls(3HA) を
参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

941 ページのscds_fm_tcp_disconnect(3HA), 945 ページのscds_fm_tcp_write(3HA),
987 ページのscds_initialize(3HA), 1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved
link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


scds_fm_tcp_write 945

名前
scds_fm_tcp_write — アプリケーションとの TCP 接続を使用したデータの書き込み

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     scha_err_t scds_fm_tcp_write(scds_handle_t handle, int sock, char *buffer, 

     size_t *size, time_t timeout);

scds_fm_tcp_write() 関数は、モニター対象のプロセスへの TCP 接続を使ってデータを書き
込みます。

size 引数は入力および出力引数です。入力時には書き込まれるバイト数を指定します。出力
時には実際に書き込まれたバイト数を返します。size の入力値と出力値が一致しない場合、
エラーが発生します。要求されたすべてのデータが書き込まれる前にタイムアウトになった場
合、SCHA_ERR_TIMEOUT が返されます。

次のパラメータがサポートされます。

handle

987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

sock

以前の 939 ページのscds_fm_tcp_connect(3HA) 呼び出しから返されるソケット番号で
す。

buffer

データバッファーです。

size

データバッファーサイズです。入力時には書き込まれるバイト数を指定します。出力時には
実際に書き込まれたバイト数を返します。

timeout

タイムアウト値 (秒) です。

scds_fm_tcp_write() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。
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SCHA_ERR_NOERR

関数が正常に終了。

SCHA_ERR_TIMEOUT

関数がタイムアウト。

その他の値
関数の実行に失敗。障害コードの意味については、1047 ページのscha_calls(3HA) を
参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

939 ページのscds_fm_tcp_connect(3HA), 943 ページのscds_fm_tcp_read(3HA),
987 ページのscds_initialize(3HA), 1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved
link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


scds_free_ext_property 947

名前
scds_free_ext_property — リソース拡張プロパティーメモリーの解放

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>
     void scds_free_ext_property(scha_ext_prop_value_t *property_value);

scds_free_ext_property() 関数は、957 ページのscds_get_ext_property(3HA) の呼び
出し中に割り当てられたメモリーを再利用します。

次のパラメータがサポートされます。

property_value プロパティー値のポインタです。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

957 ページのscds_get_ext_property(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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scds_free_net_list 949

名前
scds_free_net_list — ネットワーク資源メモリーの解放

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>
     void scds_free_net_list(scds_net_resource_list_t *net_resource_list);

scds_free_net_list() 関数は、975 ページのscds_get_rg_hostnames(3HA ) または
979 ページのscds_get_rs_hostnames(3HA) の呼び出し中に割り当てられたメモリーを再
利用します。netresource_list が指すメモリーの割り当てを解除します。

次のパラメータがサポートされます。

netresource_list リソースグループによって使用されるネットワークリソースのリストへのポイ
ンタです。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

975 ページのscds_get_rg_hostnames(3HA ),
979 ページのscds_get_rs_hostnames(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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scds_free_netaddr_list 951

名前
scds_free_netaddr_list — ネットワークアドレスメモリーの解放

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>
     void scds_free_netaddr_list(scds_netaddr_list_t *netaddr_list);

scds_free_netaddr_list() 関数は、965 ページのscds_get_netaddr_list(3HA) の呼び
出し中に割り当てられたメモリーを再利用します。netaddr_list が指すメモリーの割り当てを解
除します。

次のパラメータがサポートされます。

netaddr_list リソースグループによって使用される、ホスト名、ポート、プロトコルの組み
合わせのリストを指すポインタです。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

965 ページのscds_get_netaddr_list(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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scds_free_port_list 953

名前
scds_free_port_list — ポートリストメモリーの解放

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>
     void scds_free_port_list(scds_port_list_t *port_list);

scds_free_port_list() 関数は、967 ページのscds_get_port_list(3HA) の呼び出し中
に割り当てられたメモリーを再利用します。port_list が指すメモリーの割り当てを解除します。

次のパラメータがサポートされます。

port_list リソースグループによって使用されるポートとプロトコルのペアのリストへ
のポインタです。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

967 ページのscds_get_port_list(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


954 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01



scds_get_current_method_name 955

名前
scds_get_current_method_name — 呼び出されたデータサービスメソッドによるパス名の
最終要素の取得

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>const char *

     scds_get_current_method_name(scds_handle_t handle);

scds_get_current_method_name() 関数は、文字列に対するポインタを返します。この文字列
には、呼び出されたデータサービスメソッドによるパスの最終要素が含まれています。

詳細は、Unresolved link to " basename3C" のマニュアルページを参照してください。

文字列に対するポインタは、Data Service Development Library (DSDL) に属するメモ
リーをポイントします。このメモリーは変更できません。このポインタは、scds_close() 呼び出し
によって無効化されます。

次のパラメータがサポートされます。

handle 987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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917 ページのscds_close(3HA), 987 ページのscds_initialize(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com


scds_get_ext_property 957

名前
scds_get_ext_property — 拡張プロパティーの取得

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     scha_err_t scds_get_ext_property(scds_handle_t handle, 

     const char *property_name, scha_prop_type_t property_type, 

     scha_extprop_value_t **property_value);

scds_get_ext_property() 関数は、指定の拡張プロパティーの値を取得します。

まず、メソッド引数リスト(argv[]。scds_initialize() によって解析される) 内に指定さ
れたプロパティーリストからプロパティー名を検索します。プロパティー名がメソッド引数リ
スト内に見つからない場合は、Oracle Solaris Cluster API を使って検索を行ないま
す。1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

正常に完了すると、プロパティーの値は scha_extprop_value_t 構造の共用体で適切な変数
に配置され、この構造へのポインタが property_value の呼び出し元へ戻されます。

ユーザーは、scds_free_ext_property() を使用してメモリーを解放しなくてはなりません。

データ型 scha_prop_type_t および scha_extprop_value_t に関する情報
は、1047 ページのscha_calls(3HA) 内および scha_types.h ヘッダーファイル内にありま
す。

DSDL は、より頻繁に使用されるリソース拡張プロパティーの取得に便利な関数を提供しま
す。1017 ページのscds_property_functions(3HA) のマニュアルページを参照してくださ
い。

次のパラメータがサポートされます。

handle

987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

property_name

取得されるプロパティー名です。

property_type

プロパティー値の型です。有効な型は、1047 ページのscha_calls(3HA) および
1271 ページのproperty_attributes(5) で定義されています。
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property_value

プロパティー値のポインタです。

scds_get_ext_property() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_PROP

RTR ファイルは指定のプロパティーを定義しない。

SCHA_ERR_NOERR

関数の実行に成功。

その他の値
関数の実行に失敗。障害コードの意味については、1047 ページのscha_calls(3HA) を
参照してください。

例   364 scds_get_ext_property() の使用法

#include <scha_types.h>

#include <libdsdev.h>

#define INT_EXT_PROP “Int_extension_property”

...

int  retCode;

scha_extprop_value_t *intExtProp;

int retrievedValue;

...

    retCode = scds_get_ext_property(handle,

        INT_EXT_PROP, SCHA_PTYPE_INT, &intExtProp);

    if (retCode != SCHA_ERR_NOERR) {

        scds_syslog(LOG_ERR,

            "Failed to retrieve the extension property %s: %s.",

            INT_EXT_PROP, scds_error_string(retCode));

       ...

    } else {

        retrievedValue = intExtProp->val.val_int;

        ...

        scds_free_ext_property(intExtProp);

        ...

    }

   ...
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/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

947 ページのscds_free_ext_property(3HA), 987 ページのscds_initialize(3HA),
1017 ページのscds_property_functions(3HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1251 ページのrt_reg(4), Unresolved link to " attributes5",
1271 ページのproperty_attributes(5)

この関数で取得できるのは、RTR ファイル内に定義された拡張プロパティー値だけで
す。1251 ページのrt_reg(4) を参照してください。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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scds_get_fullname 961

名前
scds_get_fullname, scds_get_fullname_nodeid — ゾーンのノード名へのポインタの取
得。

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>scha_err_t scds_get_fullname(

     const char *zonename, char **fullname,boolean_t is_zone_cluster);

scha_err_t scds_get_fullname_nodeid(const char *zonename, 

     char **fullname,boolean_t is_zone_cluster);

scds_get_fullname() 関数はゾーンのノード名を fullname で返しま
す。scds_get_fullname_nodeid() 関数は、ノード名の代わりに ASCII ノード ID 番号を付けて
ゾーンのノード名を返します。呼び出し元は、fullname で指定されたメモリーを解放する責任が
あります。

is_zone_cluster が true の場合、zonename はローカルホストのゾーンクラスタの名前を提供
します。返される値はローカルホストのゾーンクラスタノード名です。

is_zone_cluster を false に設定することは、Oracle Solaris Cluster 3.3 リリースバージョン
にのみ適用できます。現時点では、それは Oracle Solaris Cluster 4.x リリースでは使用され
ません。

zonename の値は NULL 以外である必要があり、そうでない場合は  SCHA_ERR_INVAL が返さ
れて、fullname の値は変更されません。

ゾーンクラスタノードに対して (is_zone_cluster を true に設定した場
合)、scds_get_fullname によって返される fullname 値の例を次に示します。

"zcnode1"

zcnode1 のノード ID 番号が 2 の場合、対応する scds_get_fullname_nodeid の出力は、次
のようになります。

"2"

次のパラメータがサポートされます。

zonename ゾーンクラスタまたはグローバルクラスタの非大域ゾーンの名前を提供し
ます。
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is_zone_cluster zonename がゾーンクラスタ名かどうかを示します。

fullname 返されるノード名文字列を指定する出力パラメータ。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 SUNWscdev

インタフェースの安定性 発展中

909 ページのscds_calls(3HA), 991 ページのscds_is_zone_cluster(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), 1239 ページのscha_strerror(3HA), Unresolved
link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scds_get_fullname, scds_get_fullname_nodeid — ゾーンのノード名へのポインタの取
得。

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>scha_err_t scds_get_fullname(

     const char *zonename, char **fullname,boolean_t is_zone_cluster);

scha_err_t scds_get_fullname_nodeid(const char *zonename, 

     char **fullname,boolean_t is_zone_cluster);

scds_get_fullname() 関数はゾーンのノード名を fullname で返しま
す。scds_get_fullname_nodeid() 関数は、ノード名の代わりに ASCII ノード ID 番号を付けて
ゾーンのノード名を返します。呼び出し元は、fullname で指定されたメモリーを解放する責任が
あります。

is_zone_cluster が true の場合、zonename はローカルホストのゾーンクラスタの名前を提供
します。返される値はローカルホストのゾーンクラスタノード名です。

is_zone_cluster を false に設定することは、Oracle Solaris Cluster 3.3 リリースバージョン
にのみ適用できます。現時点では、それは Oracle Solaris Cluster 4.x リリースでは使用され
ません。

zonename の値は NULL 以外である必要があり、そうでない場合は  SCHA_ERR_INVAL が返さ
れて、fullname の値は変更されません。

ゾーンクラスタノードに対して (is_zone_cluster を true に設定した場
合)、scds_get_fullname によって返される fullname 値の例を次に示します。

"zcnode1"

zcnode1 のノード ID 番号が 2 の場合、対応する scds_get_fullname_nodeid の出力は、次
のようになります。

"2"

次のパラメータがサポートされます。

zonename ゾーンクラスタまたはグローバルクラスタの非大域ゾーンの名前を提供し
ます。
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is_zone_cluster zonename がゾーンクラスタ名かどうかを示します。

fullname 返されるノード名文字列を指定する出力パラメータ。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 SUNWscdev

インタフェースの安定性 発展中

909 ページのscds_calls(3HA), 991 ページのscds_is_zone_cluster(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), 1239 ページのscha_strerror(3HA), Unresolved
link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


scds_get_netaddr_list 965

名前
scds_get_netaddr_list — リソースによって使用されるネットワークアドレスの取得

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l dsdev#include <rgm/
libdsdev.h>scha_err_t scds_get_netaddr_list(scds_handle_t handle, scds_netaddr_list_t

 **netaddr_list);

scds_get_netaddr_list() 関数は、リソースが使用しているホスト名、ポート、プロトコルのすべ
ての組み合わせを返します。これらの組み合わせは、リソースの Port_list プロパティー設定
と、リソースが使用しているすべてのホスト名 (scds_get_rs_hostnames() 関数が返す値) を組
み合わせることによって生成されます。

リソースをモニターしたり、リソースが使用しているホスト名、ポート、およびプロトコルのリストを得
たりするには、scds_get_netaddr_list() を障害モニターで使用します。

プロトコルタイプの値は、ヘッダーファイル rgm/libdsdev.h で定義されます。

この関数が割り当て、返すメモリーを解放するには、scds_free_netaddr_list() を使用します。

次のパラメータがサポートされます。

handle scds_initialize() から返されるハンドルです。

netaddr_list リソースグループが使用するホスト名、ポート、およびプロトコルのリストで
す。

scds_get_netaddr_list() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数が正常に終了。

その他の値 関数の実行に失敗。障害コードの意味について
は、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル
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/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性の詳細は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

951 ページのscds_free_netaddr_list(3HA),
979 ページのscds_get_rs_hostnames(3HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1287 ページのr_properties(5), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


scds_get_port_list 967

名前
scds_get_port_list — リソースによって使用されるポートリストの取得

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>
     scha_err_t scds_get_port_list(scds_handle_t handle, scds_port_list_t **port_list);

scds_get_port_list() 関数は、リソースによって使用されるポートとプロトコルのペアのリスト
を返します。プロトコル型の値は、ヘッダーファイル netinet/in.h に定義されます。

この関数が割り当て、返すメモリーを解放するには、scds_free_port_list() を使用します。

次のパラメータがサポートされます。

handle scds_initialize() から返されるハンドルです。

port_list リソースグループによって使用されるポートとプロトコルのペアのリストで
す。

scds_get_port_list() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数が正常に終了。

その他の値 関数の実行に失敗。障害コードの意味について
は、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/scha.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

http://otn.oracle.com
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属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

953 ページのscds_free_port_list(3HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com


scds_get_resource_group_name 969

名前
scds_get_resource_group_name — リソースグループ名の取得

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>
      const char *scds_get_resource_group_name(scds_handle_t handle);

scds_get_resource_group_name() 関数は、呼び出し元プログラムに渡されるリソースが含ま
れる、リソースグループ名へのポインタを返します。このポインタは、DSDL に属するメモリーを指
定しています。このメモリーは変更できません。このポインタは、scds_close() 呼び出しによっ
て無効化されます。

次のパラメータがサポートされます。

handle scds_initialize() から返されるハンドルです。

NULL 以前に 987 ページのscds_initialize(3HA) を呼び出していないな
どのエラー条件を示します。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/scha.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

917 ページのscds_close(3HA), 987 ページのscds_initialize(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


970 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01



scds_get_resource_name 971

名前
scds_get_resource_name — リソース名の取得

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>
     const char *scds_get_resource_name(scds_handle_t handle);

scds_get_resource_name() 関数は、呼び出し元プログラムに渡されるリソース名が含まれる、
文字列へのポインタを返します。このポインタは、DSDL に属するメモリーを指定しています。こ
のメモリーは変更できません。このポインタは、scds_close() 呼び出しによって無効化されま
す。

次のパラメータがサポートされます。

handle scds_initialize() から返されるハンドルです。

NULL 以前に 987 ページのscds_initialize(3HA) を呼び出していないな
どのエラー条件を示します。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

917 ページのscds_close(3HA), 987 ページのscds_initialize(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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scds_get_resource_type_name 973

名前
scds_get_resource_type_name — リソースタイプ名の取得

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>
     const char *scds_get_resource_type_name(scds_handle_t handle);

scds_get_resource_type_name() 関数は、呼び出し元プログラムに渡されるリソースのリソース
タイプ名が含まれる、文字列へのポインタを返します。このポインタは、DSDL に属するメモリー
を指定しています。したがって、このメモリーは変更できません。このポインタは、scds_close()
呼び出しによって無効化されます。

次のパラメータがサポートされます。

handle scds_initialize() から返されるハンドルです。

NULL 以前に scds_initialize() を呼び出していないなどのエラー条件を示
します。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

917 ページのscds_close(3HA), 987 ページのscds_initialize(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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scds_get_rg_hostnames 975

名前
scds_get_rg_hostnames, scds_get_rg_hostnames_zone — リソースグループで使用され
るネットワークリソースの取得

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>scha_err_t 

     scds_get_rg_hostnames(char *resourcegroup_name, 

     scds_net_resource_list_t **netresource_list);

scha_err_t scds_get_rg_hostnames_zone(char *zone_name, char *

     resourcegroup_name, scds_net_resource_list_t **netresource_list);

#1405
scds_get_rg_hostnames() および scds_get_rg_hostnames_zone() 関数は、リソース
グループ内のすべてのネットワークリソースで使用されているホスト名のリストを取得しま
す。scds_get_rg_hostnames_zone() 関数を大域ゾーンから実行すると、特定のゾーンクラス
タのリソースグループからリストを取得できます。この関数は、netresource_list 内のリストへ
のポインタを返します。リソースグループにネットワークリソースがないか、またはネットワークリ
ソースを使用しないリリソースが含まれる場合があり、これらの関数は NULL に設定されている
netresource_list パラメータを返すことがあります。

システムの任意のリソースグループ名を scds_get_rg_hostnames() および
scds_get_rg_hostnames_zone() に渡すことができます。指定されたリソースグルー
プで実行中のアプリケーションと通信するには、scds_get_rg_hostnames() および
scds_get_rg_hostnames_zone() により返されたホスト名を使用します。

この関数が割り当て、返すメモリーを解放するには、scds_free_net_list() を使用します。

次のパラメータがサポートされます。

resourcegroup_name リソースグループ名です。このリソースグループのデータが取
得されます。

netresource_list リソースグループによって使用されるネットワーク資源のリスト

scds_get_rg_hostnames() および scds_get_rg_hostnames_zone() 関数は、次の値を返しま
す:

0 関数の実行に成功。
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0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

949 ページのscds_free_net_list(3HA), 979 ページのscds_get_rs_hostnames(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


scds_get_rg_hostnames_zone 977

名前
scds_get_rg_hostnames, scds_get_rg_hostnames_zone — リソースグループで使用され
るネットワークリソースの取得

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>scha_err_t 

     scds_get_rg_hostnames(char *resourcegroup_name, 

     scds_net_resource_list_t **netresource_list);

scha_err_t scds_get_rg_hostnames_zone(char *zone_name, char *

     resourcegroup_name, scds_net_resource_list_t **netresource_list);

#1405
scds_get_rg_hostnames() および scds_get_rg_hostnames_zone() 関数は、リソース
グループ内のすべてのネットワークリソースで使用されているホスト名のリストを取得しま
す。scds_get_rg_hostnames_zone() 関数を大域ゾーンから実行すると、特定のゾーンクラス
タのリソースグループからリストを取得できます。この関数は、netresource_list 内のリストへ
のポインタを返します。リソースグループにネットワークリソースがないか、またはネットワークリ
ソースを使用しないリリソースが含まれる場合があり、これらの関数は NULL に設定されている
netresource_list パラメータを返すことがあります。

システムの任意のリソースグループ名を scds_get_rg_hostnames() および
scds_get_rg_hostnames_zone() に渡すことができます。指定されたリソースグルー
プで実行中のアプリケーションと通信するには、scds_get_rg_hostnames() および
scds_get_rg_hostnames_zone() により返されたホスト名を使用します。

この関数が割り当て、返すメモリーを解放するには、scds_free_net_list() を使用します。

次のパラメータがサポートされます。

resourcegroup_name リソースグループ名です。このリソースグループのデータが取
得されます。

netresource_list リソースグループによって使用されるネットワーク資源のリスト

scds_get_rg_hostnames() および scds_get_rg_hostnames_zone() 関数は、次の値を返しま
す:

0 関数の実行に成功。
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0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

949 ページのscds_free_net_list(3HA), 979 ページのscds_get_rs_hostnames(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


scds_get_rs_hostnames 979

名前
scds_get_rs_hostnames — リソースによって使用されるネットワーク資源の取得

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     scha_err_t scds_get_rs_hostnames(scds_handle_t 

     handle,scds_net_resource_list_t **netresource_list);

scds_get_rs_hostnames() 関数は、リソースによって使用されるホスト名のリストを取得
します。リソースプロパティー Network_resources_used が設定されている場合、ホスト名
は、Network_resources_used 内のネットワーク資源に対応しています。それ以外の場合、リソー
スを含むリソースグループ内のすべてのネットワーク資源に対応しています。

この関数は、netresource_list 内のリストへのポインタを返します。リソースグループにネット
ワーク資源がない場合、またはネットワーク資源を使用しないリソースが含まれる場合、この関数
は、netresource_list の値を NULL に設定して終了します。

949 ページのscds_free_net_list(3HA) を使用して、この関数によって割り当てられてから
返されるメモリーを解放します。

次のパラメータがサポートされます。

handle

987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

netresource_list

リソースグループによって使用されるネットワークリソースのリストです。

scds_get_rs_hostnames() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功

0 以外 関数の実行に失敗

SCHA_ERR_NOERR

関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。
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/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

949 ページのscds_free_net_list(3HA), 975 ページのscds_get_rg_hostnames(3HA ),
987 ページのscds_initialize(3HA), 1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved
link to " attributes5", 1287 ページのr_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


scds_get_zone_name 981

名前
scds_get_zone_name — メソッドの実行対象であるゾーンの名前を取得する

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     const char *scds_get_zone_name(scds_handle_t handle);

scds_get_zone_name() 関数は、文字列に対するポインタを返します。次の条件が成立する場
合、この文字列にはリソースグループが動作するゾーンの名前が含まれています。

■ scds_get_zone_name 関数は、大域ゾーンから呼び出されます。
■ Global_zone リソースタイププロパティーが TRUE に設定されている。

Global_zone リソースタイププロパティーについては、1335 ページのrt_properties(5) の
マニュアルページを参照してください。

■ リソースはゾーンクラスタに構成されます。

次の場合も含め、その他の場合はすべて、該当する文字列は NULL です。

■ リソースグループが大域ゾーンに構成されている。
■ Global_zone リソースタイププロパティーが FALSE に設定されるか、または

Global_zone_override リソースプロパティーが FALSE に設定されます。

メソッドが実際に実行されているゾーンの名前を取得するには、zonename コマンドを使用しま
す。Unresolved link to " zonename1" のマニュアルページを参照してください。

文字列に対するポインタは、Data Service Development Library (DSDL) に属するメモ
リーをポイントします。このメモリーは変更できません。このポインタは、scds_close() 呼び出し
によって無効化されます。

次のパラメータがサポートされます。

handle 987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

http://otn.oracle.com
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/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

Unresolved link to " zonename1", 917 ページのscds_close(3HA),
987 ページのscds_initialize(3HA), 1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved
link to " attributes5", 1335 ページのrt_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scds_hasp_check — リソースによって使用される SUNW.HAStoragePlus リソースに関するス
テータス情報の取得

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     scha_err_t scds_hasp_check(scds_handle_t handle, 

     scds_hasp_status_t *hasp_status);

scds_hasp_check()() 関数は、リソースによって使用される SUNW.HAStoragePlus
リソースに関するステータス情報を取得します。この情報は、リソースの依存
先であるすべての SUNW.HAStoragePlus リソースの状態(オンラインまたは
その他) から取得されます。この状態は、リソースに対して定義されている
Resource_dependencies、Resource_dependencies_weak、Resource_dependencies_restart、
または Resource_dependencies_offline_restart プロパティーを使用して取得されます。

SUNW.HAStoragePlus リソースの FileSystemMountPoints プロパティーが空でないとき
は、FileSystemMountPoints プロパティーにリストされているすべてのファイルシステムが特
定のノードに現在マウントされている場合に限り、scds_hasp_check()() 関数はそのリソース
がそのノード上でオンラインであるとみなします。グローバルにマウントされているファイルシ
ステムは、SUNW.HAStoragePlus リソースがオフラインのノードにマウントされる場合がありま
す。SUNW.HAStoragePlus リソースが特定のノード上でオンラインであるとみなされるために
は、FileSystemMountPoints のすべてが、ローカルにマウントされていてもグローバルにマウント
されていても、そのノードにマウントされていなければなりません。このリソースの実際の状態は、
オンラインまたはオフラインである可能性があります。これらのいずれかのファイルシステムが
ノードにマウントされていない場合、リソースはオフラインとみなされ、その実際の状態もオフライ
ンになります。

リソースタイプ実装は、VALIDATE および MONITOR_CHECK メソッドコールバック実装の
scds_hasp_check()() を使用して、SUNW.HAStoragePlus リソースによって管理されるファイル
システム固有の検査を実行する必要があるかどうかを確認します。

リソースの依存関係は、関数が実行されるのと同じクラスタコンテキスト (グローバルクラスタま
たはゾーンクラスタ) 内でのみ確認されます。フォーム clustername: resourcename の依存関
係 (クラスタ間依存関係) は無視されます。たとえば、HAStoragePlus 依存関係のみがクラス
タ間依存関係である場合、この関数はステータスコード SCDS_HASP_NO_RESOURCE を返します。
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関数が正常に実行されると、hasp_status パラメータにステータスコードが格納されます。格納
されるコードは次のいずれかです。

SCDS_HASP_NO_RESOURCE

リソースが SUNW.HAStoragePlus リソースに依存していないことを示しています。

SCDS_HASP_NOT_ONLINE

リソースの依存先である SUNW.HAStoragePlus リソースが、潜在的なプライマリノードでオン
ラインでないことを示しています。

SCDS_HASP_ONLINE_NOT_LOCAL

リソースの依存先である SUNW.HAStoragePlus リソースの少なくとも 1 つがこの関数の呼
び出し元のノード上でオンラインではありませんが、別のノード上ではオンラインであること
を示しています。

SCDS_HASP_ONLINE_LOCAL

リソースの依存先である SUNW.HAStoragePlus リソースがすべて、この関数の呼び出し元の
ノード上でオンラインであることを示しています。

注記 - 前述のステータスコードは、紹介した順序に従った優先度を持っています。たとえ
ば、SUNW.HAStoragePlus リソースがオンラインでなく、SUNW.HAStoragePlus リソースが別のノー
ド上でオンラインになっている場合、ステータスコードは SCDS_HASP_ONLINE_NOT_LOCAL ではな
く SCDS_HASP_NOT_ONLINE に設定されます。

scds_hasp_check()() 関数は、GlobalDevicePaths プロパティーが空でなくて
も、FilesystemMountPoints プロパティーと Zpools プロパティーの両方がデフォルトで空のリ
ストに設定されている SUNW.HAStoragePlus リソースを無視します。

次のパラメータがサポートされます。

handle scds_initialize から返されるハンドルです。

hasp_status リソースによって使用される SUNW.HAStoragePlus リソースのステータス
です。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。
この値はまた、hasp_status パラメータに格納さ
れているステータスコードが有効であることも示し
ます。

SCHA_ERR_INTERNAL 関数の実行に失敗。
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hasp_status パラメータに格納されている値が
未定義です。この未定義の値は無視してくださ
い。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページを参
照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

987 ページのscds_initialize(3HA), 1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved
link to " attributes5", 1389 ページのSUNW.HAStoragePlus(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scds_initialize — DSDL 環境の割り当てと初期化

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>
     scha_err_t scds_initialize(scds_handle_t *handleint argc, char *argv[]);

scds_initialize() 関数は、DSDL 環境を初期化します。個々のプログラムまたは DSDL 関
数を使用する障害モニターの開始時に、必ずこの関数を呼び出します。

scds_initialize() 関数は次のとおりです。

■ フレームワークが呼び出し元プログラムに渡すコマンド行引数 (argc および argv[])
で、scds_initialize() にも渡す必要があるコマンド行引数のチェックと処理。呼び出し元
プログラムは、コマンド行引数の処理以外を行う必要はありません。例 を参照してください。

■ DSDL 内のほかの関数に必要な情報を使って、内部データ構造の初期設定を行います。リ
ソース、リソースタイプ、リソースグループのプロパティー値を取得し、これらのデータ構造に格
納します。argv[] 引数を使用してコマンド行で指定するプロパティーの値は、RGM から取
得される値より優先されます。つまり、コマンド行引数 (argv[]) で指定したプロパティーの
新しい値がデータサービスメソッドに渡されると、この関数が該当するプロパティー値を取得
し、この新しい値を返します。それ以外の場合は、RGM から取得した既存の値を返します。

■ データサービス障害モニタリング情報を初期化します。
■ ロギング環境を初期化します。すべての syslog メッセージには、次の接頭辞がつ

きます。SC[<resourceTypeName>,< resourceGroupName>,<resourceName>,<
methodName>

syslog にメッセージを送信する関数は、scha_cluster_getlogfacility() から返される
データを使用します。これらのメッセージは、適切なログファイルとユーザーに転送することが
できます。詳細は、Unresolved link to " syslog.conf4" を参照してください。

■ 障害モニターの検証設定の妥当性を検査します。Retry_interval が
Thorough_probe_interval * Retry_count 以上かどうかを確認し、そうでない場合は
syslog に適切なメッセージを送信します。Retry_interval が Thorough_probe_interval
* Retry_count 以上でない場合は、syslog に適切なメッセージを送信します。この障害モ
ニタープローブ設定の妥当性検査で、VALIDATE メソッド内で scds_initialize() および
scds_close() を呼び出すことができます。VALIDATE メソッド内でその他の DSDL 関数を
呼び出す必要はありません。

http://otn.oracle.com
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scds_initialize() の実行に成功した場合、呼び出し元プログラムを終了する前に
scds_close() を呼び出す必要があります。

scds_initialize() の実行に失敗した場合、クリーンアップを行うために scds_close() を呼び
出すことはできません。また、scds_initialize() の実行に失敗した場合、その他の DSDL 関
数を呼び出してはいけません。それ以外の場合、SCHA_ERR_INVAL または NULL 値を返します。
その代わりに、非ゼロの引数を指定して exit() を呼び出してください。

次のパラメータがサポートされます。

handle scds_initialize() によって初期化され、その他の DSDL 関数によっ
て使用されるハンドルです。

argc 呼び出し元プログラムに渡される引数の数です。

argv 呼び出し元プログラムに渡される引数配列へのポインタです。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   365 scds_initialize() の使用法

int main(int argc, char *argv[]){

 scds_handle_t handle;

 if (scds_initialize(&handle, argc, argv) !=

 SCHA_ERR_NOERR)

 exit(1);

 ...

 /* data service code */

...

 scds_close(&handle);

}

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

http://otn.oracle.com
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属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

917 ページのscds_close(3HA), 1017 ページのscds_property_functions(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), 1079 ページのscha_cluster_getlogfacility(3HA ),
Unresolved link to " syslog.conf4", 1287 ページのr_properties(5)

http://otn.oracle.com
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名前
scds_is_zone_cluster — リソースがゾーンクラスタノードに構成されているかどうかを示す
ブール値を返す。

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev #include <rgm/libdsdev.h>boolean_t 

     scds_is_zone_cluster(scds_handle_t handle);

scds_is_zone_cluster() 関数は、リソースがゾーンクラスタに構成されている場合は B_TRUE
を返し、そうでない場合は B_FALSE を返します。

次のパラメータがサポートされます。

handle 987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 SUNWscdev

インタフェースの安定性 発展中

909 ページのscds_calls(3HA), 917 ページのscds_close(3HA),
987 ページのscds_initialize(3HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
613 ページのclzonecluster(1CL), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


992 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01
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名前
scds_pmf_get_status — PMF によってモニターされるプロセスツリーが存在するかどうかを
判別する

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     scha_err_t scds_pmf_get_status(scds_handle_t handle, 

     scds_pmf_type_t program_type, int instance, scds_pmf_status_t*pmf_status);

scds_pmf_get_status() 関数は、指定のインスタンスが PMF 制御下でモニターされているか
どうかを確認します。この関数は、-q オプションを指定した 735 ページのpmfadm(1M) コマンド
と同じです。

次のパラメータがサポートされます。

handle

scds_initialize() から返されるハンドルです。

program_type

実行するプログラムの型です。有効な型は次のとおりです。

SCDS_PMF_TYPE_SVC データサービスアプリケーション

SCDS_PMF_TYPE_MON 障害モニター

SCDS_PMF_TYPE_OTHER その他

instance

複数のインスタンスを持つリソースの場合、この整数 (0 以上) はインスタンスを一意に識
別します。単一のインスタンスの場合、0 を使用します。

pmf_status

PMF が指定のインスタンスをモニタリングしている場合、pmf_status は
SCDS_PMF_MONITORED に設定されます。それ以外の場合、SCDS_PMF_NOT_MONITORED に設
定されます。

scds_pmf_get_status() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。
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SCHA_ERR_NOERR

関数の実行に成功

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

735 ページのpmfadm(1M), 987 ページのscds_initialize(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scds_pmf_restart_fm — PMF を使用して障害モニターを再起動する

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>
     scha_err_t scds_pmf_restart_fm(scds_handle_t handle, int instance);

scds_pmf_restart_fm() 関数は、障害モニターのプロセスツリーに SIGKILL シグナルを送っ
て障害モニターを強制終了したあと、PMF を使って再起動します。この関数はタイムアウト
値として MONITOR_STOP_TIMEOUT プロパティーを使用します。つまり、scds_pmf_restart_fm()
は、MONITOR_STOP_TIMEOUT プロパティーに指定された時間が経過するまで、プロセスツリーの
終了を待機します。

RTR ファイル内に MONITOR_STOP_TIMEOUT プロパティーが明示的に設定されていない場合、
デフォルトのタイムアウト値が使用されます。

UPDATE メソッド内でこの関数を呼び出し、モニターを再起動します。このとき、新しいパラメータ
を使用できます。

次のパラメータがサポートされます。

handle scds_initialize() から返されるハンドルです。

instance 障害モニターのインスタンスを複数持っているリソースの場合、この整数
(0 以上) は障害モニターのインスタンスを一意に識別します。障害モニ
ターのインスタンスが 1 個だけの場合は 0 を使用します。

scds_pmf_restart_fm() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル
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/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

735 ページのpmfadm(1M), 1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to "
signal3HEAD", Unresolved link to " attributes5", 1287 ページのr_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scds_pmf_signal — PMF の制御下にあるプロセスツリーにシグナルを送信する

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     scha_err_t scds_pmf_signal(scds_handle_t handle, scds_pmf_type_t 

     program_type, int instance, int signal, time_t timeout);

scds_pmf_signal() 関数は、PMF 制御下で実行されているプロセスツリーに指定のシグナル
を送信します。この関数は、-k オプションを指定した 735 ページのpmfadm(1M) コマンドと同じ
です。

scds_pmf_signal() 関数は、シグナルの送信後、指定のタイムアウト時間が経過するまでプロ
セスツリーの終了を待機してから終了します。timeout に 0 が指定されている場合は、プロセス
の終了を待たずにただちに終了します。-1 が指定されている場合は、プロセスが終了するまで
無期限に待機します。

次のパラメータがサポートされます。

handle

scds_initialize() から返されるハンドルです。

program_type

実行するプログラムの型です。有効な型は次のとおりです。

SCDS_PMF_TYPE_SVC データサービスアプリケーション

SCDS_PMF_TYPE_MON 障害モニター

SCDS_PMF_TYPE_OTHER その他

instance

複数のインスタンスを持つリソースの場合、この整数 (0 以上) はインスタンスを一意に識
別します。単一のインスタンスの場合、0 を使用します。

signal

送信される Solaris シグナルです。Unresolved link to " signal3HEAD" を参照してく
ださい。

timeout

タイムアウト値 (秒) です。

http://otn.oracle.com
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scds_pmf_signal() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_TIMEOUT

シグナルの送信後、タイムアウト時間が経過するまでの間にプロセスツリーが終了しない。

SCHA_ERR_NOERR

関数の実行に成功。

その他の値
関数の実行に失敗。障害コードの意味については、1047 ページのscha_calls(3HA) を
参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

735 ページのpmfadm(1M), 987 ページのscds_initialize(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " signal3HEAD", Unresolved
link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scds_pmf_start, scds_pmf_start_env — PMF の制御下でプログラムを実行する

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>scha_err_t scds_pmf_start(

     scds_handle_t handle, scds_pmf_type_t program_type, int instance, 

     const char *command, int child_monitor_level)scha_err_t 

     scds_pmf_start_env(scds_handle_t handle, scds_pmf_type_t 

     program_type, int instance, const char *command, int 

     child_monitor_level, char ** env)

scds_pmf_start() 関数は、PMF 制御下で、command によって指定されたプログラムを実行し
ます。この関数は、-c オプションを指定した 735 ページのpmfadm(1M) コマンドと同じです。

command 引数には、関数に渡されるコマンド行とコマンド行引数が含まれます。

scds_pmf_start () を使って、データサービスアプリケーションやその他のプロセス (プログラ
ム型 SCDS_PMF_TYPE_SVC、SCDS_PMF_TYPE_MON または SCDS_PMF_TYPE_OTHER) を PMF 制御
下で起動するとき  child_monitor_level 引数を使ってモニターする子プロセスのレベルを選
択します。child_monitor_level 引数は、実行中の子プロセスをレベル child_monitor_level
でモニターします。元のプロセスはレベル 0、子プロセスはレベル 1、さらにその子プロセスはレ
ベル 2 で実行されます。新しいフォーク操作により、新しい子のレベルが生成されます。すべて
の子をモニターするには、-1 を指定します。

たとえば、起動するコマンドがデーモンである場合、適切な child_monitor_level は 0 です。
起動するコマンドがデーモンを起動するスクリプトである場合、適切な child_monitor_level
の値は1 です。

配下のアプリケーションプロセスがすでに実行中の場合、scds_pmf_start() は syslog() エ
ラーを出力し、 SCHA_ERR_INTERNAL を返します。これは、単一ノード上で START 関数が 2 回 呼
び出された場合、RGM が間に STOP 関数を呼び出すことを保証するためです。

次のパラメータがサポートされます。

handle 987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

program_type 実行するプログラムの型です。有効な型は次のとおりです。

SCDS_PMF_TYPE_SVC データサービスアプリケーション
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SCDS_PMF_TYPE_MON 障害モニター

SCDS_PMF_TYPE_OTHER その他

instance 複数のインスタンスを持つリソースの場合、この整数 (0 以上) はインス
タンスを一意に識別します。単一のインスタンスの場合、0 を使用しま
す。

command PMF 制御下で実行されるコマンド (コマンド行引数を含む) です。

child_monitor_level モニターする子プロセスのレベル（ pmfadm の -C オプションと同等）を指
定します。 -1 を使用して、すべてのレベルの子プロセスを指定します。

env 環境文字列への文字ポインタの配列を指定します。環境文字列につい
ては、Unresolved link to " execve2" のマニュアルページを参照して
ください。command パラメータで指定したプログラムが実行されると、この
環境がこのプログラムに渡されます。

scds_pmf_start() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_INTERNAL 配下のアプリケーションプロセスがすでに実行中。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他の値 関数の実行に失敗。その他のエラーコードについて
は、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


scds_pmf_start 1001

属性タイプ 属性値

インタフェースの安定性 発展中

735 ページのpmfadm(1M), 987 ページのscds_initialize(3HA),
1007 ページのscds_pmf_stop(3HA), 1035 ページのscds_svc_wait(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " execve2", Unresolved link to
" attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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scds_pmf_start_env 1003

名前
scds_pmf_start, scds_pmf_start_env — PMF の制御下でプログラムを実行する

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>scha_err_t scds_pmf_start(

     scds_handle_t handle, scds_pmf_type_t program_type, int instance, 

     const char *command, int child_monitor_level)scha_err_t 

     scds_pmf_start_env(scds_handle_t handle, scds_pmf_type_t 

     program_type, int instance, const char *command, int 

     child_monitor_level, char ** env)

scds_pmf_start() 関数は、PMF 制御下で、command によって指定されたプログラムを実行し
ます。この関数は、-c オプションを指定した 735 ページのpmfadm(1M) コマンドと同じです。

command 引数には、関数に渡されるコマンド行とコマンド行引数が含まれます。

scds_pmf_start () を使って、データサービスアプリケーションやその他のプロセス (プログラ
ム型 SCDS_PMF_TYPE_SVC、SCDS_PMF_TYPE_MON または SCDS_PMF_TYPE_OTHER) を PMF 制御
下で起動するとき  child_monitor_level 引数を使ってモニターする子プロセスのレベルを選
択します。child_monitor_level 引数は、実行中の子プロセスをレベル child_monitor_level
でモニターします。元のプロセスはレベル 0、子プロセスはレベル 1、さらにその子プロセスはレ
ベル 2 で実行されます。新しいフォーク操作により、新しい子のレベルが生成されます。すべて
の子をモニターするには、-1 を指定します。

たとえば、起動するコマンドがデーモンである場合、適切な child_monitor_level は 0 です。
起動するコマンドがデーモンを起動するスクリプトである場合、適切な child_monitor_level
の値は1 です。

配下のアプリケーションプロセスがすでに実行中の場合、scds_pmf_start() は syslog() エ
ラーを出力し、 SCHA_ERR_INTERNAL を返します。これは、単一ノード上で START 関数が 2 回 呼
び出された場合、RGM が間に STOP 関数を呼び出すことを保証するためです。

次のパラメータがサポートされます。

handle 987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

program_type 実行するプログラムの型です。有効な型は次のとおりです。

SCDS_PMF_TYPE_SVC データサービスアプリケーション
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SCDS_PMF_TYPE_MON 障害モニター

SCDS_PMF_TYPE_OTHER その他

instance 複数のインスタンスを持つリソースの場合、この整数 (0 以上) はインス
タンスを一意に識別します。単一のインスタンスの場合、0 を使用しま
す。

command PMF 制御下で実行されるコマンド (コマンド行引数を含む) です。

child_monitor_level モニターする子プロセスのレベル（ pmfadm の -C オプションと同等）を指
定します。 -1 を使用して、すべてのレベルの子プロセスを指定します。

env 環境文字列への文字ポインタの配列を指定します。環境文字列につい
ては、Unresolved link to " execve2" のマニュアルページを参照して
ください。command パラメータで指定したプログラムが実行されると、この
環境がこのプログラムに渡されます。

scds_pmf_start() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_INTERNAL 配下のアプリケーションプロセスがすでに実行中。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他の値 関数の実行に失敗。その他のエラーコードについて
は、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


scds_pmf_start_env 1005

属性タイプ 属性値

インタフェースの安定性 発展中

735 ページのpmfadm(1M), 987 ページのscds_initialize(3HA),
1007 ページのscds_pmf_stop(3HA), 1035 ページのscds_svc_wait(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " execve2", Unresolved link to
" attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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scds_pmf_stop 1007

名前
scds_pmf_stop — PMF の制御下で実行中のプロセスを終了する

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     scha_err_t scds_pmf_stop(scds_handle_t handle, scds_pmf_type_t 

     program_type, int instance, int signal, time_t timeout);

scds_pmf_stop() 関数は、PMF の制御下で実行中のプログラムを停止します。この関数
は、-s オプションを指定した 735 ページのpmfadm(1M) コマンドと同じです。

要求されたインスタンスが実行中でない場合、scds_pmf_stop() は SCHA_ERR_NOERR を返しま
す。

要求されたインスタンスが実行中の場合、このインスタンスに指定のシグナルが送信されま
す。タイムアウト値の 80% が経過する間に終了しなかったインスタンスには、SIGKILL が送信
されます。このインスタンスが、さらにタイムアウト値の 15% が経過する間に終了しなかった場
合、この関数は失敗したとみなされ、SCHA_ERR_TIMEOUT が返されます。タイムアウト値の残りの
5% は、この関数のオーバーヘッドによって消費されたものと見なされます。

次のパラメータがサポートされます。

handle

987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

program_type

実行するプログラムの型です。有効な型は次のとおりです。

SCDS_PMF_TYPE_SVC データサービスアプリケーション

SCDS_PMF_TYPE_MON 障害モニター

SCDS_PMF_TYPE_OTHER その他

instance

複数のインスタンスを持つリソースの場合、この整数 (0 以上) はインスタンスを一意に識
別します。単一のインスタンスの場合、0 を使用します。
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signal

インスタンスを強制終了するために送信される Solaris シグナルです。Unresolved link
to " signal3HEAD" を参照してください。指定のシグナルでインスタンスを強制終了でき
ない場合は、SIGKILL を使用します。

timeout

タイムアウト値 (秒) です。

scds_pmf_stop() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_TIMEOUT

関数はタイムアウト。

SCHA_ERR_NOERR

関数の実行に成功。

その他の値
関数の実行に失敗。その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA)
を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

735 ページのpmfadm(1M), 987 ページのscds_initialize(3HA),
999 ページのscds_pmf_start(3HA), 1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link
to " signal3HEAD", Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


scds_pmf_stop_monitoring 1009

名前
scds_pmf_stop_monitoring — PMF の制御下で実行中のプロセスのモニタリングを停止
する

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     scha_err_t scds_pmf_stop_monitoring(scds_handle_t handle, 

     scds_pmf_type_t program_type, int instance);

scds_pmf_stop_monitoring() 関数は、PMF 制御下で実行されているプロセスツリーのモニ
タリングを停止します。PMF は、プロセスを停止するシグナルを送信することはありません。プ
ロセスの再起動も行いません。

要求されたプロセスが PMF 制御下にない場合、scds_pmf_stop_monitoring () は
SCHA_ERR_NOERR を返して終了します。

次のパラメータがサポートされます。

handle

987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

program_type

実行するプログラムの型です。有効な型は次のとおりです。

SCDS_PMF_TYPE_SVC データサービスアプリケーション

SCDS_PMF_TYPE_MON 障害モニター

SCDS_PMF_TYPE_OTHER その他

instance

複数のインスタンスを持つリソースの場合、この整数 (0 以上) はインスタンスを一意に識
別します。単一のインスタンスの場合、0 を使用します。

scds_pmf_stop_monitoring() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。
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SCHA_ERR_NOERR

関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

735 ページのpmfadm(1M), 987 ページのscds_initialize(3HA),
999 ページのscds_pmf_start(3HA), 1007 ページのscds_pmf_stop(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


scds_print_net_list 1011

名前
scds_print_net_list — ネットワーク資源リストの内容を印刷する

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     void scds_print_net_list(scds_handle_t handle,int 

     debug_level,constscds_net_resource_list_t *netresource_list);

scds_print_net_list() 関数は、netresource_list で指定されたネットワーク資源リストの内
容を、debug_level で指定されたデバッグレベルでシステムログに書き込みます。指定された
デバッグレベルが現在使用されているデバッグレベルより大きい場合、情報は書き込まれませ
ん。

次のパラメータがサポートされます。

handle

987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

debug_level

データが書き込まれるデバッグレベルです。

netresource_list

初期化されたネットワークリソースリストへのポインタで
す。975 ページのscds_get_rg_hostnames(3HA ) と
979 ページのscds_get_rs_hostnames(3HA) のどちらかによって取得されます。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com
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975 ページのscds_get_rg_hostnames(3HA ), 979 ページのscds_get_rs_hostnames(3HA),
987 ページのscds_initialize(3HA), 1041 ページのscds_syslog_debug(3HA),
Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com


scds_print_netaddr_list 1013

名前
scds_print_netaddr_list — リソースグループによって使用される、ホスト名、ポート、プロトコ
ルから成るリストの内容を印刷する

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     void scds_print_netaddr_list(scds_handle_t handle, int 

     debug_level, constscds_netaddr_list_t *netaddr_list);

scds_print_netaddr_list() 関数は、netaddr_list で指定されたホスト名、ポート、プロトコル
の組み合わせのリストの内容を、debug_level で指定されたデバッグレベルでシステムログに
書き込みます。指定されたデバッグレベルが現在使用されているデバッグレベルより大きい場
合、情報は書き込まれません。

次のパラメータがサポートされます。

handle

987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

debug_level

データが書き込まれるデバッグレベルです。

netaddr_list

リソースグループによって使用されるホスト名、ポート、プロトコルの組み合わせのリストへの
ポインタです。965 ページのscds_get_netaddr_list(3HA) によって取得されます。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com
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965 ページのscds_get_netaddr_list(3HA), 987 ページのscds_initialize(3HA),
1041 ページのscds_syslog_debug(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com


scds_print_port_list 1015

名前
scds_print_port_list — ポートリストの内容を印刷する

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     void scds_print_port_list(scds_handle_t handle,int debug_level, 

     constscds_port_list_t *port_list);

scds_print_port_list() 関数は、port_list で指定されたポートリストの内容
を、debug_level で指定されたデバッグレベルでシステムログに書き込みます。指定されたデ
バッグレベルが現在使用されているデバッグレベルより大きい場合、情報は書き込まれませ
ん。

次のパラメータがサポートされます。

handle

987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

debug_level

データが書き込まれるデバッグレベルです。

port_list

リソースグループによって使用されるポートとプロトコルのペアのリストへのポインタで
す。scds_get_port_list() によって取得されます。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com


1016 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

967 ページのscds_get_port_list(3HA), 987 ページのscds_initialize(3HA),
1041 ページのscds_syslog_debug(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com


scds_property_functions 1017

名前
scds_property_functions — 一般に使用されるリソースプロパティー、リソースグループプロ
パティー、リソースタイププロパティー、および拡張プロパティーの値を取得するための関数群

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     return-value-type scds-get-property-name(scds_handle_t handle);

Data Service Development Library (DSDL) は、一般に使用されるリソースプロパティー、
リソースグループプロパティー、リソースタイププロパティー、および拡張プロパティーの値を取得
するために使用できる関数群を提供します。957 ページのscds_get_ext_property(3HA) を
使用して、ユーザー定義の拡張プロパティーを取得します。

すべての関数は、次の規則に従うものとします。

■ handle 引数だけを取ります。プロパティー取得関数に渡される handle 引数は、以前の
987 ページのscds_initialize(3HA) 呼び出しによって返されます。

■ 各関数が特定のプロパティーに対応します。
■ 関数の戻り値のタイプは取得するプロパティー値のタイプに一致します。
■ これらの関数は、戻り値が 987 ページのscds_initialize(3HA) で事前に計算されてい

るため、エラーを返しません。ポインタを返す関数の場合、エラー条件が発生すると NULL 値
が返されます。たとえば、以前に scds_initialize() が呼び出されていない場合などが該
当します。

■ プロパティーの新しい値が、呼び出し元のプログラム(argv[]) に渡されるコマンド行引数で
指定されていると、この新しい値が返されます(Validate メソッドの実装の場合)。この方
法で、新しいプロパティーの予想値を実際に設定する前に検証できます。それ以外の場合
は、RGM から取得した値が返されます。

■ これらの関数の中には、DSDL に属するメモリーへのポインタを返すものもあります。このメ
モリーは変更できません。このポインタは、917 ページのscds_close(3HA) 呼び出しによっ
て無効化されます。

標準プロパティーについて
は、1287 ページのr_properties(5)、1319 ページのrg_properties(5)、および
1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページを参照してください。拡張プロパティー
については、個々のデータサービスのマニュアルページを参照してください。
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これらの関数によって使用されるデータ型については、1047 ページのscha_calls(3HA)
のマニュアルページおよび scha_types.h ヘッダーファイル
(scha_prop_type_t、scha_extprop_value_t、scha_initnodes_flag_t、scha_str_array_t、scha_failover_mode_t、scha_switch_t、scha_rsstatus_t
など) を参照してください。

これらの関数は、次の命名規則に従うものとします。

リソースプロパティー
scds_get_rs_property-name

リソースグループプロパティー
scds_get_rg_property-name

リソースタイププロパティー
scds_get_rt_property-name

一般に使用される拡張プロパティー
scds_get_ext_property-name

注記 - プロパティー名には、大文字と小文字の区別はありません。プロパティー名を指定する際
には、大文字と小文字を任意に組み合わせることができます。

リソース固有の関数

この関数は、特定のリソースプロパティーの値を返します。一部のプロパティー値は、RTR ファイ
ル内で、または 273 ページのclresource(1CL) コマンドによって明示的に設定されます。その
他のプロパティー値は、RGM によって動的に決定されます。関数は、要求されたプロパティー
にふさわしいデータ型を返します。

次のリソースの依存関係のクエリー関数には、それぞれ対応する "Q" または "qualified" バー
ジョンがあります。

scds_get_rs_resource_dependencies

scds_get_rs_resource_dependencies_Q

scds_get_rs_resource_dependencies_offline_restart

scds_get_rs_resource_dependencies_Q_offline_restart

scds_get_rs_resource_dependencies_restart

scds_get_rs_resource_dependencies_Q_restart

scds_get_rs_resource_dependencies_weak

scds_get_rs_resource_dependencies_Q_weak
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資格を備えたバージョンは、各リソースの依存関係に宣言された有効範囲または修飾子 (あ
る場合) を返します。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、および {FROM_RG_AFFINITIES} 修飾子
は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページで説明されています。

Cheap_probe_interval

int scds_get_rs_cheap_probe_interval(scds_handle_t handle)

Failover_mode

scha_failover_mode_t scds_get_rs_failover_mode(scds_handle_t handle)

Monitor_stop_timeout

int scds_get_rs_monitor_stop_timeout(scds_handle_t handle)

Monitored_switch

scha_switch_t scds_get_rs_monitored_switch(scds_handle_t handle)

Network_resources_used

scha_str_array_t * scds_get_rs_network_resources_used(scds_handle_t handle)

On_off_switch

scha_switch_t scds_get_rs_on_off_switch(scds_handle_t handle)

Resource_dependencies

const scha_str_array_t * scds_get_rs_resource_dependencies(scds_handle_t

handle)

Resource_dependencies_Q(qualified)

const scha_str_array_t * scds_get_rs_resource_dependencies_Q(scds_handle_t

handle)

Resource_dependencies_offline_restart

const scha_str_array_t *

scds_get_rs_resource_dependencies_offline_restart(scds_handle_t handle)

Resource_dependencies_Q_offline_restart (qualified)

const scha_str_array_t *

scds_get_rs_resource_dependencies_Q_offline_restart(scds_handle_t handle)

Resource_dependencies_restart

const scha_str_array_t *

scds_get_rs_resource_dependencies_restart(scds_handle_t handle)
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Resource_dependencies_Q_restart (qualified)

const scha_str_array_t *

scds_get_rs_resource_dependencies_Q_restart(scds_handle_t handle)

Resource_dependencies_weak

const scha_str_array_t *

scds_get_rs_resource_dependencies_weak(scds_handle_t handle)

Resource_dependencies_Q_weak (qualified)

const scha_str_array_t *

scds_get_rs_resource_dependencies_Q_weak(scds_handle_t handle)

Resource_project_name

const char * scds_get_rs_resource_project_name(scds_handle_t handle)

Retry_count

int scds_get_rs_retry_count(scds_handle_t handle)

Retry_interval

int scds_get_rs_retry_interval(scds_handle_t handle)

Scalable

boolean scds_get_rs_scalable(scds_handle_t handle)

Start_timeout

int scds_get_rs_start_timeout(scds_handle_t handle)

Stop_timeout

int scds_get_rs_stop_timeout(scds_handle_t handle)

Thorough_probe_interval

int scds_get_rs_thorough_probe_interval(scds_handle_t handle)

リソースグループ固有の関数

この関数は、特定のリソースグループプロパティーの値を返します。一部のプロパティー値
は、305 ページのclresourcegroup(1CL) コマンドによって明示的に設定されます。その他の
プロパティー値は、RGM によって動的に決定されます。関数は、要求されたプロパティーにふさ
わしいデータ型を返します。

Desired_primaries

int scds_get_rg_desired_primaries(scds_handle_t handle)
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Global_resources_used

const scha_str_array_t * scds_get_rg_global_resources_used(scds_handle_t

handle)

Implicit_network_dependencies

boolean_t scds_get_rg_implicit_network_dependencies(scds_handle_t handle)

Maximum_primaries

int scds_get_rg_maximum_primaries(scds_handle_t handle)

Nodelist

const scha_str_array_t * scds_get_rg_nodelist (scds_handle_t handle)

Pathprefix

const char * scds_get_rg_pathprefix(scds_handle_t handle)

Pingpong_interval

int scds_get_rg_pingpong_interval(scds_handle_t handle)

Resource_list

const scha_str_array_t * scds_get_rg_resource_list(scds_handle_t handle)

RG_affinities

const scha_str_array_t * scds_get_rg_rg_affinities(scds_handle_t handle)

RG_mode

scha_rgmode_t scds_get_rg_rg_mode(scds_handle_t handle)

RG_project_name

const char * scds_get_rg_rg_project_name(scds_handle_t handle)

RG_slm_cpu_shares

int scds_get_rg_rg_slm_cpu_shares(scds_handle_t handle)

RG_slm_pset_min

int scds_get_rg_rg_slm_pset_min(scds_handle_t handle)

RG_slm_pset_type

const char * scds_get_rg_rg_slm_pset_type(scds_handle_t handle)

RG_slm_type

const char * scds_get_rg_rg_slm_type(scds_handle_t handle)
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リソースタイプ固有の関数

この関数は、特定のリソースタイププロパティーの値を返します。一部のプロパティー値は、RTR
ファイル内で、または 333 ページのclresourcetype(1CL) コマンドによって明示的に設定され
ます。その他のプロパティー値は、RGM によって動的に決定されます。関数は、要求されたプロ
パティーにふさわしいデータ型を返します。

API_version

int scds_get_rt_api_version(scds_handle_t handle)

Failover

boolean_t scds_get_rt_failover(scds_handle_t handle)

Init_nodes

scha_initnodes_flag_t scds_get_rt_init_nodes(scds_handle_t handle)

Installed_nodes

const scha_str_array_t * scds_get_rt_installed_nodes(scds_handle_t handle)

RT_basedir

const char * scds_get_rt_rt_basedir(scds_handle_t handle)

RT_version

const char * scds_get_rt_rt_version(scds_handle_t handle)

Single_instance

boolean_t scds_get_rt_single_instance(scds_handle_t handle)

Start_method

const char * scds_get_rt_start_method(scds_handle_t handle)

Stop_method

const char * scds_get_rt_stop_method(scds_handle_t handle)

拡張プロパティー固有の関数

この関数は、特定のリソース拡張プロパティーの値を返します。これらのプロパティー値は、RTR
ファイル内で、または 273 ページのclresource(1CL) コマンドによって明示的に設定されま
す。関数は、要求されたプロパティーにふさわしいデータ型を返します。

リソースタイプでは、ここに記載されている 4 つの拡張プロパティー以外の拡張プロパティー
も定義できますが、この 4 つのプロパティーには有用な関数が定義されています。これらの
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プロパティーは、これらの有用な関数または 957 ページのscds_get_ext_property(3HA)
関数を使用して取得します。その他の拡張プロパティーを取得する場合
は、scds_get_ext_property() を使用する必要があります。

Confdir_list

scha_str_array_t * scds_get_ext_confdir_list(scds_handle_t handle)

Monitor_retry_count

int scds_get_ext_monitor_retry_count(scds_handle_t handle)

Monitor_retry_interval

int scds_get_ext_monitor_retry_interval(scds_handle_t handle)

Probe_timeout

int scds_get_ext_probe_timeout(scds_handle_t handle)

すべての有用な関数について、次のパラメータがサポートされています。

handle 987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

関数の戻り値のタイプは取得するプロパティー値のタイプに一致します。

これらの関数は、戻り値が 987 ページのscds_initialize(3HA) で事前に計算されているた
め、エラーを返しません。ポインタを返す関数の場合、エラー条件が発生すると NULL 値が返さ
れます。たとえば、以前に scds_initialize() が呼び出されていない場合などが該当します。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com
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273 ページのclresource(1CL), 305 ページのclresourcegroup(1CL),
333 ページのclresourcetype(1CL), 917 ページのscds_close(3HA),
957 ページのscds_get_ext_property(3HA), 967 ページのscds_get_port_list(3HA),
969 ページのscds_get_resource_group_name(3HA ),
971 ページのscds_get_resource_name(3HA),
973 ページのscds_get_resource_type_name(3HA ), 987 ページのscds_initialize(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5",
1287 ページのr_properties(5), 1319 ページのrg_properties(5), および
1335 ページのrt_properties(5)

http://otn.oracle.com
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名前
scds_restart_resource — リソースの再起動

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     scha_err_t scds_restart_resource(scds_handle_t handle);

scds_restart_resource() 関数は、SCHA_RESOURCE_RESTART tag 引数を指定して
1101 ページのscha_control(3HA) 関数を呼び出し、リソースの再起動をリクエストします。こ
の関数は、障害モニターから呼び出します。

次のパラメータがサポートされます。

handle 987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

scha_restart_resource() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com


1026 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

645 ページのrt_callbacks(1HA), 1027 ページのscds_restart_rg(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), 1101 ページのscha_control(3HA), Unresolved link
to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scds_restart_rg — リソースグループの再起動

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>
     scha_err_t scds_restart_rg(scds_handle_t handle);

scds_restart_rg() 関数は、呼び出し元プログラムに渡されるリソースを含むリソースグループ
上で 1101 ページのscha_control(3HA) SCHA_RESTART 操作を実行します。この関数は、障
害モニターから呼び出します。

この関数は、正常に実行されると戻りません。したがって、この関数を、呼び出し元プログラムで
最後に実行されるコードにしてください。

次のパラメータがサポートされます。

handle 987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

scds_restart_rg() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

http://otn.oracle.com
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属性タイプ 属性値

インタフェースの安定性 発展中

1047 ページのscha_calls(3HA), 1101 ページのscha_control(3HA),
987 ページのscds_initialize(3HA), 1025 ページのscds_restart_resource(3HA),
Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
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名前
scds_simple_net_probe — アプリケーションとの TCP 接続を確立し、終了することによる検
証

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l dsdev#include <rgm/
libdsdev.h> scha_err_t scds_simple_net_probe(scds_handle_t handle, scds_netaddr_t addr, time_t timeout, scds_fmsock_status_t

 *status, int count);

scds_simple_net_probe() 関数は、929 ページのscds_fm_net_connect(3HA) および
933 ページのscds_fm_net_disconnect(3HA) のラッパー関数です。複数のマッピングを持つ
ホストの場合、scds_simple_net_probe() は、指定された hostname の IPv4 と IPv6 の両方
のアドレスを処理します。

965 ページのscds_get_netaddr_list(3HA) を使用して、リソースのネットワークアドレスのリス
トを取得できます。

IPv4 の場合、接続または切断のステータスは scds_fmsock_status_t 配列の 1 番目のメン
バーに格納されます。IPv6 ターゲットとの接続または切断のステータスは 2 番目のメンバーに
格納されます。この関数に指定された hostname に IPv4 または IPv6 のマッピングが含まれ
ない場合、対応するステータスは SCDS_FMSOCK_NA に設定されます。

次のパラメータがサポートされます。

handle

987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

addr

プロセスが待機する場所を指定する hostname、TCP ポート番号、およびプロトコル識別子
です。

timeout

接続が成功するまで待機するタイムアウト値 (秒)。各ソケット (IPv4 または IPv6) は同じ
時間をタイムアウトとして使用します。また、これらのタイムアウトは並行に進行します。

status

メンバー SCDS_MAX_IPADDR_TYPES から構成される型 scds_fmsock_status_t の配列で
す。配列の各メンバーはステータスを保持します。このパラメータは、この関数が設定する出
力引数です。
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count

socklist 配列のメンバー数です。このパラメータは SCDS_MAX_IPADDR_TYPES に設定しま
す。

scds_simple_net_probe() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

SCHA_ERR_INVAL この関数は無効なパラメータを使用して呼び出されました。

その他の 0 以外の
値

タイムアウトや接続の拒否などのため、少なくとも 1 つの接続操作が失
敗しました。エラーを正確に判断するには、socklist 配列のすべてのメ
ンバーについて、err フィールドが SCDS_FMSOCK_ERR に設定されているか
どうかを調査します。

0 以外 少なくとも 1 つの接続操作または切断操作が失敗しました。障害が発
生したのが IPv4 ターゲット、IPv6 ターゲット、あるいは両方であるのか
を判断するには、scds_fmsock_status_t 配列を調査します。

SCHA_ERR_NOERR

関数が正常に終了。

SCHA_ERR_INTERNAL

関数の実行中に内部エラーが発生したことを示します。

SCHA_ERR_STATE

サーバーが接続要求を拒否したことを示します。

SCHA_ERR_TIMEOUT

接続要求がタイムアウトしたことを示します。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

http://otn.oracle.com
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属性タイプ 属性値

インタフェースの安定性 発展中

929 ページのscds_fm_net_connect(3HA), 933 ページのscds_fm_net_disconnect(3HA),
965 ページのscds_get_netaddr_list(3HA), 987 ページのscds_initialize(3HA),
1033 ページのscds_simple_probe(3HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
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名前
scds_simple_probe — アプリケーションとの TCP 接続を確立し、終了することによる検証

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     scha_err_t scds_simple_probe(scds_handle_t handle, const char *hostname, 

     int port, time_t timeout);

scds_simple_probe() 関数は、Unresolved link to " connect3SOCKET" および
Unresolved link to " close2" のラッパー関数で、タイムアウト時間内に実行されます。

975 ページのscds_get_rg_hostnames(3HA ) と
979 ページのscds_get_rs_hostnames(3HA) のどちらかを使用して hostname を取得します。

この関数の代わりに 1029 ページのscds_simple_net_probe(3HA) の使用を検討します。

次のパラメータがサポートされます。

handle

987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

hostname

接続先のマシンのインターネットホスト名です。

port

接続を行うポート番号です。

timeout

正常に接続が完了するまで待機するタイムアウト値 (秒) です。

scds_simple_probe() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR

関数が正常に終了。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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SCHA_ERR_TIMEOUT

関数がタイムアウト。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 非推奨

Unresolved link to " close2", Unresolved link to " connect3SOCKET",
929 ページのscds_fm_net_connect(3HA), 933 ページのscds_fm_net_disconnect(3HA),
975 ページのscds_get_rg_hostnames(3HA ), 979 ページのscds_get_rs_hostnames(3HA),
987 ページのscds_initialize(3HA), 1029 ページのscds_simple_net_probe(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scds_svc_wait — 指定のタイムアウト時間が経過するまでモニター対象のプロセスの終了を
待機する

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>
     scha_err_t scds_svc_wait(scds_handle_t handle, time_t timeout);

scds_svc_wait() 関数は、指定のタイムアウト時間が経過するまでモニター対象のプロセス
グループの終了を待機します。この関数は、呼び出し元の START メソッドに渡されるリソースの
999 ページのscds_pmf_start(3HA) によって起動されたすべてのプロセスグループを待機し
ます。scds_svc_wait() 関数は、リソースの Retry_interval プロパティーと Retry_count プロ
パティーを使用して、待機する終了プロセス数を制限します。Retry_interval 内の終了プロセ
ス数が Retry_count 個に達した場合、scds_svc_wait() は SCHA_ERR_FAIL とともに終了しま
す。

失敗プロセス数が Retry_count を下回った場合、プロセスは再起動されま
す。scds_svc_wait() は、タイムアウト時間がすべて経過するまで、さらにプロセスの終了を待
機します。失敗プロセス数は、そのあとの scds_svc_wait() 呼び出しでも計測されます。

次のパラメータがサポートされます。

handle 987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

timeout タイムアウト時間 (秒) です。

scds_svc_wait() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_TIMEOUT 関数はタイムアウト。

SCHA_ERR_NOERR プロセスの終了が行われなかったが、プロセスが正常に再
起動された。

SCHA_ERR_FAIL 失敗回数が Retry_count プロパティーの値に到達。
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SCHA_ERR_STATE システムエラー、または予期せぬエラーが発生。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   366 START メソッドの scds_svc_wait() の使用法

次の例では、START メソッド内で scds_svc_wait を使用して、サービスの起動に失敗した場合
ただちに終了する方法を示します。scds_pmf_start() を使ってアプリケーションプロセスを起
動したあと、START メソッドは、処理が正常終了して戻る前にアプリケーションが完全に初期化
され、使用可能な状態になるまで待機します。アプリケーションの起動に失敗した場合、START
メソッドは、エラーを戻して終了する前に、Start_timeout 時間が経過するまで待機する必要が
あります。次の例のように、scds_svc_wait() を使用することで、START メソッドによるアプリケー
ションの再起動回数(Retry_count) を指定できます。サービスを起動できない場合、START メ
ソッドはエラーを出してただちに終了します。

/*

 * scds_svc_wait is a subroutine in a START method to

 * check that the service is fully available before returning.

 * Calls svc_probe() to check service availability.

 */

int

svc_wait(scds_handle_t handle)

{

 while (1) {

  /* Wait for 5 seconds */

  if (scds_svc_wait(handle, 5) != SCHA_ERR_NOERR) {

   scds_syslog(LOG_ERR, "Service failed to start.");

   return (1);  /* Start Failure */

  }

  /* Check if service is fully up every 5 seconds */

  if (svc_probe(handle) == 0) {

   scds_syslog(LOG_INFO, "Service started successfully.");

   return (0);

  }

 }

 return (0);

}

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

http://otn.oracle.com


scds_svc_wait 1037

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

987 ページのscds_initialize(3HA), 999 ページのscds_pmf_start(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5",
1287 ページのr_properties(5)

■ START メソッドがリソース上の Start_timeout 設定を超過した場合、Resource Group
Manager (RGM) は START メソッドを強制終了します。この動作は、START メソッドが
scds_svc_wait() の終了を待機しているときも変わりません。

■ リソース上の Retry_interval の値が Start_timeout の値より大きい場合、START メソッド
は RGM によってタイムアウトになります。この動作は、失敗回数が Retry_count に達して
いない場合も変わりません。

■ START メソッドの複数の scds_pmf_start() を呼び出して複数のプロセスを起動した
場合、scds_svc_wait() は終了したプロセスグループを起動します。プロセスグループ
間の依存関係は強制されません。プロセスグループ間に依存関係があり、失敗時にそ
の他のプロセスグループの再起動を要求するようなプロセスグループが存在する場合
は、scds_svc_wait() を使用してはいけません。プロセスグループの健全性検査の間待機
する場合は、sleep() を使用してください。

http://otn.oracle.com
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名前
scds_syslog — システムログにメッセージを書き込む

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>void scds_syslog(int priority, 

     const char*format...

scds_syslog() 関数は、システムログにメッセージを書き込みます。この関数
は、1079 ページのscha_cluster_getlogfacility(3HA ) 関数から返される機能を使用しま
す。これらのメッセージは、適切なログファイルとユーザーに転送できます。詳細は、Unresolved
link to " syslog.conf4" を参照してください。

すべての syslog メッセージには、次の接頭辞がつきます。

SC[<resourceTypeName >,<resourceGroupName>,< resourceName>,<methodName>

注意 - システムログに書き込まれるメッセージは多言語化されません。この関数と gettext()
などのメッセージ変換関数を併用しないでください。

次のパラメータがサポートされます。

priority Unresolved link to " syslog3C" によって指定されるメッセージ優先
順位です

format Unresolved link to " printf3C" によって指定されるメッセージ形式の
文字列です

... printf() によって指定される変数です。format パラメータで表されま
す。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

Unresolved link to " printf3C", 1041 ページのscds_syslog_debug(3HA),
1079 ページのscha_cluster_getlogfacility(3HA ), Unresolved link to " syslog3C",
Unresolved link to " syslog.conf4", Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scds_syslog_debug — システムログにデバッグメッセージを書き込む

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>void scds_syslog_debug(int 

     debug_level, constchar *format...

scds_syslog_debug() 関数は、システムログにデバッグメッセージを書き込みます。この関数
は、1079 ページのscha_cluster_getlogfacility(3HA ) 関数から返される機能を使用しま
す。

すべての syslog メッセージには、次の接頭辞がつきます。

SC[<resourceTypeName >,<resourceGroupName>,< resourceName>,<methodName>

現在使用中のデバッグレベルよりも debug_level を上げた場合、情報は書き込まれません。

DSDL の定義では、最大デバッグレベル SCDS_MAX_DEBUG_LEVEL は 9 です。
呼び出し元プログラムが scds_syslog_debug() の前に呼び出す必要のあ
る 987 ページのscds_initialize(3HA) 関数は、/var/cluster/rgm/rt/
<resourceTypeName>/loglevel ファイルから現在のデバッグレベルを取得します。

注意 - システムログに書き込まれるメッセージは多言語化されません。この関数と gettext()
などのメッセージ変換関数を併用しないでください。

次のパラメータがサポートされます。

debug_level メッセージが書き込まれるデバッグレベルです。有効なデバッグレベルは
1 から SCDS_MAX_DEBUG_LEVEL(DSDL の定義では 9) です。指定のデ
バッグレベルが呼び出し元プログラムによって設定されたデバッグレベ
ルより大きい場合、メッセージはシステムログに書き込まれません。

format Unresolved link to " printf3C" によって指定されるメッセージ形式の
文字列です

... Unresolved link to " printf3C" によって指定される変数で、format
パラメータで表されます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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例   367 すべてのデバッグメッセージの表示

リソースタイプ SUNW.iws のデバッグメッセージをすべて表示するには、全クラスタノード上で次
のコマンドを発行します。

echo 9 > /var/cluster/rgm/rt/SUNW.iws/loglevel

例   368 デバッグメッセージの抑制

リソースタイプ SUNW.iws のデバッグメッセージを抑制するには、全クラスタノード上で次のコマ
ンドを発行します。

echo 0 > /var/cluster/rgm/rt/SUNW.iws/loglevel

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

Unresolved link to " printf3C", 1039 ページのscds_syslog(3HA),
1079 ページのscha_cluster_getlogfacility(3HA ), Unresolved link to " syslog3C",
Unresolved link to " syslog.conf4", Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scds_timerun, scds_timerun_delay — 指定されたコマンドを、指定された時間だけ実行す
る

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l dsdev#include <rgm/libdsdev.h>

     scha_err_t scds_timerun(scds_handle_t handle, const char *command, 

     time_t timeout, int signal, int *cmd_exit_code);

     scha_err_t scds_timerun_delay(scds_handle_t handle, const char *command, 

     time_t timeout, int signal, int *cmd_exit_code);

scds_timerun() 関数は、hatimerun を使用して、指定されたコマンドを実行しま
す。scds_timerun() は、timeout 引数で指定された時間内にコマンドが完了しない場
合、signal 引数で指定されたシグナルを送信してコマンドを強制終了します。

command 引数は入出力のリダイレクトをサポートしません。だたし、リダイレクトを実行するスクリ
プトを作成し、command 引数を使って、このスクリプトを scds_timerun() が実行するコマンドに
指定することは可能です。

scds_timerun_delay()() 関数は、scds_timerun() と同じように動作します。ただ
し、hatimerun コマンドは -d (遅延) コマンド行オプションを付けて呼び出されます。このオプ
ションは、コマンドの実行が開始されるまでタイムアウトクロックの開始を遅延させます。負荷の
高いシステムでは、子プロセスがフォークされる時点から指定されたプログラムの実行が開始
される時点まで、数秒間の遅延が発生する可能性があります。-d オプションを使用すれば、割
り当てられたタイムアウト期間に対して追加の実行前時間がカウントされなくなります。

次のパラメータがサポートされます。

handle

987 ページのscds_initialize(3HA) から返されるハンドルです。

command

実行するコマンドを含む文字列です。

timeout

コマンドの実行のために割り当てられた時間 (秒) です。
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signal

タイムアウトに達しても完了しないコマンドを強制終了するシグナルです。signal = -1 の
場合、SIGKILL が使用されます。Unresolved link to " signal3HEAD" を参照してくだ
さい。

cmd_exit_code

コマンドの実行によって返されるコードです。

scds_timerun() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR

コマンドが実行され、cmd_exit_code に子プログラムの終了ステータスを格納。

SCHA_ERR_INTERNAL

scds_timerun() が、子プログラムでは検出されなかったタイムアウト以外のエラーを検出。
または、733 ページのhatimerun(1M) がシグナル SIGTERM をキャッチしました。

SCHA_ERR_INVAL

無効な入力引数を検出。

SCHA_ERR_TIMEOUT

command 引数によって指定されたコマンドの実行が完了する前にタイムアウト。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

/usr/cluster/include/rgm/libdsdev.h

インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libdsdev.so

ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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733 ページのhatimerun(1M), 987 ページのscds_initialize(3HA),
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " signal3HEAD", Unresolved
link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_calls — リソースタイプのコールバックメソッドおよびモニターの実装に使用される
Oracle Solaris Cluster ライブラリ関数

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l scha#include <scha.h>scha_err_t scha_get_function(

     handle, const char *tag...);

scha_err_t scha_control(const char *tag…

Oracle Solaris Cluster ライブラリ関数である
1127 ページのscha_resource_get(3HA)、1215 ページのscha_resourcetype_get(3HA)、1185 ページのscha_resourcegroup_get(3HA)、1063 ページのscha_cluster_get(3HA)、1101 ページのscha_control(3HA)、1239 ページのscha_strerror(3HA)、
および 1175 ページのscha_resource_setstatus(3HA) は、コールバックメソッドの実装やリ
ソースタイプのモニターで使用されるインタフェースを提供します。リソースタイプは、クラスタの
Resource Group Manager (RGM) 機能によって制御されるサービスを表します。

「get」関数はクラスタ構成情報にアクセスします。これらの関数はすべて、同じ汎用シグニチャ
を持ちます。これらの関数は、以前の「open」関数の呼び出しから返された handle 引数を
取ります。この handle は、クラスタ構成情報内のアクセスされるオブジェクトを示します。tag
引数は、アクセスされるオブジェクトのプロパティーを示します。tag の値により、引数を追加
する必要があるかどうかと、要求された情報を返す最後の「out」引数の型が決定されます。
「close」呼び出しが行われるまでは、同じハンドルを使って繰り返し「get」呼び出しを行えま
す。「close」呼び出しは、ハンドルを無効化し、「get」呼び出しから返された値に割り当てられて
いるメモリーを解放します。

値を返す必要がある場合、各「get」呼び出しでメモリーが割り当てられます。ある呼び出しで値
を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出しによって上書きされたり、再利用され
たりすることはありません。

1101 ページのscha_control(3HA) 関数にはまた、制御操作を示すが、出力引数で情報を
返さない tag 引数もあります。

699 ページのscha_resource_setstatus(1HA) コマンドは、RGM によって管理されるリソース
の Status および Status_msg プロパティーを設定します。

各関数の tag 引数値として受け付けられるマクロ値と各 tag の引数型については、個々の関
数のマニュアルページを参照してください。次のセクションでは、出力引数の型について説明し
ます。
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scha 関数には、scha_err_t enum 型の戻り値が 1 セットあります。enum の記号、整数値、お
よび終了コードの意味については、戻り値 を参照してください。

1239 ページのscha_strerror(3HA) 関数は、scha 関数によって返された scha_err_t  コー
ドを適切なエラーメッセージに変換します。
出力引数のデータ型
uint_t

符号なし整数型。このタイプは、システムヘッダーファイル sys/types.h で定義されます。

boolean_t

このタイプは、システムヘッダーファイル sys/types.h で定義されます。

typedef enum { B_FALSE, B_TRUE } boolean_t;

scha_switch_t

リソースプロパティーの値 On_Off_switch または Monitored_switch を示す enum 型です。

typedef enum scha_switch {

    SCHA_SWITCH_DISABLED = 0,

    SCHA_SWITCH_ENABLED

} scha_switch_t;

scha_rg_preemption_mode_t

Preemption_mode リソースグループプロパティーの値を示す enum 型。

typedef enum scha_rg_preemption_mode {

    SCHA_HAS_PREEMPTION_COST = 0,

    SCHA_NO_PREEMPTION_COST,

    SCHA_NEVER_PREEMPT_RG

} scha_rg_preemption_mode_t;

scha_rsstate_t

リソースの状態を示す enum 型です。

typedef enum scha_rsstate {

    SCHA_RSSTATE_ONLINE = 0,

    SCHA_RSSTATE_OFFLINE,

    SCHA_RSSTATE_START_FAILED,

    SCHA_RSSTATE_STOP_FAILED,

    SCHA_RSSTATE_MONITOR_FAILED,

    SCHA_RSSTATE_ONLINE_NOT_MONITORED,

    SCHA_RSSTATE_STARTING,

    SCHA_RSSTATE_STOPPING

} scha_rsstate_t;

scha_rgstate_t

リソースグループの状態を示す enum 型です。
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typedef enum scha_rgstate {

    SCHA_RGSTATE_UNMANAGED = 0,

    SCHA_RGSTATE_ONLINE,

    SCHA_RGSTATE_OFFLINE,

    SCHA_RGSTATE_PENDING_ONLINE,

    SCHA_RGSTATE_PENDING_OFFLINE,

    SCHA_RGSTATE_ERROR_STOP_FAILED

    SCHA_RGSTATE_ONLINE_FAULTED,

    SCHA_RGSTATE_PENDING_ONLINE_BLOCKED

} scha_rgstate_t;

scha_rgmode_t

リソースグループのモードがフェイルオーバーかスケーラブルかを示す enum 型です。

typedef enum scha_rgmode {

 RGMODE_NONE = 0,

 RGMODE_FAILOVER,

 RGMODE_SCALABLE

} scha_rgmode_t;

scha_failover_mode_t

リソースプロパティー Failover_Mode の値を示す enum 型です。

typedef enum scha_failover_mode {

    SCHA_FOMODE_NONE = 0,

    SCHA_FOMODE_HARD,

    SCHA_FOMODE_SOFT,

    SCHA_FOMODE_RESTART_ONLY,

    SCHA_FOMODE_LOG_ONLY

} scha_failover_mode_t;

scha_initnodes_flag_t

リソースタイププロパティー Init_nodes の値を示す enum 型です。

typedef enum scha_initnodes_flag {

    SCHA_INFLAG_RG_PRIMARIES = 0,

    SCHA_INFLAG_RT_INSTALLED_NODES

} scha_initnodes_flag_t;

scha_node_state_t

ノードが起動しているかどうかを示す enum 型です。

typedef enum scha_node_state {

    SCHA_NODE_UP = 0,

    SCHA_NODE_DOWN

} scha_node_state_t;

scha_str_array_t

文字列のリストの値を格納する構造体です。
typedef struct scha_str_array {
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    uint_t       array_cnt;

    boolean_t    is_ALL_value;

    char         **str_array;

} scha_str_array_t;

array_cnt リスト内の要素数を示します。

is_ALL_value プロパティーの値が「all」 (ワイルドカードまたはアスタリ
スク (*) 文字ともいう) に設定されると、is_ALL_value
は B_TRUE に、str_array は NULL にそれぞれ設定され
ます。そのため、str_array は無視されます。

str_array array_cnt strings 配列へのポインタです。

scha_uint_array_t

符号なし整数のリストの値を格納する構造体です。

typedef struct scha_uint_array {

    uint_t array_cnt;

    uint_t *int_array;

} scha_uint_array_t;

array_cnt リスト内の要素数です。

int_array 符号なし整数 array_cnt の配列へのポインタです。

scha_status_value_t

リソースのステータスとステータスメッセージを返す構造体です。

typedef struct scha_status_value {

    scha_rsstatus_t        status;

    char                   *status_msg;

} scha_status_value_t;

typedef enum scha_rsstatus {

    SCHA_RSSTATUS_ONLINE = 0,

    SCHA_RSSTATUS_OFFLINE,

    SCHA_RSSTATUS_FAULTED,

    SCHA_RSSTATUS_DEGRADED,

    SCHA_RSSTATUS_UNKNOWN

} scha_rsstatus_t;

status リソースモニターの設定に従ってリソースのステータスを
示す enum の値です。

scha_extprop_value_t

拡張プロパティーの値を返すために使用される構造体です。
prop_type 構造体メンバーは、拡張プロパティーの型を示し、prop_type フィールドと戻り値
で使用される共用体要素を決めます。
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SCHA_PTYPE_STRING        val_str

SCHA_PTYPE_INT           val_int

SCHA_PTYPE_ENUM          val_enum 

SCHA_PTYPE_BOOLEAN       val_boolean 

SCHA_PTYPE_STRINGARRAY   val_strarray

typedef struct scha_extprop_value {

    scha_prop_type_t  prop_type;

    union {

          char              *val_str;

          int               val_int;

          char              *val_enum; 

          boolean_t         val_boolean;

          scha_str_array_t  *val_strarray;

          } val;

} scha_extprop_value_t;

次は、1239 ページのscha_strerror(3HA) から返される scha_err_t エラー番号およびエ
ラーコードの一覧です。

0 SCHA_ERR_NOERR エラーは検出されませんでした。

1 SCHA_ERR_NOMEM スワップが十分ではありません。

2 SCHA_ERR_HANDLE 無効なリソース管理ハンドルです。

3 SCHA_ERR_INVAL 無効な入力引数です。

4 SCHA_ERR_TAG 無効な API タグです。

5 SCHA_ERR_RECONF クラスタは再構成されます。

6 SCHA_ERR_ACCESS アクセス権が拒否されました。

7 SCHA_ERR_SEQID 最後の scha_*_open 呼び出し以降に、リソース、リソースグ
ループまたはリソースタイプが更新されました。

8 SCHA_ERR_DEPEND オブジェクトの依存の問題です。

9 SCHA_ERR_STATE オブジェクトの状態が不正です。

10 SCHA_ERR_METHOD 無効なメソッドです。

11 SCHA_ERR_NODE 無効なノードです。
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12 SCHA_ERR_RG 無効なリソースグループです。

13 SCHA_ERR_RT 無効なリソースタイプです。

14 SCHA_ERR_RSRC 無効なリソースです。

15 SCHA_ERR_PROP 無効なプロパティーです。

16 SCHA_ERR_CHECKS 妥当性検査に失敗しました。

17 SCHA_ERR_RSTATUS リソースのステータスが不正です。

18 SCHA_ERR_INTERNAL 内部エラーが発生しました。

19 SCHA_ERR_CLUSTER ほかのクラスタと通信できません。

20 SCHA_ERR_ZONE_CLUSTER ゾーンクラスタが無効です。

21 SCHA_ERR_ZC_DOWN ゾーンクラスタの状態が「実行中」ではありません。

22 SCHA_ERR_LOADLIMIT 負荷制限が無効です。

31 SCHA_ERR_TIMEOUT 操作がタイムアウトしました。

32 SCHA_ERR_FAIL フェイルオーバーの試みが失敗しました。

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

675 ページのscha_cmds(1HA),
699 ページのscha_resource_setstatus(1HA)1063 ページのscha_cluster_get(3HA),
1101 ページのscha_control(3HA), 1127 ページのscha_resource_get(3HA),

http://otn.oracle.com
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1185 ページのscha_resourcegroup_get(3HA),
1175 ページのscha_resource_setstatus(3HA),
1215 ページのscha_resourcetype_get(3HA), 1239 ページのscha_strerror(3HA),
Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
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名前
scha_cluster_open, scha_cluster_open_zone, scha_cluster_get,
scha_cluster_get_zone, scha_cluster_close — クラスタに関する情報へのアクセスおよび
取得

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l scha#include <scha.h>scha_err_t scha_cluster_open(

     scha_cluster_t *handle);

scha_err_t scha_cluster_open_zone(const char *cluster, 
     scha_cluster_t *handlep);

scha_err_t scha_cluster_get(scha_cluster_t handle, const char **

     tag, ...);

scha_err_t scha_cluster_get_zone(const char *cluster, 
     scha_cluster_t handlep, const char *cluster_tag, ...);

scha_err_t scha_cluster_close(scha_cluster_t handle);

scha_cluster_open()、scha_cluster_get ()、および scha_cluster_close() 関数は、クラス
タに関する情報を取得するために一緒に使用します。

scha_cluster_open() はクラスタアクセスを初期化し、scha_cluster_get() が使用するアク
セスハンドルを返します。handle 引数は、関数が返す値を格納する変数のアドレスです。

scha_cluster_get() 関数は、tag 引数に指定されるクラスタの情報にアクセスします。
handle 引数は、scha_cluster_open() の事前呼び出しによって返される値です。tag 引数
は、scha_tags.h ヘッダーファイルのマクロで定義される文字列値です。タグに続く引数は、tag
引数の値によって異なります。

情報の取得元となるクラスタノードを指定するために、tag 引数のあとに追加の引数を指定する
必要がある場合もあります。引数リストの最後の引数は、tag 引数で指定される情報の格納に
適した変数型にする必要があります。これは出力引数で、クラスタの情報を格納します。関数の
実行に失敗した場合、出力引数に値は返されません。scha_cluster_get() 関数が返す情報
を格納するために割り当てられたメモリーは、scha_cluster_get() 関数に使用したハンドルで
scha_cluster_close() を呼び出すまで、そのまま残ります。

scha_cluster_close() は、以前の scha_cluster_get() 関数の呼び出しから返された
handle 引数を取ります。この関数は、このハンドルを無効にして、このハンドルで行われた
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scha_cluster_get() 呼び出しが返した値に割り当てられたメモリーを解放します。値を返す必
要が生じるごとに、個々の get 呼び出しでメモリーが割り当てられる点に注意してください。あ
る呼び出しで値を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出しによって上書きされた
り、再利用されることはありません。

scha_cluster_open_zone() 関数と scha_cluster_get_zone() 関数はそれぞ
れ、scha_cluster_open() および scha_cluster_get() と同じ目的で使用され、追加の
cluster 引数で、リソースグループが存在し、操作の対象となるゾーンクラスタの名前を指定し
ます。これらの関数は、大域ゾーンで実行されるコードを特定のゾーンクラスタで動作させる必
要がある場合に便利です。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセスするために使
用することはできません。

scha_cluster_open_zone() または scha_cluster_get_zone() の cluster 引数が NULL の
場合、クエリーは、呼び出しが実行されるクラスタで実行されます (つまり、NULL 引数での呼
び出しは、それぞれ scha_cluster_open() または scha_cluster_get() と等しくなります)。

scha_cluster_open_zone() から返されたハンドルを閉じるには、scha_cluster_close() を使
用します。cluster 引数は不要です。
tag 引数に使用できるマクロ

次に、scha_tags.h に定義されており、tag 引数に使用できるマクロを示しま
す。ここでは出力引数および追加引数の型を説明します。構造体と enum 型
は、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されています。

SCHA_ALL_LOADLIMITS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、クラスタに定義されているすべての loadlimit 名を返します。

SCHA_ALL_NODEIDS

出力引数の型は scha_uint_array_t** です。
返される値は、クラスタ内のすべてのノードの数値識別子です。

SCHA_ALL_NODENAMES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
返される値は、クラスタ内のすべてのノードの名前です。

SCHA_ALL_PRIVATELINK_HOSTNAMES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
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このマクロは、クラスタインターコネクト上にノードのアドレスを指定するための、すべてのク
ラスタノードのホスト名を返します。

SCHA_ALL_PSTRINGS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、クラスタに定義されたすべてのプライベート文字列の名前を返します。プライ
ベート文字列の詳細は、217 ページのclpstring(1CL) のマニュアルページを参照してく
ださい。

SCHA_ALL_RESOURCEGROUPS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
返される値は、クラスタ上で管理されているすべてのリソースグループの名前です。

SCHA_ALL_RESOURCETYPES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
返される値は、クラスタに登録されているすべてのリソースタイプの名前です。

SCHA_CLUSTERNAME

出力引数の型は char** です。
返される値は、クラスタの名前です。

SCHA_HARD_LOADLIMIT

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、指定された範囲名に対し、クラスタのすべてのノードの強い負荷制限値を返
します。負荷制限の名前文字列である、char * 型の追加の引数が必要です。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d" で、左側の文字列は nodename、右側の
整数はそのノードで指定されている制限名に対する強い負荷制限値です。強い制限値を
指定しない場合、強い制限値の値として -1 が表示されます。

SCHA_LOADLIMIT_PROPS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、指定された範囲名に対し、クラスタのすべてのノードの弱い負荷制限値 (/
区切り) を返します。負荷制限の名前文字列である、char * 型の追加の引数が必要で
す。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d/%d" で、左側の文字列は nodename、最
初の整数は弱い制限値、2 番目の整数は強い制限値です。強い制限値を指定しない場
合、強い制限値の値として -1 が表示されます。弱い制限値を指定しない場合、弱い制限
値の値として 0 が表示されます。

SCHA_LOADLIMITS_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
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このマクロは、特定のノードの負荷制限値 (/ 区切り) と制限名を返します。nodename で
ある、char * 型の追加の引数が必要です。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d/%d" で、文字列は指定したノードに定義さ
れている制限名、最初の整数は弱い制限値、2 番目の整数は強い制限値です。強い制限
値を指定しない場合、強い制限値の値として -1 が表示されます。弱い制限値を指定しな
い場合、弱い制限値の値として 0 が表示されます。

SCHA_NODEID_LOCAL

出力引数の型は uint_t* です。
返される値は、コマンドを実行するノードの数値識別子です。

SCHA_NODEID_NODENAME

出力引数の型は uint_t* です。追加引数の型は char * です。このマクロに必要な追加
引数には、クラスタノードの名前を指定します。
返される値は、指定した名前に該当するノードの数値識別子です。

SCHA_NODENAME_LOCAL

出力引数の型は char** です。
返される値は、関数が実行されたクラスタノードの名前です。

SCHA_NODENAME_NODEID

出力引数の型は char** です。追加引数の型は uint_t です。追加引数には、数値式のク
ラスタノード識別子を指定します。
返される値は、数値識別子で指定されるクラスタノードの名前です。

SCHA_NODESTATE_LOCAL

出力引数の型は scha_node_state_t* です。
返される値は、コマンドが実行されたノードの状態に応じて SCHA_NODE_UP または
SCHA_NODE_DOWN となります。

SCHA_NODESTATE_NODE

出力引数の型は scha_node_state_t* です。追加引数の型は char* です。このマクロに
必要なフラグ無し追加引数には、クラスタノードの名を指定します。
返される値は、名前付きノードの状態に応じて SCHA_NODE_UP または SCHA_NODE_DOWN とな
ります。

SCHA_PRIVATELINK_HOSTNAME_LOCAL

出力引数の型は char** です。
このマクロは、クラスタインターコネクト上にコマンドを実行するノードのアドレスを指定する
ためのホスト名を返します。
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SCHA_PRIVATELINK_HOSTNAME_NODE

出力引数の型は char** です。追加引数の型は char * です。このマクロに必要なフラグ
無し追加引数には、クラスタノードの名前が入ります。
このマクロは、クラスタインターコネクト上に指定のノードのアドレスを指定するためのホスト
名を返します。

SCHA_PSTRING

出力引数の型は char** です。
このマクロは、プライベート文字列の平文値を返します。プライベート文字列の名前を指定
する、char * 型の追加の引数が必要です。スーパーユーザー以外のユーザーがこのクエリー
タグを使用するには、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の
承認が必要です。プライベート文字列の詳細は、217 ページのclpstring(1CL) のマニュ
アルページを参照してください。

SCHA_RESOURCE_SECURITY

出力引数の型は char** です。
このマクロは、resource_security クラスタプロパティーの現在の設定を返します。

SCHA_SOFT_LOADLIMIT

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、指定された範囲名に対し、クラスタのすべてのノードの弱い負荷制限値を返
します。負荷制限の名前文字列である、char * 型の追加の引数が必要です。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d" で、左側の文字列は nodename、右側の
整数はそのノードで指定されている制限名に対する弱い負荷制限値です。弱い制限値を
指定しない場合、弱い制限値の値として 0 が表示されます。

SCHA_SYSLOG_FACILITY

出力引数の型は int* です。
このマクロは、RGM がログメッセージで使用する Unresolved link to " syslog3C" 関
数の番号を返します。返される値は 24 です。これは LOG_DAEMON 機能の値に対応してい
ます。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   369 scha_cluster_get() 関数の使用

次の例では、scha_cluster_get() 関数を使用して、全クラスタノードの名前を取得します。この
関数を使用すると、ノードが稼働しているかどうかもわかります。

http://otn.oracle.com
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このコード例では、制限が構成されている各クラスタノードに対し、mylimit という limitname
に構成されている弱い負荷制限値と強い負荷制限値も出力されます。各ノードの負荷制限
値の出力形式は nodename=softlimit/[ hardlimit] で、強い制限値が設定されていない場
合、hardlimit の値は無制限 (-1) です。

#include <scha.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

main()

{

        scha_err_t              err;

        scha_node_state_t       node_state;

        scha_str_array_t        *all_nodenames;

        scha_cluster_t          handle;

        int                     ix;

        const char              *str;

        scha_str_array_t        *load_limits;

        err = scha_cluster_open(&handle);

        if (err != SCHA_ERR_NOERR) {

                fprintf(stderr, "FAILED: scha_cluster_open()0);

                exit(err);

        }

        err = scha_cluster_get(handle, SCHA_ALL_NODENAMES, &all_nodenames);

        if (err != SCHA_ERR_NOERR) {

                fprintf(stderr, "FAILED: scha_cluster_get()0);

                exit(err);

        }

        for (ix = 0; ix < all_nodenames->array_cnt; ix++) {

                err = scha_cluster_get(handle, SCHA_NODESTATE_NODE,

                    all_nodenames->str_array[ix], &node_state);

                if (err != SCHA_ERR_NOERR) {

                        fprintf(stderr, "FAILED: scha_cluster_get()"

                            "SCHA_NODESTATE_NODE0);

                        exit(err);

                }

                switch (node_state) {

                case SCHA_NODE_UP:

                        str = "UP";

                        break;

                case SCHA_NODE_DOWN:

                        str = "DOWN";

                        break;

                }

                printf("State of node: %s value: %s\n",

                    all_nodenames->str_array[ix], str);

        }

        err = scha_cluster_get(handle, SCHA_LOADLIMIT_PROPS, "mylimit",
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            &load_limits);

        printf("\n\nLoad limits settings for limitname 'mylimit':\n\n");

        for (ix = 0; ix < load_limits->array_cnt; ix++) {

            printf("%s\n", load_limits->str_array[ix]);

        }

}

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

669 ページのscha_cluster_get(1HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1079 ページのscha_cluster_getlogfacility(3HA ),
1081 ページのscha_cluster_getnodename(3HA), 1239 ページのscha_strerror(3HA),
Unresolved link to " syslog3C", Unresolved link to " attributes5",
1319 ページのrg_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_cluster_open, scha_cluster_open_zone, scha_cluster_get,
scha_cluster_get_zone, scha_cluster_close — クラスタに関する情報へのアクセスおよび
取得

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l scha#include <scha.h>scha_err_t scha_cluster_open(

     scha_cluster_t *handle);

scha_err_t scha_cluster_open_zone(const char *cluster, 
     scha_cluster_t *handlep);

scha_err_t scha_cluster_get(scha_cluster_t handle, const char **

     tag, ...);

scha_err_t scha_cluster_get_zone(const char *cluster, 
     scha_cluster_t handlep, const char *cluster_tag, ...);

scha_err_t scha_cluster_close(scha_cluster_t handle);

scha_cluster_open()、scha_cluster_get ()、および scha_cluster_close() 関数は、クラス
タに関する情報を取得するために一緒に使用します。

scha_cluster_open() はクラスタアクセスを初期化し、scha_cluster_get() が使用するアク
セスハンドルを返します。handle 引数は、関数が返す値を格納する変数のアドレスです。

scha_cluster_get() 関数は、tag 引数に指定されるクラスタの情報にアクセスします。
handle 引数は、scha_cluster_open() の事前呼び出しによって返される値です。tag 引数
は、scha_tags.h ヘッダーファイルのマクロで定義される文字列値です。タグに続く引数は、tag
引数の値によって異なります。

情報の取得元となるクラスタノードを指定するために、tag 引数のあとに追加の引数を指定する
必要がある場合もあります。引数リストの最後の引数は、tag 引数で指定される情報の格納に
適した変数型にする必要があります。これは出力引数で、クラスタの情報を格納します。関数の
実行に失敗した場合、出力引数に値は返されません。scha_cluster_get() 関数が返す情報
を格納するために割り当てられたメモリーは、scha_cluster_get() 関数に使用したハンドルで
scha_cluster_close() を呼び出すまで、そのまま残ります。

scha_cluster_close() は、以前の scha_cluster_get() 関数の呼び出しから返された
handle 引数を取ります。この関数は、このハンドルを無効にして、このハンドルで行われた
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scha_cluster_get() 呼び出しが返した値に割り当てられたメモリーを解放します。値を返す必
要が生じるごとに、個々の get 呼び出しでメモリーが割り当てられる点に注意してください。あ
る呼び出しで値を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出しによって上書きされた
り、再利用されることはありません。

scha_cluster_open_zone() 関数と scha_cluster_get_zone() 関数はそれぞ
れ、scha_cluster_open() および scha_cluster_get() と同じ目的で使用され、追加の
cluster 引数で、リソースグループが存在し、操作の対象となるゾーンクラスタの名前を指定し
ます。これらの関数は、大域ゾーンで実行されるコードを特定のゾーンクラスタで動作させる必
要がある場合に便利です。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセスするために使
用することはできません。

scha_cluster_open_zone() または scha_cluster_get_zone() の cluster 引数が NULL の
場合、クエリーは、呼び出しが実行されるクラスタで実行されます (つまり、NULL 引数での呼
び出しは、それぞれ scha_cluster_open() または scha_cluster_get() と等しくなります)。

scha_cluster_open_zone() から返されたハンドルを閉じるには、scha_cluster_close() を使
用します。cluster 引数は不要です。
tag 引数に使用できるマクロ

次に、scha_tags.h に定義されており、tag 引数に使用できるマクロを示しま
す。ここでは出力引数および追加引数の型を説明します。構造体と enum 型
は、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されています。

SCHA_ALL_LOADLIMITS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、クラスタに定義されているすべての loadlimit 名を返します。

SCHA_ALL_NODEIDS

出力引数の型は scha_uint_array_t** です。
返される値は、クラスタ内のすべてのノードの数値識別子です。

SCHA_ALL_NODENAMES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
返される値は、クラスタ内のすべてのノードの名前です。

SCHA_ALL_PRIVATELINK_HOSTNAMES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。



scha_cluster_get 1065

このマクロは、クラスタインターコネクト上にノードのアドレスを指定するための、すべてのク
ラスタノードのホスト名を返します。

SCHA_ALL_PSTRINGS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、クラスタに定義されたすべてのプライベート文字列の名前を返します。プライ
ベート文字列の詳細は、217 ページのclpstring(1CL) のマニュアルページを参照してく
ださい。

SCHA_ALL_RESOURCEGROUPS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
返される値は、クラスタ上で管理されているすべてのリソースグループの名前です。

SCHA_ALL_RESOURCETYPES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
返される値は、クラスタに登録されているすべてのリソースタイプの名前です。

SCHA_CLUSTERNAME

出力引数の型は char** です。
返される値は、クラスタの名前です。

SCHA_HARD_LOADLIMIT

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、指定された範囲名に対し、クラスタのすべてのノードの強い負荷制限値を返
します。負荷制限の名前文字列である、char * 型の追加の引数が必要です。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d" で、左側の文字列は nodename、右側の
整数はそのノードで指定されている制限名に対する強い負荷制限値です。強い制限値を
指定しない場合、強い制限値の値として -1 が表示されます。

SCHA_LOADLIMIT_PROPS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、指定された範囲名に対し、クラスタのすべてのノードの弱い負荷制限値 (/
区切り) を返します。負荷制限の名前文字列である、char * 型の追加の引数が必要で
す。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d/%d" で、左側の文字列は nodename、最
初の整数は弱い制限値、2 番目の整数は強い制限値です。強い制限値を指定しない場
合、強い制限値の値として -1 が表示されます。弱い制限値を指定しない場合、弱い制限
値の値として 0 が表示されます。

SCHA_LOADLIMITS_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
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このマクロは、特定のノードの負荷制限値 (/ 区切り) と制限名を返します。nodename で
ある、char * 型の追加の引数が必要です。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d/%d" で、文字列は指定したノードに定義さ
れている制限名、最初の整数は弱い制限値、2 番目の整数は強い制限値です。強い制限
値を指定しない場合、強い制限値の値として -1 が表示されます。弱い制限値を指定しな
い場合、弱い制限値の値として 0 が表示されます。

SCHA_NODEID_LOCAL

出力引数の型は uint_t* です。
返される値は、コマンドを実行するノードの数値識別子です。

SCHA_NODEID_NODENAME

出力引数の型は uint_t* です。追加引数の型は char * です。このマクロに必要な追加
引数には、クラスタノードの名前を指定します。
返される値は、指定した名前に該当するノードの数値識別子です。

SCHA_NODENAME_LOCAL

出力引数の型は char** です。
返される値は、関数が実行されたクラスタノードの名前です。

SCHA_NODENAME_NODEID

出力引数の型は char** です。追加引数の型は uint_t です。追加引数には、数値式のク
ラスタノード識別子を指定します。
返される値は、数値識別子で指定されるクラスタノードの名前です。

SCHA_NODESTATE_LOCAL

出力引数の型は scha_node_state_t* です。
返される値は、コマンドが実行されたノードの状態に応じて SCHA_NODE_UP または
SCHA_NODE_DOWN となります。

SCHA_NODESTATE_NODE

出力引数の型は scha_node_state_t* です。追加引数の型は char* です。このマクロに
必要なフラグ無し追加引数には、クラスタノードの名を指定します。
返される値は、名前付きノードの状態に応じて SCHA_NODE_UP または SCHA_NODE_DOWN とな
ります。

SCHA_PRIVATELINK_HOSTNAME_LOCAL

出力引数の型は char** です。
このマクロは、クラスタインターコネクト上にコマンドを実行するノードのアドレスを指定する
ためのホスト名を返します。
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SCHA_PRIVATELINK_HOSTNAME_NODE

出力引数の型は char** です。追加引数の型は char * です。このマクロに必要なフラグ
無し追加引数には、クラスタノードの名前が入ります。
このマクロは、クラスタインターコネクト上に指定のノードのアドレスを指定するためのホスト
名を返します。

SCHA_PSTRING

出力引数の型は char** です。
このマクロは、プライベート文字列の平文値を返します。プライベート文字列の名前を指定
する、char * 型の追加の引数が必要です。スーパーユーザー以外のユーザーがこのクエリー
タグを使用するには、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の
承認が必要です。プライベート文字列の詳細は、217 ページのclpstring(1CL) のマニュ
アルページを参照してください。

SCHA_RESOURCE_SECURITY

出力引数の型は char** です。
このマクロは、resource_security クラスタプロパティーの現在の設定を返します。

SCHA_SOFT_LOADLIMIT

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、指定された範囲名に対し、クラスタのすべてのノードの弱い負荷制限値を返
します。負荷制限の名前文字列である、char * 型の追加の引数が必要です。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d" で、左側の文字列は nodename、右側の
整数はそのノードで指定されている制限名に対する弱い負荷制限値です。弱い制限値を
指定しない場合、弱い制限値の値として 0 が表示されます。

SCHA_SYSLOG_FACILITY

出力引数の型は int* です。
このマクロは、RGM がログメッセージで使用する Unresolved link to " syslog3C" 関
数の番号を返します。返される値は 24 です。これは LOG_DAEMON 機能の値に対応してい
ます。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   370 scha_cluster_get() 関数の使用

次の例では、scha_cluster_get() 関数を使用して、全クラスタノードの名前を取得します。この
関数を使用すると、ノードが稼働しているかどうかもわかります。

http://otn.oracle.com


1068 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

このコード例では、制限が構成されている各クラスタノードに対し、mylimit という limitname
に構成されている弱い負荷制限値と強い負荷制限値も出力されます。各ノードの負荷制限
値の出力形式は nodename=softlimit/[ hardlimit] で、強い制限値が設定されていない場
合、hardlimit の値は無制限 (-1) です。

#include <scha.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

main()

{

        scha_err_t              err;

        scha_node_state_t       node_state;

        scha_str_array_t        *all_nodenames;

        scha_cluster_t          handle;

        int                     ix;

        const char              *str;

        scha_str_array_t        *load_limits;

        err = scha_cluster_open(&handle);

        if (err != SCHA_ERR_NOERR) {

                fprintf(stderr, "FAILED: scha_cluster_open()0);

                exit(err);

        }

        err = scha_cluster_get(handle, SCHA_ALL_NODENAMES, &all_nodenames);

        if (err != SCHA_ERR_NOERR) {

                fprintf(stderr, "FAILED: scha_cluster_get()0);

                exit(err);

        }

        for (ix = 0; ix < all_nodenames->array_cnt; ix++) {

                err = scha_cluster_get(handle, SCHA_NODESTATE_NODE,

                    all_nodenames->str_array[ix], &node_state);

                if (err != SCHA_ERR_NOERR) {

                        fprintf(stderr, "FAILED: scha_cluster_get()"

                            "SCHA_NODESTATE_NODE0);

                        exit(err);

                }

                switch (node_state) {

                case SCHA_NODE_UP:

                        str = "UP";

                        break;

                case SCHA_NODE_DOWN:

                        str = "DOWN";

                        break;

                }

                printf("State of node: %s value: %s\n",

                    all_nodenames->str_array[ix], str);

        }

        err = scha_cluster_get(handle, SCHA_LOADLIMIT_PROPS, "mylimit",
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            &load_limits);

        printf("\n\nLoad limits settings for limitname 'mylimit':\n\n");

        for (ix = 0; ix < load_limits->array_cnt; ix++) {

            printf("%s\n", load_limits->str_array[ix]);

        }

}

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

669 ページのscha_cluster_get(1HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1079 ページのscha_cluster_getlogfacility(3HA ),
1081 ページのscha_cluster_getnodename(3HA), 1239 ページのscha_strerror(3HA),
Unresolved link to " syslog3C", Unresolved link to " attributes5",
1319 ページのrg_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_cluster_open, scha_cluster_open_zone, scha_cluster_get,
scha_cluster_get_zone, scha_cluster_close — クラスタに関する情報へのアクセスおよび
取得

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l scha#include <scha.h>scha_err_t scha_cluster_open(

     scha_cluster_t *handle);

scha_err_t scha_cluster_open_zone(const char *cluster, 
     scha_cluster_t *handlep);

scha_err_t scha_cluster_get(scha_cluster_t handle, const char **

     tag, ...);

scha_err_t scha_cluster_get_zone(const char *cluster, 
     scha_cluster_t handlep, const char *cluster_tag, ...);

scha_err_t scha_cluster_close(scha_cluster_t handle);

scha_cluster_open()、scha_cluster_get ()、および scha_cluster_close() 関数は、クラス
タに関する情報を取得するために一緒に使用します。

scha_cluster_open() はクラスタアクセスを初期化し、scha_cluster_get() が使用するアク
セスハンドルを返します。handle 引数は、関数が返す値を格納する変数のアドレスです。

scha_cluster_get() 関数は、tag 引数に指定されるクラスタの情報にアクセスします。
handle 引数は、scha_cluster_open() の事前呼び出しによって返される値です。tag 引数
は、scha_tags.h ヘッダーファイルのマクロで定義される文字列値です。タグに続く引数は、tag
引数の値によって異なります。

情報の取得元となるクラスタノードを指定するために、tag 引数のあとに追加の引数を指定する
必要がある場合もあります。引数リストの最後の引数は、tag 引数で指定される情報の格納に
適した変数型にする必要があります。これは出力引数で、クラスタの情報を格納します。関数の
実行に失敗した場合、出力引数に値は返されません。scha_cluster_get() 関数が返す情報
を格納するために割り当てられたメモリーは、scha_cluster_get() 関数に使用したハンドルで
scha_cluster_close() を呼び出すまで、そのまま残ります。

scha_cluster_close() は、以前の scha_cluster_get() 関数の呼び出しから返された
handle 引数を取ります。この関数は、このハンドルを無効にして、このハンドルで行われた
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scha_cluster_get() 呼び出しが返した値に割り当てられたメモリーを解放します。値を返す必
要が生じるごとに、個々の get 呼び出しでメモリーが割り当てられる点に注意してください。あ
る呼び出しで値を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出しによって上書きされた
り、再利用されることはありません。

scha_cluster_open_zone() 関数と scha_cluster_get_zone() 関数はそれぞ
れ、scha_cluster_open() および scha_cluster_get() と同じ目的で使用され、追加の
cluster 引数で、リソースグループが存在し、操作の対象となるゾーンクラスタの名前を指定し
ます。これらの関数は、大域ゾーンで実行されるコードを特定のゾーンクラスタで動作させる必
要がある場合に便利です。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセスするために使
用することはできません。

scha_cluster_open_zone() または scha_cluster_get_zone() の cluster 引数が NULL の
場合、クエリーは、呼び出しが実行されるクラスタで実行されます (つまり、NULL 引数での呼
び出しは、それぞれ scha_cluster_open() または scha_cluster_get() と等しくなります)。

scha_cluster_open_zone() から返されたハンドルを閉じるには、scha_cluster_close() を使
用します。cluster 引数は不要です。
tag 引数に使用できるマクロ

次に、scha_tags.h に定義されており、tag 引数に使用できるマクロを示しま
す。ここでは出力引数および追加引数の型を説明します。構造体と enum 型
は、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されています。

SCHA_ALL_LOADLIMITS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、クラスタに定義されているすべての loadlimit 名を返します。

SCHA_ALL_NODEIDS

出力引数の型は scha_uint_array_t** です。
返される値は、クラスタ内のすべてのノードの数値識別子です。

SCHA_ALL_NODENAMES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
返される値は、クラスタ内のすべてのノードの名前です。

SCHA_ALL_PRIVATELINK_HOSTNAMES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
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このマクロは、クラスタインターコネクト上にノードのアドレスを指定するための、すべてのク
ラスタノードのホスト名を返します。

SCHA_ALL_PSTRINGS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、クラスタに定義されたすべてのプライベート文字列の名前を返します。プライ
ベート文字列の詳細は、217 ページのclpstring(1CL) のマニュアルページを参照してく
ださい。

SCHA_ALL_RESOURCEGROUPS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
返される値は、クラスタ上で管理されているすべてのリソースグループの名前です。

SCHA_ALL_RESOURCETYPES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
返される値は、クラスタに登録されているすべてのリソースタイプの名前です。

SCHA_CLUSTERNAME

出力引数の型は char** です。
返される値は、クラスタの名前です。

SCHA_HARD_LOADLIMIT

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、指定された範囲名に対し、クラスタのすべてのノードの強い負荷制限値を返
します。負荷制限の名前文字列である、char * 型の追加の引数が必要です。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d" で、左側の文字列は nodename、右側の
整数はそのノードで指定されている制限名に対する強い負荷制限値です。強い制限値を
指定しない場合、強い制限値の値として -1 が表示されます。

SCHA_LOADLIMIT_PROPS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、指定された範囲名に対し、クラスタのすべてのノードの弱い負荷制限値 (/
区切り) を返します。負荷制限の名前文字列である、char * 型の追加の引数が必要で
す。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d/%d" で、左側の文字列は nodename、最
初の整数は弱い制限値、2 番目の整数は強い制限値です。強い制限値を指定しない場
合、強い制限値の値として -1 が表示されます。弱い制限値を指定しない場合、弱い制限
値の値として 0 が表示されます。

SCHA_LOADLIMITS_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
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このマクロは、特定のノードの負荷制限値 (/ 区切り) と制限名を返します。nodename で
ある、char * 型の追加の引数が必要です。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d/%d" で、文字列は指定したノードに定義さ
れている制限名、最初の整数は弱い制限値、2 番目の整数は強い制限値です。強い制限
値を指定しない場合、強い制限値の値として -1 が表示されます。弱い制限値を指定しな
い場合、弱い制限値の値として 0 が表示されます。

SCHA_NODEID_LOCAL

出力引数の型は uint_t* です。
返される値は、コマンドを実行するノードの数値識別子です。

SCHA_NODEID_NODENAME

出力引数の型は uint_t* です。追加引数の型は char * です。このマクロに必要な追加
引数には、クラスタノードの名前を指定します。
返される値は、指定した名前に該当するノードの数値識別子です。

SCHA_NODENAME_LOCAL

出力引数の型は char** です。
返される値は、関数が実行されたクラスタノードの名前です。

SCHA_NODENAME_NODEID

出力引数の型は char** です。追加引数の型は uint_t です。追加引数には、数値式のク
ラスタノード識別子を指定します。
返される値は、数値識別子で指定されるクラスタノードの名前です。

SCHA_NODESTATE_LOCAL

出力引数の型は scha_node_state_t* です。
返される値は、コマンドが実行されたノードの状態に応じて SCHA_NODE_UP または
SCHA_NODE_DOWN となります。

SCHA_NODESTATE_NODE

出力引数の型は scha_node_state_t* です。追加引数の型は char* です。このマクロに
必要なフラグ無し追加引数には、クラスタノードの名を指定します。
返される値は、名前付きノードの状態に応じて SCHA_NODE_UP または SCHA_NODE_DOWN とな
ります。

SCHA_PRIVATELINK_HOSTNAME_LOCAL

出力引数の型は char** です。
このマクロは、クラスタインターコネクト上にコマンドを実行するノードのアドレスを指定する
ためのホスト名を返します。
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SCHA_PRIVATELINK_HOSTNAME_NODE

出力引数の型は char** です。追加引数の型は char * です。このマクロに必要なフラグ
無し追加引数には、クラスタノードの名前が入ります。
このマクロは、クラスタインターコネクト上に指定のノードのアドレスを指定するためのホスト
名を返します。

SCHA_PSTRING

出力引数の型は char** です。
このマクロは、プライベート文字列の平文値を返します。プライベート文字列の名前を指定
する、char * 型の追加の引数が必要です。スーパーユーザー以外のユーザーがこのクエリー
タグを使用するには、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の
承認が必要です。プライベート文字列の詳細は、217 ページのclpstring(1CL) のマニュ
アルページを参照してください。

SCHA_RESOURCE_SECURITY

出力引数の型は char** です。
このマクロは、resource_security クラスタプロパティーの現在の設定を返します。

SCHA_SOFT_LOADLIMIT

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、指定された範囲名に対し、クラスタのすべてのノードの弱い負荷制限値を返
します。負荷制限の名前文字列である、char * 型の追加の引数が必要です。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d" で、左側の文字列は nodename、右側の
整数はそのノードで指定されている制限名に対する弱い負荷制限値です。弱い制限値を
指定しない場合、弱い制限値の値として 0 が表示されます。

SCHA_SYSLOG_FACILITY

出力引数の型は int* です。
このマクロは、RGM がログメッセージで使用する Unresolved link to " syslog3C" 関
数の番号を返します。返される値は 24 です。これは LOG_DAEMON 機能の値に対応してい
ます。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   371 scha_cluster_get() 関数の使用

次の例では、scha_cluster_get() 関数を使用して、全クラスタノードの名前を取得します。この
関数を使用すると、ノードが稼働しているかどうかもわかります。

http://otn.oracle.com
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このコード例では、制限が構成されている各クラスタノードに対し、mylimit という limitname
に構成されている弱い負荷制限値と強い負荷制限値も出力されます。各ノードの負荷制限
値の出力形式は nodename=softlimit/[ hardlimit] で、強い制限値が設定されていない場
合、hardlimit の値は無制限 (-1) です。

#include <scha.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

main()

{

        scha_err_t              err;

        scha_node_state_t       node_state;

        scha_str_array_t        *all_nodenames;

        scha_cluster_t          handle;

        int                     ix;

        const char              *str;

        scha_str_array_t        *load_limits;

        err = scha_cluster_open(&handle);

        if (err != SCHA_ERR_NOERR) {

                fprintf(stderr, "FAILED: scha_cluster_open()0);

                exit(err);

        }

        err = scha_cluster_get(handle, SCHA_ALL_NODENAMES, &all_nodenames);

        if (err != SCHA_ERR_NOERR) {

                fprintf(stderr, "FAILED: scha_cluster_get()0);

                exit(err);

        }

        for (ix = 0; ix < all_nodenames->array_cnt; ix++) {

                err = scha_cluster_get(handle, SCHA_NODESTATE_NODE,

                    all_nodenames->str_array[ix], &node_state);

                if (err != SCHA_ERR_NOERR) {

                        fprintf(stderr, "FAILED: scha_cluster_get()"

                            "SCHA_NODESTATE_NODE0);

                        exit(err);

                }

                switch (node_state) {

                case SCHA_NODE_UP:

                        str = "UP";

                        break;

                case SCHA_NODE_DOWN:

                        str = "DOWN";

                        break;

                }

                printf("State of node: %s value: %s\n",

                    all_nodenames->str_array[ix], str);

        }

        err = scha_cluster_get(handle, SCHA_LOADLIMIT_PROPS, "mylimit",
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            &load_limits);

        printf("\n\nLoad limits settings for limitname 'mylimit':\n\n");

        for (ix = 0; ix < load_limits->array_cnt; ix++) {

            printf("%s\n", load_limits->str_array[ix]);

        }

}

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

669 ページのscha_cluster_get(1HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1079 ページのscha_cluster_getlogfacility(3HA ),
1081 ページのscha_cluster_getnodename(3HA), 1239 ページのscha_strerror(3HA),
Unresolved link to " syslog3C", Unresolved link to " attributes5",
1319 ページのrg_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_cluster_getlogfacility — クラスタログ機能のアクセス

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l scha#include <scha.h> scha_err_t 

     scha_cluster_getlogfacility(int *logfacility);

scha_cluster_getlogfacility() 関数は、クラスタログとして使用されるシステムログ機能の
番号を返します。この値は、Solaris Unresolved link to " syslog3C" 関数とともに、イベン
トおよびステータスメッセージをクラスタログに記録するリソースタイプ実装によって使用されま
す。

この関数はエラーステータスを返します。成功した場合、logfacility 引数のポイント先の機能番
号を返します。

scha_cluster_getlogfacility() 関数は、次の値を返します。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   372 scha_cluster_getlogfacility() 関数の使用法

main()

{

 scha_err_t err_code;

 int logfacility;

 err_code = scha_cluster_getlogfacility(&logfacility);

 if (err_code == SCHA_ERR_NOERR) {

  openlog("test resource", LOG_CONS, logfacility);

  syslog(LOG_INFO, "Access function call succeeded.");

 }

}

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

http://otn.oracle.com
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/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

Unresolved link to " syslog3C", 1047 ページのscha_calls(3HA),
1063 ページのscha_cluster_get(3HA), 1239 ページのscha_strerror(3HA),
Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_cluster_getnodename — ローカルクラスタノード名を返す

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l scha#include <scha.h> scha_err_t scha_cluster_getnodename(

     char **nodename);

scha_cluster_getnodename() 関数を実行すると、この関数を呼び出したクラスタノードの名
前が返されます。ノード名は、必ずしも Solaris システム名と一致しているとは限りません。この
関数は戻り値にエラーステータスを返すと同時に、実行に成功した場合は、ノード名の文字列を
nodename 引数の指定位置に収めます。

呼び出しに失敗した場合、nodename に NULL が設定されます。scha_cluster_getnodename()
関数の呼び出し元には、標準 C ライブラリ関数の Unresolved link to " free3C" を使用し
て、返される文字列に割り当てられたメモリーを解放する責任があります。メモリーの解放が必
要になるのは、この関数が成功した場合だけです。

scha_cluster_getnodename() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   373 scha_cluster_getnodename() 関数の使用例

      scha_err_t  err_code;

      char *nodename;

      err_code = scha_cluster_getnodename(&nodename);

      ...

      if (nodename != NULL) free(nodename);

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

http://otn.oracle.com
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次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

Unresolved link to " free3C", 1047 ページのscha_calls(3HA),
1063 ページのscha_cluster_get(3HA), 1083 ページのscha_cluster_getzone(3HA),
1239 ページのscha_strerror(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_cluster_getzone — ゾーン名を返す

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l scha#include <scha.h> scha_err_t scha_cluster_getzone(

     char **zonename);

scha_cluster_getzone() 関数は、本関数の呼び出し元ゾーンを示す文字列を返します。この
関数を非大域ゾーン内で呼び出すと、ゾーン名およびノード名は nodename:zonename の形式で
返されます。この関数を大域ゾーン内で呼び出すと、ノード名だけが返されます。ノード名は、必
ずしも Solaris システム名と一致しているとは限りません。関数はエラーステータスを返します。
成功すると、関数はノード名を含む文字列と、zonename 引数によってポイントされた場所にあ
るゾーン名も返します。

呼び出しに失敗した場合、zonename 引数に NULL が設定されます。scha_cluster_getzone()
関数の呼び出し元には、標準 C ライブラリ関数の Unresolved link to " free3C" を使用し
て、返される文字列に割り当てられたメモリーを解放する責任があります。メモリーの解放が必
要になるのは、この関数が成功した場合だけです。

scha_cluster_getzone() 関数の戻り値は次のとおりです。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   374 scha_cluster_getzone() 関数の使用

      scha_err_t  err_code;

      char *zonename;

      err_code = scha_cluster_getzone(&zonename);

      ...

      if (zonename != NULL) free(zonename);

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

http://otn.oracle.com


1084 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

Unresolved link to " free3C", 1047 ページのscha_calls(3HA),
1063 ページのscha_cluster_get(3HA), 1081 ページのscha_cluster_getnodename(3HA),
1239 ページのscha_strerror(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_cluster_open, scha_cluster_open_zone, scha_cluster_get,
scha_cluster_get_zone, scha_cluster_close — クラスタに関する情報へのアクセスおよび
取得

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l scha#include <scha.h>scha_err_t scha_cluster_open(

     scha_cluster_t *handle);

scha_err_t scha_cluster_open_zone(const char *cluster, 
     scha_cluster_t *handlep);

scha_err_t scha_cluster_get(scha_cluster_t handle, const char **

     tag, ...);

scha_err_t scha_cluster_get_zone(const char *cluster, 
     scha_cluster_t handlep, const char *cluster_tag, ...);

scha_err_t scha_cluster_close(scha_cluster_t handle);

scha_cluster_open()、scha_cluster_get ()、および scha_cluster_close() 関数は、クラス
タに関する情報を取得するために一緒に使用します。

scha_cluster_open() はクラスタアクセスを初期化し、scha_cluster_get() が使用するアク
セスハンドルを返します。handle 引数は、関数が返す値を格納する変数のアドレスです。

scha_cluster_get() 関数は、tag 引数に指定されるクラスタの情報にアクセスします。
handle 引数は、scha_cluster_open() の事前呼び出しによって返される値です。tag 引数
は、scha_tags.h ヘッダーファイルのマクロで定義される文字列値です。タグに続く引数は、tag
引数の値によって異なります。

情報の取得元となるクラスタノードを指定するために、tag 引数のあとに追加の引数を指定する
必要がある場合もあります。引数リストの最後の引数は、tag 引数で指定される情報の格納に
適した変数型にする必要があります。これは出力引数で、クラスタの情報を格納します。関数の
実行に失敗した場合、出力引数に値は返されません。scha_cluster_get() 関数が返す情報
を格納するために割り当てられたメモリーは、scha_cluster_get() 関数に使用したハンドルで
scha_cluster_close() を呼び出すまで、そのまま残ります。

scha_cluster_close() は、以前の scha_cluster_get() 関数の呼び出しから返された
handle 引数を取ります。この関数は、このハンドルを無効にして、このハンドルで行われた
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scha_cluster_get() 呼び出しが返した値に割り当てられたメモリーを解放します。値を返す必
要が生じるごとに、個々の get 呼び出しでメモリーが割り当てられる点に注意してください。あ
る呼び出しで値を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出しによって上書きされた
り、再利用されることはありません。

scha_cluster_open_zone() 関数と scha_cluster_get_zone() 関数はそれぞ
れ、scha_cluster_open() および scha_cluster_get() と同じ目的で使用され、追加の
cluster 引数で、リソースグループが存在し、操作の対象となるゾーンクラスタの名前を指定し
ます。これらの関数は、大域ゾーンで実行されるコードを特定のゾーンクラスタで動作させる必
要がある場合に便利です。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセスするために使
用することはできません。

scha_cluster_open_zone() または scha_cluster_get_zone() の cluster 引数が NULL の
場合、クエリーは、呼び出しが実行されるクラスタで実行されます (つまり、NULL 引数での呼
び出しは、それぞれ scha_cluster_open() または scha_cluster_get() と等しくなります)。

scha_cluster_open_zone() から返されたハンドルを閉じるには、scha_cluster_close() を使
用します。cluster 引数は不要です。
tag 引数に使用できるマクロ

次に、scha_tags.h に定義されており、tag 引数に使用できるマクロを示しま
す。ここでは出力引数および追加引数の型を説明します。構造体と enum 型
は、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されています。

SCHA_ALL_LOADLIMITS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、クラスタに定義されているすべての loadlimit 名を返します。

SCHA_ALL_NODEIDS

出力引数の型は scha_uint_array_t** です。
返される値は、クラスタ内のすべてのノードの数値識別子です。

SCHA_ALL_NODENAMES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
返される値は、クラスタ内のすべてのノードの名前です。

SCHA_ALL_PRIVATELINK_HOSTNAMES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
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このマクロは、クラスタインターコネクト上にノードのアドレスを指定するための、すべてのク
ラスタノードのホスト名を返します。

SCHA_ALL_PSTRINGS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、クラスタに定義されたすべてのプライベート文字列の名前を返します。プライ
ベート文字列の詳細は、217 ページのclpstring(1CL) のマニュアルページを参照してく
ださい。

SCHA_ALL_RESOURCEGROUPS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
返される値は、クラスタ上で管理されているすべてのリソースグループの名前です。

SCHA_ALL_RESOURCETYPES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
返される値は、クラスタに登録されているすべてのリソースタイプの名前です。

SCHA_CLUSTERNAME

出力引数の型は char** です。
返される値は、クラスタの名前です。

SCHA_HARD_LOADLIMIT

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、指定された範囲名に対し、クラスタのすべてのノードの強い負荷制限値を返
します。負荷制限の名前文字列である、char * 型の追加の引数が必要です。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d" で、左側の文字列は nodename、右側の
整数はそのノードで指定されている制限名に対する強い負荷制限値です。強い制限値を
指定しない場合、強い制限値の値として -1 が表示されます。

SCHA_LOADLIMIT_PROPS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、指定された範囲名に対し、クラスタのすべてのノードの弱い負荷制限値 (/
区切り) を返します。負荷制限の名前文字列である、char * 型の追加の引数が必要で
す。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d/%d" で、左側の文字列は nodename、最
初の整数は弱い制限値、2 番目の整数は強い制限値です。強い制限値を指定しない場
合、強い制限値の値として -1 が表示されます。弱い制限値を指定しない場合、弱い制限
値の値として 0 が表示されます。

SCHA_LOADLIMITS_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
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このマクロは、特定のノードの負荷制限値 (/ 区切り) と制限名を返します。nodename で
ある、char * 型の追加の引数が必要です。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d/%d" で、文字列は指定したノードに定義さ
れている制限名、最初の整数は弱い制限値、2 番目の整数は強い制限値です。強い制限
値を指定しない場合、強い制限値の値として -1 が表示されます。弱い制限値を指定しな
い場合、弱い制限値の値として 0 が表示されます。

SCHA_NODEID_LOCAL

出力引数の型は uint_t* です。
返される値は、コマンドを実行するノードの数値識別子です。

SCHA_NODEID_NODENAME

出力引数の型は uint_t* です。追加引数の型は char * です。このマクロに必要な追加
引数には、クラスタノードの名前を指定します。
返される値は、指定した名前に該当するノードの数値識別子です。

SCHA_NODENAME_LOCAL

出力引数の型は char** です。
返される値は、関数が実行されたクラスタノードの名前です。

SCHA_NODENAME_NODEID

出力引数の型は char** です。追加引数の型は uint_t です。追加引数には、数値式のク
ラスタノード識別子を指定します。
返される値は、数値識別子で指定されるクラスタノードの名前です。

SCHA_NODESTATE_LOCAL

出力引数の型は scha_node_state_t* です。
返される値は、コマンドが実行されたノードの状態に応じて SCHA_NODE_UP または
SCHA_NODE_DOWN となります。

SCHA_NODESTATE_NODE

出力引数の型は scha_node_state_t* です。追加引数の型は char* です。このマクロに
必要なフラグ無し追加引数には、クラスタノードの名を指定します。
返される値は、名前付きノードの状態に応じて SCHA_NODE_UP または SCHA_NODE_DOWN とな
ります。

SCHA_PRIVATELINK_HOSTNAME_LOCAL

出力引数の型は char** です。
このマクロは、クラスタインターコネクト上にコマンドを実行するノードのアドレスを指定する
ためのホスト名を返します。
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SCHA_PRIVATELINK_HOSTNAME_NODE

出力引数の型は char** です。追加引数の型は char * です。このマクロに必要なフラグ
無し追加引数には、クラスタノードの名前が入ります。
このマクロは、クラスタインターコネクト上に指定のノードのアドレスを指定するためのホスト
名を返します。

SCHA_PSTRING

出力引数の型は char** です。
このマクロは、プライベート文字列の平文値を返します。プライベート文字列の名前を指定
する、char * 型の追加の引数が必要です。スーパーユーザー以外のユーザーがこのクエリー
タグを使用するには、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の
承認が必要です。プライベート文字列の詳細は、217 ページのclpstring(1CL) のマニュ
アルページを参照してください。

SCHA_RESOURCE_SECURITY

出力引数の型は char** です。
このマクロは、resource_security クラスタプロパティーの現在の設定を返します。

SCHA_SOFT_LOADLIMIT

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、指定された範囲名に対し、クラスタのすべてのノードの弱い負荷制限値を返
します。負荷制限の名前文字列である、char * 型の追加の引数が必要です。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d" で、左側の文字列は nodename、右側の
整数はそのノードで指定されている制限名に対する弱い負荷制限値です。弱い制限値を
指定しない場合、弱い制限値の値として 0 が表示されます。

SCHA_SYSLOG_FACILITY

出力引数の型は int* です。
このマクロは、RGM がログメッセージで使用する Unresolved link to " syslog3C" 関
数の番号を返します。返される値は 24 です。これは LOG_DAEMON 機能の値に対応してい
ます。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   375 scha_cluster_get() 関数の使用

次の例では、scha_cluster_get() 関数を使用して、全クラスタノードの名前を取得します。この
関数を使用すると、ノードが稼働しているかどうかもわかります。

http://otn.oracle.com
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このコード例では、制限が構成されている各クラスタノードに対し、mylimit という limitname
に構成されている弱い負荷制限値と強い負荷制限値も出力されます。各ノードの負荷制限
値の出力形式は nodename=softlimit/[ hardlimit] で、強い制限値が設定されていない場
合、hardlimit の値は無制限 (-1) です。

#include <scha.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

main()

{

        scha_err_t              err;

        scha_node_state_t       node_state;

        scha_str_array_t        *all_nodenames;

        scha_cluster_t          handle;

        int                     ix;

        const char              *str;

        scha_str_array_t        *load_limits;

        err = scha_cluster_open(&handle);

        if (err != SCHA_ERR_NOERR) {

                fprintf(stderr, "FAILED: scha_cluster_open()0);

                exit(err);

        }

        err = scha_cluster_get(handle, SCHA_ALL_NODENAMES, &all_nodenames);

        if (err != SCHA_ERR_NOERR) {

                fprintf(stderr, "FAILED: scha_cluster_get()0);

                exit(err);

        }

        for (ix = 0; ix < all_nodenames->array_cnt; ix++) {

                err = scha_cluster_get(handle, SCHA_NODESTATE_NODE,

                    all_nodenames->str_array[ix], &node_state);

                if (err != SCHA_ERR_NOERR) {

                        fprintf(stderr, "FAILED: scha_cluster_get()"

                            "SCHA_NODESTATE_NODE0);

                        exit(err);

                }

                switch (node_state) {

                case SCHA_NODE_UP:

                        str = "UP";

                        break;

                case SCHA_NODE_DOWN:

                        str = "DOWN";

                        break;

                }

                printf("State of node: %s value: %s\n",

                    all_nodenames->str_array[ix], str);

        }

        err = scha_cluster_get(handle, SCHA_LOADLIMIT_PROPS, "mylimit",
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            &load_limits);

        printf("\n\nLoad limits settings for limitname 'mylimit':\n\n");

        for (ix = 0; ix < load_limits->array_cnt; ix++) {

            printf("%s\n", load_limits->str_array[ix]);

        }

}

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

669 ページのscha_cluster_get(1HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1079 ページのscha_cluster_getlogfacility(3HA ),
1081 ページのscha_cluster_getnodename(3HA), 1239 ページのscha_strerror(3HA),
Unresolved link to " syslog3C", Unresolved link to " attributes5",
1319 ページのrg_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_cluster_open, scha_cluster_open_zone, scha_cluster_get,
scha_cluster_get_zone, scha_cluster_close — クラスタに関する情報へのアクセスおよび
取得

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l scha#include <scha.h>scha_err_t scha_cluster_open(

     scha_cluster_t *handle);

scha_err_t scha_cluster_open_zone(const char *cluster, 
     scha_cluster_t *handlep);

scha_err_t scha_cluster_get(scha_cluster_t handle, const char **

     tag, ...);

scha_err_t scha_cluster_get_zone(const char *cluster, 
     scha_cluster_t handlep, const char *cluster_tag, ...);

scha_err_t scha_cluster_close(scha_cluster_t handle);

scha_cluster_open()、scha_cluster_get ()、および scha_cluster_close() 関数は、クラス
タに関する情報を取得するために一緒に使用します。

scha_cluster_open() はクラスタアクセスを初期化し、scha_cluster_get() が使用するアク
セスハンドルを返します。handle 引数は、関数が返す値を格納する変数のアドレスです。

scha_cluster_get() 関数は、tag 引数に指定されるクラスタの情報にアクセスします。
handle 引数は、scha_cluster_open() の事前呼び出しによって返される値です。tag 引数
は、scha_tags.h ヘッダーファイルのマクロで定義される文字列値です。タグに続く引数は、tag
引数の値によって異なります。

情報の取得元となるクラスタノードを指定するために、tag 引数のあとに追加の引数を指定する
必要がある場合もあります。引数リストの最後の引数は、tag 引数で指定される情報の格納に
適した変数型にする必要があります。これは出力引数で、クラスタの情報を格納します。関数の
実行に失敗した場合、出力引数に値は返されません。scha_cluster_get() 関数が返す情報
を格納するために割り当てられたメモリーは、scha_cluster_get() 関数に使用したハンドルで
scha_cluster_close() を呼び出すまで、そのまま残ります。

scha_cluster_close() は、以前の scha_cluster_get() 関数の呼び出しから返された
handle 引数を取ります。この関数は、このハンドルを無効にして、このハンドルで行われた
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scha_cluster_get() 呼び出しが返した値に割り当てられたメモリーを解放します。値を返す必
要が生じるごとに、個々の get 呼び出しでメモリーが割り当てられる点に注意してください。あ
る呼び出しで値を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出しによって上書きされた
り、再利用されることはありません。

scha_cluster_open_zone() 関数と scha_cluster_get_zone() 関数はそれぞ
れ、scha_cluster_open() および scha_cluster_get() と同じ目的で使用され、追加の
cluster 引数で、リソースグループが存在し、操作の対象となるゾーンクラスタの名前を指定し
ます。これらの関数は、大域ゾーンで実行されるコードを特定のゾーンクラスタで動作させる必
要がある場合に便利です。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセスするために使
用することはできません。

scha_cluster_open_zone() または scha_cluster_get_zone() の cluster 引数が NULL の
場合、クエリーは、呼び出しが実行されるクラスタで実行されます (つまり、NULL 引数での呼
び出しは、それぞれ scha_cluster_open() または scha_cluster_get() と等しくなります)。

scha_cluster_open_zone() から返されたハンドルを閉じるには、scha_cluster_close() を使
用します。cluster 引数は不要です。
tag 引数に使用できるマクロ

次に、scha_tags.h に定義されており、tag 引数に使用できるマクロを示しま
す。ここでは出力引数および追加引数の型を説明します。構造体と enum 型
は、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されています。

SCHA_ALL_LOADLIMITS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、クラスタに定義されているすべての loadlimit 名を返します。

SCHA_ALL_NODEIDS

出力引数の型は scha_uint_array_t** です。
返される値は、クラスタ内のすべてのノードの数値識別子です。

SCHA_ALL_NODENAMES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
返される値は、クラスタ内のすべてのノードの名前です。

SCHA_ALL_PRIVATELINK_HOSTNAMES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
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このマクロは、クラスタインターコネクト上にノードのアドレスを指定するための、すべてのク
ラスタノードのホスト名を返します。

SCHA_ALL_PSTRINGS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、クラスタに定義されたすべてのプライベート文字列の名前を返します。プライ
ベート文字列の詳細は、217 ページのclpstring(1CL) のマニュアルページを参照してく
ださい。

SCHA_ALL_RESOURCEGROUPS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
返される値は、クラスタ上で管理されているすべてのリソースグループの名前です。

SCHA_ALL_RESOURCETYPES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
返される値は、クラスタに登録されているすべてのリソースタイプの名前です。

SCHA_CLUSTERNAME

出力引数の型は char** です。
返される値は、クラスタの名前です。

SCHA_HARD_LOADLIMIT

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、指定された範囲名に対し、クラスタのすべてのノードの強い負荷制限値を返
します。負荷制限の名前文字列である、char * 型の追加の引数が必要です。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d" で、左側の文字列は nodename、右側の
整数はそのノードで指定されている制限名に対する強い負荷制限値です。強い制限値を
指定しない場合、強い制限値の値として -1 が表示されます。

SCHA_LOADLIMIT_PROPS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、指定された範囲名に対し、クラスタのすべてのノードの弱い負荷制限値 (/
区切り) を返します。負荷制限の名前文字列である、char * 型の追加の引数が必要で
す。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d/%d" で、左側の文字列は nodename、最
初の整数は弱い制限値、2 番目の整数は強い制限値です。強い制限値を指定しない場
合、強い制限値の値として -1 が表示されます。弱い制限値を指定しない場合、弱い制限
値の値として 0 が表示されます。

SCHA_LOADLIMITS_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
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このマクロは、特定のノードの負荷制限値 (/ 区切り) と制限名を返します。nodename で
ある、char * 型の追加の引数が必要です。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d/%d" で、文字列は指定したノードに定義さ
れている制限名、最初の整数は弱い制限値、2 番目の整数は強い制限値です。強い制限
値を指定しない場合、強い制限値の値として -1 が表示されます。弱い制限値を指定しな
い場合、弱い制限値の値として 0 が表示されます。

SCHA_NODEID_LOCAL

出力引数の型は uint_t* です。
返される値は、コマンドを実行するノードの数値識別子です。

SCHA_NODEID_NODENAME

出力引数の型は uint_t* です。追加引数の型は char * です。このマクロに必要な追加
引数には、クラスタノードの名前を指定します。
返される値は、指定した名前に該当するノードの数値識別子です。

SCHA_NODENAME_LOCAL

出力引数の型は char** です。
返される値は、関数が実行されたクラスタノードの名前です。

SCHA_NODENAME_NODEID

出力引数の型は char** です。追加引数の型は uint_t です。追加引数には、数値式のク
ラスタノード識別子を指定します。
返される値は、数値識別子で指定されるクラスタノードの名前です。

SCHA_NODESTATE_LOCAL

出力引数の型は scha_node_state_t* です。
返される値は、コマンドが実行されたノードの状態に応じて SCHA_NODE_UP または
SCHA_NODE_DOWN となります。

SCHA_NODESTATE_NODE

出力引数の型は scha_node_state_t* です。追加引数の型は char* です。このマクロに
必要なフラグ無し追加引数には、クラスタノードの名を指定します。
返される値は、名前付きノードの状態に応じて SCHA_NODE_UP または SCHA_NODE_DOWN とな
ります。

SCHA_PRIVATELINK_HOSTNAME_LOCAL

出力引数の型は char** です。
このマクロは、クラスタインターコネクト上にコマンドを実行するノードのアドレスを指定する
ためのホスト名を返します。
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SCHA_PRIVATELINK_HOSTNAME_NODE

出力引数の型は char** です。追加引数の型は char * です。このマクロに必要なフラグ
無し追加引数には、クラスタノードの名前が入ります。
このマクロは、クラスタインターコネクト上に指定のノードのアドレスを指定するためのホスト
名を返します。

SCHA_PSTRING

出力引数の型は char** です。
このマクロは、プライベート文字列の平文値を返します。プライベート文字列の名前を指定
する、char * 型の追加の引数が必要です。スーパーユーザー以外のユーザーがこのクエリー
タグを使用するには、solaris.cluster.modify 役割に基づくアクセス制御 (RBAC) の
承認が必要です。プライベート文字列の詳細は、217 ページのclpstring(1CL) のマニュ
アルページを参照してください。

SCHA_RESOURCE_SECURITY

出力引数の型は char** です。
このマクロは、resource_security クラスタプロパティーの現在の設定を返します。

SCHA_SOFT_LOADLIMIT

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
このマクロは、指定された範囲名に対し、クラスタのすべてのノードの弱い負荷制限値を返
します。負荷制限の名前文字列である、char * 型の追加の引数が必要です。
文字列配列の出力の各要素の書式は "%s=%d" で、左側の文字列は nodename、右側の
整数はそのノードで指定されている制限名に対する弱い負荷制限値です。弱い制限値を
指定しない場合、弱い制限値の値として 0 が表示されます。

SCHA_SYSLOG_FACILITY

出力引数の型は int* です。
このマクロは、RGM がログメッセージで使用する Unresolved link to " syslog3C" 関
数の番号を返します。返される値は 24 です。これは LOG_DAEMON 機能の値に対応してい
ます。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   376 scha_cluster_get() 関数の使用

次の例では、scha_cluster_get() 関数を使用して、全クラスタノードの名前を取得します。この
関数を使用すると、ノードが稼働しているかどうかもわかります。

http://otn.oracle.com
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このコード例では、制限が構成されている各クラスタノードに対し、mylimit という limitname
に構成されている弱い負荷制限値と強い負荷制限値も出力されます。各ノードの負荷制限
値の出力形式は nodename=softlimit/[ hardlimit] で、強い制限値が設定されていない場
合、hardlimit の値は無制限 (-1) です。

#include <scha.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

main()

{

        scha_err_t              err;

        scha_node_state_t       node_state;

        scha_str_array_t        *all_nodenames;

        scha_cluster_t          handle;

        int                     ix;

        const char              *str;

        scha_str_array_t        *load_limits;

        err = scha_cluster_open(&handle);

        if (err != SCHA_ERR_NOERR) {

                fprintf(stderr, "FAILED: scha_cluster_open()0);

                exit(err);

        }

        err = scha_cluster_get(handle, SCHA_ALL_NODENAMES, &all_nodenames);

        if (err != SCHA_ERR_NOERR) {

                fprintf(stderr, "FAILED: scha_cluster_get()0);

                exit(err);

        }

        for (ix = 0; ix < all_nodenames->array_cnt; ix++) {

                err = scha_cluster_get(handle, SCHA_NODESTATE_NODE,

                    all_nodenames->str_array[ix], &node_state);

                if (err != SCHA_ERR_NOERR) {

                        fprintf(stderr, "FAILED: scha_cluster_get()"

                            "SCHA_NODESTATE_NODE0);

                        exit(err);

                }

                switch (node_state) {

                case SCHA_NODE_UP:

                        str = "UP";

                        break;

                case SCHA_NODE_DOWN:

                        str = "DOWN";

                        break;

                }

                printf("State of node: %s value: %s\n",

                    all_nodenames->str_array[ix], str);

        }

        err = scha_cluster_get(handle, SCHA_LOADLIMIT_PROPS, "mylimit",
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            &load_limits);

        printf("\n\nLoad limits settings for limitname 'mylimit':\n\n");

        for (ix = 0; ix < load_limits->array_cnt; ix++) {

            printf("%s\n", load_limits->str_array[ix]);

        }

}

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

669 ページのscha_cluster_get(1HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1079 ページのscha_cluster_getlogfacility(3HA ),
1081 ページのscha_cluster_getnodename(3HA), 1239 ページのscha_strerror(3HA),
Unresolved link to " syslog3C", Unresolved link to " attributes5",
1319 ページのrg_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_control, scha_control_zone — リソースおよびリソースグループ制御をリクエストする
関数

cc [flags…] -I/usr/cluster/include file -L/usr/cluster/lib 
     -l scha#include <scha.h> scha_err_t scha_control(const char *

     tag, const char *rgname, const char *rname);

 scha_err_t scha_control_zone(const char *tag, const char *

     rgname, const char *rname, const char *zonename);

scha_control() および scha_control_zone() 関数は、それぞれ、Resource Group
Manager (RGM) の制御下にあるリソースまたはリソースグループの再起動または再配置をリ
クエストするためのインタフェースを提供します。これらの関数はリソースモニターで使用します。

scha_control_zone() 関数は、Global_zone プロパティーが TRUE に設定されているリソースタ
イプにのみ使用します。Global_zone プロパティーが FALSE に設定されている場合、この機能
は必要ありません。詳細は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページを参照して
ください。 scha_control_zone() 関数は、大域ゾーンから呼び出されます。zonename 引数は、
リソースグループが構成されているゾーンクラスタの名前を指定します。

指定されたリソースの Failover_mode プロパティーの設定により、リクエストされた
scha_control() または scha_control_zone() のアクションが抑制される場合もありま
す。Failover_mode が RESTART_ONLY である場合、SCHA_RESOURCE_RESTART のみが許可され
ます。SCHA_GIVEOVER、SCHA_CHECK_GIVEOVER、SCHA_RESTART、および SCHA_CHECK_RESTART を
含む、その他のリクエストは SCHA_ERR_CHECKS 終了コードを返し、リクエストされたギブオーバー
または再起動アクションは実行されず、syslog メッセージのみを作成します。Retry_count プ
ロパティーと Retry_interval プロパティーがリソースで設定されている場合、リソース再起動の
回数は Retry_interval 内での Retry_count の試行回数に制限されます。Failover_mode が
LOG_ONLY の場合、scha_control() または scha_control_zone() のギブオーバー、再起動、ま
たは無効化リクエストは SCHA_ERR_CHECKS 終了コードを返し、リクエストされたギブオーバーま
たは再起動アクションは実行されず、syslog メッセージのみを作成します。
tag 引数

tag 引数には、リソースまたはリソースグループに対して、再配置を行うのか、再起動を行うのか
を指定します。この引数は、scha_tags.h で定義された次のマクロのうちの 1 つで定義される
文字列値にしてください。
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SCHA_CHANGE_STATE_OFFLINE

rname 引数で指定したプロキシリソースをローカルノード上でオフラインにするようリクエス
トします。プロキシリソースは、リソースの状態を Oracle Clusterware などの別のクラスタ
からインポートする Oracle Solaris Cluster リソースです。Oracle Clusterware は、ク
ラスタ環境のための、プラットフォームに依存しない一連のシステムサービスです。Oracle
Solaris Cluster ソフトウェアのコンテキスト内での、状態のこの変化には、外部リソースの
状態の変化が反映されます。
プロキシリソースの状態をこの tag 引数で変更すると、該当するプロキシリソースのメソッド
は実行されません。
ノード上にある「依存先の」リソースで障害が発生して、リソースを回復できない場合、モニ
ターはそのノード上のそのリソースをオフラインにします。モニターは scha_control() <!
[ %zones-deferred; [または scha_control_zone() ]]>関数を SCHA_RESOURCE_DISABLE
要求付きで呼び出すことにより、リソースをオフラインにします。また、モニターは、依存先リ
ソースのオフライン、再起動に従属する対象をすべて、それらに対して再起動をトリガーする
ことにより、オフラインにします。クラスタ管理者が障害を解決し、依存されているリソースを
再び有効にすると、モニターは、依存されているリソースのオフライン再起動依存リソースも
オンラインに戻します。

SCHA_CHANGE_STATE_ONLINE

rname 引数で指定したプロキシリソースをローカルノード上でオンラインにするようリクエス
トします。プロキシリソースは、リソースの状態を Oracle Clusterware などの別のクラスタか
らインポートする Oracle Solaris Cluster リソースです。Oracle Solaris Cluster ソフト
ウェアのコンテキスト内での、状態のこの変化には、外部リソースの状態の変化が反映さ
れます。
プロキシリソースの状態をこの tag 引数で変更すると、該当するプロキシリソースのメソッド
は実行されません。

SCHA_CHECK_GIVEOVER

rgname 引数に指定したリソースグループに対して SCHA_GIVEOVER と同様の検証
チェックを実行しますが、実際にリソースグループを再配置することはありません。

SCHA_CHECK_RESTART

rgname 引数に指定したリソースグループに対して SCHA_RESTART リクエストと同様の
検証チェックを実行しますが、実際にリソースグループを再起動することはありません。
SCHA_CHECK_GIVEOVER および SCHA_CHECK_RESTART リクエストは、scha_control() または
scha_control_zone() 関数を起動してギブオーバーまたは再起動を実行するのではなく、
リソースに対してアクション (プロセスの終了や再起動など) を直接起こすリソースモニター
が使用するためのものです。なお検証に問題が発生した場合、モニターはフェイルオーバー
処理を行う代わりに、スリープ状態に置いてからプローブを再開する必要があります。エラー
を参照してください。
rgname 引数には、再起動または再配置するリソースグループの名前を指定します。リクエ
スト元ノードでグループがオンラインになっていない場合、リクエストは拒否されます。
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rname 引数には、リソースグループ内のリソースの名前を指定します。これは、モニターが
scha_control() または scha_control_zone() のリクエストを実行するリソースと考えられ
ます。指定されたリソースがリソースグループ内に存在しない場合、要求は拒否されます。
コマンドの終了コードは、要求された処理が拒絶されたかどうかを示します。要求が受
け入れられた場合、リソースグループまたはリソースに対するオフラインから再オンライ
ン化までの処理が終わった時点で、関数の値が返されます。scha_control() または
scha_control_zone() 関数を呼び出した障害モニターは、リソースグループがオフラインに
なった結果、停止し、成功したリクエストの戻りステータスを受け取らない場合があります。

SCHA_GIVEOVER

rgname 引数に指定したリソースグループをローカルノード上でオフラインにし、RGM が選
択する別のノード上で再度オンラインにするようリクエストします。リソースグループが 2 つ
以上のノード上で現在オンライン状態にあり、これ以上オンライン化できるノードが存在し
ない場合、このリソースグループは、ローカルノード上でオフラインになったままオンラインに
ならない可能性があります。またこうした処理要求は、各種のチェックの結果を受けた結果
として、拒絶される場合もあります。たとえば、あるノード上で SCHA_GIVEOVER リクエストによ
り、グループが Pingpong_interval プロパティーの指定された間隔でオフラインになったた
めに、このノードがホストとして拒絶されることがあります。
クラスタ管理者が 1 つ以上のリソースグループの RG_affinities プロパティーを構成
し、1 つのリソースグループで scha_control GIVEOVER 要求を発行する場合、複数のリ
ソースグループが再配置される可能性があります。RG_affinities プロパティーについて
は、1319 ページのrg_properties(5) で説明されています。
MONITOR_CHECK メソッドは、リソースを含むリソースグループが、scha_control() または
scha_control_zone() 関数の呼び出しあるいは障害モニターからの scha_control また
は scha_control_zone() コマンドの発行の結果として新しいノードに再配置される前に呼
び出されます。683 ページのscha_control(1HA) のマニュアルページを参照してくださ
い。
MONITOR_CHECK メソッドは、リソースグループの新しい潜在マスターである任意のノードから
呼び出せます。MONITOR_CHECK メソッドは、リソースを実行するのにノードが十分に健全であ
るかどうかを確認します。MONITOR_CHECK メソッドは、並行して実行されるほかのメソッドと
衝突しない方法で実装する必要があります。
MONITOR_CHECK メソッドが失敗した場合、コールバックが呼び出されたノードへのリソースグ
ループの再配置は拒否されます。

SCHA_IGNORE_FAILED_START

現在実行している Prenet_start メソッドまたは Start メソッドが失敗したリクエスト
は、Failover_mode プロパティーの設定をしていても、リソースグループのフェイルオーバー
の原因にはなりません。
言い換えると、この要求は、Failover_Mode プロパティーが SOFT または HARD に設定され
ているリソースに対して、通常、そのリソースが起動に失敗したときに行われる回復アクショ
ンを無効にします。通常、リソースグループは異なるノードにフェイルオーバーします。代わり
に、リソースは Failover_Mode が NONE に設定されているかのように動作します。このリソー
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スは START_FAILED 状態になり、その他のエラーが発生していない場合、リソースグループ
は ONLINE_FAULTED 状態で終了します。
このリクエストが意味を持つのは、あとで 0 以外のステータスで終了するかタイムアウ
トする Start または Prenet_start メソッドから呼び出された場合のみです。このリク
エストは、現在の Start メソッドまたは Prenet_start メソッドの呼び出しに対してのみ
有効です。別のノード上でリソースを正常に起動できないことが Start() メソッドで判
明した場合は、このリクエストを指定してscha_control() または scha_control_zone
関数を呼び出してください。このリクエストがほかのメソッドから呼び出された場合、
エラー SCHA_ERR_INVAL が返されます。この要求は、リソースグループの「ピンポン」
フェイルオーバーを防ぐために存在します。SCHA_ERR_INVAL エラーコードについて
は、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページを参照してください。

SCHA_RESOURCE_DISABLE

scha_control() または scha_control_zone() 関数が呼び出されたノード上で rname 引
数によって指定されたリソースを無効にします。
ノード上にある「依存先の」リソースで障害が発生して、リソースを回復できない場合、モニ
ターはそのノード上のそのリソースをオフラインにします。モニターは scha_control() また
は scha_control_zone() 関数を SCHA_RESOURCE_DISABLE リクエストで呼び出すことによ
り、リソースをオフラインにします。また、モニターは、依存先リソースのオフライン、再起動に
従属する対象をすべて、それらに対して再起動をトリガーすることにより、オフラインにしま
す。クラスタ管理者が障害を解決し、依存されているリソースを再び有効にすると、モニター
は、依存されているリソースのオフライン再起動依存リソースもオンラインに戻します。

SCHA_RESOURCE_IS_RESTARTED

rname 引数に指定したリソースの再起動カウンタを、実際にリソースを再起動することなく、
ローカルノード上で増分するようリクエストします。
SCHA_RESOURCE_RESTART リクエストで scha_control() または scha_control_zone()
関数を呼び出すことなく、リソースを直接再起動するリソースモニター (たとえ
ば、735 ページのpmfadm(1M) コマンドの使用) は、このリクエストを使用してリソースが再
起動されたことを RGM に通知できます。このことは、今後 scha_resource_get() 関数を
NUM_RESOURCE_RESTARTS クエリー付きで呼び出す場合に反映されます。
リソースの型が Retry_interval 標準プロパティーの宣言に失敗した場
合、scha_control() または scha_control_zone() 関数の SCHA_RESOURCE_IS_RESTARTED
リクエストは許可されず、scha_control() または scha_control_zone() 関数はエラーコー
ド 13 (SCHA_ERR_RT) を返します。

SCHA_RESOURCE_RESTART

rname 引数に指定したリソースをオフラインにし、リソースグループ内のほかのリソースを停
止させることなく、ローカルノード上で再度オンラインにするようリクエストします。リソースの
停止と起動は、ローカルノード上で次の順序でメソッドを適用することで行われます:

MONITOR_STOP

STOP

START
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MONITOR_START

リソースタイプが STOP メソッドおよび START メソッドを宣言していない場合は、代わりに
POSTNET_STOP および PRENET_START を使用してリソースが再起動されます:

MONITOR_STOP

POSTNET_STOP

PRENET_START

MONITOR_START

リソースタイプが MONITOR_STOP メソッドおよび MONITOR_START メソッドを宣言していな
い場合、STOP メソッドと START メソッド、または POSTNET_STOP メソッドと PRENET_START
メソッドのみが呼び出され、再起動が実行されます。リソースのタイプは START メ
ソッドと STOP メソッドを宣言する必要があります。SCHA_ERR_RT エラーコードについて
は、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページを参照してください。
リソースの再起動時にメソッドの呼び出しに失敗した場合は、RGM はリソースの
Failover_mode プロパティー設定に応じて、エラー状態の設定、リソースグループの再配
置、またはノードのリブートを実行します。詳細は、1287 ページのr_properties(5) の
Failover_mode プロパティーを参照してください。
この要求を使用してリソースを再起動するリソースモニターは、scha_resource_get の
NUM_RESOURCE_RESTARTS() クエリーを使用して、最近の再起動の試行回数を記録できま
す。
PRENET_START または POSTNET_STOP メソッドを持つリソースタイプでは、注意して
SCHA_RESOURCE_RESTART リクエストを使用する必要があります。リソースに対して使用でき
るのは MONITOR_STOP、STOP、START、MONITOR_START のメソッドのみです。このリソースが依
存するネットワークアドレスリソースは再起動されず、オンライン状態のままになります。
ノード上にある「依存先の」リソースで障害が発生して、リソースを回復できない場合、モニ
ターはそのノード上のそのリソースをオフラインにします。モニターは scha_control() <!
[ %zones-deferred; [または scha_control_zone() ]]>関数を SCHA_RESOURCE_DISABLE
要求付きで呼び出すことにより、リソースをオフラインにします。また、モニターは、依存先リ
ソースのオフライン、再起動に従属する対象をすべて、それらに対して再起動をトリガーする
ことにより、オフラインにします。クラスタ管理者が障害を解決し、依存されているリソースを
再び有効にすると、モニターは、依存されているリソースのオフライン再起動依存リソースも
オンラインに戻します。

SCHA_RESTART

rgname 引数に指定したリソースグループをオフラインにし、異なるノードに強制的に再配置
することなく、再度オンラインにするようリクエストします。ただし、この要求を実行する際に
グループ内のリソースの再起動が失敗した場合は、最終的にリソースグループが再配置さ
れることもあります。このリクエストを使用してリソースグループを再起動するリソースモニ
ターは、scha_resource_get の NUM_RG_RESTARTS() クエリーを使用して、最近の再起動の
試行回数を記録できます。

これらの関数は、次の戻り値を返します。
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0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

SCHA_ERR_CHECKS 要求は取り消し済み再配置に失敗した箇所の
チェックが必要。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページを参
照してください。

通常、scha_control() または scha_control_zone() 関数からエラーコードを受信する障害モ
ニターは、しばらくの間スリープ状態になってから、その検証を再起動するようにしてください。こ
れらの関数がこのような動作をするのは、エラー状態の中には、しばらく時間が経過したあと自
分自身で解決するものがあるためです。そのようなエラー状態の例としては、広域デバイスサー
ビスのフェイルオーバーがあり、これはディスクリソースが一時的に使用不可能になる原因にな
ります。エラー状態が解決されたあと、リソース自体はふたたび正常な状態に戻ることがありま
す。そうでない場合、後続の scha_control() または scha_control_zone() リクエストが成功
することがあります。

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

645 ページのrt_callbacks(1HA), 683 ページのscha_control(1HA),
735 ページのpmfadm(1M), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1151 ページのscha_resource_open(3HA), 1239 ページのscha_strerror(3HA),
Unresolved link to " attributes5", 1287 ページのr_properties(5),
1319 ページのrg_properties(5), 1335 ページのrt_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_control, scha_control_zone — リソースおよびリソースグループ制御をリクエストする
関数

cc [flags…] -I/usr/cluster/include file -L/usr/cluster/lib 
     -l scha#include <scha.h> scha_err_t scha_control(const char *

     tag, const char *rgname, const char *rname);

 scha_err_t scha_control_zone(const char *tag, const char *

     rgname, const char *rname, const char *zonename);

scha_control() および scha_control_zone() 関数は、それぞれ、Resource Group
Manager (RGM) の制御下にあるリソースまたはリソースグループの再起動または再配置をリ
クエストするためのインタフェースを提供します。これらの関数はリソースモニターで使用します。

scha_control_zone() 関数は、Global_zone プロパティーが TRUE に設定されているリソースタ
イプにのみ使用します。Global_zone プロパティーが FALSE に設定されている場合、この機能
は必要ありません。詳細は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページを参照して
ください。 scha_control_zone() 関数は、大域ゾーンから呼び出されます。zonename 引数は、
リソースグループが構成されているゾーンクラスタの名前を指定します。

指定されたリソースの Failover_mode プロパティーの設定により、リクエストされた
scha_control() または scha_control_zone() のアクションが抑制される場合もありま
す。Failover_mode が RESTART_ONLY である場合、SCHA_RESOURCE_RESTART のみが許可され
ます。SCHA_GIVEOVER、SCHA_CHECK_GIVEOVER、SCHA_RESTART、および SCHA_CHECK_RESTART を
含む、その他のリクエストは SCHA_ERR_CHECKS 終了コードを返し、リクエストされたギブオーバー
または再起動アクションは実行されず、syslog メッセージのみを作成します。Retry_count プ
ロパティーと Retry_interval プロパティーがリソースで設定されている場合、リソース再起動の
回数は Retry_interval 内での Retry_count の試行回数に制限されます。Failover_mode が
LOG_ONLY の場合、scha_control() または scha_control_zone() のギブオーバー、再起動、ま
たは無効化リクエストは SCHA_ERR_CHECKS 終了コードを返し、リクエストされたギブオーバーま
たは再起動アクションは実行されず、syslog メッセージのみを作成します。
tag 引数

tag 引数には、リソースまたはリソースグループに対して、再配置を行うのか、再起動を行うのか
を指定します。この引数は、scha_tags.h で定義された次のマクロのうちの 1 つで定義される
文字列値にしてください。
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SCHA_CHANGE_STATE_OFFLINE

rname 引数で指定したプロキシリソースをローカルノード上でオフラインにするようリクエス
トします。プロキシリソースは、リソースの状態を Oracle Clusterware などの別のクラスタ
からインポートする Oracle Solaris Cluster リソースです。Oracle Clusterware は、ク
ラスタ環境のための、プラットフォームに依存しない一連のシステムサービスです。Oracle
Solaris Cluster ソフトウェアのコンテキスト内での、状態のこの変化には、外部リソースの
状態の変化が反映されます。
プロキシリソースの状態をこの tag 引数で変更すると、該当するプロキシリソースのメソッド
は実行されません。
ノード上にある「依存先の」リソースで障害が発生して、リソースを回復できない場合、モニ
ターはそのノード上のそのリソースをオフラインにします。モニターは scha_control() <!
[ %zones-deferred; [または scha_control_zone() ]]>関数を SCHA_RESOURCE_DISABLE
要求付きで呼び出すことにより、リソースをオフラインにします。また、モニターは、依存先リ
ソースのオフライン、再起動に従属する対象をすべて、それらに対して再起動をトリガーする
ことにより、オフラインにします。クラスタ管理者が障害を解決し、依存されているリソースを
再び有効にすると、モニターは、依存されているリソースのオフライン再起動依存リソースも
オンラインに戻します。

SCHA_CHANGE_STATE_ONLINE

rname 引数で指定したプロキシリソースをローカルノード上でオンラインにするようリクエス
トします。プロキシリソースは、リソースの状態を Oracle Clusterware などの別のクラスタか
らインポートする Oracle Solaris Cluster リソースです。Oracle Solaris Cluster ソフト
ウェアのコンテキスト内での、状態のこの変化には、外部リソースの状態の変化が反映さ
れます。
プロキシリソースの状態をこの tag 引数で変更すると、該当するプロキシリソースのメソッド
は実行されません。

SCHA_CHECK_GIVEOVER

rgname 引数に指定したリソースグループに対して SCHA_GIVEOVER と同様の検証
チェックを実行しますが、実際にリソースグループを再配置することはありません。

SCHA_CHECK_RESTART

rgname 引数に指定したリソースグループに対して SCHA_RESTART リクエストと同様の
検証チェックを実行しますが、実際にリソースグループを再起動することはありません。
SCHA_CHECK_GIVEOVER および SCHA_CHECK_RESTART リクエストは、scha_control() または
scha_control_zone() 関数を起動してギブオーバーまたは再起動を実行するのではなく、
リソースに対してアクション (プロセスの終了や再起動など) を直接起こすリソースモニター
が使用するためのものです。なお検証に問題が発生した場合、モニターはフェイルオーバー
処理を行う代わりに、スリープ状態に置いてからプローブを再開する必要があります。エラー
を参照してください。
rgname 引数には、再起動または再配置するリソースグループの名前を指定します。リクエ
スト元ノードでグループがオンラインになっていない場合、リクエストは拒否されます。
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rname 引数には、リソースグループ内のリソースの名前を指定します。これは、モニターが
scha_control() または scha_control_zone() のリクエストを実行するリソースと考えられ
ます。指定されたリソースがリソースグループ内に存在しない場合、要求は拒否されます。
コマンドの終了コードは、要求された処理が拒絶されたかどうかを示します。要求が受
け入れられた場合、リソースグループまたはリソースに対するオフラインから再オンライ
ン化までの処理が終わった時点で、関数の値が返されます。scha_control() または
scha_control_zone() 関数を呼び出した障害モニターは、リソースグループがオフラインに
なった結果、停止し、成功したリクエストの戻りステータスを受け取らない場合があります。

SCHA_GIVEOVER

rgname 引数に指定したリソースグループをローカルノード上でオフラインにし、RGM が選
択する別のノード上で再度オンラインにするようリクエストします。リソースグループが 2 つ
以上のノード上で現在オンライン状態にあり、これ以上オンライン化できるノードが存在し
ない場合、このリソースグループは、ローカルノード上でオフラインになったままオンラインに
ならない可能性があります。またこうした処理要求は、各種のチェックの結果を受けた結果
として、拒絶される場合もあります。たとえば、あるノード上で SCHA_GIVEOVER リクエストによ
り、グループが Pingpong_interval プロパティーの指定された間隔でオフラインになったた
めに、このノードがホストとして拒絶されることがあります。
クラスタ管理者が 1 つ以上のリソースグループの RG_affinities プロパティーを構成
し、1 つのリソースグループで scha_control GIVEOVER 要求を発行する場合、複数のリ
ソースグループが再配置される可能性があります。RG_affinities プロパティーについて
は、1319 ページのrg_properties(5) で説明されています。
MONITOR_CHECK メソッドは、リソースを含むリソースグループが、scha_control() または
scha_control_zone() 関数の呼び出しあるいは障害モニターからの scha_control また
は scha_control_zone() コマンドの発行の結果として新しいノードに再配置される前に呼
び出されます。683 ページのscha_control(1HA) のマニュアルページを参照してくださ
い。
MONITOR_CHECK メソッドは、リソースグループの新しい潜在マスターである任意のノードから
呼び出せます。MONITOR_CHECK メソッドは、リソースを実行するのにノードが十分に健全であ
るかどうかを確認します。MONITOR_CHECK メソッドは、並行して実行されるほかのメソッドと
衝突しない方法で実装する必要があります。
MONITOR_CHECK メソッドが失敗した場合、コールバックが呼び出されたノードへのリソースグ
ループの再配置は拒否されます。

SCHA_IGNORE_FAILED_START

現在実行している Prenet_start メソッドまたは Start メソッドが失敗したリクエスト
は、Failover_mode プロパティーの設定をしていても、リソースグループのフェイルオーバー
の原因にはなりません。
言い換えると、この要求は、Failover_Mode プロパティーが SOFT または HARD に設定され
ているリソースに対して、通常、そのリソースが起動に失敗したときに行われる回復アクショ
ンを無効にします。通常、リソースグループは異なるノードにフェイルオーバーします。代わり
に、リソースは Failover_Mode が NONE に設定されているかのように動作します。このリソー
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スは START_FAILED 状態になり、その他のエラーが発生していない場合、リソースグループ
は ONLINE_FAULTED 状態で終了します。
このリクエストが意味を持つのは、あとで 0 以外のステータスで終了するかタイムアウ
トする Start または Prenet_start メソッドから呼び出された場合のみです。このリク
エストは、現在の Start メソッドまたは Prenet_start メソッドの呼び出しに対してのみ
有効です。別のノード上でリソースを正常に起動できないことが Start() メソッドで判
明した場合は、このリクエストを指定してscha_control() または scha_control_zone
関数を呼び出してください。このリクエストがほかのメソッドから呼び出された場合、
エラー SCHA_ERR_INVAL が返されます。この要求は、リソースグループの「ピンポン」
フェイルオーバーを防ぐために存在します。SCHA_ERR_INVAL エラーコードについて
は、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページを参照してください。

SCHA_RESOURCE_DISABLE

scha_control() または scha_control_zone() 関数が呼び出されたノード上で rname 引
数によって指定されたリソースを無効にします。
ノード上にある「依存先の」リソースで障害が発生して、リソースを回復できない場合、モニ
ターはそのノード上のそのリソースをオフラインにします。モニターは scha_control() また
は scha_control_zone() 関数を SCHA_RESOURCE_DISABLE リクエストで呼び出すことによ
り、リソースをオフラインにします。また、モニターは、依存先リソースのオフライン、再起動に
従属する対象をすべて、それらに対して再起動をトリガーすることにより、オフラインにしま
す。クラスタ管理者が障害を解決し、依存されているリソースを再び有効にすると、モニター
は、依存されているリソースのオフライン再起動依存リソースもオンラインに戻します。

SCHA_RESOURCE_IS_RESTARTED

rname 引数に指定したリソースの再起動カウンタを、実際にリソースを再起動することなく、
ローカルノード上で増分するようリクエストします。
SCHA_RESOURCE_RESTART リクエストで scha_control() または scha_control_zone()
関数を呼び出すことなく、リソースを直接再起動するリソースモニター (たとえ
ば、735 ページのpmfadm(1M) コマンドの使用) は、このリクエストを使用してリソースが再
起動されたことを RGM に通知できます。このことは、今後 scha_resource_get() 関数を
NUM_RESOURCE_RESTARTS クエリー付きで呼び出す場合に反映されます。
リソースの型が Retry_interval 標準プロパティーの宣言に失敗した場
合、scha_control() または scha_control_zone() 関数の SCHA_RESOURCE_IS_RESTARTED
リクエストは許可されず、scha_control() または scha_control_zone() 関数はエラーコー
ド 13 (SCHA_ERR_RT) を返します。

SCHA_RESOURCE_RESTART

rname 引数に指定したリソースをオフラインにし、リソースグループ内のほかのリソースを停
止させることなく、ローカルノード上で再度オンラインにするようリクエストします。リソースの
停止と起動は、ローカルノード上で次の順序でメソッドを適用することで行われます:

MONITOR_STOP

STOP

START
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MONITOR_START

リソースタイプが STOP メソッドおよび START メソッドを宣言していない場合は、代わりに
POSTNET_STOP および PRENET_START を使用してリソースが再起動されます:

MONITOR_STOP

POSTNET_STOP

PRENET_START

MONITOR_START

リソースタイプが MONITOR_STOP メソッドおよび MONITOR_START メソッドを宣言していな
い場合、STOP メソッドと START メソッド、または POSTNET_STOP メソッドと PRENET_START
メソッドのみが呼び出され、再起動が実行されます。リソースのタイプは START メ
ソッドと STOP メソッドを宣言する必要があります。SCHA_ERR_RT エラーコードについて
は、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページを参照してください。
リソースの再起動時にメソッドの呼び出しに失敗した場合は、RGM はリソースの
Failover_mode プロパティー設定に応じて、エラー状態の設定、リソースグループの再配
置、またはノードのリブートを実行します。詳細は、1287 ページのr_properties(5) の
Failover_mode プロパティーを参照してください。
この要求を使用してリソースを再起動するリソースモニターは、scha_resource_get の
NUM_RESOURCE_RESTARTS() クエリーを使用して、最近の再起動の試行回数を記録できま
す。
PRENET_START または POSTNET_STOP メソッドを持つリソースタイプでは、注意して
SCHA_RESOURCE_RESTART リクエストを使用する必要があります。リソースに対して使用でき
るのは MONITOR_STOP、STOP、START、MONITOR_START のメソッドのみです。このリソースが依
存するネットワークアドレスリソースは再起動されず、オンライン状態のままになります。
ノード上にある「依存先の」リソースで障害が発生して、リソースを回復できない場合、モニ
ターはそのノード上のそのリソースをオフラインにします。モニターは scha_control() <!
[ %zones-deferred; [または scha_control_zone() ]]>関数を SCHA_RESOURCE_DISABLE
要求付きで呼び出すことにより、リソースをオフラインにします。また、モニターは、依存先リ
ソースのオフライン、再起動に従属する対象をすべて、それらに対して再起動をトリガーする
ことにより、オフラインにします。クラスタ管理者が障害を解決し、依存されているリソースを
再び有効にすると、モニターは、依存されているリソースのオフライン再起動依存リソースも
オンラインに戻します。

SCHA_RESTART

rgname 引数に指定したリソースグループをオフラインにし、異なるノードに強制的に再配置
することなく、再度オンラインにするようリクエストします。ただし、この要求を実行する際に
グループ内のリソースの再起動が失敗した場合は、最終的にリソースグループが再配置さ
れることもあります。このリクエストを使用してリソースグループを再起動するリソースモニ
ターは、scha_resource_get の NUM_RG_RESTARTS() クエリーを使用して、最近の再起動の
試行回数を記録できます。

これらの関数は、次の戻り値を返します。
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0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

SCHA_ERR_CHECKS 要求は取り消し済み再配置に失敗した箇所の
チェックが必要。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページを参
照してください。

通常、scha_control() または scha_control_zone() 関数からエラーコードを受信する障害モ
ニターは、しばらくの間スリープ状態になってから、その検証を再起動するようにしてください。こ
れらの関数がこのような動作をするのは、エラー状態の中には、しばらく時間が経過したあと自
分自身で解決するものがあるためです。そのようなエラー状態の例としては、広域デバイスサー
ビスのフェイルオーバーがあり、これはディスクリソースが一時的に使用不可能になる原因にな
ります。エラー状態が解決されたあと、リソース自体はふたたび正常な状態に戻ることがありま
す。そうでない場合、後続の scha_control() または scha_control_zone() リクエストが成功
することがあります。

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

645 ページのrt_callbacks(1HA), 683 ページのscha_control(1HA),
735 ページのpmfadm(1M), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1151 ページのscha_resource_open(3HA), 1239 ページのscha_strerror(3HA),
Unresolved link to " attributes5", 1287 ページのr_properties(5),
1319 ページのrg_properties(5), 1335 ページのrt_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_get_fullname — リソースグループが実行されるクラスタノード名を返す

scha_err_tscha_get_fullname(const char *zonename, char **fullname)

scha_get_fullname() 関数は、ローカルノード上のゾーンコンテキストの論理ノード名を返しま
す。出力パラメータの fullname は、クラスタノード名を含む文字列に設定されます。この文字列
は、呼び出し元が解放する必要があります。

zonename が NULL である場合、ゾーンコンテキストは、この呼び出しが実行されている場所に
依存します。

■ 大域ゾーンで実行されている場合は、ローカルノード名を返します。
■ ゾーンクラスタで実行されている場合は、グローバルクラスタノード名ではなく、ゾーンクラス

タノード名を返します。

zonename が null 以外である場合、これは zonename で指定された非大域ゾーンで構成され
ているリソースの代わりに、大域ゾーンで呼び出されることが想定されています。zonename が
ゾーンクラスタの名前 (これは、基本となる非大域ゾーンの名前でもあります) である場合は、
ゾーンクラスタノード名を返します。

この関数がリソースコールバックメソッドから呼び出され、zonename パラメータが
scds_get_zone_name() 関数の出力に設定されている場合は、いずれの場合も、結果として得
られる fullname はリソースグループのノードリスト内の現在のエントリに一致します。

■ グローバルクラスタまたはゾーンクラスタ
■ global_zone リソースタイプまたは通常のリソースタイプ

この関数は、次の値を返します。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。
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例   377 scha_get_fullname() 関数の使用法

次の例では、scha_get_fullname() を使用して、現在のプログラムが実行されている nodename
コンテキストを表す fullname 文字列を取得し、この名前をリソースグループのノードリスト内で
検索します。

       #include <scha.h>

       #include <libdsdev.h>

       main(int argc, char *argv[])

       {

               scha_err_t        err;

               scds_handle_t     handle;

               char              *myzonename;

               char              *fullname;

               const scha_str_array_t  *rgnodelist;

               uint_t            ix;

               if (scds_initialize(&handle) != SCHA_ERR_NOERR) {

                       /* handle the error */

                       ...

               }

               myzonename = scds_get_zone_name(handle);

               rgnodelist = scds_get_rg_nodelist(handle);

               err = scha_get_fullname(myzonename, &fullname);

               ...

               for (ix = 0; ix < rgnodelist->array_cnt; ix++) {

                       if (strcmp(fullname, rgnodelist->str_array[ix]) == 0) {

                               /* found this node in the node list */

                               ...

                       }

               }

               ...

       }

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

909 ページのscds_calls(3HA), 987 ページのscds_initialize(3HA),
1081 ページのscha_cluster_getnodename(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_resource_open, scha_resource_open_zone, scha_resource_get,
scha_resource_get_zone, scha_resource_close — リソース情報アクセス関数

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l scha#include
 <scha.h>scha_err_t scha_resource_open( const char *rname, const char *rgname, scha_resource_t

 *handle);

scha_err_t scha_resource_open_zone(const char *cluster, const char *rs_name, const char
 *rg_name, scha_resource_t * handlep);

scha_err_t scha_resource_get(scha_resource_t handle, const char *tag,...);

scha_err_t scha_resource_get_zone(const char *cluster, 
     scha_resource_t handlep, const char *rs_tag, ...);

scha_err_t scha_resource_close(scha_resource_t handle);

scha_resource_open()、scha_resource_get ()、および scha_resource_close() 関数
は、Resource Group Manager (RGM) クラスタ機能で管理されるリソースに関する情報に
アクセスするために一緒に使用します。

scha_resource_open() は、リソースへのアクセスを初期化し、scha_resource_get() が使用す
るハンドルを返します。

scha_resource_open の rname() 引数には、アクセスするリソースの名前を指定します。rgname
引数には、該当するリソースを割り当てたリソースグループの名前を指定します。グループ名が不
明な場合、rgname 引数を NULL にすることができます。ただし、グループ名を指定する方が、関
数の処理をより効率的に進めることができます。handle 引数の値は、関数の戻り値を格納する
変数のアドレスとなります。

scha_resource_get() 関数は、tag 引数に指定されるリソースの情報にアクセスします。tag 引
数には、scha_tags.h ヘッダーファイルのマクロで定義される文字列値を指定してください。タ
グ以降の引数は、tag の値に依存します。tag より後に追加する引数は、情報を取り出すクラス
タノードや、tag 固有の他の情報を指定する際に必要となることがあります。引数リストの最後
の引数は、tag で指定される情報の格納に適した変数型にする必要があります。これは出力引
数で、リソースの情報を格納します。関数の実行に失敗した場合、出力引数に値は返されませ
ん。

scha_resource_get() で使用されたハンドルで scha_resource_close() が呼び出される
まで、scha_resource_get() の返す情報用に割り当てられたメモリーは維持されます。同じ
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handle と tag を指定して scha_resource_get() の呼び出しを繰り返すと、新規にメモリーが
割り当てられます。ある呼び出しで値を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出し
によって上書きされたり、再利用されたりすることはありません。

scha_resource_close() 関数は、以前の scha_resource_open の呼び出しで返された
handle() 引数を取ります。これは、ハンドルを使用して得た scha_resource_get() 呼び出しの
戻り値に割り当てられたメモリーを解放するとともに、このハンドルを無効化します。

scha_tags.h に定義されたマクロは、scha_resource_get の tag() 引数に使用される場合があ
ります。

ここでは出力引数および追加引数の型を説明します。構造体と enum 型
は、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されています。

scha_resource_open_zone() 関数および scha_resource_get_zone() 関数はそれぞ
れ、scha_resource_open() および scha_resource_get() と同じ目的で使用され、追加の
cluster 引数で、リソースグループが存在し、操作の対象となるゾーンクラスタの名前を指定し
ます。これらの関数は、大域ゾーンで実行されるコードを特定のゾーンクラスタで動作させる必
要がある場合に便利です。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセスするために使
用することはできません。

scha_resource_open_zone() または scha_resource_get_zone() の cluster 引数が NULL
の場合、クエリーは、呼び出しが実行されるクラスタで実行されます (つまり、NULL 引数での
呼び出しは、それぞれ scha_resource_open() または scha_resource_get() と等しくなりま
す)。

scha_resource_open_zone() から返されたハンドルを閉じるには、scha_resource_close() を
使用します。cluster 引数は不要です。
tag 引数

次に、リソースプロパティーを指定するマクロを示します。リソースプロパティーの値が出力されま
す。SCHA_RESOURCE_STATE、SCHA_STATUS、SCHA_NUM_RG_RESTARTS、SCHA_NUM_RESOURCE_RESTARTS
の各プロパティーは、コマンドが実行されるノード上の値を参照します
(1287 ページのr_properties(5) を参照)。

ここでは出力引数および追加引数の型を示します。

拡張プロパティー
これらのプロパティーは、リソースタイプの Resource Type Registration (RTR) ファイル
内で宣言します。リソースタイプの実装によって、これらのプロパティーを定義します。
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SCHA_AFFINITY_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_ALL_EXTENSIONS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。リソースのすべての拡張プロパティーの名前
を返します。

SCHA_APPLICATION_USER

出力引数の型は char** です。

SCHA_BOOT_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_CHEAP_PROBE_INTERVAL

出力引数の型は int* です。

SCHA_EXTENSION

出力引数の型は scha_extprop_value_t* です。拡張プロパティーの名前を提供す
る、char* 型の追加の引数が必要です。ローカルノードのプロパティーのタイプとその値を
返します。
明示的な値が割り当てられていないノード上でこのプロパティーの値をユーザー
がリクエストすると、RTR ファイルで宣言されているデフォルト値が返されま
す。1251 ページのrt_reg(4) のマニュアルページを参照してください。

SCHA_EXTENSION_NODE

出力引数の型は scha_extprop_value_t* です。char* 型の追加の引数が必要です。最
初の引数では、拡張プロパティーの名前を指定し、2 番目の引数ではクラスタノードを指定
します。指定のノードのプロパティーのタイプとその値を返します。
明示的な値が割り当てられていないノード上でこのプロパティーの値をユーザー
がリクエストすると、RTR ファイルで宣言されているデフォルト値が返されま
す。1251 ページのrt_reg(4) のマニュアルページを参照してください。

SCHA_FAILOVER_MODE

出力引数の型は scha_failover_mode_t* です。

SCHA_FINI_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_GLOBAL_ZONE_OVERRIDE

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_GROUP

出力引数の型は char** です。リソースを構成するリソースグループの名前を返します。
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SCHA_INIT_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_LOAD_BALANCING_POLICY

出力引数の型は char** です。

SCHA_LOAD_BALANCING_WEIGHTS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_MONITOR_CHECK_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_MONITOR_START_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_MONITOR_STOP_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_MONITORED_SWITCH

出力引数の型は scha_switch_t* です。戻り値は、ローカルノードでリソースがモニターされ
るかどうかを示します。

SCHA_MONITORED_SWITCH_NODE

出力引数の型は scha_switch_t* です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の追加
の引数が必要です。戻り値は、指定したノードでリソースがモニターされるかどうかを示しま
す。

SCHA_NETWORK_RESOURCES_USED

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_NUM_RESOURCE_RESTARTS

出力引数の型は int* です。クエリーが実行されるゾーンのこのリソースで発生した、リソー
スの再起動のリクエスト数を返します。詳細は、1287 ページのr_properties(5) のマ
ニュアルページを参照してください。

SCHA_NUM_RG_RESTARTS

出力引数の型は int* です。クエリーが実行されるゾーンのこのリソースで発生した、リソー
スグループの再起動のリクエスト数を返します。詳細は、1287 ページのr_properties(5)
のマニュアルページを参照してください。

SCHA_ON_OFF_SWITCH

出力引数の型は scha_switch_t* です。戻り値は、ローカルノードでリソースが有効かどう
かを示します。
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SCHA_ON_OFF_SWITCH_NODE

出力引数の型は scha_switch_t* です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の追加
の引数が必要です。戻り値は、指定したノードでリソースが有効かどうかを示します。

SCHA_PORT_LIST

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_POSTNET_STOP_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_PRENET_START_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_PRE_EVICT

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_R_DESCRIPTION

出力引数の型は char** です。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。戻り値は、ローカルノードで適用可能な依存
関係を一覧表示します。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の
追加の引数が必要です。戻り値は、指定したノードで適用可能な依存関係を一覧表示しま
す。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_OFFLINE_RESTART

出力引数の型は scha_str_array_t** です。戻り値は、ローカルノードで適用可能な依存
関係を一覧表示します。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_OFFLINE_RESTART_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の
追加の引数が必要です。戻り値は、指定したノードで適用可能な依存関係を一覧表示しま
す。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_Q

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES タグの「Q」バージョンも、リソースの依存
関係のために宣言されたスコープまたは修飾子があれば、それを返しま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、{FROM_RG_AFFINITIES}、および @node 修飾子について
は、Unresolved link to " r_properties(5)" のマニュアルページで説明されています。

http://otn.oracle.com
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SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_Q_OFFLINE_RESTART

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_OFFLINE_RESTART タグの「Q」バージョンも、リソー
スの依存関係のために宣言されたスコープまたは修飾子があれば、それを返しま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、{FROM_RG_AFFINITIES}、および @node 修飾子について
は、Unresolved link to " r_properties(5)" のマニュアルページで説明されています。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_Q_RESTART

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_RESTART タグの「Q」バージョンも、リソースの
依存関係のために宣言されたスコープまたは修飾子があれば、それを返しま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、{FROM_RG_AFFINITIES}、および @node 修飾子について
は、Unresolved link to " r_properties(5)" のマニュアルページで説明されています。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_Q_WEAK

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_WEAK タグの「Q」バージョンも、リソースの依
存関係のために宣言されたスコープまたは修飾子があれば、それを返しま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、{FROM_RG_AFFINITIES}、および @node 修飾子について
は、Unresolved link to " r_properties(5)" のマニュアルページで説明されています。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_RESTART

出力引数の型は scha_str_array_t** です。戻り値は、ローカルノードで適用可能な依存
関係を一覧表示します。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_RESTART_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の
追加の引数が必要です。戻り値は、指定したノードで適用可能な依存関係を一覧表示しま
す。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_WEAK

出力引数の型は scha_str_array_t** です。戻り値は、ローカルノードで適用可能な依存
関係を一覧表示します。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_WEAK_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の
追加の引数が必要です。戻り値は、指定したノードで適用可能な依存関係を一覧表示しま
す。

SCHA_RESOURCE_PROJECT_NAME

出力引数の型は char** です。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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SCHA_RESOURCE_STATE

出力引数の型は scha_rsstate_t* です。ローカルノード用に、リソースの RESOURCE_STATE
プロパティー値を返します。

SCHA_RESOURCE_STATE_NODE

出力引数の型は scha_rsstate_t* です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の追加
の引数が必要です。指定のノードの、リソースの RESOURCE_STATE プロパティー値を返しま
す。

SCHA_RETRY_COUNT

出力引数の型は int* です。

SCHA_RETRY_INTERVAL

出力引数の型は int* です。

SCHA_SCALABLE

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_START_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_STATUS

出力引数の型は scha_status_value_t** です。ローカルノード用に、リソースの STATUS プ
ロパティー値を返します。

SCHA_STATUS_NODE

出力引数の型は scha_status_value_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型
の追加の引数が必要です。指定のノードの、リソースの STATUS プロパティー値を返します。

SCHA_STOP_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_THOROUGH_PROBE_INTERVAL

出力引数の型は int* です。

SCHA_TYPE

出力引数の型は char** です。

SCHA_TYPE_VERSION

出力引数の型は char** です。

SCHA_UDP_AFFINITY

出力引数の型は boolean_t* です。
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SCHA_UPDATE_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_VALIDATE_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_WEAK_AFFINITY

出力引数の型は boolean_t* です。

次に、リソースタイププロパティーを指定するマクロを示します。出力は、リソースタイプのプロパ
ティーの値です。リソースタイププロパティーについては、1335 ページのrt_properties(5) を
参照してください。

SCHA_API_VERSION

出力引数の型は int* です。

SCHA_BOOT

出力引数の型は char** です。

SCHA_FAILOVER

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_FINI

出力引数の型は char** です。

SCHA_GLOBAL_ZONE

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_INIT

出力引数の型は char** です。

SCHA_INIT_NODES

出力引数の型は scha_initnodes_flag_t* です。

SCHA_INSTALLED_NODES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_MONITOR_CHECK

出力引数の型は char** です。

SCHA_MONITOR_START

出力引数の型は char** です。
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SCHA_MONITOR_STOP

出力引数の型は char** です。

SCHA_PKGLIST

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_POSTNET_STOP

出力引数の型は char** です。

SCHA_PRENET_START

出力引数の型は char** です。

SCHA_PROXY

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RT_BASEDIR

出力引数の型は char** です。

SCHA_RT_DESCRIPTION

出力引数の型は char** です。

SCHA_RT_SYSTEM

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RT_VERSION

出力引数の型は char** です。

SCHA_SINGLE_INSTANCE

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_START

出力引数の型は char** です。

SCHA_STOP

出力引数の型は char** です。

SCHA_UPDATE

出力引数の型は char** です。

SCHA_VALIDATE

出力引数の型は char** です。

このリソースのタイプが GLOBAL_ZONE_OVERRIDE リソースプロパティーを宣言す
ると、SCHA_GLOBAL_ZONE optag で取得される値は GLOBAL_ZONE プロパティーの
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値ではなく、GLOBAL_ZONE_OVERRIDE プロパティーの現在の値になります。詳細
は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページの Global_zone プロパティー、お
よび 1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページの Global_zone_override プロパ
ティーの説明を参照してください。

これらの関数は、次の戻り値を返します。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   378 scha_resource_get() 関数の使用例

次の例では、scha_resource_get() を使用して、あるリソースの Retry_count プロパティーの値
と Loglevel という拡張プロパティーの値を取得します。

main() {

  #include <scha.h>

  scha_err_t err;

  int retry_count_out;

  scha_extprop_value_t *loglevel_out;

  scha_resource_t handle;

/* a configured resource */

  char * resource_name = "example_R"; 

/* resource group containing example_R */

  char * group_name = "example_RG";

  err = scha_resource_open(resource_name, group_name, &handle);

  err = scha_resource_get(handle, SCHA_RETRY_COUNT, &retry_count_out);

/* Given extension property must be defined in resourcetype RTR file. */

  err = scha_resource_get(handle, SCHA_EXTENSION, "LogLevel", &loglevel_out);

  err = scha_resource_close(handle);

  printf("The retry count for resource %s is %d\n", resource_name,

         retry_count_out);

  printf("The log level for resource %s is %d\n", resource_name,

         loglevel_out->val.val_int);
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}

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

691 ページのscha_resource_get(1HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1239 ページのscha_strerror(3HA), Unresolved link to " attributes5",
1287 ページのr_properties(5), 1335 ページのrt_properties(5),
1251 ページのrt_reg(4)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_resource_open, scha_resource_open_zone, scha_resource_get,
scha_resource_get_zone, scha_resource_close — リソース情報アクセス関数

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l scha#include
 <scha.h>scha_err_t scha_resource_open( const char *rname, const char *rgname, scha_resource_t

 *handle);

scha_err_t scha_resource_open_zone(const char *cluster, const char *rs_name, const char
 *rg_name, scha_resource_t * handlep);

scha_err_t scha_resource_get(scha_resource_t handle, const char *tag,...);

scha_err_t scha_resource_get_zone(const char *cluster, 
     scha_resource_t handlep, const char *rs_tag, ...);

scha_err_t scha_resource_close(scha_resource_t handle);

scha_resource_open()、scha_resource_get ()、および scha_resource_close() 関数
は、Resource Group Manager (RGM) クラスタ機能で管理されるリソースに関する情報に
アクセスするために一緒に使用します。

scha_resource_open() は、リソースへのアクセスを初期化し、scha_resource_get() が使用す
るハンドルを返します。

scha_resource_open の rname() 引数には、アクセスするリソースの名前を指定します。rgname
引数には、該当するリソースを割り当てたリソースグループの名前を指定します。グループ名が不
明な場合、rgname 引数を NULL にすることができます。ただし、グループ名を指定する方が、関
数の処理をより効率的に進めることができます。handle 引数の値は、関数の戻り値を格納する
変数のアドレスとなります。

scha_resource_get() 関数は、tag 引数に指定されるリソースの情報にアクセスします。tag 引
数には、scha_tags.h ヘッダーファイルのマクロで定義される文字列値を指定してください。タ
グ以降の引数は、tag の値に依存します。tag より後に追加する引数は、情報を取り出すクラス
タノードや、tag 固有の他の情報を指定する際に必要となることがあります。引数リストの最後
の引数は、tag で指定される情報の格納に適した変数型にする必要があります。これは出力引
数で、リソースの情報を格納します。関数の実行に失敗した場合、出力引数に値は返されませ
ん。

scha_resource_get() で使用されたハンドルで scha_resource_close() が呼び出される
まで、scha_resource_get() の返す情報用に割り当てられたメモリーは維持されます。同じ
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handle と tag を指定して scha_resource_get() の呼び出しを繰り返すと、新規にメモリーが
割り当てられます。ある呼び出しで値を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出し
によって上書きされたり、再利用されたりすることはありません。

scha_resource_close() 関数は、以前の scha_resource_open の呼び出しで返された
handle() 引数を取ります。これは、ハンドルを使用して得た scha_resource_get() 呼び出しの
戻り値に割り当てられたメモリーを解放するとともに、このハンドルを無効化します。

scha_tags.h に定義されたマクロは、scha_resource_get の tag() 引数に使用される場合があ
ります。

ここでは出力引数および追加引数の型を説明します。構造体と enum 型
は、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されています。

scha_resource_open_zone() 関数および scha_resource_get_zone() 関数はそれぞ
れ、scha_resource_open() および scha_resource_get() と同じ目的で使用され、追加の
cluster 引数で、リソースグループが存在し、操作の対象となるゾーンクラスタの名前を指定し
ます。これらの関数は、大域ゾーンで実行されるコードを特定のゾーンクラスタで動作させる必
要がある場合に便利です。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセスするために使
用することはできません。

scha_resource_open_zone() または scha_resource_get_zone() の cluster 引数が NULL
の場合、クエリーは、呼び出しが実行されるクラスタで実行されます (つまり、NULL 引数での
呼び出しは、それぞれ scha_resource_open() または scha_resource_get() と等しくなりま
す)。

scha_resource_open_zone() から返されたハンドルを閉じるには、scha_resource_close() を
使用します。cluster 引数は不要です。
tag 引数

次に、リソースプロパティーを指定するマクロを示します。リソースプロパティーの値が出力されま
す。SCHA_RESOURCE_STATE、SCHA_STATUS、SCHA_NUM_RG_RESTARTS、SCHA_NUM_RESOURCE_RESTARTS
の各プロパティーは、コマンドが実行されるノード上の値を参照します
(1287 ページのr_properties(5) を参照)。

ここでは出力引数および追加引数の型を示します。

拡張プロパティー
これらのプロパティーは、リソースタイプの Resource Type Registration (RTR) ファイル
内で宣言します。リソースタイプの実装によって、これらのプロパティーを定義します。
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SCHA_AFFINITY_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_ALL_EXTENSIONS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。リソースのすべての拡張プロパティーの名前
を返します。

SCHA_APPLICATION_USER

出力引数の型は char** です。

SCHA_BOOT_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_CHEAP_PROBE_INTERVAL

出力引数の型は int* です。

SCHA_EXTENSION

出力引数の型は scha_extprop_value_t* です。拡張プロパティーの名前を提供す
る、char* 型の追加の引数が必要です。ローカルノードのプロパティーのタイプとその値を
返します。
明示的な値が割り当てられていないノード上でこのプロパティーの値をユーザー
がリクエストすると、RTR ファイルで宣言されているデフォルト値が返されま
す。1251 ページのrt_reg(4) のマニュアルページを参照してください。

SCHA_EXTENSION_NODE

出力引数の型は scha_extprop_value_t* です。char* 型の追加の引数が必要です。最
初の引数では、拡張プロパティーの名前を指定し、2 番目の引数ではクラスタノードを指定
します。指定のノードのプロパティーのタイプとその値を返します。
明示的な値が割り当てられていないノード上でこのプロパティーの値をユーザー
がリクエストすると、RTR ファイルで宣言されているデフォルト値が返されま
す。1251 ページのrt_reg(4) のマニュアルページを参照してください。

SCHA_FAILOVER_MODE

出力引数の型は scha_failover_mode_t* です。

SCHA_FINI_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_GLOBAL_ZONE_OVERRIDE

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_GROUP

出力引数の型は char** です。リソースを構成するリソースグループの名前を返します。
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SCHA_INIT_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_LOAD_BALANCING_POLICY

出力引数の型は char** です。

SCHA_LOAD_BALANCING_WEIGHTS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_MONITOR_CHECK_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_MONITOR_START_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_MONITOR_STOP_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_MONITORED_SWITCH

出力引数の型は scha_switch_t* です。戻り値は、ローカルノードでリソースがモニターされ
るかどうかを示します。

SCHA_MONITORED_SWITCH_NODE

出力引数の型は scha_switch_t* です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の追加
の引数が必要です。戻り値は、指定したノードでリソースがモニターされるかどうかを示しま
す。

SCHA_NETWORK_RESOURCES_USED

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_NUM_RESOURCE_RESTARTS

出力引数の型は int* です。クエリーが実行されるゾーンのこのリソースで発生した、リソー
スの再起動のリクエスト数を返します。詳細は、1287 ページのr_properties(5) のマ
ニュアルページを参照してください。

SCHA_NUM_RG_RESTARTS

出力引数の型は int* です。クエリーが実行されるゾーンのこのリソースで発生した、リソー
スグループの再起動のリクエスト数を返します。詳細は、1287 ページのr_properties(5)
のマニュアルページを参照してください。

SCHA_ON_OFF_SWITCH

出力引数の型は scha_switch_t* です。戻り値は、ローカルノードでリソースが有効かどう
かを示します。
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SCHA_ON_OFF_SWITCH_NODE

出力引数の型は scha_switch_t* です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の追加
の引数が必要です。戻り値は、指定したノードでリソースが有効かどうかを示します。

SCHA_PORT_LIST

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_POSTNET_STOP_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_PRENET_START_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_PRE_EVICT

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_R_DESCRIPTION

出力引数の型は char** です。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。戻り値は、ローカルノードで適用可能な依存
関係を一覧表示します。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の
追加の引数が必要です。戻り値は、指定したノードで適用可能な依存関係を一覧表示しま
す。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_OFFLINE_RESTART

出力引数の型は scha_str_array_t** です。戻り値は、ローカルノードで適用可能な依存
関係を一覧表示します。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_OFFLINE_RESTART_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の
追加の引数が必要です。戻り値は、指定したノードで適用可能な依存関係を一覧表示しま
す。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_Q

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES タグの「Q」バージョンも、リソースの依存
関係のために宣言されたスコープまたは修飾子があれば、それを返しま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、{FROM_RG_AFFINITIES}、および @node 修飾子について
は、Unresolved link to " r_properties(5)" のマニュアルページで説明されています。

http://otn.oracle.com
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SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_Q_OFFLINE_RESTART

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_OFFLINE_RESTART タグの「Q」バージョンも、リソー
スの依存関係のために宣言されたスコープまたは修飾子があれば、それを返しま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、{FROM_RG_AFFINITIES}、および @node 修飾子について
は、Unresolved link to " r_properties(5)" のマニュアルページで説明されています。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_Q_RESTART

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_RESTART タグの「Q」バージョンも、リソースの
依存関係のために宣言されたスコープまたは修飾子があれば、それを返しま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、{FROM_RG_AFFINITIES}、および @node 修飾子について
は、Unresolved link to " r_properties(5)" のマニュアルページで説明されています。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_Q_WEAK

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_WEAK タグの「Q」バージョンも、リソースの依
存関係のために宣言されたスコープまたは修飾子があれば、それを返しま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、{FROM_RG_AFFINITIES}、および @node 修飾子について
は、Unresolved link to " r_properties(5)" のマニュアルページで説明されています。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_RESTART

出力引数の型は scha_str_array_t** です。戻り値は、ローカルノードで適用可能な依存
関係を一覧表示します。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_RESTART_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の
追加の引数が必要です。戻り値は、指定したノードで適用可能な依存関係を一覧表示しま
す。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_WEAK

出力引数の型は scha_str_array_t** です。戻り値は、ローカルノードで適用可能な依存
関係を一覧表示します。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_WEAK_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の
追加の引数が必要です。戻り値は、指定したノードで適用可能な依存関係を一覧表示しま
す。

SCHA_RESOURCE_PROJECT_NAME

出力引数の型は char** です。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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SCHA_RESOURCE_STATE

出力引数の型は scha_rsstate_t* です。ローカルノード用に、リソースの RESOURCE_STATE
プロパティー値を返します。

SCHA_RESOURCE_STATE_NODE

出力引数の型は scha_rsstate_t* です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の追加
の引数が必要です。指定のノードの、リソースの RESOURCE_STATE プロパティー値を返しま
す。

SCHA_RETRY_COUNT

出力引数の型は int* です。

SCHA_RETRY_INTERVAL

出力引数の型は int* です。

SCHA_SCALABLE

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_START_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_STATUS

出力引数の型は scha_status_value_t** です。ローカルノード用に、リソースの STATUS プ
ロパティー値を返します。

SCHA_STATUS_NODE

出力引数の型は scha_status_value_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型
の追加の引数が必要です。指定のノードの、リソースの STATUS プロパティー値を返します。

SCHA_STOP_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_THOROUGH_PROBE_INTERVAL

出力引数の型は int* です。

SCHA_TYPE

出力引数の型は char** です。

SCHA_TYPE_VERSION

出力引数の型は char** です。

SCHA_UDP_AFFINITY

出力引数の型は boolean_t* です。
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SCHA_UPDATE_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_VALIDATE_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_WEAK_AFFINITY

出力引数の型は boolean_t* です。

次に、リソースタイププロパティーを指定するマクロを示します。出力は、リソースタイプのプロパ
ティーの値です。リソースタイププロパティーについては、1335 ページのrt_properties(5) を
参照してください。

SCHA_API_VERSION

出力引数の型は int* です。

SCHA_BOOT

出力引数の型は char** です。

SCHA_FAILOVER

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_FINI

出力引数の型は char** です。

SCHA_GLOBAL_ZONE

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_INIT

出力引数の型は char** です。

SCHA_INIT_NODES

出力引数の型は scha_initnodes_flag_t* です。

SCHA_INSTALLED_NODES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_MONITOR_CHECK

出力引数の型は char** です。

SCHA_MONITOR_START

出力引数の型は char** です。
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SCHA_MONITOR_STOP

出力引数の型は char** です。

SCHA_PKGLIST

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_POSTNET_STOP

出力引数の型は char** です。

SCHA_PRENET_START

出力引数の型は char** です。

SCHA_PROXY

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RT_BASEDIR

出力引数の型は char** です。

SCHA_RT_DESCRIPTION

出力引数の型は char** です。

SCHA_RT_SYSTEM

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RT_VERSION

出力引数の型は char** です。

SCHA_SINGLE_INSTANCE

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_START

出力引数の型は char** です。

SCHA_STOP

出力引数の型は char** です。

SCHA_UPDATE

出力引数の型は char** です。

SCHA_VALIDATE

出力引数の型は char** です。

このリソースのタイプが GLOBAL_ZONE_OVERRIDE リソースプロパティーを宣言す
ると、SCHA_GLOBAL_ZONE optag で取得される値は GLOBAL_ZONE プロパティーの



1136 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

値ではなく、GLOBAL_ZONE_OVERRIDE プロパティーの現在の値になります。詳細
は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページの Global_zone プロパティー、お
よび 1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページの Global_zone_override プロパ
ティーの説明を参照してください。

これらの関数は、次の戻り値を返します。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   379 scha_resource_get() 関数の使用例

次の例では、scha_resource_get() を使用して、あるリソースの Retry_count プロパティーの値
と Loglevel という拡張プロパティーの値を取得します。

main() {

  #include <scha.h>

  scha_err_t err;

  int retry_count_out;

  scha_extprop_value_t *loglevel_out;

  scha_resource_t handle;

/* a configured resource */

  char * resource_name = "example_R"; 

/* resource group containing example_R */

  char * group_name = "example_RG";

  err = scha_resource_open(resource_name, group_name, &handle);

  err = scha_resource_get(handle, SCHA_RETRY_COUNT, &retry_count_out);

/* Given extension property must be defined in resourcetype RTR file. */

  err = scha_resource_get(handle, SCHA_EXTENSION, "LogLevel", &loglevel_out);

  err = scha_resource_close(handle);

  printf("The retry count for resource %s is %d\n", resource_name,

         retry_count_out);

  printf("The log level for resource %s is %d\n", resource_name,

         loglevel_out->val.val_int);
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}

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

691 ページのscha_resource_get(1HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1239 ページのscha_strerror(3HA), Unresolved link to " attributes5",
1287 ページのr_properties(5), 1335 ページのrt_properties(5),
1251 ページのrt_reg(4)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_resource_open, scha_resource_open_zone, scha_resource_get,
scha_resource_get_zone, scha_resource_close — リソース情報アクセス関数

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l scha#include
 <scha.h>scha_err_t scha_resource_open( const char *rname, const char *rgname, scha_resource_t

 *handle);

scha_err_t scha_resource_open_zone(const char *cluster, const char *rs_name, const char
 *rg_name, scha_resource_t * handlep);

scha_err_t scha_resource_get(scha_resource_t handle, const char *tag,...);

scha_err_t scha_resource_get_zone(const char *cluster, 
     scha_resource_t handlep, const char *rs_tag, ...);

scha_err_t scha_resource_close(scha_resource_t handle);

scha_resource_open()、scha_resource_get ()、および scha_resource_close() 関数
は、Resource Group Manager (RGM) クラスタ機能で管理されるリソースに関する情報に
アクセスするために一緒に使用します。

scha_resource_open() は、リソースへのアクセスを初期化し、scha_resource_get() が使用す
るハンドルを返します。

scha_resource_open の rname() 引数には、アクセスするリソースの名前を指定します。rgname
引数には、該当するリソースを割り当てたリソースグループの名前を指定します。グループ名が不
明な場合、rgname 引数を NULL にすることができます。ただし、グループ名を指定する方が、関
数の処理をより効率的に進めることができます。handle 引数の値は、関数の戻り値を格納する
変数のアドレスとなります。

scha_resource_get() 関数は、tag 引数に指定されるリソースの情報にアクセスします。tag 引
数には、scha_tags.h ヘッダーファイルのマクロで定義される文字列値を指定してください。タ
グ以降の引数は、tag の値に依存します。tag より後に追加する引数は、情報を取り出すクラス
タノードや、tag 固有の他の情報を指定する際に必要となることがあります。引数リストの最後
の引数は、tag で指定される情報の格納に適した変数型にする必要があります。これは出力引
数で、リソースの情報を格納します。関数の実行に失敗した場合、出力引数に値は返されませ
ん。

scha_resource_get() で使用されたハンドルで scha_resource_close() が呼び出される
まで、scha_resource_get() の返す情報用に割り当てられたメモリーは維持されます。同じ
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handle と tag を指定して scha_resource_get() の呼び出しを繰り返すと、新規にメモリーが
割り当てられます。ある呼び出しで値を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出し
によって上書きされたり、再利用されたりすることはありません。

scha_resource_close() 関数は、以前の scha_resource_open の呼び出しで返された
handle() 引数を取ります。これは、ハンドルを使用して得た scha_resource_get() 呼び出しの
戻り値に割り当てられたメモリーを解放するとともに、このハンドルを無効化します。

scha_tags.h に定義されたマクロは、scha_resource_get の tag() 引数に使用される場合があ
ります。

ここでは出力引数および追加引数の型を説明します。構造体と enum 型
は、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されています。

scha_resource_open_zone() 関数および scha_resource_get_zone() 関数はそれぞ
れ、scha_resource_open() および scha_resource_get() と同じ目的で使用され、追加の
cluster 引数で、リソースグループが存在し、操作の対象となるゾーンクラスタの名前を指定し
ます。これらの関数は、大域ゾーンで実行されるコードを特定のゾーンクラスタで動作させる必
要がある場合に便利です。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセスするために使
用することはできません。

scha_resource_open_zone() または scha_resource_get_zone() の cluster 引数が NULL
の場合、クエリーは、呼び出しが実行されるクラスタで実行されます (つまり、NULL 引数での
呼び出しは、それぞれ scha_resource_open() または scha_resource_get() と等しくなりま
す)。

scha_resource_open_zone() から返されたハンドルを閉じるには、scha_resource_close() を
使用します。cluster 引数は不要です。
tag 引数

次に、リソースプロパティーを指定するマクロを示します。リソースプロパティーの値が出力されま
す。SCHA_RESOURCE_STATE、SCHA_STATUS、SCHA_NUM_RG_RESTARTS、SCHA_NUM_RESOURCE_RESTARTS
の各プロパティーは、コマンドが実行されるノード上の値を参照します
(1287 ページのr_properties(5) を参照)。

ここでは出力引数および追加引数の型を示します。

拡張プロパティー
これらのプロパティーは、リソースタイプの Resource Type Registration (RTR) ファイル
内で宣言します。リソースタイプの実装によって、これらのプロパティーを定義します。
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SCHA_AFFINITY_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_ALL_EXTENSIONS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。リソースのすべての拡張プロパティーの名前
を返します。

SCHA_APPLICATION_USER

出力引数の型は char** です。

SCHA_BOOT_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_CHEAP_PROBE_INTERVAL

出力引数の型は int* です。

SCHA_EXTENSION

出力引数の型は scha_extprop_value_t* です。拡張プロパティーの名前を提供す
る、char* 型の追加の引数が必要です。ローカルノードのプロパティーのタイプとその値を
返します。
明示的な値が割り当てられていないノード上でこのプロパティーの値をユーザー
がリクエストすると、RTR ファイルで宣言されているデフォルト値が返されま
す。1251 ページのrt_reg(4) のマニュアルページを参照してください。

SCHA_EXTENSION_NODE

出力引数の型は scha_extprop_value_t* です。char* 型の追加の引数が必要です。最
初の引数では、拡張プロパティーの名前を指定し、2 番目の引数ではクラスタノードを指定
します。指定のノードのプロパティーのタイプとその値を返します。
明示的な値が割り当てられていないノード上でこのプロパティーの値をユーザー
がリクエストすると、RTR ファイルで宣言されているデフォルト値が返されま
す。1251 ページのrt_reg(4) のマニュアルページを参照してください。

SCHA_FAILOVER_MODE

出力引数の型は scha_failover_mode_t* です。

SCHA_FINI_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_GLOBAL_ZONE_OVERRIDE

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_GROUP

出力引数の型は char** です。リソースを構成するリソースグループの名前を返します。
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SCHA_INIT_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_LOAD_BALANCING_POLICY

出力引数の型は char** です。

SCHA_LOAD_BALANCING_WEIGHTS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_MONITOR_CHECK_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_MONITOR_START_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_MONITOR_STOP_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_MONITORED_SWITCH

出力引数の型は scha_switch_t* です。戻り値は、ローカルノードでリソースがモニターされ
るかどうかを示します。

SCHA_MONITORED_SWITCH_NODE

出力引数の型は scha_switch_t* です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の追加
の引数が必要です。戻り値は、指定したノードでリソースがモニターされるかどうかを示しま
す。

SCHA_NETWORK_RESOURCES_USED

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_NUM_RESOURCE_RESTARTS

出力引数の型は int* です。クエリーが実行されるゾーンのこのリソースで発生した、リソー
スの再起動のリクエスト数を返します。詳細は、1287 ページのr_properties(5) のマ
ニュアルページを参照してください。

SCHA_NUM_RG_RESTARTS

出力引数の型は int* です。クエリーが実行されるゾーンのこのリソースで発生した、リソー
スグループの再起動のリクエスト数を返します。詳細は、1287 ページのr_properties(5)
のマニュアルページを参照してください。

SCHA_ON_OFF_SWITCH

出力引数の型は scha_switch_t* です。戻り値は、ローカルノードでリソースが有効かどう
かを示します。
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SCHA_ON_OFF_SWITCH_NODE

出力引数の型は scha_switch_t* です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の追加
の引数が必要です。戻り値は、指定したノードでリソースが有効かどうかを示します。

SCHA_PORT_LIST

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_POSTNET_STOP_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_PRENET_START_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_PRE_EVICT

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_R_DESCRIPTION

出力引数の型は char** です。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。戻り値は、ローカルノードで適用可能な依存
関係を一覧表示します。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の
追加の引数が必要です。戻り値は、指定したノードで適用可能な依存関係を一覧表示しま
す。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_OFFLINE_RESTART

出力引数の型は scha_str_array_t** です。戻り値は、ローカルノードで適用可能な依存
関係を一覧表示します。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_OFFLINE_RESTART_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の
追加の引数が必要です。戻り値は、指定したノードで適用可能な依存関係を一覧表示しま
す。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_Q

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES タグの「Q」バージョンも、リソースの依存
関係のために宣言されたスコープまたは修飾子があれば、それを返しま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、{FROM_RG_AFFINITIES}、および @node 修飾子について
は、Unresolved link to " r_properties(5)" のマニュアルページで説明されています。

http://otn.oracle.com
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SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_Q_OFFLINE_RESTART

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_OFFLINE_RESTART タグの「Q」バージョンも、リソー
スの依存関係のために宣言されたスコープまたは修飾子があれば、それを返しま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、{FROM_RG_AFFINITIES}、および @node 修飾子について
は、Unresolved link to " r_properties(5)" のマニュアルページで説明されています。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_Q_RESTART

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_RESTART タグの「Q」バージョンも、リソースの
依存関係のために宣言されたスコープまたは修飾子があれば、それを返しま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、{FROM_RG_AFFINITIES}、および @node 修飾子について
は、Unresolved link to " r_properties(5)" のマニュアルページで説明されています。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_Q_WEAK

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_WEAK タグの「Q」バージョンも、リソースの依
存関係のために宣言されたスコープまたは修飾子があれば、それを返しま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、{FROM_RG_AFFINITIES}、および @node 修飾子について
は、Unresolved link to " r_properties(5)" のマニュアルページで説明されています。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_RESTART

出力引数の型は scha_str_array_t** です。戻り値は、ローカルノードで適用可能な依存
関係を一覧表示します。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_RESTART_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の
追加の引数が必要です。戻り値は、指定したノードで適用可能な依存関係を一覧表示しま
す。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_WEAK

出力引数の型は scha_str_array_t** です。戻り値は、ローカルノードで適用可能な依存
関係を一覧表示します。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_WEAK_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の
追加の引数が必要です。戻り値は、指定したノードで適用可能な依存関係を一覧表示しま
す。

SCHA_RESOURCE_PROJECT_NAME

出力引数の型は char** です。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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SCHA_RESOURCE_STATE

出力引数の型は scha_rsstate_t* です。ローカルノード用に、リソースの RESOURCE_STATE
プロパティー値を返します。

SCHA_RESOURCE_STATE_NODE

出力引数の型は scha_rsstate_t* です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の追加
の引数が必要です。指定のノードの、リソースの RESOURCE_STATE プロパティー値を返しま
す。

SCHA_RETRY_COUNT

出力引数の型は int* です。

SCHA_RETRY_INTERVAL

出力引数の型は int* です。

SCHA_SCALABLE

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_START_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_STATUS

出力引数の型は scha_status_value_t** です。ローカルノード用に、リソースの STATUS プ
ロパティー値を返します。

SCHA_STATUS_NODE

出力引数の型は scha_status_value_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型
の追加の引数が必要です。指定のノードの、リソースの STATUS プロパティー値を返します。

SCHA_STOP_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_THOROUGH_PROBE_INTERVAL

出力引数の型は int* です。

SCHA_TYPE

出力引数の型は char** です。

SCHA_TYPE_VERSION

出力引数の型は char** です。

SCHA_UDP_AFFINITY

出力引数の型は boolean_t* です。



1146 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

SCHA_UPDATE_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_VALIDATE_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_WEAK_AFFINITY

出力引数の型は boolean_t* です。

次に、リソースタイププロパティーを指定するマクロを示します。出力は、リソースタイプのプロパ
ティーの値です。リソースタイププロパティーについては、1335 ページのrt_properties(5) を
参照してください。

SCHA_API_VERSION

出力引数の型は int* です。

SCHA_BOOT

出力引数の型は char** です。

SCHA_FAILOVER

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_FINI

出力引数の型は char** です。

SCHA_GLOBAL_ZONE

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_INIT

出力引数の型は char** です。

SCHA_INIT_NODES

出力引数の型は scha_initnodes_flag_t* です。

SCHA_INSTALLED_NODES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_MONITOR_CHECK

出力引数の型は char** です。

SCHA_MONITOR_START

出力引数の型は char** です。
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SCHA_MONITOR_STOP

出力引数の型は char** です。

SCHA_PKGLIST

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_POSTNET_STOP

出力引数の型は char** です。

SCHA_PRENET_START

出力引数の型は char** です。

SCHA_PROXY

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RT_BASEDIR

出力引数の型は char** です。

SCHA_RT_DESCRIPTION

出力引数の型は char** です。

SCHA_RT_SYSTEM

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RT_VERSION

出力引数の型は char** です。

SCHA_SINGLE_INSTANCE

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_START

出力引数の型は char** です。

SCHA_STOP

出力引数の型は char** です。

SCHA_UPDATE

出力引数の型は char** です。

SCHA_VALIDATE

出力引数の型は char** です。

このリソースのタイプが GLOBAL_ZONE_OVERRIDE リソースプロパティーを宣言す
ると、SCHA_GLOBAL_ZONE optag で取得される値は GLOBAL_ZONE プロパティーの
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値ではなく、GLOBAL_ZONE_OVERRIDE プロパティーの現在の値になります。詳細
は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページの Global_zone プロパティー、お
よび 1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページの Global_zone_override プロパ
ティーの説明を参照してください。

これらの関数は、次の戻り値を返します。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   380 scha_resource_get() 関数の使用例

次の例では、scha_resource_get() を使用して、あるリソースの Retry_count プロパティーの値
と Loglevel という拡張プロパティーの値を取得します。

main() {

  #include <scha.h>

  scha_err_t err;

  int retry_count_out;

  scha_extprop_value_t *loglevel_out;

  scha_resource_t handle;

/* a configured resource */

  char * resource_name = "example_R"; 

/* resource group containing example_R */

  char * group_name = "example_RG";

  err = scha_resource_open(resource_name, group_name, &handle);

  err = scha_resource_get(handle, SCHA_RETRY_COUNT, &retry_count_out);

/* Given extension property must be defined in resourcetype RTR file. */

  err = scha_resource_get(handle, SCHA_EXTENSION, "LogLevel", &loglevel_out);

  err = scha_resource_close(handle);

  printf("The retry count for resource %s is %d\n", resource_name,

         retry_count_out);

  printf("The log level for resource %s is %d\n", resource_name,

         loglevel_out->val.val_int);
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}

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

691 ページのscha_resource_get(1HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1239 ページのscha_strerror(3HA), Unresolved link to " attributes5",
1287 ページのr_properties(5), 1335 ページのrt_properties(5),
1251 ページのrt_reg(4)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_resource_open, scha_resource_open_zone, scha_resource_get,
scha_resource_get_zone, scha_resource_close — リソース情報アクセス関数

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l scha#include
 <scha.h>scha_err_t scha_resource_open( const char *rname, const char *rgname, scha_resource_t

 *handle);

scha_err_t scha_resource_open_zone(const char *cluster, const char *rs_name, const char
 *rg_name, scha_resource_t * handlep);

scha_err_t scha_resource_get(scha_resource_t handle, const char *tag,...);

scha_err_t scha_resource_get_zone(const char *cluster, 
     scha_resource_t handlep, const char *rs_tag, ...);

scha_err_t scha_resource_close(scha_resource_t handle);

scha_resource_open()、scha_resource_get ()、および scha_resource_close() 関数
は、Resource Group Manager (RGM) クラスタ機能で管理されるリソースに関する情報に
アクセスするために一緒に使用します。

scha_resource_open() は、リソースへのアクセスを初期化し、scha_resource_get() が使用す
るハンドルを返します。

scha_resource_open の rname() 引数には、アクセスするリソースの名前を指定します。rgname
引数には、該当するリソースを割り当てたリソースグループの名前を指定します。グループ名が不
明な場合、rgname 引数を NULL にすることができます。ただし、グループ名を指定する方が、関
数の処理をより効率的に進めることができます。handle 引数の値は、関数の戻り値を格納する
変数のアドレスとなります。

scha_resource_get() 関数は、tag 引数に指定されるリソースの情報にアクセスします。tag 引
数には、scha_tags.h ヘッダーファイルのマクロで定義される文字列値を指定してください。タ
グ以降の引数は、tag の値に依存します。tag より後に追加する引数は、情報を取り出すクラス
タノードや、tag 固有の他の情報を指定する際に必要となることがあります。引数リストの最後
の引数は、tag で指定される情報の格納に適した変数型にする必要があります。これは出力引
数で、リソースの情報を格納します。関数の実行に失敗した場合、出力引数に値は返されませ
ん。

scha_resource_get() で使用されたハンドルで scha_resource_close() が呼び出される
まで、scha_resource_get() の返す情報用に割り当てられたメモリーは維持されます。同じ
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handle と tag を指定して scha_resource_get() の呼び出しを繰り返すと、新規にメモリーが
割り当てられます。ある呼び出しで値を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出し
によって上書きされたり、再利用されたりすることはありません。

scha_resource_close() 関数は、以前の scha_resource_open の呼び出しで返された
handle() 引数を取ります。これは、ハンドルを使用して得た scha_resource_get() 呼び出しの
戻り値に割り当てられたメモリーを解放するとともに、このハンドルを無効化します。

scha_tags.h に定義されたマクロは、scha_resource_get の tag() 引数に使用される場合があ
ります。

ここでは出力引数および追加引数の型を説明します。構造体と enum 型
は、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されています。

scha_resource_open_zone() 関数および scha_resource_get_zone() 関数はそれぞ
れ、scha_resource_open() および scha_resource_get() と同じ目的で使用され、追加の
cluster 引数で、リソースグループが存在し、操作の対象となるゾーンクラスタの名前を指定し
ます。これらの関数は、大域ゾーンで実行されるコードを特定のゾーンクラスタで動作させる必
要がある場合に便利です。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセスするために使
用することはできません。

scha_resource_open_zone() または scha_resource_get_zone() の cluster 引数が NULL
の場合、クエリーは、呼び出しが実行されるクラスタで実行されます (つまり、NULL 引数での
呼び出しは、それぞれ scha_resource_open() または scha_resource_get() と等しくなりま
す)。

scha_resource_open_zone() から返されたハンドルを閉じるには、scha_resource_close() を
使用します。cluster 引数は不要です。
tag 引数

次に、リソースプロパティーを指定するマクロを示します。リソースプロパティーの値が出力されま
す。SCHA_RESOURCE_STATE、SCHA_STATUS、SCHA_NUM_RG_RESTARTS、SCHA_NUM_RESOURCE_RESTARTS
の各プロパティーは、コマンドが実行されるノード上の値を参照します
(1287 ページのr_properties(5) を参照)。

ここでは出力引数および追加引数の型を示します。

拡張プロパティー
これらのプロパティーは、リソースタイプの Resource Type Registration (RTR) ファイル
内で宣言します。リソースタイプの実装によって、これらのプロパティーを定義します。
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SCHA_AFFINITY_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_ALL_EXTENSIONS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。リソースのすべての拡張プロパティーの名前
を返します。

SCHA_APPLICATION_USER

出力引数の型は char** です。

SCHA_BOOT_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_CHEAP_PROBE_INTERVAL

出力引数の型は int* です。

SCHA_EXTENSION

出力引数の型は scha_extprop_value_t* です。拡張プロパティーの名前を提供す
る、char* 型の追加の引数が必要です。ローカルノードのプロパティーのタイプとその値を
返します。
明示的な値が割り当てられていないノード上でこのプロパティーの値をユーザー
がリクエストすると、RTR ファイルで宣言されているデフォルト値が返されま
す。1251 ページのrt_reg(4) のマニュアルページを参照してください。

SCHA_EXTENSION_NODE

出力引数の型は scha_extprop_value_t* です。char* 型の追加の引数が必要です。最
初の引数では、拡張プロパティーの名前を指定し、2 番目の引数ではクラスタノードを指定
します。指定のノードのプロパティーのタイプとその値を返します。
明示的な値が割り当てられていないノード上でこのプロパティーの値をユーザー
がリクエストすると、RTR ファイルで宣言されているデフォルト値が返されま
す。1251 ページのrt_reg(4) のマニュアルページを参照してください。

SCHA_FAILOVER_MODE

出力引数の型は scha_failover_mode_t* です。

SCHA_FINI_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_GLOBAL_ZONE_OVERRIDE

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_GROUP

出力引数の型は char** です。リソースを構成するリソースグループの名前を返します。
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SCHA_INIT_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_LOAD_BALANCING_POLICY

出力引数の型は char** です。

SCHA_LOAD_BALANCING_WEIGHTS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_MONITOR_CHECK_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_MONITOR_START_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_MONITOR_STOP_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_MONITORED_SWITCH

出力引数の型は scha_switch_t* です。戻り値は、ローカルノードでリソースがモニターされ
るかどうかを示します。

SCHA_MONITORED_SWITCH_NODE

出力引数の型は scha_switch_t* です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の追加
の引数が必要です。戻り値は、指定したノードでリソースがモニターされるかどうかを示しま
す。

SCHA_NETWORK_RESOURCES_USED

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_NUM_RESOURCE_RESTARTS

出力引数の型は int* です。クエリーが実行されるゾーンのこのリソースで発生した、リソー
スの再起動のリクエスト数を返します。詳細は、1287 ページのr_properties(5) のマ
ニュアルページを参照してください。

SCHA_NUM_RG_RESTARTS

出力引数の型は int* です。クエリーが実行されるゾーンのこのリソースで発生した、リソー
スグループの再起動のリクエスト数を返します。詳細は、1287 ページのr_properties(5)
のマニュアルページを参照してください。

SCHA_ON_OFF_SWITCH

出力引数の型は scha_switch_t* です。戻り値は、ローカルノードでリソースが有効かどう
かを示します。
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SCHA_ON_OFF_SWITCH_NODE

出力引数の型は scha_switch_t* です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の追加
の引数が必要です。戻り値は、指定したノードでリソースが有効かどうかを示します。

SCHA_PORT_LIST

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_POSTNET_STOP_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_PRENET_START_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_PRE_EVICT

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_R_DESCRIPTION

出力引数の型は char** です。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。戻り値は、ローカルノードで適用可能な依存
関係を一覧表示します。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の
追加の引数が必要です。戻り値は、指定したノードで適用可能な依存関係を一覧表示しま
す。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_OFFLINE_RESTART

出力引数の型は scha_str_array_t** です。戻り値は、ローカルノードで適用可能な依存
関係を一覧表示します。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_OFFLINE_RESTART_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の
追加の引数が必要です。戻り値は、指定したノードで適用可能な依存関係を一覧表示しま
す。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_Q

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES タグの「Q」バージョンも、リソースの依存
関係のために宣言されたスコープまたは修飾子があれば、それを返しま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、{FROM_RG_AFFINITIES}、および @node 修飾子について
は、Unresolved link to " r_properties(5)" のマニュアルページで説明されています。

http://otn.oracle.com
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SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_Q_OFFLINE_RESTART

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_OFFLINE_RESTART タグの「Q」バージョンも、リソー
スの依存関係のために宣言されたスコープまたは修飾子があれば、それを返しま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、{FROM_RG_AFFINITIES}、および @node 修飾子について
は、Unresolved link to " r_properties(5)" のマニュアルページで説明されています。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_Q_RESTART

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_RESTART タグの「Q」バージョンも、リソースの
依存関係のために宣言されたスコープまたは修飾子があれば、それを返しま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、{FROM_RG_AFFINITIES}、および @node 修飾子について
は、Unresolved link to " r_properties(5)" のマニュアルページで説明されています。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_Q_WEAK

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_WEAK タグの「Q」バージョンも、リソースの依
存関係のために宣言されたスコープまたは修飾子があれば、それを返しま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、{FROM_RG_AFFINITIES}、および @node 修飾子について
は、Unresolved link to " r_properties(5)" のマニュアルページで説明されています。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_RESTART

出力引数の型は scha_str_array_t** です。戻り値は、ローカルノードで適用可能な依存
関係を一覧表示します。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_RESTART_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の
追加の引数が必要です。戻り値は、指定したノードで適用可能な依存関係を一覧表示しま
す。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_WEAK

出力引数の型は scha_str_array_t** です。戻り値は、ローカルノードで適用可能な依存
関係を一覧表示します。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_WEAK_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の
追加の引数が必要です。戻り値は、指定したノードで適用可能な依存関係を一覧表示しま
す。

SCHA_RESOURCE_PROJECT_NAME

出力引数の型は char** です。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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SCHA_RESOURCE_STATE

出力引数の型は scha_rsstate_t* です。ローカルノード用に、リソースの RESOURCE_STATE
プロパティー値を返します。

SCHA_RESOURCE_STATE_NODE

出力引数の型は scha_rsstate_t* です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の追加
の引数が必要です。指定のノードの、リソースの RESOURCE_STATE プロパティー値を返しま
す。

SCHA_RETRY_COUNT

出力引数の型は int* です。

SCHA_RETRY_INTERVAL

出力引数の型は int* です。

SCHA_SCALABLE

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_START_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_STATUS

出力引数の型は scha_status_value_t** です。ローカルノード用に、リソースの STATUS プ
ロパティー値を返します。

SCHA_STATUS_NODE

出力引数の型は scha_status_value_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型
の追加の引数が必要です。指定のノードの、リソースの STATUS プロパティー値を返します。

SCHA_STOP_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_THOROUGH_PROBE_INTERVAL

出力引数の型は int* です。

SCHA_TYPE

出力引数の型は char** です。

SCHA_TYPE_VERSION

出力引数の型は char** です。

SCHA_UDP_AFFINITY

出力引数の型は boolean_t* です。
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SCHA_UPDATE_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_VALIDATE_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_WEAK_AFFINITY

出力引数の型は boolean_t* です。

次に、リソースタイププロパティーを指定するマクロを示します。出力は、リソースタイプのプロパ
ティーの値です。リソースタイププロパティーについては、1335 ページのrt_properties(5) を
参照してください。

SCHA_API_VERSION

出力引数の型は int* です。

SCHA_BOOT

出力引数の型は char** です。

SCHA_FAILOVER

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_FINI

出力引数の型は char** です。

SCHA_GLOBAL_ZONE

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_INIT

出力引数の型は char** です。

SCHA_INIT_NODES

出力引数の型は scha_initnodes_flag_t* です。

SCHA_INSTALLED_NODES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_MONITOR_CHECK

出力引数の型は char** です。

SCHA_MONITOR_START

出力引数の型は char** です。
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SCHA_MONITOR_STOP

出力引数の型は char** です。

SCHA_PKGLIST

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_POSTNET_STOP

出力引数の型は char** です。

SCHA_PRENET_START

出力引数の型は char** です。

SCHA_PROXY

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RT_BASEDIR

出力引数の型は char** です。

SCHA_RT_DESCRIPTION

出力引数の型は char** です。

SCHA_RT_SYSTEM

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RT_VERSION

出力引数の型は char** です。

SCHA_SINGLE_INSTANCE

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_START

出力引数の型は char** です。

SCHA_STOP

出力引数の型は char** です。

SCHA_UPDATE

出力引数の型は char** です。

SCHA_VALIDATE

出力引数の型は char** です。

このリソースのタイプが GLOBAL_ZONE_OVERRIDE リソースプロパティーを宣言す
ると、SCHA_GLOBAL_ZONE optag で取得される値は GLOBAL_ZONE プロパティーの
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値ではなく、GLOBAL_ZONE_OVERRIDE プロパティーの現在の値になります。詳細
は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページの Global_zone プロパティー、お
よび 1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページの Global_zone_override プロパ
ティーの説明を参照してください。

これらの関数は、次の戻り値を返します。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   381 scha_resource_get() 関数の使用例

次の例では、scha_resource_get() を使用して、あるリソースの Retry_count プロパティーの値
と Loglevel という拡張プロパティーの値を取得します。

main() {

  #include <scha.h>

  scha_err_t err;

  int retry_count_out;

  scha_extprop_value_t *loglevel_out;

  scha_resource_t handle;

/* a configured resource */

  char * resource_name = "example_R"; 

/* resource group containing example_R */

  char * group_name = "example_RG";

  err = scha_resource_open(resource_name, group_name, &handle);

  err = scha_resource_get(handle, SCHA_RETRY_COUNT, &retry_count_out);

/* Given extension property must be defined in resourcetype RTR file. */

  err = scha_resource_get(handle, SCHA_EXTENSION, "LogLevel", &loglevel_out);

  err = scha_resource_close(handle);

  printf("The retry count for resource %s is %d\n", resource_name,

         retry_count_out);

  printf("The log level for resource %s is %d\n", resource_name,

         loglevel_out->val.val_int);
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}

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

691 ページのscha_resource_get(1HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1239 ページのscha_strerror(3HA), Unresolved link to " attributes5",
1287 ページのr_properties(5), 1335 ページのrt_properties(5),
1251 ページのrt_reg(4)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_resource_open, scha_resource_open_zone, scha_resource_get,
scha_resource_get_zone, scha_resource_close — リソース情報アクセス関数

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l scha#include
 <scha.h>scha_err_t scha_resource_open( const char *rname, const char *rgname, scha_resource_t

 *handle);

scha_err_t scha_resource_open_zone(const char *cluster, const char *rs_name, const char
 *rg_name, scha_resource_t * handlep);

scha_err_t scha_resource_get(scha_resource_t handle, const char *tag,...);

scha_err_t scha_resource_get_zone(const char *cluster, 
     scha_resource_t handlep, const char *rs_tag, ...);

scha_err_t scha_resource_close(scha_resource_t handle);

scha_resource_open()、scha_resource_get ()、および scha_resource_close() 関数
は、Resource Group Manager (RGM) クラスタ機能で管理されるリソースに関する情報に
アクセスするために一緒に使用します。

scha_resource_open() は、リソースへのアクセスを初期化し、scha_resource_get() が使用す
るハンドルを返します。

scha_resource_open の rname() 引数には、アクセスするリソースの名前を指定します。rgname
引数には、該当するリソースを割り当てたリソースグループの名前を指定します。グループ名が不
明な場合、rgname 引数を NULL にすることができます。ただし、グループ名を指定する方が、関
数の処理をより効率的に進めることができます。handle 引数の値は、関数の戻り値を格納する
変数のアドレスとなります。

scha_resource_get() 関数は、tag 引数に指定されるリソースの情報にアクセスします。tag 引
数には、scha_tags.h ヘッダーファイルのマクロで定義される文字列値を指定してください。タ
グ以降の引数は、tag の値に依存します。tag より後に追加する引数は、情報を取り出すクラス
タノードや、tag 固有の他の情報を指定する際に必要となることがあります。引数リストの最後
の引数は、tag で指定される情報の格納に適した変数型にする必要があります。これは出力引
数で、リソースの情報を格納します。関数の実行に失敗した場合、出力引数に値は返されませ
ん。

scha_resource_get() で使用されたハンドルで scha_resource_close() が呼び出される
まで、scha_resource_get() の返す情報用に割り当てられたメモリーは維持されます。同じ
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handle と tag を指定して scha_resource_get() の呼び出しを繰り返すと、新規にメモリーが
割り当てられます。ある呼び出しで値を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出し
によって上書きされたり、再利用されたりすることはありません。

scha_resource_close() 関数は、以前の scha_resource_open の呼び出しで返された
handle() 引数を取ります。これは、ハンドルを使用して得た scha_resource_get() 呼び出しの
戻り値に割り当てられたメモリーを解放するとともに、このハンドルを無効化します。

scha_tags.h に定義されたマクロは、scha_resource_get の tag() 引数に使用される場合があ
ります。

ここでは出力引数および追加引数の型を説明します。構造体と enum 型
は、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されています。

scha_resource_open_zone() 関数および scha_resource_get_zone() 関数はそれぞ
れ、scha_resource_open() および scha_resource_get() と同じ目的で使用され、追加の
cluster 引数で、リソースグループが存在し、操作の対象となるゾーンクラスタの名前を指定し
ます。これらの関数は、大域ゾーンで実行されるコードを特定のゾーンクラスタで動作させる必
要がある場合に便利です。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセスするために使
用することはできません。

scha_resource_open_zone() または scha_resource_get_zone() の cluster 引数が NULL
の場合、クエリーは、呼び出しが実行されるクラスタで実行されます (つまり、NULL 引数での
呼び出しは、それぞれ scha_resource_open() または scha_resource_get() と等しくなりま
す)。

scha_resource_open_zone() から返されたハンドルを閉じるには、scha_resource_close() を
使用します。cluster 引数は不要です。
tag 引数

次に、リソースプロパティーを指定するマクロを示します。リソースプロパティーの値が出力されま
す。SCHA_RESOURCE_STATE、SCHA_STATUS、SCHA_NUM_RG_RESTARTS、SCHA_NUM_RESOURCE_RESTARTS
の各プロパティーは、コマンドが実行されるノード上の値を参照します
(1287 ページのr_properties(5) を参照)。

ここでは出力引数および追加引数の型を示します。

拡張プロパティー
これらのプロパティーは、リソースタイプの Resource Type Registration (RTR) ファイル
内で宣言します。リソースタイプの実装によって、これらのプロパティーを定義します。
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SCHA_AFFINITY_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_ALL_EXTENSIONS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。リソースのすべての拡張プロパティーの名前
を返します。

SCHA_APPLICATION_USER

出力引数の型は char** です。

SCHA_BOOT_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_CHEAP_PROBE_INTERVAL

出力引数の型は int* です。

SCHA_EXTENSION

出力引数の型は scha_extprop_value_t* です。拡張プロパティーの名前を提供す
る、char* 型の追加の引数が必要です。ローカルノードのプロパティーのタイプとその値を
返します。
明示的な値が割り当てられていないノード上でこのプロパティーの値をユーザー
がリクエストすると、RTR ファイルで宣言されているデフォルト値が返されま
す。1251 ページのrt_reg(4) のマニュアルページを参照してください。

SCHA_EXTENSION_NODE

出力引数の型は scha_extprop_value_t* です。char* 型の追加の引数が必要です。最
初の引数では、拡張プロパティーの名前を指定し、2 番目の引数ではクラスタノードを指定
します。指定のノードのプロパティーのタイプとその値を返します。
明示的な値が割り当てられていないノード上でこのプロパティーの値をユーザー
がリクエストすると、RTR ファイルで宣言されているデフォルト値が返されま
す。1251 ページのrt_reg(4) のマニュアルページを参照してください。

SCHA_FAILOVER_MODE

出力引数の型は scha_failover_mode_t* です。

SCHA_FINI_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_GLOBAL_ZONE_OVERRIDE

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_GROUP

出力引数の型は char** です。リソースを構成するリソースグループの名前を返します。
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SCHA_INIT_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_LOAD_BALANCING_POLICY

出力引数の型は char** です。

SCHA_LOAD_BALANCING_WEIGHTS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_MONITOR_CHECK_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_MONITOR_START_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_MONITOR_STOP_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_MONITORED_SWITCH

出力引数の型は scha_switch_t* です。戻り値は、ローカルノードでリソースがモニターされ
るかどうかを示します。

SCHA_MONITORED_SWITCH_NODE

出力引数の型は scha_switch_t* です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の追加
の引数が必要です。戻り値は、指定したノードでリソースがモニターされるかどうかを示しま
す。

SCHA_NETWORK_RESOURCES_USED

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_NUM_RESOURCE_RESTARTS

出力引数の型は int* です。クエリーが実行されるゾーンのこのリソースで発生した、リソー
スの再起動のリクエスト数を返します。詳細は、1287 ページのr_properties(5) のマ
ニュアルページを参照してください。

SCHA_NUM_RG_RESTARTS

出力引数の型は int* です。クエリーが実行されるゾーンのこのリソースで発生した、リソー
スグループの再起動のリクエスト数を返します。詳細は、1287 ページのr_properties(5)
のマニュアルページを参照してください。

SCHA_ON_OFF_SWITCH

出力引数の型は scha_switch_t* です。戻り値は、ローカルノードでリソースが有効かどう
かを示します。
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SCHA_ON_OFF_SWITCH_NODE

出力引数の型は scha_switch_t* です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の追加
の引数が必要です。戻り値は、指定したノードでリソースが有効かどうかを示します。

SCHA_PORT_LIST

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_POSTNET_STOP_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_PRENET_START_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_PRE_EVICT

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_R_DESCRIPTION

出力引数の型は char** です。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。戻り値は、ローカルノードで適用可能な依存
関係を一覧表示します。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の
追加の引数が必要です。戻り値は、指定したノードで適用可能な依存関係を一覧表示しま
す。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_OFFLINE_RESTART

出力引数の型は scha_str_array_t** です。戻り値は、ローカルノードで適用可能な依存
関係を一覧表示します。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_OFFLINE_RESTART_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の
追加の引数が必要です。戻り値は、指定したノードで適用可能な依存関係を一覧表示しま
す。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_Q

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES タグの「Q」バージョンも、リソースの依存
関係のために宣言されたスコープまたは修飾子があれば、それを返しま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、{FROM_RG_AFFINITIES}、および @node 修飾子について
は、Unresolved link to " r_properties(5)" のマニュアルページで説明されています。

http://otn.oracle.com
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SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_Q_OFFLINE_RESTART

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_OFFLINE_RESTART タグの「Q」バージョンも、リソー
スの依存関係のために宣言されたスコープまたは修飾子があれば、それを返しま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、{FROM_RG_AFFINITIES}、および @node 修飾子について
は、Unresolved link to " r_properties(5)" のマニュアルページで説明されています。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_Q_RESTART

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_RESTART タグの「Q」バージョンも、リソースの
依存関係のために宣言されたスコープまたは修飾子があれば、それを返しま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、{FROM_RG_AFFINITIES}、および @node 修飾子について
は、Unresolved link to " r_properties(5)" のマニュアルページで説明されています。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_Q_WEAK

出力引数の型は scha_str_array_t** です。
SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_WEAK タグの「Q」バージョンも、リソースの依
存関係のために宣言されたスコープまたは修飾子があれば、それを返しま
す。{LOCAL_NODE}、{ANY_NODE}、{FROM_RG_AFFINITIES}、および @node 修飾子について
は、Unresolved link to " r_properties(5)" のマニュアルページで説明されています。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_RESTART

出力引数の型は scha_str_array_t** です。戻り値は、ローカルノードで適用可能な依存
関係を一覧表示します。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_RESTART_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の
追加の引数が必要です。戻り値は、指定したノードで適用可能な依存関係を一覧表示しま
す。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_WEAK

出力引数の型は scha_str_array_t** です。戻り値は、ローカルノードで適用可能な依存
関係を一覧表示します。

SCHA_RESOURCE_DEPENDENCIES_WEAK_NODE

出力引数の型は scha_str_array_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の
追加の引数が必要です。戻り値は、指定したノードで適用可能な依存関係を一覧表示しま
す。

SCHA_RESOURCE_PROJECT_NAME

出力引数の型は char** です。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


scha_resource_open_zone 1169

SCHA_RESOURCE_STATE

出力引数の型は scha_rsstate_t* です。ローカルノード用に、リソースの RESOURCE_STATE
プロパティー値を返します。

SCHA_RESOURCE_STATE_NODE

出力引数の型は scha_rsstate_t* です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型の追加
の引数が必要です。指定のノードの、リソースの RESOURCE_STATE プロパティー値を返しま
す。

SCHA_RETRY_COUNT

出力引数の型は int* です。

SCHA_RETRY_INTERVAL

出力引数の型は int* です。

SCHA_SCALABLE

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_START_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_STATUS

出力引数の型は scha_status_value_t** です。ローカルノード用に、リソースの STATUS プ
ロパティー値を返します。

SCHA_STATUS_NODE

出力引数の型は scha_status_value_t** です。クラスタノードに名前を付ける、char * 型
の追加の引数が必要です。指定のノードの、リソースの STATUS プロパティー値を返します。

SCHA_STOP_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_THOROUGH_PROBE_INTERVAL

出力引数の型は int* です。

SCHA_TYPE

出力引数の型は char** です。

SCHA_TYPE_VERSION

出力引数の型は char** です。

SCHA_UDP_AFFINITY

出力引数の型は boolean_t* です。
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SCHA_UPDATE_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_VALIDATE_TIMEOUT

出力引数の型は int* です。

SCHA_WEAK_AFFINITY

出力引数の型は boolean_t* です。

次に、リソースタイププロパティーを指定するマクロを示します。出力は、リソースタイプのプロパ
ティーの値です。リソースタイププロパティーについては、1335 ページのrt_properties(5) を
参照してください。

SCHA_API_VERSION

出力引数の型は int* です。

SCHA_BOOT

出力引数の型は char** です。

SCHA_FAILOVER

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_FINI

出力引数の型は char** です。

SCHA_GLOBAL_ZONE

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_INIT

出力引数の型は char** です。

SCHA_INIT_NODES

出力引数の型は scha_initnodes_flag_t* です。

SCHA_INSTALLED_NODES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_MONITOR_CHECK

出力引数の型は char** です。

SCHA_MONITOR_START

出力引数の型は char** です。
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SCHA_MONITOR_STOP

出力引数の型は char** です。

SCHA_PKGLIST

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_POSTNET_STOP

出力引数の型は char** です。

SCHA_PRENET_START

出力引数の型は char** です。

SCHA_PROXY

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RT_BASEDIR

出力引数の型は char** です。

SCHA_RT_DESCRIPTION

出力引数の型は char** です。

SCHA_RT_SYSTEM

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RT_VERSION

出力引数の型は char** です。

SCHA_SINGLE_INSTANCE

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_START

出力引数の型は char** です。

SCHA_STOP

出力引数の型は char** です。

SCHA_UPDATE

出力引数の型は char** です。

SCHA_VALIDATE

出力引数の型は char** です。

このリソースのタイプが GLOBAL_ZONE_OVERRIDE リソースプロパティーを宣言す
ると、SCHA_GLOBAL_ZONE optag で取得される値は GLOBAL_ZONE プロパティーの
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値ではなく、GLOBAL_ZONE_OVERRIDE プロパティーの現在の値になります。詳細
は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページの Global_zone プロパティー、お
よび 1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページの Global_zone_override プロパ
ティーの説明を参照してください。

これらの関数は、次の戻り値を返します。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   382 scha_resource_get() 関数の使用例

次の例では、scha_resource_get() を使用して、あるリソースの Retry_count プロパティーの値
と Loglevel という拡張プロパティーの値を取得します。

main() {

  #include <scha.h>

  scha_err_t err;

  int retry_count_out;

  scha_extprop_value_t *loglevel_out;

  scha_resource_t handle;

/* a configured resource */

  char * resource_name = "example_R"; 

/* resource group containing example_R */

  char * group_name = "example_RG";

  err = scha_resource_open(resource_name, group_name, &handle);

  err = scha_resource_get(handle, SCHA_RETRY_COUNT, &retry_count_out);

/* Given extension property must be defined in resourcetype RTR file. */

  err = scha_resource_get(handle, SCHA_EXTENSION, "LogLevel", &loglevel_out);

  err = scha_resource_close(handle);

  printf("The retry count for resource %s is %d\n", resource_name,

         retry_count_out);

  printf("The log level for resource %s is %d\n", resource_name,

         loglevel_out->val.val_int);
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}

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

691 ページのscha_resource_get(1HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1239 ページのscha_strerror(3HA), Unresolved link to " attributes5",
1287 ページのr_properties(5), 1335 ページのrt_properties(5),
1251 ページのrt_reg(4)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_resource_setstatus, scha_resource_setstatus_zone — リソースステータスの設定
関数

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l scha#include <scha.h>scha_err_t scha_resource_setstatus(

     const char *rname, const char *rgname, scha_rsstatus_t status, 

     const char *status_msg);

scha_err_t scha_resource_setstatus_zone(const char *rname, 

     const char *rgname, const char *zonename, scha_rsstatus_t 

     status, const char *status_msg);

scha_resource_setstatus() および scha_resource_setstatus_zone() 関数は、Resource
Group Manager (RGM) によって管理されているリソースの Status および Status_msg プロ
パティーを設定します。リソースのモニターは、これらの関数を使用して、モニターが感知している
リソースの状態を示します。

scha_resource_setstatus_zone() 関数は、Global_zone プロパティーが TRUE に設定されて
いるリソースタイプにのみ使用します。Global_zone プロパティーが FALSE に設定されている場
合、この関数は必要ありません。詳細は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルペー
ジを参照してください。

rname 引数には、ステータスを設定するリソースの名前を指定します。

rgname 引数には、該当するリソースが属するリソースグループの名前を指定します。

zonename 引数は、リソースグループが実行するよう構成されているゾーンクラスタの名前を指
定します。Global_zone プロパティーが TRUE に設定されている場合、リソースを含むリソースグ
ループがゾーンクラスタで動作しているときでも、メソッドは大域ゾーンで実行されます。

status 引数には、scha_rsstatus_t 型の scha_rsstatus_t 値を指定します。これに該当する
の
は、SCHA_RSSTATUS_OK、SCHA_RSSTATUS_OFFLINE、SCHA_RSSTATUS_FAULTED、SCHA_RSSTATUS_DEGRADED、SCHA_RSSTATUS_UNKNOWN
です。

status-msg 引数は、Status_msg プロパティーの新しい値です。status-msg 引数は NULL にする
ことができます。

scha_resource_setstatus() または scha_resource_setstatus_zone() 関数の呼び出しに
成功すると、リソースの Status および Status_msg プロパティーが、指定した値で更新されま
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す。リソースステータスの更新内容は、クラスタシステムログに記録され、クラスタ管理ツールに
よって管理できます。

scha_resource_setstatus() および scha_resource_setstatus_zone() 関数は次の値を返し
ます:

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   383 scha_resource_setstatus() 関数の使用

#include <scha.h>

scha_err_t err_code;

const char *rname = "example_R";

const char *rgname = "example_RG";

err_code = scha_resource_setstatus(rname, rgname,

           SCHA_RSSTATUS_OK, "No problems");

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

699 ページのscha_resource_setstatus(1HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1239 ページのscha_strerror(3HA), Unresolved link to " attributes5",
1335 ページのrt_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_resource_setstatus, scha_resource_setstatus_zone — リソースステータスの設定
関数

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib 
     -l scha#include <scha.h>scha_err_t scha_resource_setstatus(

     const char *rname, const char *rgname, scha_rsstatus_t status, 

     const char *status_msg);

scha_err_t scha_resource_setstatus_zone(const char *rname, 

     const char *rgname, const char *zonename, scha_rsstatus_t 

     status, const char *status_msg);

scha_resource_setstatus() および scha_resource_setstatus_zone() 関数は、Resource
Group Manager (RGM) によって管理されているリソースの Status および Status_msg プロ
パティーを設定します。リソースのモニターは、これらの関数を使用して、モニターが感知している
リソースの状態を示します。

scha_resource_setstatus_zone() 関数は、Global_zone プロパティーが TRUE に設定されて
いるリソースタイプにのみ使用します。Global_zone プロパティーが FALSE に設定されている場
合、この関数は必要ありません。詳細は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルペー
ジを参照してください。

rname 引数には、ステータスを設定するリソースの名前を指定します。

rgname 引数には、該当するリソースが属するリソースグループの名前を指定します。

zonename 引数は、リソースグループが実行するよう構成されているゾーンクラスタの名前を指
定します。Global_zone プロパティーが TRUE に設定されている場合、リソースを含むリソースグ
ループがゾーンクラスタで動作しているときでも、メソッドは大域ゾーンで実行されます。

status 引数には、scha_rsstatus_t 型の scha_rsstatus_t 値を指定します。これに該当する
の
は、SCHA_RSSTATUS_OK、SCHA_RSSTATUS_OFFLINE、SCHA_RSSTATUS_FAULTED、SCHA_RSSTATUS_DEGRADED、SCHA_RSSTATUS_UNKNOWN
です。

status-msg 引数は、Status_msg プロパティーの新しい値です。status-msg 引数は NULL にする
ことができます。

scha_resource_setstatus() または scha_resource_setstatus_zone() 関数の呼び出しに
成功すると、リソースの Status および Status_msg プロパティーが、指定した値で更新されま
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す。リソースステータスの更新内容は、クラスタシステムログに記録され、クラスタ管理ツールに
よって管理できます。

scha_resource_setstatus() および scha_resource_setstatus_zone() 関数は次の値を返し
ます:

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   384 scha_resource_setstatus() 関数の使用

#include <scha.h>

scha_err_t err_code;

const char *rname = "example_R";

const char *rgname = "example_RG";

err_code = scha_resource_setstatus(rname, rgname,

           SCHA_RSSTATUS_OK, "No problems");

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

699 ページのscha_resource_setstatus(1HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1239 ページのscha_strerror(3HA), Unresolved link to " attributes5",
1335 ページのrt_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_resourcegroup_open, scha_resourcegroup_open_zone,
scha_resourcegroup_get, scha_resourcegroup_get_zone,
scha_resourcegroup_close — リソース情報アクセス関数

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l scha#include
 <scha.h>scha_err_t scha_resourcegroup_open( const char *rgname, scha_resourcegroup_t

 *handle);

scha_err_t scha_resourcegroup_open_zone( const char *cluster, const char
 *rg_name, scha_resourcegroup_t * handlep);

scha_err_t scha_resourcegroup_close(scha_resourcegroup_t handle);

scha_err_t scha_resourcegroup_get(scha_resourcegroup_t handle, const char *tag...);

scha_err_t scha_resourcegroup_get_zone(const char *cluster, 
     scha_resourcegroup_t handlep, const char *rg_tag, ...);

scha_resourcegroup_open()、scha_resourcegroup_get()、scha_resourcegroup_close() の
3 つの関数を同時に使用することで Resource Group Manager (RGM) クラスタ機能の管
理するリソースグループに関する情報を入手できます。

scha_resourcegroup_open() は、リソースグループへのアクセスを初期
し、scha_resourcegroup_get() が使用するためのアクセスハンドルを返します。

rgname 引数には、アクセスするリソースグループの名前を指定します。

handle 引数は、関数が返す値を格納する変数のアドレスです。

scha_resourcegroup_get() 関数は、tag 引数に指定されるリソースグループの情報にアクセス
します。tag は、scha_tags.h ヘッダーファイルのマクロで定義される文字列値であるはずです。
タグ以降の引数は、tag の値に依存します。タグ以降に追加する引数は、情報を取り出すクラ
スタノードを指定する際に必要です。

引数リストの最後の引数は、tag で指定される情報の格納に適した変数型にする必要がありま
す。このパラメータは出力引数で、取得したリソースグループの情報を格納します。関数の実行
に失敗した場合、出力引数に値は返されません。scha_resourcegroup_get() から返される情
報を格納するために割り当てられたメモリーは、scha_resourcegroup_get() に使用されたハン
ドルで scha_resourcegroup_close() が呼び出されるまで、そのまま残ります。
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scha_resourcegroup_close() は、以前の scha_resourcegroup_open() の呼び出しから返
された handle 引数を取ります。それは、このハンドルを無効にして、このハンドルで行われた
scha_resourcegroup_get() 呼び出しの戻り値に割り当てられているメモリーを解放します。値
を返す必要が生じるごとに、個々の get 呼び出しでメモリーが割り当てられる点に注意してくだ
さい。ある呼び出しで値を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出しによって上書
きされたり、再利用されたりすることはありません。

scha_resourcegroup_open_zone() 関数および scha_resourcegroup_get_zone() 関数はそ
れぞれ、scha_resourcegroup_open() および scha_resourcegroup_get() と同じ目的で使用
され、追加の cluster 引数で、リソースグループが存在し、操作の対象となるゾーンクラスタの
名前を指定します。これらの関数は、大域ゾーンで実行されるコードを特定のゾーンクラスタで
動作させる必要がある場合に便利です。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセス
するために使用することはできません。

scha_resourcegroup_open_zone() または scha_resourcegroup_get_zone() の cluster
引数が NULL の場合、クエリーは、呼び出しが実行されるクラスタで実行されます
(つまり、NULL 引数での呼び出しは、それぞれ scha_resourcegroup_open() または
scha_resourcegroup_get() と等しくなります)。

scha_resourcegroup_open_zone() から返されたハンドルを閉じるに
は、scha_resourcegroup_close() を使用します。cluster 引数は不要です。
tag 引数に使用できるマクロ

scha_tags.h に定義されている次のマクロを scha_resourcegroup_get() 関数の tag 引数と
して使用できます。これらのマクロはリソースグループプロパティーに名前を付けます。リソースグ
ループのプロパティー値が生成されます。RG_STATE プロパティーは、関数を呼び出したノード上
の値を示します。

ここでは出力引数および追加引数の型を説明します。構造体と enum 型については
1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページで説明されています。

SCHA_ALL_LOAD_FACTORS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_ALL_LOAD_FACTOR_NAMES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_DESIRED_PRIMARIES

出力引数の型は int* です。
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SCHA_FAILBACK

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_LOAD_FACTOR

出力引数の型は int* です。

SCHA_GLOBAL_RESOURCES_USED

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_IMPL_NET_DEPEND

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_MAXIMUM_PRIMARIES

出力引数の型は int* です。

SCHA_NODELIST

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_PATHPREFIX

出力引数の型は char** です。

SCHA_PINGPONG_INTERVAL

出力引数の型は int* です。

SCHA_PREEMPTION_MODE

出力引数の型は scha_rg_preemption_mode_t* です。

SCHA_PRIORITY

出力引数の型は int* です。

SCHA_RESOURCE_LIST

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_RG_AFFINITIES

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_AUTO_START

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RG_DEPENDENCIES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_RG_DESCRIPTION

出力引数の型は char** です。
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SCHA_RG_IS_FROZEN

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RG_MODE

出力引数の型は scha_rgmode_t* です。

SCHA_RG_PROJECT_NAME

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_SLM_CPU

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_SLM_CPU_MIN

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_SLM_PSET_TYPE

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_SLM_TYPE

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_STATE

出力引数の型は scha_rgstate_t* です。

SCHA_RG_STATE_NODE

出力引数の型は scha_rgstate_t* です。追加引数の型は char* です。追加引数はクラ
スタノードを指定し、そのノード上のリソースグループの状態を返します。

SCHA_RG_SUSP_AUTO_RECOVERY

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RG_SYSTEM

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_TARGET_NODES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

これらの関数は、次の戻り値を返します。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。
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SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   385 scha_resourcegroup_get() 関数の使用例

次の例では、scha_resourcegroup_get() を用いて、example_RG 内のリソースリストを取得しま
す。

main() {

   #include <scha.h>

   scha_err_t err;

   scha_str_array_t *resource_list;

   scha_resourcegroup_t handle;

   int ix;

   char * rgname = "example_RG"; 

   err = scha_resourcegroup_open(rgname, &handle);

   err = scha_resourcegroup_get(handle, SCHA_RESOURCE_LIST, \

         &resource_list);

   if (err == SCHA_ERR_NOERR) {

    for (ix = 0; ix < resource_list->array_cnt; ix++) {

        printf("Group: %s contains resource %s\n", rgname,

                resource_list->str_array[ix]);

        }

    }

/* resource_list memory freed */

 err = scha_resourcegroup_close(handle); 

}

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com
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185 ページのclnode(1CL), 703 ページのscha_resourcegroup_get(1HA) ,
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
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名前
scha_resourcegroup_open, scha_resourcegroup_open_zone,
scha_resourcegroup_get, scha_resourcegroup_get_zone,
scha_resourcegroup_close — リソース情報アクセス関数

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l scha#include
 <scha.h>scha_err_t scha_resourcegroup_open( const char *rgname, scha_resourcegroup_t

 *handle);

scha_err_t scha_resourcegroup_open_zone( const char *cluster, const char
 *rg_name, scha_resourcegroup_t * handlep);

scha_err_t scha_resourcegroup_close(scha_resourcegroup_t handle);

scha_err_t scha_resourcegroup_get(scha_resourcegroup_t handle, const char *tag...);

scha_err_t scha_resourcegroup_get_zone(const char *cluster, 
     scha_resourcegroup_t handlep, const char *rg_tag, ...);

scha_resourcegroup_open()、scha_resourcegroup_get()、scha_resourcegroup_close() の
3 つの関数を同時に使用することで Resource Group Manager (RGM) クラスタ機能の管
理するリソースグループに関する情報を入手できます。

scha_resourcegroup_open() は、リソースグループへのアクセスを初期
し、scha_resourcegroup_get() が使用するためのアクセスハンドルを返します。

rgname 引数には、アクセスするリソースグループの名前を指定します。

handle 引数は、関数が返す値を格納する変数のアドレスです。

scha_resourcegroup_get() 関数は、tag 引数に指定されるリソースグループの情報にアクセス
します。tag は、scha_tags.h ヘッダーファイルのマクロで定義される文字列値であるはずです。
タグ以降の引数は、tag の値に依存します。タグ以降に追加する引数は、情報を取り出すクラ
スタノードを指定する際に必要です。

引数リストの最後の引数は、tag で指定される情報の格納に適した変数型にする必要がありま
す。このパラメータは出力引数で、取得したリソースグループの情報を格納します。関数の実行
に失敗した場合、出力引数に値は返されません。scha_resourcegroup_get() から返される情
報を格納するために割り当てられたメモリーは、scha_resourcegroup_get() に使用されたハン
ドルで scha_resourcegroup_close() が呼び出されるまで、そのまま残ります。
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scha_resourcegroup_close() は、以前の scha_resourcegroup_open() の呼び出しから返
された handle 引数を取ります。それは、このハンドルを無効にして、このハンドルで行われた
scha_resourcegroup_get() 呼び出しの戻り値に割り当てられているメモリーを解放します。値
を返す必要が生じるごとに、個々の get 呼び出しでメモリーが割り当てられる点に注意してくだ
さい。ある呼び出しで値を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出しによって上書
きされたり、再利用されたりすることはありません。

scha_resourcegroup_open_zone() 関数および scha_resourcegroup_get_zone() 関数はそ
れぞれ、scha_resourcegroup_open() および scha_resourcegroup_get() と同じ目的で使用
され、追加の cluster 引数で、リソースグループが存在し、操作の対象となるゾーンクラスタの
名前を指定します。これらの関数は、大域ゾーンで実行されるコードを特定のゾーンクラスタで
動作させる必要がある場合に便利です。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセス
するために使用することはできません。

scha_resourcegroup_open_zone() または scha_resourcegroup_get_zone() の cluster
引数が NULL の場合、クエリーは、呼び出しが実行されるクラスタで実行されます
(つまり、NULL 引数での呼び出しは、それぞれ scha_resourcegroup_open() または
scha_resourcegroup_get() と等しくなります)。

scha_resourcegroup_open_zone() から返されたハンドルを閉じるに
は、scha_resourcegroup_close() を使用します。cluster 引数は不要です。
tag 引数に使用できるマクロ

scha_tags.h に定義されている次のマクロを scha_resourcegroup_get() 関数の tag 引数と
して使用できます。これらのマクロはリソースグループプロパティーに名前を付けます。リソースグ
ループのプロパティー値が生成されます。RG_STATE プロパティーは、関数を呼び出したノード上
の値を示します。

ここでは出力引数および追加引数の型を説明します。構造体と enum 型については
1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページで説明されています。

SCHA_ALL_LOAD_FACTORS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_ALL_LOAD_FACTOR_NAMES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_DESIRED_PRIMARIES

出力引数の型は int* です。



scha_resourcegroup_get 1187

SCHA_FAILBACK

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_LOAD_FACTOR

出力引数の型は int* です。

SCHA_GLOBAL_RESOURCES_USED

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_IMPL_NET_DEPEND

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_MAXIMUM_PRIMARIES

出力引数の型は int* です。

SCHA_NODELIST

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_PATHPREFIX

出力引数の型は char** です。

SCHA_PINGPONG_INTERVAL

出力引数の型は int* です。

SCHA_PREEMPTION_MODE

出力引数の型は scha_rg_preemption_mode_t* です。

SCHA_PRIORITY

出力引数の型は int* です。

SCHA_RESOURCE_LIST

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_RG_AFFINITIES

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_AUTO_START

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RG_DEPENDENCIES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_RG_DESCRIPTION

出力引数の型は char** です。
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SCHA_RG_IS_FROZEN

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RG_MODE

出力引数の型は scha_rgmode_t* です。

SCHA_RG_PROJECT_NAME

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_SLM_CPU

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_SLM_CPU_MIN

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_SLM_PSET_TYPE

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_SLM_TYPE

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_STATE

出力引数の型は scha_rgstate_t* です。

SCHA_RG_STATE_NODE

出力引数の型は scha_rgstate_t* です。追加引数の型は char* です。追加引数はクラ
スタノードを指定し、そのノード上のリソースグループの状態を返します。

SCHA_RG_SUSP_AUTO_RECOVERY

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RG_SYSTEM

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_TARGET_NODES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

これらの関数は、次の戻り値を返します。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。
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SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   386 scha_resourcegroup_get() 関数の使用例

次の例では、scha_resourcegroup_get() を用いて、example_RG 内のリソースリストを取得しま
す。

main() {

   #include <scha.h>

   scha_err_t err;

   scha_str_array_t *resource_list;

   scha_resourcegroup_t handle;

   int ix;

   char * rgname = "example_RG"; 

   err = scha_resourcegroup_open(rgname, &handle);

   err = scha_resourcegroup_get(handle, SCHA_RESOURCE_LIST, \

         &resource_list);

   if (err == SCHA_ERR_NOERR) {

    for (ix = 0; ix < resource_list->array_cnt; ix++) {

        printf("Group: %s contains resource %s\n", rgname,

                resource_list->str_array[ix]);

        }

    }

/* resource_list memory freed */

 err = scha_resourcegroup_close(handle); 

}

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com
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185 ページのclnode(1CL), 703 ページのscha_resourcegroup_get(1HA) ,
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
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名前
scha_resourcegroup_open, scha_resourcegroup_open_zone,
scha_resourcegroup_get, scha_resourcegroup_get_zone,
scha_resourcegroup_close — リソース情報アクセス関数

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l scha#include
 <scha.h>scha_err_t scha_resourcegroup_open( const char *rgname, scha_resourcegroup_t

 *handle);

scha_err_t scha_resourcegroup_open_zone( const char *cluster, const char
 *rg_name, scha_resourcegroup_t * handlep);

scha_err_t scha_resourcegroup_close(scha_resourcegroup_t handle);

scha_err_t scha_resourcegroup_get(scha_resourcegroup_t handle, const char *tag...);

scha_err_t scha_resourcegroup_get_zone(const char *cluster, 
     scha_resourcegroup_t handlep, const char *rg_tag, ...);

scha_resourcegroup_open()、scha_resourcegroup_get()、scha_resourcegroup_close() の
3 つの関数を同時に使用することで Resource Group Manager (RGM) クラスタ機能の管
理するリソースグループに関する情報を入手できます。

scha_resourcegroup_open() は、リソースグループへのアクセスを初期
し、scha_resourcegroup_get() が使用するためのアクセスハンドルを返します。

rgname 引数には、アクセスするリソースグループの名前を指定します。

handle 引数は、関数が返す値を格納する変数のアドレスです。

scha_resourcegroup_get() 関数は、tag 引数に指定されるリソースグループの情報にアクセス
します。tag は、scha_tags.h ヘッダーファイルのマクロで定義される文字列値であるはずです。
タグ以降の引数は、tag の値に依存します。タグ以降に追加する引数は、情報を取り出すクラ
スタノードを指定する際に必要です。

引数リストの最後の引数は、tag で指定される情報の格納に適した変数型にする必要がありま
す。このパラメータは出力引数で、取得したリソースグループの情報を格納します。関数の実行
に失敗した場合、出力引数に値は返されません。scha_resourcegroup_get() から返される情
報を格納するために割り当てられたメモリーは、scha_resourcegroup_get() に使用されたハン
ドルで scha_resourcegroup_close() が呼び出されるまで、そのまま残ります。
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scha_resourcegroup_close() は、以前の scha_resourcegroup_open() の呼び出しから返
された handle 引数を取ります。それは、このハンドルを無効にして、このハンドルで行われた
scha_resourcegroup_get() 呼び出しの戻り値に割り当てられているメモリーを解放します。値
を返す必要が生じるごとに、個々の get 呼び出しでメモリーが割り当てられる点に注意してくだ
さい。ある呼び出しで値を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出しによって上書
きされたり、再利用されたりすることはありません。

scha_resourcegroup_open_zone() 関数および scha_resourcegroup_get_zone() 関数はそ
れぞれ、scha_resourcegroup_open() および scha_resourcegroup_get() と同じ目的で使用
され、追加の cluster 引数で、リソースグループが存在し、操作の対象となるゾーンクラスタの
名前を指定します。これらの関数は、大域ゾーンで実行されるコードを特定のゾーンクラスタで
動作させる必要がある場合に便利です。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセス
するために使用することはできません。

scha_resourcegroup_open_zone() または scha_resourcegroup_get_zone() の cluster
引数が NULL の場合、クエリーは、呼び出しが実行されるクラスタで実行されます
(つまり、NULL 引数での呼び出しは、それぞれ scha_resourcegroup_open() または
scha_resourcegroup_get() と等しくなります)。

scha_resourcegroup_open_zone() から返されたハンドルを閉じるに
は、scha_resourcegroup_close() を使用します。cluster 引数は不要です。
tag 引数に使用できるマクロ

scha_tags.h に定義されている次のマクロを scha_resourcegroup_get() 関数の tag 引数と
して使用できます。これらのマクロはリソースグループプロパティーに名前を付けます。リソースグ
ループのプロパティー値が生成されます。RG_STATE プロパティーは、関数を呼び出したノード上
の値を示します。

ここでは出力引数および追加引数の型を説明します。構造体と enum 型については
1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページで説明されています。

SCHA_ALL_LOAD_FACTORS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_ALL_LOAD_FACTOR_NAMES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_DESIRED_PRIMARIES

出力引数の型は int* です。
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SCHA_FAILBACK

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_LOAD_FACTOR

出力引数の型は int* です。

SCHA_GLOBAL_RESOURCES_USED

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_IMPL_NET_DEPEND

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_MAXIMUM_PRIMARIES

出力引数の型は int* です。

SCHA_NODELIST

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_PATHPREFIX

出力引数の型は char** です。

SCHA_PINGPONG_INTERVAL

出力引数の型は int* です。

SCHA_PREEMPTION_MODE

出力引数の型は scha_rg_preemption_mode_t* です。

SCHA_PRIORITY

出力引数の型は int* です。

SCHA_RESOURCE_LIST

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_RG_AFFINITIES

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_AUTO_START

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RG_DEPENDENCIES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_RG_DESCRIPTION

出力引数の型は char** です。
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SCHA_RG_IS_FROZEN

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RG_MODE

出力引数の型は scha_rgmode_t* です。

SCHA_RG_PROJECT_NAME

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_SLM_CPU

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_SLM_CPU_MIN

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_SLM_PSET_TYPE

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_SLM_TYPE

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_STATE

出力引数の型は scha_rgstate_t* です。

SCHA_RG_STATE_NODE

出力引数の型は scha_rgstate_t* です。追加引数の型は char* です。追加引数はクラ
スタノードを指定し、そのノード上のリソースグループの状態を返します。

SCHA_RG_SUSP_AUTO_RECOVERY

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RG_SYSTEM

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_TARGET_NODES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

これらの関数は、次の戻り値を返します。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。
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SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   387 scha_resourcegroup_get() 関数の使用例

次の例では、scha_resourcegroup_get() を用いて、example_RG 内のリソースリストを取得しま
す。

main() {

   #include <scha.h>

   scha_err_t err;

   scha_str_array_t *resource_list;

   scha_resourcegroup_t handle;

   int ix;

   char * rgname = "example_RG"; 

   err = scha_resourcegroup_open(rgname, &handle);

   err = scha_resourcegroup_get(handle, SCHA_RESOURCE_LIST, \

         &resource_list);

   if (err == SCHA_ERR_NOERR) {

    for (ix = 0; ix < resource_list->array_cnt; ix++) {

        printf("Group: %s contains resource %s\n", rgname,

                resource_list->str_array[ix]);

        }

    }

/* resource_list memory freed */

 err = scha_resourcegroup_close(handle); 

}

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com
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185 ページのclnode(1CL), 703 ページのscha_resourcegroup_get(1HA) ,
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
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名前
scha_resourcegroup_open, scha_resourcegroup_open_zone,
scha_resourcegroup_get, scha_resourcegroup_get_zone,
scha_resourcegroup_close — リソース情報アクセス関数

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l scha#include
 <scha.h>scha_err_t scha_resourcegroup_open( const char *rgname, scha_resourcegroup_t

 *handle);

scha_err_t scha_resourcegroup_open_zone( const char *cluster, const char
 *rg_name, scha_resourcegroup_t * handlep);

scha_err_t scha_resourcegroup_close(scha_resourcegroup_t handle);

scha_err_t scha_resourcegroup_get(scha_resourcegroup_t handle, const char *tag...);

scha_err_t scha_resourcegroup_get_zone(const char *cluster, 
     scha_resourcegroup_t handlep, const char *rg_tag, ...);

scha_resourcegroup_open()、scha_resourcegroup_get()、scha_resourcegroup_close() の
3 つの関数を同時に使用することで Resource Group Manager (RGM) クラスタ機能の管
理するリソースグループに関する情報を入手できます。

scha_resourcegroup_open() は、リソースグループへのアクセスを初期
し、scha_resourcegroup_get() が使用するためのアクセスハンドルを返します。

rgname 引数には、アクセスするリソースグループの名前を指定します。

handle 引数は、関数が返す値を格納する変数のアドレスです。

scha_resourcegroup_get() 関数は、tag 引数に指定されるリソースグループの情報にアクセス
します。tag は、scha_tags.h ヘッダーファイルのマクロで定義される文字列値であるはずです。
タグ以降の引数は、tag の値に依存します。タグ以降に追加する引数は、情報を取り出すクラ
スタノードを指定する際に必要です。

引数リストの最後の引数は、tag で指定される情報の格納に適した変数型にする必要がありま
す。このパラメータは出力引数で、取得したリソースグループの情報を格納します。関数の実行
に失敗した場合、出力引数に値は返されません。scha_resourcegroup_get() から返される情
報を格納するために割り当てられたメモリーは、scha_resourcegroup_get() に使用されたハン
ドルで scha_resourcegroup_close() が呼び出されるまで、そのまま残ります。
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scha_resourcegroup_close() は、以前の scha_resourcegroup_open() の呼び出しから返
された handle 引数を取ります。それは、このハンドルを無効にして、このハンドルで行われた
scha_resourcegroup_get() 呼び出しの戻り値に割り当てられているメモリーを解放します。値
を返す必要が生じるごとに、個々の get 呼び出しでメモリーが割り当てられる点に注意してくだ
さい。ある呼び出しで値を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出しによって上書
きされたり、再利用されたりすることはありません。

scha_resourcegroup_open_zone() 関数および scha_resourcegroup_get_zone() 関数はそ
れぞれ、scha_resourcegroup_open() および scha_resourcegroup_get() と同じ目的で使用
され、追加の cluster 引数で、リソースグループが存在し、操作の対象となるゾーンクラスタの
名前を指定します。これらの関数は、大域ゾーンで実行されるコードを特定のゾーンクラスタで
動作させる必要がある場合に便利です。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセス
するために使用することはできません。

scha_resourcegroup_open_zone() または scha_resourcegroup_get_zone() の cluster
引数が NULL の場合、クエリーは、呼び出しが実行されるクラスタで実行されます
(つまり、NULL 引数での呼び出しは、それぞれ scha_resourcegroup_open() または
scha_resourcegroup_get() と等しくなります)。

scha_resourcegroup_open_zone() から返されたハンドルを閉じるに
は、scha_resourcegroup_close() を使用します。cluster 引数は不要です。
tag 引数に使用できるマクロ

scha_tags.h に定義されている次のマクロを scha_resourcegroup_get() 関数の tag 引数と
して使用できます。これらのマクロはリソースグループプロパティーに名前を付けます。リソースグ
ループのプロパティー値が生成されます。RG_STATE プロパティーは、関数を呼び出したノード上
の値を示します。

ここでは出力引数および追加引数の型を説明します。構造体と enum 型については
1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページで説明されています。

SCHA_ALL_LOAD_FACTORS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_ALL_LOAD_FACTOR_NAMES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_DESIRED_PRIMARIES

出力引数の型は int* です。
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SCHA_FAILBACK

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_LOAD_FACTOR

出力引数の型は int* です。

SCHA_GLOBAL_RESOURCES_USED

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_IMPL_NET_DEPEND

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_MAXIMUM_PRIMARIES

出力引数の型は int* です。

SCHA_NODELIST

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_PATHPREFIX

出力引数の型は char** です。

SCHA_PINGPONG_INTERVAL

出力引数の型は int* です。

SCHA_PREEMPTION_MODE

出力引数の型は scha_rg_preemption_mode_t* です。

SCHA_PRIORITY

出力引数の型は int* です。

SCHA_RESOURCE_LIST

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_RG_AFFINITIES

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_AUTO_START

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RG_DEPENDENCIES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_RG_DESCRIPTION

出力引数の型は char** です。
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SCHA_RG_IS_FROZEN

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RG_MODE

出力引数の型は scha_rgmode_t* です。

SCHA_RG_PROJECT_NAME

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_SLM_CPU

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_SLM_CPU_MIN

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_SLM_PSET_TYPE

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_SLM_TYPE

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_STATE

出力引数の型は scha_rgstate_t* です。

SCHA_RG_STATE_NODE

出力引数の型は scha_rgstate_t* です。追加引数の型は char* です。追加引数はクラ
スタノードを指定し、そのノード上のリソースグループの状態を返します。

SCHA_RG_SUSP_AUTO_RECOVERY

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RG_SYSTEM

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_TARGET_NODES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

これらの関数は、次の戻り値を返します。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。
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SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   388 scha_resourcegroup_get() 関数の使用例

次の例では、scha_resourcegroup_get() を用いて、example_RG 内のリソースリストを取得しま
す。

main() {

   #include <scha.h>

   scha_err_t err;

   scha_str_array_t *resource_list;

   scha_resourcegroup_t handle;

   int ix;

   char * rgname = "example_RG"; 

   err = scha_resourcegroup_open(rgname, &handle);

   err = scha_resourcegroup_get(handle, SCHA_RESOURCE_LIST, \

         &resource_list);

   if (err == SCHA_ERR_NOERR) {

    for (ix = 0; ix < resource_list->array_cnt; ix++) {

        printf("Group: %s contains resource %s\n", rgname,

                resource_list->str_array[ix]);

        }

    }

/* resource_list memory freed */

 err = scha_resourcegroup_close(handle); 

}

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com
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185 ページのclnode(1CL), 703 ページのscha_resourcegroup_get(1HA) ,
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
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名前
scha_resourcegroup_open, scha_resourcegroup_open_zone,
scha_resourcegroup_get, scha_resourcegroup_get_zone,
scha_resourcegroup_close — リソース情報アクセス関数

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l scha#include
 <scha.h>scha_err_t scha_resourcegroup_open( const char *rgname, scha_resourcegroup_t

 *handle);

scha_err_t scha_resourcegroup_open_zone( const char *cluster, const char
 *rg_name, scha_resourcegroup_t * handlep);

scha_err_t scha_resourcegroup_close(scha_resourcegroup_t handle);

scha_err_t scha_resourcegroup_get(scha_resourcegroup_t handle, const char *tag...);

scha_err_t scha_resourcegroup_get_zone(const char *cluster, 
     scha_resourcegroup_t handlep, const char *rg_tag, ...);

scha_resourcegroup_open()、scha_resourcegroup_get()、scha_resourcegroup_close() の
3 つの関数を同時に使用することで Resource Group Manager (RGM) クラスタ機能の管
理するリソースグループに関する情報を入手できます。

scha_resourcegroup_open() は、リソースグループへのアクセスを初期
し、scha_resourcegroup_get() が使用するためのアクセスハンドルを返します。

rgname 引数には、アクセスするリソースグループの名前を指定します。

handle 引数は、関数が返す値を格納する変数のアドレスです。

scha_resourcegroup_get() 関数は、tag 引数に指定されるリソースグループの情報にアクセス
します。tag は、scha_tags.h ヘッダーファイルのマクロで定義される文字列値であるはずです。
タグ以降の引数は、tag の値に依存します。タグ以降に追加する引数は、情報を取り出すクラ
スタノードを指定する際に必要です。

引数リストの最後の引数は、tag で指定される情報の格納に適した変数型にする必要がありま
す。このパラメータは出力引数で、取得したリソースグループの情報を格納します。関数の実行
に失敗した場合、出力引数に値は返されません。scha_resourcegroup_get() から返される情
報を格納するために割り当てられたメモリーは、scha_resourcegroup_get() に使用されたハン
ドルで scha_resourcegroup_close() が呼び出されるまで、そのまま残ります。
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scha_resourcegroup_close() は、以前の scha_resourcegroup_open() の呼び出しから返
された handle 引数を取ります。それは、このハンドルを無効にして、このハンドルで行われた
scha_resourcegroup_get() 呼び出しの戻り値に割り当てられているメモリーを解放します。値
を返す必要が生じるごとに、個々の get 呼び出しでメモリーが割り当てられる点に注意してくだ
さい。ある呼び出しで値を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出しによって上書
きされたり、再利用されたりすることはありません。

scha_resourcegroup_open_zone() 関数および scha_resourcegroup_get_zone() 関数はそ
れぞれ、scha_resourcegroup_open() および scha_resourcegroup_get() と同じ目的で使用
され、追加の cluster 引数で、リソースグループが存在し、操作の対象となるゾーンクラスタの
名前を指定します。これらの関数は、大域ゾーンで実行されるコードを特定のゾーンクラスタで
動作させる必要がある場合に便利です。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセス
するために使用することはできません。

scha_resourcegroup_open_zone() または scha_resourcegroup_get_zone() の cluster
引数が NULL の場合、クエリーは、呼び出しが実行されるクラスタで実行されます
(つまり、NULL 引数での呼び出しは、それぞれ scha_resourcegroup_open() または
scha_resourcegroup_get() と等しくなります)。

scha_resourcegroup_open_zone() から返されたハンドルを閉じるに
は、scha_resourcegroup_close() を使用します。cluster 引数は不要です。
tag 引数に使用できるマクロ

scha_tags.h に定義されている次のマクロを scha_resourcegroup_get() 関数の tag 引数と
して使用できます。これらのマクロはリソースグループプロパティーに名前を付けます。リソースグ
ループのプロパティー値が生成されます。RG_STATE プロパティーは、関数を呼び出したノード上
の値を示します。

ここでは出力引数および追加引数の型を説明します。構造体と enum 型については
1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページで説明されています。

SCHA_ALL_LOAD_FACTORS

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_ALL_LOAD_FACTOR_NAMES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_DESIRED_PRIMARIES

出力引数の型は int* です。
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SCHA_FAILBACK

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_LOAD_FACTOR

出力引数の型は int* です。

SCHA_GLOBAL_RESOURCES_USED

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_IMPL_NET_DEPEND

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_MAXIMUM_PRIMARIES

出力引数の型は int* です。

SCHA_NODELIST

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_PATHPREFIX

出力引数の型は char** です。

SCHA_PINGPONG_INTERVAL

出力引数の型は int* です。

SCHA_PREEMPTION_MODE

出力引数の型は scha_rg_preemption_mode_t* です。

SCHA_PRIORITY

出力引数の型は int* です。

SCHA_RESOURCE_LIST

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_RG_AFFINITIES

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_AUTO_START

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RG_DEPENDENCIES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

SCHA_RG_DESCRIPTION

出力引数の型は char** です。
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SCHA_RG_IS_FROZEN

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RG_MODE

出力引数の型は scha_rgmode_t* です。

SCHA_RG_PROJECT_NAME

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_SLM_CPU

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_SLM_CPU_MIN

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_SLM_PSET_TYPE

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_SLM_TYPE

出力引数の型は char** です。

SCHA_RG_STATE

出力引数の型は scha_rgstate_t* です。

SCHA_RG_STATE_NODE

出力引数の型は scha_rgstate_t* です。追加引数の型は char* です。追加引数はクラ
スタノードを指定し、そのノード上のリソースグループの状態を返します。

SCHA_RG_SUSP_AUTO_RECOVERY

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_RG_SYSTEM

出力引数の型は boolean_t* です。

SCHA_TARGET_NODES

出力引数の型は scha_str_array_t** です。

これらの関数は、次の戻り値を返します。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。
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SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) を参照してください。

例   389 scha_resourcegroup_get() 関数の使用例

次の例では、scha_resourcegroup_get() を用いて、example_RG 内のリソースリストを取得しま
す。

main() {

   #include <scha.h>

   scha_err_t err;

   scha_str_array_t *resource_list;

   scha_resourcegroup_t handle;

   int ix;

   char * rgname = "example_RG"; 

   err = scha_resourcegroup_open(rgname, &handle);

   err = scha_resourcegroup_get(handle, SCHA_RESOURCE_LIST, \

         &resource_list);

   if (err == SCHA_ERR_NOERR) {

    for (ix = 0; ix < resource_list->array_cnt; ix++) {

        printf("Group: %s contains resource %s\n", rgname,

                resource_list->str_array[ix]);

        }

    }

/* resource_list memory freed */

 err = scha_resourcegroup_close(handle); 

}

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com
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185 ページのclnode(1CL), 703 ページのscha_resourcegroup_get(1HA) ,
1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com


scha_resourcetype_close 1209

名前
scha_resourcetype_open, scha_resourcetype_open_zone, scha_resourcetype_get,
scha_resourcetype_get_zone, scha_resourcetype_close — リソースタイプ情報アクセ
ス関数。

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l scha#include
 <scha.h>scha_err_t scha_resourcetype_open( const char *rtname, scha_resourcetype_t *handle);

scha_err_t scha_resourcetype_open_zone(const char *cluster, const char
 *rt_name, scha_resourcetype_t *handlep);

scha_err_t scha_resourcetype_close(scha_resourcetype_t handle);

scha_err_t scha_resourcetype_get(scha_resourcetype_t handle, const char *tag...);

scha_err_t scha_resourcetype_get_zone(const char *cluster, 
     scha_resourcetype_t handlep,const char *rt_tag, ...);

scha_resourcetype_open()、scha_resourcetype_get ()、およ
びscha_resourcetype_close() 関数を使用すると、Resource Group Manager (RGM) ク
ラスタ機能が利用するリソースタイプの情報を入手できます。

scha_resourcetype_open() は、リソースタイプへのアクセスを初期化
し、scha_resourcetype_get() が使用するアクセスハンドルを返します。

scha_resourcetype_open() の rtname 引数には、アクセスするリソースタイプの名前を指定し
ます。

handle 引数の値は、関数の戻り値を格納する変数のアドレスとなります。

scha_resourcetype_get() 関数は、tag 引数に指定されるリソースタイプの情報にアクセスし
ます。tag 引数には、scha_tags.h ヘッダーファイルのマクロで定義される文字列値が入ります。
タグ以降の引数は、tag の値に依存します。

タグ以降に追加する引数は、情報を取り出すクラスタノードや、タグ固有の他の情報
を指定する際に必要となることがあります。引数リストの最後の引数は、tag で指定
される情報の格納に適した型にする必要があります。これは out 引数で、リソースタ
イプの情報を格納します。関数の実行に失敗した場合、出力引数に値は返されませ
ん。scha_resourcetype_get() で使用されたハンドルで scha_resourcetype_close() が呼び
出されるまで、scha_resourcetype_get() の返す情報用に割り当てられたメモリーは維持され
ます。



1210 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

scha_resourcetype_close() には、事前に scha_resourcetype_open 関数を使って得
た handle() 引数の値を指定します。この関数は、該当するハンドルを使用して得た
scha_resourcegroup_get() の戻り値用割り当てメモリーを解放するとともに、このハンドルを
無効化します。値を返す必要が生じると、get 呼び出しごとにメモリー割り当てが発生する点に
注意してください。ある呼び出しで値を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出し
によって上書きされたり、再利用されることはありません。

scha_tags.h に定義されるマクロには、scha_resourcetype_get の tag() 引数に使用され
るものがあります。ここでは出力引数および追加引数の型を説明します。構造体と enum 型
は、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されています。

scha_resourcetype_open_zone() 関数および scha_resourcetype_get_zone() 関数はそれ
ぞれ、scha_resourcetype_open() および scha_resourcetype_get() と同じ目的で使用され、
追加の cluster 引数で、リソースグループが存在し、操作の対象となるゾーンクラスタの名前を
指定します。これらの関数は、大域ゾーンで実行されるコードを特定のゾーンクラスタで動作さ
せる必要がある場合に便利です。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセスするた
めに使用することはできません。

scha_resourcetype_open_zone() または scha_resourcetype_get_zone() の cluster
引数が NULL の場合、クエリーは、呼び出しが実行されるクラスタで実行されます
(つまり、NULL 引数での呼び出しは、それぞれ scha_resourcetype_open() または
scha_resourcetype_get() と等しくなります)。

scha_resourcetype_open_zone() から返されたハンドルを閉じるに
は、scha_resourcetype_close() を使用します。cluster 引数は不要です。
optag 引数

次のマクロによって、リソースタイプのプロパティーを指定します。出力は、リソースタイプの名前
付きプロパティーの値です。

注記 - optag 引数 (SCHA_API_VERSION や SCHA_BOOT など) には大文字と小文字の区別はあり
ません。optag 引数を指定するときには、大文字と小文字の任意の組み合わせを使用できます。

SCHA_API_VERSION

出力引数の型は int* です。

SCHA_BOOT

出力引数の型は char ** です。
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SCHA_FAILOVER

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_FINI

出力引数の型は char ** です。

SCHA_GLOBALZONE

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_INIT

出力引数の型は char ** です。

SCHA_INIT_NODES

出力引数の型は scha_initnodes_flag_t * です。

SCHA_INSTALLED_NODES

出力引数の型は scha_str_array_t ** です。

SCHA_IS_LOGICAL_HOSTNAME

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_IS_SHARED_ADDRESS

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_MONITOR_CHECK

出力引数の型は char ** です。

SCHA_MONITOR_START

出力引数の型は char ** です。

SCHA_MONITOR_STOP

出力引数の型は char ** です。

SCHA_PER_NODE

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_PKGLIST

出力引数の型は scha_str_array_t ** です。

SCHA_POSTNET_STOP

出力引数の型は char ** です。

SCHA_PRENET_START

出力引数の型は char ** です。



1212 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

SCHA_PROXY

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_RESOURCE_LIST

出力引数の型は scha_str_array_t ** です。

SCHA_RT_BASEDIR

出力引数の型は char ** です。

SCHA_RT_DESCRIPTION

出力引数の型は char ** です。

SCHA_RT_SYSTEM

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_RT_VERSION

出力引数の型は char ** です。

SCHA_SINGLE_INSTANCE

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_START

出力引数の型は char ** です。

SCHA_STOP

出力引数の型は char ** です。

SCHA_UPDATE

出力引数の型は char ** です。

SCHA_VALIDATE

出力引数の型は char ** です。

これらの関数は、次の戻り値を返します。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページを参
照してください。
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/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

691 ページのscha_resource_get(1HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1239 ページのscha_strerror(3HA), 1241 ページのscha_strerror_i18n(3HA),
Unresolved link to " attributes5", 1335 ページのrt_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_resourcetype_open, scha_resourcetype_open_zone, scha_resourcetype_get,
scha_resourcetype_get_zone, scha_resourcetype_close — リソースタイプ情報アクセ
ス関数。

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l scha#include
 <scha.h>scha_err_t scha_resourcetype_open( const char *rtname, scha_resourcetype_t *handle);

scha_err_t scha_resourcetype_open_zone(const char *cluster, const char
 *rt_name, scha_resourcetype_t *handlep);

scha_err_t scha_resourcetype_close(scha_resourcetype_t handle);

scha_err_t scha_resourcetype_get(scha_resourcetype_t handle, const char *tag...);

scha_err_t scha_resourcetype_get_zone(const char *cluster, 
     scha_resourcetype_t handlep,const char *rt_tag, ...);

scha_resourcetype_open()、scha_resourcetype_get ()、およ
びscha_resourcetype_close() 関数を使用すると、Resource Group Manager (RGM) ク
ラスタ機能が利用するリソースタイプの情報を入手できます。

scha_resourcetype_open() は、リソースタイプへのアクセスを初期化
し、scha_resourcetype_get() が使用するアクセスハンドルを返します。

scha_resourcetype_open() の rtname 引数には、アクセスするリソースタイプの名前を指定し
ます。

handle 引数の値は、関数の戻り値を格納する変数のアドレスとなります。

scha_resourcetype_get() 関数は、tag 引数に指定されるリソースタイプの情報にアクセスし
ます。tag 引数には、scha_tags.h ヘッダーファイルのマクロで定義される文字列値が入ります。
タグ以降の引数は、tag の値に依存します。

タグ以降に追加する引数は、情報を取り出すクラスタノードや、タグ固有の他の情報
を指定する際に必要となることがあります。引数リストの最後の引数は、tag で指定
される情報の格納に適した型にする必要があります。これは out 引数で、リソースタ
イプの情報を格納します。関数の実行に失敗した場合、出力引数に値は返されませ
ん。scha_resourcetype_get() で使用されたハンドルで scha_resourcetype_close() が呼び
出されるまで、scha_resourcetype_get() の返す情報用に割り当てられたメモリーは維持され
ます。
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scha_resourcetype_close() には、事前に scha_resourcetype_open 関数を使って得
た handle() 引数の値を指定します。この関数は、該当するハンドルを使用して得た
scha_resourcegroup_get() の戻り値用割り当てメモリーを解放するとともに、このハンドルを
無効化します。値を返す必要が生じると、get 呼び出しごとにメモリー割り当てが発生する点に
注意してください。ある呼び出しで値を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出し
によって上書きされたり、再利用されることはありません。

scha_tags.h に定義されるマクロには、scha_resourcetype_get の tag() 引数に使用され
るものがあります。ここでは出力引数および追加引数の型を説明します。構造体と enum 型
は、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されています。

scha_resourcetype_open_zone() 関数および scha_resourcetype_get_zone() 関数はそれ
ぞれ、scha_resourcetype_open() および scha_resourcetype_get() と同じ目的で使用され、
追加の cluster 引数で、リソースグループが存在し、操作の対象となるゾーンクラスタの名前を
指定します。これらの関数は、大域ゾーンで実行されるコードを特定のゾーンクラスタで動作さ
せる必要がある場合に便利です。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセスするた
めに使用することはできません。

scha_resourcetype_open_zone() または scha_resourcetype_get_zone() の cluster
引数が NULL の場合、クエリーは、呼び出しが実行されるクラスタで実行されます
(つまり、NULL 引数での呼び出しは、それぞれ scha_resourcetype_open() または
scha_resourcetype_get() と等しくなります)。

scha_resourcetype_open_zone() から返されたハンドルを閉じるに
は、scha_resourcetype_close() を使用します。cluster 引数は不要です。
optag 引数

次のマクロによって、リソースタイプのプロパティーを指定します。出力は、リソースタイプの名前
付きプロパティーの値です。

注記 - optag 引数 (SCHA_API_VERSION や SCHA_BOOT など) には大文字と小文字の区別はあり
ません。optag 引数を指定するときには、大文字と小文字の任意の組み合わせを使用できます。

SCHA_API_VERSION

出力引数の型は int* です。

SCHA_BOOT

出力引数の型は char ** です。
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SCHA_FAILOVER

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_FINI

出力引数の型は char ** です。

SCHA_GLOBALZONE

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_INIT

出力引数の型は char ** です。

SCHA_INIT_NODES

出力引数の型は scha_initnodes_flag_t * です。

SCHA_INSTALLED_NODES

出力引数の型は scha_str_array_t ** です。

SCHA_IS_LOGICAL_HOSTNAME

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_IS_SHARED_ADDRESS

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_MONITOR_CHECK

出力引数の型は char ** です。

SCHA_MONITOR_START

出力引数の型は char ** です。

SCHA_MONITOR_STOP

出力引数の型は char ** です。

SCHA_PER_NODE

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_PKGLIST

出力引数の型は scha_str_array_t ** です。

SCHA_POSTNET_STOP

出力引数の型は char ** です。

SCHA_PRENET_START

出力引数の型は char ** です。
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SCHA_PROXY

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_RESOURCE_LIST

出力引数の型は scha_str_array_t ** です。

SCHA_RT_BASEDIR

出力引数の型は char ** です。

SCHA_RT_DESCRIPTION

出力引数の型は char ** です。

SCHA_RT_SYSTEM

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_RT_VERSION

出力引数の型は char ** です。

SCHA_SINGLE_INSTANCE

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_START

出力引数の型は char ** です。

SCHA_STOP

出力引数の型は char ** です。

SCHA_UPDATE

出力引数の型は char ** です。

SCHA_VALIDATE

出力引数の型は char ** です。

これらの関数は、次の戻り値を返します。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページを参
照してください。
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/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

691 ページのscha_resource_get(1HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1239 ページのscha_strerror(3HA), 1241 ページのscha_strerror_i18n(3HA),
Unresolved link to " attributes5", 1335 ページのrt_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_resourcetype_open, scha_resourcetype_open_zone, scha_resourcetype_get,
scha_resourcetype_get_zone, scha_resourcetype_close — リソースタイプ情報アクセ
ス関数。

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l scha#include
 <scha.h>scha_err_t scha_resourcetype_open( const char *rtname, scha_resourcetype_t *handle);

scha_err_t scha_resourcetype_open_zone(const char *cluster, const char
 *rt_name, scha_resourcetype_t *handlep);

scha_err_t scha_resourcetype_close(scha_resourcetype_t handle);

scha_err_t scha_resourcetype_get(scha_resourcetype_t handle, const char *tag...);

scha_err_t scha_resourcetype_get_zone(const char *cluster, 
     scha_resourcetype_t handlep,const char *rt_tag, ...);

scha_resourcetype_open()、scha_resourcetype_get ()、およ
びscha_resourcetype_close() 関数を使用すると、Resource Group Manager (RGM) ク
ラスタ機能が利用するリソースタイプの情報を入手できます。

scha_resourcetype_open() は、リソースタイプへのアクセスを初期化
し、scha_resourcetype_get() が使用するアクセスハンドルを返します。

scha_resourcetype_open() の rtname 引数には、アクセスするリソースタイプの名前を指定し
ます。

handle 引数の値は、関数の戻り値を格納する変数のアドレスとなります。

scha_resourcetype_get() 関数は、tag 引数に指定されるリソースタイプの情報にアクセスし
ます。tag 引数には、scha_tags.h ヘッダーファイルのマクロで定義される文字列値が入ります。
タグ以降の引数は、tag の値に依存します。

タグ以降に追加する引数は、情報を取り出すクラスタノードや、タグ固有の他の情報
を指定する際に必要となることがあります。引数リストの最後の引数は、tag で指定
される情報の格納に適した型にする必要があります。これは out 引数で、リソースタ
イプの情報を格納します。関数の実行に失敗した場合、出力引数に値は返されませ
ん。scha_resourcetype_get() で使用されたハンドルで scha_resourcetype_close() が呼び
出されるまで、scha_resourcetype_get() の返す情報用に割り当てられたメモリーは維持され
ます。
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scha_resourcetype_close() には、事前に scha_resourcetype_open 関数を使って得
た handle() 引数の値を指定します。この関数は、該当するハンドルを使用して得た
scha_resourcegroup_get() の戻り値用割り当てメモリーを解放するとともに、このハンドルを
無効化します。値を返す必要が生じると、get 呼び出しごとにメモリー割り当てが発生する点に
注意してください。ある呼び出しで値を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出し
によって上書きされたり、再利用されることはありません。

scha_tags.h に定義されるマクロには、scha_resourcetype_get の tag() 引数に使用され
るものがあります。ここでは出力引数および追加引数の型を説明します。構造体と enum 型
は、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されています。

scha_resourcetype_open_zone() 関数および scha_resourcetype_get_zone() 関数はそれ
ぞれ、scha_resourcetype_open() および scha_resourcetype_get() と同じ目的で使用され、
追加の cluster 引数で、リソースグループが存在し、操作の対象となるゾーンクラスタの名前を
指定します。これらの関数は、大域ゾーンで実行されるコードを特定のゾーンクラスタで動作さ
せる必要がある場合に便利です。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセスするた
めに使用することはできません。

scha_resourcetype_open_zone() または scha_resourcetype_get_zone() の cluster
引数が NULL の場合、クエリーは、呼び出しが実行されるクラスタで実行されます
(つまり、NULL 引数での呼び出しは、それぞれ scha_resourcetype_open() または
scha_resourcetype_get() と等しくなります)。

scha_resourcetype_open_zone() から返されたハンドルを閉じるに
は、scha_resourcetype_close() を使用します。cluster 引数は不要です。
optag 引数

次のマクロによって、リソースタイプのプロパティーを指定します。出力は、リソースタイプの名前
付きプロパティーの値です。

注記 - optag 引数 (SCHA_API_VERSION や SCHA_BOOT など) には大文字と小文字の区別はあり
ません。optag 引数を指定するときには、大文字と小文字の任意の組み合わせを使用できます。

SCHA_API_VERSION

出力引数の型は int* です。

SCHA_BOOT

出力引数の型は char ** です。
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SCHA_FAILOVER

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_FINI

出力引数の型は char ** です。

SCHA_GLOBALZONE

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_INIT

出力引数の型は char ** です。

SCHA_INIT_NODES

出力引数の型は scha_initnodes_flag_t * です。

SCHA_INSTALLED_NODES

出力引数の型は scha_str_array_t ** です。

SCHA_IS_LOGICAL_HOSTNAME

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_IS_SHARED_ADDRESS

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_MONITOR_CHECK

出力引数の型は char ** です。

SCHA_MONITOR_START

出力引数の型は char ** です。

SCHA_MONITOR_STOP

出力引数の型は char ** です。

SCHA_PER_NODE

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_PKGLIST

出力引数の型は scha_str_array_t ** です。

SCHA_POSTNET_STOP

出力引数の型は char ** です。

SCHA_PRENET_START

出力引数の型は char ** です。
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SCHA_PROXY

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_RESOURCE_LIST

出力引数の型は scha_str_array_t ** です。

SCHA_RT_BASEDIR

出力引数の型は char ** です。

SCHA_RT_DESCRIPTION

出力引数の型は char ** です。

SCHA_RT_SYSTEM

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_RT_VERSION

出力引数の型は char ** です。

SCHA_SINGLE_INSTANCE

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_START

出力引数の型は char ** です。

SCHA_STOP

出力引数の型は char ** です。

SCHA_UPDATE

出力引数の型は char ** です。

SCHA_VALIDATE

出力引数の型は char ** です。

これらの関数は、次の戻り値を返します。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページを参
照してください。
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/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

691 ページのscha_resource_get(1HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1239 ページのscha_strerror(3HA), 1241 ページのscha_strerror_i18n(3HA),
Unresolved link to " attributes5", 1335 ページのrt_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_resourcetype_open, scha_resourcetype_open_zone, scha_resourcetype_get,
scha_resourcetype_get_zone, scha_resourcetype_close — リソースタイプ情報アクセ
ス関数。

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l scha#include
 <scha.h>scha_err_t scha_resourcetype_open( const char *rtname, scha_resourcetype_t *handle);

scha_err_t scha_resourcetype_open_zone(const char *cluster, const char
 *rt_name, scha_resourcetype_t *handlep);

scha_err_t scha_resourcetype_close(scha_resourcetype_t handle);

scha_err_t scha_resourcetype_get(scha_resourcetype_t handle, const char *tag...);

scha_err_t scha_resourcetype_get_zone(const char *cluster, 
     scha_resourcetype_t handlep,const char *rt_tag, ...);

scha_resourcetype_open()、scha_resourcetype_get ()、およ
びscha_resourcetype_close() 関数を使用すると、Resource Group Manager (RGM) ク
ラスタ機能が利用するリソースタイプの情報を入手できます。

scha_resourcetype_open() は、リソースタイプへのアクセスを初期化
し、scha_resourcetype_get() が使用するアクセスハンドルを返します。

scha_resourcetype_open() の rtname 引数には、アクセスするリソースタイプの名前を指定し
ます。

handle 引数の値は、関数の戻り値を格納する変数のアドレスとなります。

scha_resourcetype_get() 関数は、tag 引数に指定されるリソースタイプの情報にアクセスし
ます。tag 引数には、scha_tags.h ヘッダーファイルのマクロで定義される文字列値が入ります。
タグ以降の引数は、tag の値に依存します。

タグ以降に追加する引数は、情報を取り出すクラスタノードや、タグ固有の他の情報
を指定する際に必要となることがあります。引数リストの最後の引数は、tag で指定
される情報の格納に適した型にする必要があります。これは out 引数で、リソースタ
イプの情報を格納します。関数の実行に失敗した場合、出力引数に値は返されませ
ん。scha_resourcetype_get() で使用されたハンドルで scha_resourcetype_close() が呼び
出されるまで、scha_resourcetype_get() の返す情報用に割り当てられたメモリーは維持され
ます。
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scha_resourcetype_close() には、事前に scha_resourcetype_open 関数を使って得
た handle() 引数の値を指定します。この関数は、該当するハンドルを使用して得た
scha_resourcegroup_get() の戻り値用割り当てメモリーを解放するとともに、このハンドルを
無効化します。値を返す必要が生じると、get 呼び出しごとにメモリー割り当てが発生する点に
注意してください。ある呼び出しで値を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出し
によって上書きされたり、再利用されることはありません。

scha_tags.h に定義されるマクロには、scha_resourcetype_get の tag() 引数に使用され
るものがあります。ここでは出力引数および追加引数の型を説明します。構造体と enum 型
は、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されています。

scha_resourcetype_open_zone() 関数および scha_resourcetype_get_zone() 関数はそれ
ぞれ、scha_resourcetype_open() および scha_resourcetype_get() と同じ目的で使用され、
追加の cluster 引数で、リソースグループが存在し、操作の対象となるゾーンクラスタの名前を
指定します。これらの関数は、大域ゾーンで実行されるコードを特定のゾーンクラスタで動作さ
せる必要がある場合に便利です。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセスするた
めに使用することはできません。

scha_resourcetype_open_zone() または scha_resourcetype_get_zone() の cluster
引数が NULL の場合、クエリーは、呼び出しが実行されるクラスタで実行されます
(つまり、NULL 引数での呼び出しは、それぞれ scha_resourcetype_open() または
scha_resourcetype_get() と等しくなります)。

scha_resourcetype_open_zone() から返されたハンドルを閉じるに
は、scha_resourcetype_close() を使用します。cluster 引数は不要です。
optag 引数

次のマクロによって、リソースタイプのプロパティーを指定します。出力は、リソースタイプの名前
付きプロパティーの値です。

注記 - optag 引数 (SCHA_API_VERSION や SCHA_BOOT など) には大文字と小文字の区別はあり
ません。optag 引数を指定するときには、大文字と小文字の任意の組み合わせを使用できます。

SCHA_API_VERSION

出力引数の型は int* です。

SCHA_BOOT

出力引数の型は char ** です。
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SCHA_FAILOVER

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_FINI

出力引数の型は char ** です。

SCHA_GLOBALZONE

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_INIT

出力引数の型は char ** です。

SCHA_INIT_NODES

出力引数の型は scha_initnodes_flag_t * です。

SCHA_INSTALLED_NODES

出力引数の型は scha_str_array_t ** です。

SCHA_IS_LOGICAL_HOSTNAME

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_IS_SHARED_ADDRESS

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_MONITOR_CHECK

出力引数の型は char ** です。

SCHA_MONITOR_START

出力引数の型は char ** です。

SCHA_MONITOR_STOP

出力引数の型は char ** です。

SCHA_PER_NODE

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_PKGLIST

出力引数の型は scha_str_array_t ** です。

SCHA_POSTNET_STOP

出力引数の型は char ** です。

SCHA_PRENET_START

出力引数の型は char ** です。
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SCHA_PROXY

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_RESOURCE_LIST

出力引数の型は scha_str_array_t ** です。

SCHA_RT_BASEDIR

出力引数の型は char ** です。

SCHA_RT_DESCRIPTION

出力引数の型は char ** です。

SCHA_RT_SYSTEM

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_RT_VERSION

出力引数の型は char ** です。

SCHA_SINGLE_INSTANCE

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_START

出力引数の型は char ** です。

SCHA_STOP

出力引数の型は char ** です。

SCHA_UPDATE

出力引数の型は char ** です。

SCHA_VALIDATE

出力引数の型は char ** です。

これらの関数は、次の戻り値を返します。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページを参
照してください。
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/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

691 ページのscha_resource_get(1HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1239 ページのscha_strerror(3HA), 1241 ページのscha_strerror_i18n(3HA),
Unresolved link to " attributes5", 1335 ページのrt_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


1232 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01



scha_resourcetype_open_zone 1233

名前
scha_resourcetype_open, scha_resourcetype_open_zone, scha_resourcetype_get,
scha_resourcetype_get_zone, scha_resourcetype_close — リソースタイプ情報アクセ
ス関数。

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l scha#include
 <scha.h>scha_err_t scha_resourcetype_open( const char *rtname, scha_resourcetype_t *handle);

scha_err_t scha_resourcetype_open_zone(const char *cluster, const char
 *rt_name, scha_resourcetype_t *handlep);

scha_err_t scha_resourcetype_close(scha_resourcetype_t handle);

scha_err_t scha_resourcetype_get(scha_resourcetype_t handle, const char *tag...);

scha_err_t scha_resourcetype_get_zone(const char *cluster, 
     scha_resourcetype_t handlep,const char *rt_tag, ...);

scha_resourcetype_open()、scha_resourcetype_get ()、およ
びscha_resourcetype_close() 関数を使用すると、Resource Group Manager (RGM) ク
ラスタ機能が利用するリソースタイプの情報を入手できます。

scha_resourcetype_open() は、リソースタイプへのアクセスを初期化
し、scha_resourcetype_get() が使用するアクセスハンドルを返します。

scha_resourcetype_open() の rtname 引数には、アクセスするリソースタイプの名前を指定し
ます。

handle 引数の値は、関数の戻り値を格納する変数のアドレスとなります。

scha_resourcetype_get() 関数は、tag 引数に指定されるリソースタイプの情報にアクセスし
ます。tag 引数には、scha_tags.h ヘッダーファイルのマクロで定義される文字列値が入ります。
タグ以降の引数は、tag の値に依存します。

タグ以降に追加する引数は、情報を取り出すクラスタノードや、タグ固有の他の情報
を指定する際に必要となることがあります。引数リストの最後の引数は、tag で指定
される情報の格納に適した型にする必要があります。これは out 引数で、リソースタ
イプの情報を格納します。関数の実行に失敗した場合、出力引数に値は返されませ
ん。scha_resourcetype_get() で使用されたハンドルで scha_resourcetype_close() が呼び
出されるまで、scha_resourcetype_get() の返す情報用に割り当てられたメモリーは維持され
ます。
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scha_resourcetype_close() には、事前に scha_resourcetype_open 関数を使って得
た handle() 引数の値を指定します。この関数は、該当するハンドルを使用して得た
scha_resourcegroup_get() の戻り値用割り当てメモリーを解放するとともに、このハンドルを
無効化します。値を返す必要が生じると、get 呼び出しごとにメモリー割り当てが発生する点に
注意してください。ある呼び出しで値を返すために割り当てられたメモリーが、以降の呼び出し
によって上書きされたり、再利用されることはありません。

scha_tags.h に定義されるマクロには、scha_resourcetype_get の tag() 引数に使用され
るものがあります。ここでは出力引数および追加引数の型を説明します。構造体と enum 型
は、1047 ページのscha_calls(3HA) で説明されています。

scha_resourcetype_open_zone() 関数および scha_resourcetype_get_zone() 関数はそれ
ぞれ、scha_resourcetype_open() および scha_resourcetype_get() と同じ目的で使用され、
追加の cluster 引数で、リソースグループが存在し、操作の対象となるゾーンクラスタの名前を
指定します。これらの関数は、大域ゾーンで実行されるコードを特定のゾーンクラスタで動作さ
せる必要がある場合に便利です。ゾーンクラスタ内で、異なるゾーンクラスタにアクセスするた
めに使用することはできません。

scha_resourcetype_open_zone() または scha_resourcetype_get_zone() の cluster
引数が NULL の場合、クエリーは、呼び出しが実行されるクラスタで実行されます
(つまり、NULL 引数での呼び出しは、それぞれ scha_resourcetype_open() または
scha_resourcetype_get() と等しくなります)。

scha_resourcetype_open_zone() から返されたハンドルを閉じるに
は、scha_resourcetype_close() を使用します。cluster 引数は不要です。
optag 引数

次のマクロによって、リソースタイプのプロパティーを指定します。出力は、リソースタイプの名前
付きプロパティーの値です。

注記 - optag 引数 (SCHA_API_VERSION や SCHA_BOOT など) には大文字と小文字の区別はあり
ません。optag 引数を指定するときには、大文字と小文字の任意の組み合わせを使用できます。

SCHA_API_VERSION

出力引数の型は int* です。

SCHA_BOOT

出力引数の型は char ** です。
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SCHA_FAILOVER

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_FINI

出力引数の型は char ** です。

SCHA_GLOBALZONE

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_INIT

出力引数の型は char ** です。

SCHA_INIT_NODES

出力引数の型は scha_initnodes_flag_t * です。

SCHA_INSTALLED_NODES

出力引数の型は scha_str_array_t ** です。

SCHA_IS_LOGICAL_HOSTNAME

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_IS_SHARED_ADDRESS

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_MONITOR_CHECK

出力引数の型は char ** です。

SCHA_MONITOR_START

出力引数の型は char ** です。

SCHA_MONITOR_STOP

出力引数の型は char ** です。

SCHA_PER_NODE

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_PKGLIST

出力引数の型は scha_str_array_t ** です。

SCHA_POSTNET_STOP

出力引数の型は char ** です。

SCHA_PRENET_START

出力引数の型は char ** です。
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SCHA_PROXY

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_RESOURCE_LIST

出力引数の型は scha_str_array_t ** です。

SCHA_RT_BASEDIR

出力引数の型は char ** です。

SCHA_RT_DESCRIPTION

出力引数の型は char ** です。

SCHA_RT_SYSTEM

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_RT_VERSION

出力引数の型は char ** です。

SCHA_SINGLE_INSTANCE

出力引数の型は boolean_t * です。

SCHA_START

出力引数の型は char ** です。

SCHA_STOP

出力引数の型は char ** です。

SCHA_UPDATE

出力引数の型は char ** です。

SCHA_VALIDATE

出力引数の型は char ** です。

これらの関数は、次の戻り値を返します。

0 関数の実行に成功。

0 以外 関数の実行に失敗。

SCHA_ERR_NOERR 関数の実行に成功。

その他のエラーコードについては、1047 ページのscha_calls(3HA) のマニュアルページを参
照してください。
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/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

691 ページのscha_resource_get(1HA), 1047 ページのscha_calls(3HA),
1239 ページのscha_strerror(3HA), 1241 ページのscha_strerror_i18n(3HA),
Unresolved link to " attributes5", 1335 ページのrt_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_strerror, scha_strerror_i18n — エラーコードからエラーメッセージの作成

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l scha#include <scha.h>char
 *scha_strerror(scha_err_t error_code);

char *scha_strerror_i18n(scha_err_t error_code);

scha_strerror() および scha_strerror_i18n() 関数は、与えられたエラーコード scha_err_t
のエラーを説明する簡単な文字列を生成します。scha_strerror() から返された文字列は、
英語で表示されます。scha_strerror_i18n() から返された文字列は、LC_MESSAGESロケール
カテゴリで指定されているその国および地域の言語で表示されます。Unresolved link to "
setlocale3C" を参照してください。

次のパラメータがサポートされます。

error_code エラーを説明する簡単な文字列の生成元となるエラーコード。

例   390 scha_strerror_i18n() 関数の使用

sample()

{

      scha_err_t  err;

      /* resource group containing example_R */

      char * resource_group = "example_RG";

      /* a configured resource */

      char * resource_name = "example_R";

      err = scha_control(SCHA_GIVEOVER, resource_group, resource_name);

      if (err != SCHA_ERR_NOERR) {

          syslog(LOG_ERR, "scha_control GIVEOVER failed: %s", 

             scha_strerror_i18n(err));

      }

}

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " setlocale3C", Unresolved link
to " syslog3C", Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scha_strerror, scha_strerror_i18n — エラーコードからエラーメッセージの作成

cc [flags…] -I /usr/cluster/include file -L /usr/cluster/lib -l scha#include <scha.h>char
 *scha_strerror(scha_err_t error_code);

char *scha_strerror_i18n(scha_err_t error_code);

scha_strerror() および scha_strerror_i18n() 関数は、与えられたエラーコード scha_err_t
のエラーを説明する簡単な文字列を生成します。scha_strerror() から返された文字列は、
英語で表示されます。scha_strerror_i18n() から返された文字列は、LC_MESSAGESロケール
カテゴリで指定されているその国および地域の言語で表示されます。Unresolved link to "
setlocale3C" を参照してください。

次のパラメータがサポートされます。

error_code エラーを説明する簡単な文字列の生成元となるエラーコード。

例   391 scha_strerror_i18n() 関数の使用

sample()

{

      scha_err_t  err;

      /* resource group containing example_R */

      char * resource_group = "example_RG";

      /* a configured resource */

      char * resource_name = "example_R";

      err = scha_control(SCHA_GIVEOVER, resource_group, resource_name);

      if (err != SCHA_ERR_NOERR) {

          syslog(LOG_ERR, "scha_control GIVEOVER failed: %s", 

             scha_strerror_i18n(err));

      }

}

/usr/cluster/include/scha.h インクルードファイル

/usr/cluster/lib/libscha.so ライブラリ

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

1047 ページのscha_calls(3HA), Unresolved link to " setlocale3C", Unresolved link
to " syslog3C", Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


OSC4 4 1243

OSC4 4



1244 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01



clusters 1245

名前
clusters — クラスタ名のデータベース

/etc/clusters 

clusters ファイルには、ローカルネーミングドメイン内にある既知のクラスタに関する情報を記
述します。クラスタごとに、1 行形式で次の情報を指定する必要があります。

clustername  whitespace-delimited list of hosts

一覧中の右側の名前で拡張マーカー「*」記号が付けられているものは、再帰的に展開されま
す。

項目間の区切りには、任意の数の半角スペース、タブ記号が使用できます。「#」記号以降の記
述は、コメント文と見なされます。該当行の末尾までの記述は、ファイルの検索時に無視され対
象外となります。

クラスタ名には、印字可能なすべての文字が使用できますが、大文字、フィールド区切り記号、
改行文字、コメント記号は使用できません。クラスタ名の最大長は 32 文字です。

この情報は、管理するノードのグループを指定するために、pconsole コマンドなどの Oracle
Solaris Cluster システム管理ツールによって使用されます。このデータベースで使用する名前
は、ホストデータベースで使用されるホスト名と一致している必要があります。

データベースは、NIS または NIS+マップ、あるいはローカルファイルから使用できます。検索の
順番は /etc/nsswitch.conf ファイルに指定できます。デフォルトの順番は nis files になって
います。

例   392 /etc/clusters のサンプルファイル

通常 /etc/clusters ファイルは次のように記述されます。

bothclusters  *planets *wine

planets   mercury venus

wine    zinfandel merlot chardonnay riesling

次の行は、通常の /etc/nsswitch.conf エントリです。

clusters: nis files

/etc/clusters  
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/etc/nsswitch.conf  

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

1261 ページのserialports(4), Unresolved link to " nsswitch.conf4", Unresolved
link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
commandlog — コマンドログファイル

/var/cluster/logs/commandlog 

ASCII テキストファイル commandlog には、クラスタ内で実行された、選択された Oracle
Solaris Cluster コマンドが記録されています。コマンドのロギングは、ユーザーがクラスタを設
定したときに自動的に開始され、ユーザーがクラスタをシャットダウンしたときに終了します。

クラスタの構成や現在の状態を表示するようなコマンドは、このファイルにロギングされません。
次のような、クラスタの現在の状態の構成や変更を行うコマンドは、このファイルにロギングさ
れます。

■ claccess

■ cldevice

■ cldevicegroup

■ clinterconnect

■ clnasdevice

■ clnode

■ clquorum

■ clreslogicalhostname

■ clresource

■ clresourcegroup

■ clresourcetype

■ clressharedaddress

■ clsnmphost

■ clsnmpmib

■ clsnmpuser

■ cltelemetryattribute

■ cluster

■ clzonecluster

■ scconf



1248 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

■ scdidadm

■ scdpm

■ scgdevs

■ scrgadm

■ scshutdown

■ scswitch

commandlog ファイル内の各レコードには、次の情報が含まれています。

■ 日付とタイムスタンプ
■ コマンドが実行されたホスト名
■ コマンドのプロセス ID
■ コマンドを実行したユーザーの ID
■ ユーザーが実行したコマンド (すべてのオプションとオペランドを含む)

注記 - コマンドオプションは、commandlog ファイルに含まれているので、シェル内でコピー、貼り
付け、および実行することができます。

■ 実行されたコマンドの終了ステータスまたはシグナル

commandlog ファイルはデフォルトでは、週末ごとに定期的にアーカイブされます。Oracle
Solaris Cluster は任意の時点で、アーカイブ済みの commandlog ファイルを、クラスタノードご
とに最大 8 個保持します。

例   393 /var/cluster/logs/commandlog ファイル

/var/cluster/logs/commandlog ファイルの典型的な内容の例を次に示します。

11/11/2011 09:43:36 phys-schost-1 5758 root START - clrg add "app-sa-1"

11/11/2011 09:43:36 phys-schost-1 5758 root END 0

11/11/2011 09:43:36 phys-schost-1 5760 root START - clrg set -y

"RG_description=Department Shared Address RG" "app-sa-1"

11/11/2011 09:43:37 phys-schost-1 5760 root END 0

11/11/2011 09:44:15 phys-schost-1 5810 root START - clrg online "app-sa-1"

11/11/2011 09:44:15 phys-schost-1 5810 root END 0

11/11/2011 09:44:19 phys-schost-1 5222 root END -20988320

12/02/2011 14:37:21 phys-schost-1 5542 jbloggs START - clrg -c -g "app-sa-1"

-y "RG_description=Joe Bloggs Shared Address RG"

12/02/2011 14:37:22 phys-schost-1 5542 jbloggs END 0
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次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

インタフェースの安定性 発展中

683 ページのscha_control(1HA), 699 ページのscha_resource_setstatus(1HA),
747 ページのscconf(1M), 793 ページのscdidadm(1M), 803 ページのscdpm(1M),
815 ページのscgdevs(1M), 861 ページのscrgadm(1M), 875 ページのscshutdown(1M),
883 ページのscswitch(1M), Unresolved link to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
rt_reg — リソースタイプ登録 (RTR) ファイル

リソースタイプ登録 (RTR) ファイルには、リソースタイプの内容を記述します。リソースタイプ
は、Resource Group Manager (RGM) クラスタの制御下で動作するスケーラブルまたは高
可用性サービスを表します。このファイルは、リソースタイプ実装の一部であり、クラスタ構成に
リソースタイプを登録するための 861 ページのscrgadm(1M) コマンドの入力ファイルとして使
用されます。特定の型のリソースをクラスタ内で運用するには、事前に該当するリソースタイプを
登録しておく必要があります。通常、RTR ファイルは /opt/cluster/lib/rgm/rtreg ディレクト
リに存在します。

RTR ファイルに宣言する内容は、リソースタイプのリソースタイププロパティーおよびリソースプ
ロパティーです。ファイルは、リソースタイププロパティーの宣言およびリソースプロパティーの宣
言の 2 つのパートに分かれています。プロパティー名では、大文字と小文字が区別されません。

リソースタイププロパティーの宣言では、リソースタイプの実装情 (報該当する型のリソースを制
御するため RGM が呼び出すコールバックメソッドのパスなど) を登録します。こうしたリソース
タイププロパティーの大部分は、rt_reg ファイルに固定値として設定されます。これらのプロパ
ティーは、該当する型のすべてのリソースで継承されます。

リソースタイプを実装する際には、リソースプロパティーに対する管理範囲を拡張するよう、カス
タマイズすることも可能です。rt_reg ファイルの 2 番目のパートにエントリを記載するリリース
プロパティーには、システム定義プロパティーと拡張プロパティーの 2 種類があります。

システム定義のリソースプロパティーは、型と意味が事前に定義されています。rt_reg ファイル
を使うことで、システム定義のリソースプロパティーのデフォルト値、最大値、最小値などの属性
を設定できます。rt_reg ファイルは、リソースタイプの実装によって完全に定義される拡張プロ
パティーを宣言するためにも使用できます。拡張プロパティーは、クラスタシステムが管理維持
するリソースの構成データに追加する情報のリソースタイプを提供します。

rt_reg ファイルはリソースプロパティーのデフォルト値を設定しますが、実際に用いる値は個々
のリソースごとに設定します。rt_reg ファイルのプロパティーに変数を使用する場合は、クラス
タ管理者がその値を設定します。
リソースタイププロパティーの宣言

リソースタイププロパティーの宣言では、多数のプロパティー値を指定します。

PROPERTY_NAME = "Value"; 
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rt_reg ファイルで宣言できるリソースタイププロパティーのリストについて
は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページを参照してください。ほとんどのプ
ロパティーはデフォルト値を持っているか、またはオプションであるため、RTR ファイルで重要な
のは、タイプ名、START へのパス、STOP コールバックメソッド、および RT_version だけです。

ファイル内に記載するプロパティーには、Resource_type  プロパティーを最初に設定する必要
があります。

リソースタイプ名の形式は vendor-id.RT-name:version です。

リソースタイプの名前は、RTR ファイル内に指定された 3 つのプロパティー
vendor_id、resource_type 、RT_version で構成されます。scrgadm コマンドでは、区切り文字と
してピリオドとコロンを使用します。vendor-id 接頭辞はオプションですが、異なるベンダーの登
録ファイル名が重複する場合は、ファイル名を区別するために使用することをお勧めします。
vendor-id が一意であることを保証するためには、リソースタイプを作成した会社の株式の略号
を使用します。
リソースプロパティーの宣言

リソースプロパティーの宣言は多数のエントリから構成されます。個々のエントリは、列挙した属
性値を括弧で囲みます。エントリ内に記載する属性については、リソースプロパティー名を最初
に設定する必要があります。

システム定義プロパティーには、事前に定義されたタイプ属性と記述属性が含まれているた
め、これらの属性を rt_reg ファイルで宣言し直すことはできません。管理者が値を設定すると
きの範囲の制限、デフォルト値、および制約事項をシステム定義プロパティーで宣言できます。

システム定義プロパティーに設定できる属性は、1271 ページのproperty_attributes(5) の
マニュアルページに一覧表示されています。システム定義プロパティーに指定できない属性に
ついては、表中にその旨記載されています。

rt_reg ファイル内にエントリを含めることができるシステム定義プロパティー
は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページに一覧表示されています。次のサン
プルエントリでは、システム定義のリソースプロパティーである RETRY_COUNT を宣言しています。

{ 

  PROPERTY = RETRY_COUNT; 

  MIN=0;

  MAX=10;

  DEFAULT=2;

  TUNABLE = ANYTIME;

}
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拡張プロパティーのエントリには、プロパティーの型を指定する必要があります。拡張プロパ
ティーに設定できる属性は、1271 ページのproperty_attributes(5) のマニュアルページに
一覧表示されています。

次のサンプルエントリでは、文字列型の拡張プロパティーである「ConfigDir」を宣言していま
す。TUNABLE 属性では、リソースの作成時にクラスタ管理者がプロパティー値を設定できること
を示します。

{ 

  PROPERTY = ConfigDir; 

  EXTENSION;

  STRING;

  DEFAULT="/";

  TUNABLE = AT_CREATION;

}

使用法

rt_reg ファイルは、ASCII テキストファイルです。この中にはファイルの内容に関するコメント
を記入しておくことができます。先に述べたように、このファイル内容は、リソースタイププロパ
ティーの一覧記述とそのあとのリソースプロパティーの宣言という2 つのパートに分かれます。

空白には、半角スペース、タブ、改行、およびコメントが該当します。こうした空白は、トークンの
前後に記入できます。ただし、引用符で囲まれたトークン内部にある半角スペースおよび記号
(#) については、空白とはみなされません。空白はトークン間の区切り記号の役割を果たし、そ
れ以外は無視されます。

# 記号から直後の改行までの記述は、すべてコメントと見なされます。

#$ 記号から直後の改行までの記述は、すべて指令 とみなされます。指令は、RTR ファイルの
リソースタイププロパティーの宣言セクションとリソースプロパティーの宣言セクションの間に記
入する必要があります。指令を RTR ファイルのどこか別の場所に挿入すると、パーサーエラー
が発生します。有効な指令は #$upgrade  および #$upgrade_from のみです。これ以外の指令
を記載した場合、構文解析の際にエラーとなります。

トークンを構成するものは、プロパティー名、プロパティー値および次の記号類です。

{ } パラメータテーブルプロパティーを囲みます。

; プロパティーおよび属性の終端を示します。

= プロパティー名とプロパティー値、または属性名と属性値を区切ります。

, 値リストの値を区切ります。
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ファイル内のプロパティー名キーワードは、大文字と小文字が区別されません。

プロパティーおよび属性の記述は、次の 3 つのいずれかの形式を取ります。

property-name =  property-value;
property-name;
property-name =  property-value [, property-value];

上記の表記形式で、角括弧 [ ] で囲まれている部分はオプションの項目です。つまり、プロパ
ティー値は 1 つの property-value またはコンマで区切った 2 つ以上の  property-value になり
ます。

プロパティーリストの最初のプロパティーには、リソースタイプの名前のみを記述する必要があり
ます。

ブール型のプロパティーおよび属性は、次の構文で記述します。

boolean-property-name;
boolean-property-name = TRUE;
boolean-property-name = FALSE;

上の 2 つの形式は、ともに boolean-property-name を TRUE に設定します。

リソースタイププロパティー名は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページに一
覧表示されています。システム定義プロパティーは、1287 ページのr_properties(5) のマ
ニュアルページに一覧表示されています。

リソース宣言では任意の数のエントリを指定できます。個々のエントリは、列挙したリソースプロ
パティーの属性を括弧で囲みます。

{attribute-value-list}

各属性値リストは 1 つのリソースプロパティーに対する属性値で構成されます。その書式はプ
ロパティー値の場合と同じですが、さらに型と属性を組み合わせた 2 つの形式が追加されま
す。

type-attribute-value;
enum-type-attribute {  enum-value [ , enum-value ] };

type-attribute-value の構文では、値 type-attribute-value を持つ拡張プロパティーのデータ型を
宣言します。これは、boolean-property-name によって指定されたプロパティーが TRUE の値を
持つように定義する最初の形式の boolean-property-name とは異なります。
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たとえば TUNABLE 属性の場合、次のいずれかの値をとることができます。FALSE または
NONE、AT_CREATION、TRUE または ANYTIME、およびWHEN_DISABLED。TUNABLE 属性は、下記のよう
に記述することもできます。

TUNABLE;

この場合の値は ANYTIME となります。
文法

次は、BNF 文法に準拠した rt_reg ファイルの構文解説です。実際の rt_reg ファイルでは
キーワードの大文字と小文字は区別されませんが、ここでは非終端キーワードを小文字、終端
キーワードを大文字で表記しています。行の先頭にある非終端記号に続くコロン (:) は、文法生
成規則の始まりを示します。文法生成規則の右側にくる文字列は、縦棒 (|) で始まる行に表記
しています。変数の終端トークンは山括弧 (< >) で囲み、コメントを丸括弧 (( )) で囲んでいま
す。セミコロン (;)、イコール記号 (=)、山括弧 ({}) など、文法生成の右側にあるその他の区切り
文字はリテラルになります。

コメントは次の形式で表記されます。

COMMENT : # anything but NEWLINE NEWLINE

コメントは、トークンの後に記載される場合もあります。コメントは空白記号と同様に扱われま
す。

    rt_reg_file :  Resource_type = value ; proplist upgradesect paramtable

    proplist :  (NONE: empty)

 | proplist rtproperty

    rtproperty : rtboolean_prop ;

 | rtvalue_prop ;

    rtboolean_prop : SINGLE_INSTANCE

 | FAILOVER | RT_SYSTEM

    rtvalue_prop : rtprop = value

 | PKGLIST = valuelist

    rtprop : RT_BASEDIR

 | RT_VERSION

 | API_VERSION

 | INIT_NODES

 | START

 | STOP

 | VALIDATE

 | UPDATE

 | INIT

 | FINI
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 | BOOT

 | MONITOR_START

 | MONITOR_STOP

 | MONITOR_CHECK

 | PRENET_START

 | POSTNET_STOP

 | RT_DESCRIPTION

 | VENDOR_ID 

 | rtboolean_prop (booleans may have explicit assignments.)

    value : contiguous-non-ws-non-;-characters
 | "anything but quote"
 | TRUE

 | FALSE

 | ANYTIME

 | WHEN_DISABLED

 | AT_CREATION

 | RG_PRIMARIES

 | RT_INSTALLED_NODES

 |  (NONE: Empty value)

    valuelist : value

 | valuelist , value

    upgradesect : (empty)

 | #$UPGRADE upgradelist 

    upgradelist :  (empty)

 | upgradelist #$UPGRADE_FROM rt_version upgtunability

    upgtunability : ANYTIME

 | AT_CREATION

 | WHEN_DISABLED

 | WHEN_OFFLINE

 | WHEN_UNMANAGED

 | WHEN_UNMONITORED

    paramtable :  (empty)

 | paramtable parameter

    parameter :  { pproplist }

    pproplist : PROPERTY = value ;  (property name must come first)

 | pproplist pproperty

    pproperty : pboolean_prop ;

 | pvalue_prop ;

 | typespec ;

    pvalue_prop : tunable_prop

 | pprop = value

 | pprop =  (NONE: no value setting)

 | DEFAULT = valuelist
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    pprop : DESCRIPTION

 | MIN

 | MAX

 | MINLENGTH

 | MAXLENGTH

 | ARRAY_MINSIZE

 | ARRAY_MAXSIZE

 | pboolean_prop

    tunable_prop : TUNABLE

 | TUNABLE = AT_CREATION

 | TUNABLE = ANYTIME

 | TUNABLE = WHEN_DISABLED

 | TUNABLE = TRUE

 | TUNABLE = FALSE

 | TUNABLE = NONE

    typespec : INT

 | BOOLEAN

 | STRING

 | STRINGARRAY

 | ENUM { valuelist }

例   394 サンプル登録ファイル

次の登録ファイルは、簡単なリソースタイプのサンプルです。

#

# Registration information for example resource type

#

Resource_type = example_RT;

Vendor_id = SUNW;

RT_Version = 2.0

RT_Basedir= /opt/SUNWxxx;

START = bin/example_service_start;

STOP  = bin/example_service_stop;

#$upgrade

#$upgrade_from "1.0" when_unmonitored

#

# Set range and defaults for method timeouts and Retry_count.

#

{ Property = START_TIMEOUT;  Tunable; MIN=60; DEFAULT=300; }

{ Property = STOP_TIMEOUT;  Tunable; MIN=60; DEFAULT=300; }

{ Property = Retry_count;  Tunable; MIN=1; MAX=20; DEFAULT=10; }

#

# An extension property that can be set at resource creation

#

{ Property = LogLevel;
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  Extension;

  enum { OFF, TERSE, VERBOSE };

  Default = TERSE;

  Tunable = AT_CREATION;

  Description = "Controls the detail of example_service logging";

}

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

861 ページのscrgadm(1M), Unresolved link to " attributes5",
1335 ページのrt_properties(5), 1287 ページのr_properties(5),
1271 ページのproperty_attributes(5)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster Data Services Developer’s Guide "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scdpmd.conf — ディスクパスモニタリングデーモン構成ファイル

/etc/cluster/scdpm/scdpmd.conf

scdpmd デーモンは、ディスクパスをモニターし、パスに障害がある場合に、適切なアクションを実
行します。調整可能プロパティーを持つ構成ファイル /etc/cluster/scdpm/scdpmd.conf を作
成または変更してこのデーモンを調整し、SIGHUP 信号を scdpmd デーモンに送り、構成ファイル
を読み取ることができます。

# pkill -HUP scdpmd

scdpmd.conf ファイルの次のプロパティーを調整できます。

Ping_interval

説明
ディスクパスステータスチェックの間隔 (秒)

デフォルト
600

最小
20

最大
3600

Ping_retry

説明
障害時にディスクパスステータスをクエリーする再試行回数

デフォルト
3

最小
2

最大
10
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Ping_timeout

説明
ディスクパスステータスをクエリーするタイムアウト（秒）

デフォルト
30

最小
1

最大
1800

次は有効なscdpmd.confファイルの例です:

Ping_interval = 120

Ping_retry = 5

Ping_timeout = 10

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

インタフェースの安定性 発展中

61 ページのcldevice(1CL), 185 ページのclnode(1CL)

http://otn.oracle.com
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名前
serialports — ホスト名とシリアルポートの対応付けデータベース

/etc/serialportsserialports NIS or NIS+ maps

serialports データベースは、指定された端末サーバーホストに接続したシリアルポートを示す
TCP ポート番号およびサーバー名を、単一の名前に関連付けたものです。このデータベースは、
通常、コンソールにホスト名を割り当てるために使用しますが、プリンタ、モデムなどへのアクセ
スを可能にするために使用する場合もあります。割り当ては、サービスがネットワークベースの端
末集配信装置によって提供される場合に使用します。個々の名前については、1 行形式で次
の情報を指定する必要があります。

host-name concentrator-hostname tcp-port-number

項目間の区切りには、任意の数の半角スペース、TAB 記号が使用できます。ポンド記号 (#)
は、コメントの始まりを示します。ポンド記号と行の終端の間の文字は、ファイルを検索するルー
チンによって解釈されません。

コマンド行から並列コンソールアクセス (pconsole) ユーティリティーを使用して、リモートからクラ
スタにログインできます。pconsole  ユーティリティーは、Oracle Solaris terminal/pconsole
パッケージの一部です。このパッケージは、pkg install terminal/pconsole  を実行すること
によってインストールします。pconsole ユーティリティーは、コマンド行で指定されたリモートホス
トごとにホスト端末ウィンドウを作成します。このユーティリティーはまた、そこで入力された内容
を、ユーザーによって開かれている各接続に伝えるための中央 (またはマスター) コンソールウィ
ンドウも開きます。

/etc/serialports

/etc/nsswitch.conf

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/developer/api

インタフェースの安定性 発展中

http://otn.oracle.com
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1245 ページのclusters(4), Unresolved link to " nsswitch.conf4", Unresolved link to
" attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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OSC4 5
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名前
SUNW.crs_framework, crs_framework — Oracle Clusterware のシャットダウンを調整
するリソースタイプ実装

SUNW.crs_framework リソースタイプは、Oracle Solaris Cluster Support for Oracle Real
Application Clusters (Oracle RAC) 構成で、Oracle Clusterware リソースと Oracle
Solaris Cluster リソースのシャットダウンを調整します。このリソースタイプは、Oracle Solaris
Cluster が Oracle Clusterware を停止できるようにすることで、Oracle Solaris Cluster と
Oracle Clusterware の相互運用を可能にします。

注記 - このリソースタイプは、Oracle Solaris Cluster 管理コマンドを使用して Oracle
Clusterware を起動できるようにするものではありません。Oracle Clusterware を起動するに
は、Oracle コマンドを使用するか、ノードをブートするかの方法しかありません。

Oracle Clusterware 投票ディスクと Oracle クラスタレジストリ (OCR) ファイル
は、SUNW.ScalDeviceGroup または SUNW.ScalMountPoint タイプのリソースが表すストレージに
存在することがあります。この状況では、SUNW.ScalDeviceGroup または SUNW.ScalMountPoint
タイプのリソースをオフラインにする前に、Oracle Clusterware を停止する必要があります。こ
の要件に適合するため、SUNW.crs_framework タイプのリソースは、次の状況になると、ノードに
ある Oracle Clusterware プロセスを停止します:

■ そのノードでタイプ SUNW.ScalDeviceGroup または SUNW.ScalMountPoint のリソースがオフ
ラインになるとき。Oracle Clusterware プロセスを次の理由のため停止する必要がありま
す。

■ SUNW.ScalDeviceGroup または SUNW.ScalMountPointタイプのリソースが正しく停止す
るのを確認するため。

■ Oracle Clusterware プロセスまたは Oracle RAC プロセスがストレージにアクセスし
ているときに、SUNW.ScalDeviceGroup または SUNW.ScalMountPoint タイプのリソース
がオフラインになった場合に、データベースまたはノードに障害が発生するのを防ぐため。

■ ノードが停止するとき。Oracle Clusterware プロセスが停止しない場合、ノードはシャット
ダウンできません。

SUNW.crs_framework リソースタイプは、シングルインスタンスリソースタイプです。したがって、
クラスタに作成可能なリソースは 1 個だけです。

Oracle Solaris Cluster が正しい順序でリソースを停止するようにするに
は、SUNW.crs_framework タイプのリソースを次のように構成します。
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■ SUNW.crs_framework リソースを含むリソースグループに対して、SUNW.ScalDeviceGroup ま
たは SUNW.ScalMountPoint タイプのリソースを含むすべてのリソースグループが、強いポジ
ティブなアフィニティーを宣言することを確認します。

■ Oracle Clusterware 投票ディスクと OCR ファイルのストレージを表すすべてのリソース
に対して、SUNW.crs_framework リソースによるオフライン再起動の依存関係を設定します。
これらのリソースのタイプは、SUNW.ScalDeviceGroup または SUNW.ScalMountPoint です。
各依存関係のスコープを、SUNW.ScalDeviceGroup リソースまたは SUNW.ScalMountPoint リ
ソースが動作しているノードだけに限定します。

■ SUNW.rac_framework タイプのリソースに対して、SUNW.crs_framework タイプのリソースによ
る強い依存関係を設定します。

これらの依存関係およびアフィニティーは、Oracle RAC 用 Oracle Solaris Cluster サポート
データサービスのデータベースリソースを構成するときに作成します。詳細は、Unresolved link
to " Oracle Solaris Cluster Data Service for Oracle Real Application Clusters ガイ
ド のOracle RAC のサポート データベースインスタンスのリソースの構成"を参照してください。

このリソースタイプを登録し、リソースタイプのインスタンスを作成するには、次のいずれかの方
法を使用します。

■ Oracle Solaris Cluster Manager
■ Oracle Solaris Cluster Support for Oracle Real Application Clusters を構成する

ためのオプションを指定する 487 ページのclsetup(1CL) ユーティリティー
■ 次の一連の Oracle Solaris Cluster 保守コマンド。

1. このリソースタイプを登録するには、333 ページのclresourcetype(1CL) コマンドを使
用します。

2. このリソースタイプのインスタンスを作成するには、273 ページのclresource(1CL) コ
マンドを使用します。

標準プロパティー

すべての標準リソースプロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュア
ルページを参照してください。

標準のリソースタイププロパティーは、次のようにこのリソースタイプに対して無効にされます。

Monitor_start_timeout

最小 60

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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デフォルト 300

Monitor_stop_timeout

最小 60

デフォルト 300

Start_timeout

最小 60

デフォルト 300

Stop_timeout

最小 60

デフォルト 1200

Update_timeout

最小 60

デフォルト 300

Validate_timeout

最小 60

デフォルト 300
拡張プロパティー

 SUNW.crs_framework リソースタイプには拡張プロパティーはありません。

例   395 SUNW.crs_framework リソースの作成

この例では、SUNW.crs_framework リソースタイプを登録し、crs_framework-rs という名前の
SUNW.crs_framework リソースタイプのインスタンスを作成する方法を示します。この例では、次
のように仮定します。

■ C シェルを使用します。
■ crs-framework-rg という名前のリソースグループが存在します。
■ 次のリソースが存在します。
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■ rac_framework-rs という名前のタイプ SUNW.rac_framework のリソースで、Oracle
RAC フレームワークを表します。

■ db-storage-rs という名前のタイプ SUNW.ScalDeviceGroup のリソースで、Oracle
Clusterware 投票ディスクと OCR ファイルを格納するスケーラブルデバイスグループ
を表します。

phys-schost-1# clresourcetype register SUNW.crs_framework

phys-schost-1# clresource create -g crs-framework-rg \

-t SUNW.crs_framework \

-p resource_dependencies=rac_framework-rs \

-p resource_dependencies_offline_restart=db-storage-rs\{local_node\} \

crs_framework-rs 

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/library/ucmm

273 ページのclresource(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
487 ページのclsetup(1CL), Unresolved link to " attributes5",
1411 ページのSUNW.rac_framework(5), 1415 ページのSUNWct.ScalDeviceGroup(5),
1423 ページのSUNW.ScalMountPoint(5)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster Data Service for Oracle Real
Application Clusters ガイド "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
SUNW.derby, derby — Java DBデータベースのリソースタイプの実装

SUNW.derby は、Oracle Solaris Cluster と一緒に Java DB データベースを使用できるように
するフェイルオーバーリソースタイプです。Java DB データベースは Derby データベースに基づ
きます。このデータベースについては、http://db.apache.org/derby/ を参照してください。

SUNW.derby リソースタイプに関連付けられている拡張プロパティーは、次のとおりです。

DB_path(string)

Java DB データベースのデータファイルの位置を指定します。
DB_path の値は PATH を指定する文字列です。指定されたパスは選択されたストレージ、
たとえば、HAStoragePlus によって制御されたパスにする必要があります。

カテゴリ 必須

調整可能 無効時

DB_port(integer)

Java DB データベースのポートを指定します。

カテゴリ 必須

デフォルト 1527

調整可能 無効時

DB_probe_port(integer)

Oracle Solaris Cluster が Java DB データベースのサーバーの健全性をテストするため
に使用するポートを指定します。

カテゴリ 必須

デフォルト 1528

調整可能 無効時

Monitor_retry_count(integer)

障害モニターの再起動を制御します。このプロパティーには、障害モニターがプ
ロセスモニター機能により再起動される回数を示しています。このプロパティー
は、735 ページのpmfadm(1M) コマンドに渡される -n オプションに相当します。Resource

http://db.apache.org/derby/
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Group Manager(RGM) は、指定された時間枠の再起動回数をカウントしま
す (Monitor_retry_interval を参照)。なお、Monitor_retry_count は、タイプが
SUNW.HADerby のリソースではなく、障害モニター自体の再起動を指します。

カテゴリ 任意

デフォルト 4

調整可能 すべての時間

Monitor_retry_interval(integer)

RGM が障害モニターで問題が発見された回数をカウントする時間を分単位で指
定します。このプロパティーは、735 ページのpmfadm(1M) コマンドに渡される -t オ
プションに相当します。障害モニターで問題が発見された回数が拡張プロパティー
Monitor_retry_count の値を超過すると、プロセスモニター機能は障害モニターを再起動
しません。

カテゴリ 任意

デフォルト 2 分

調整可能 すべての時間

Probe_timeout(integer)

プローブコマンドのタイムアウト値を秒単位で指定します。

カテゴリ 任意

デフォルト 120 秒

デフォルト 2 秒

調整可能 すべての時間

735 ページのpmfadm(1M)
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名前
property_attributes — リソースプロパティーの属性

次では、システム定義プロパティーの変更や拡張プロパティーの作成に使用できるリソースプロ
パティーの属性を説明します。

NULL または空の文字列 ("") は、Boolean、Enum、または (Int) タイプのデフォルト値として指定
できません。

Array_maxsize

Stringarray タイプの場合に設定できる配列要素数の最大値です。

Array_minsize

Stringarray タイプの場合に設定できる配列要素の最小値です。

デフォルト

プロパティーのデフォルト値を示します。

説明

プロパティーを簡潔に記述した注記 (文字列)。RTR ファイル内でシステム定義プロパ
ティーに対する Description 属性を設定できません。

enumList

Enum タイプの場合、プロパティーに設定できる文字列値のセットです。

EXTENSION

リソースタイプの実装によって定義された拡張プロパティーが RTR ファイルのエントリで宣
言されていることを示します。拡張プロパティーが使用されていない場合、そのエントリは
システム定義プロパティーです。

Max

Int タイプの場合にプロパティーに設定できる最大値です。メソッドタイムアウトに最大値
は指定できません。

maxLength

String および Stringarray タイプの場合、設定できる文字列の長さの最大値です。

Min

Int タイプの場合にプロパティーに設定できる最小値です。メソッドタイムアウトに Min=0 を
指定できません。
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Minlength

String および Stringarray タイプの場合、設定できる文字列の長さの最小値です。

Per_node

使用した場合、ノード単位で拡張プロパティーを設定できることを示します。
Per_node プロパティー属性をタイプ定義で指定する場合は、Default プロパティー属性で
デフォルト値も指定してください。デフォルト値を指定すると、明示的な値が割り当てられ
ていないノード上でノード単位のプロパティー値をユーザーがリクエストした場合に、確実に
値が返されます。

Property

リソースプロパティーの名前。

プロパティーのタイプ
指定できるタイプは、次のとおりです。String、Boolean、Int、Enum、および Stringarray
。RTR ファイル内で、システム定義プロパティーのタイプの属性を設定できません。タイプ
は、RTR ファイルのエントリに登録できる、指定可能なプロパティー値とタイプ固有の属性
を決定します。Enum タイプは、文字列値のセットです。

調整可能

クラスタ管理者がリソースのプロパティー値をいつ設定できるかを示します。管理者にプ
ロパティーの設定を許可しない場合は、None または False に設定します。管理者にプロ
パティーの調整を許可する属性値は、次のとおりです。True または Anytime (任意の時
点)、At_creation (リソースの作成時のみ)、When_disabled (リソースがオフラインのとき)。
デフォルトは TrueAnytime です。

例   396 Int タイプの定義

Int タイプは次のように定義されます。

{

         Property = Probe_timeout;

         Extension;

         Int;

         Default = 30;

         Tunable = Anytime;

         Description = "Time out value for the probe (seconds)";

} 

例   397 Per_node タイプの定義

Per_node タイプは次のように定義されます。

{
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         Property = LogLevel;

         Extension;

         Enum { Off, Terse, Verbose };

         Default = Terse;

         Per_node;

         Tunable = At_creation;

         Description ="Controls the level of detail for logging";

}

PER_NODE プロパティー属性をタイプ定義で指定する場合は、DEFAULT プロパティー属性でデ
フォルト値も指定してください。

273 ページのclresource(1CL), 305 ページのclresourcegroup(1CL),
333 ページのclresourcetype(1CL), 1287 ページのr_properties(5),
1319 ページのrg_properties(5), 1335 ページのrt_properties(5)
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名前
SUNW.Proxy_SMF_failover, Proxy_SMF_failover — フェイルオーバー SMF サービスの
プロキシ作成のためのリソースタイプ

SUNW.Proxy_SMF_failover リソースタイプは、サービス管理機能 (SMF) サービスのフェイル
オーバーのプロキシを表します。

SUNW.proxysmffailover リソースタイプに対して定義される標準プロパティーと拡張プ
ロパティーについては、これ以降のサブセクションで説明します。これらのプロパティーを
SUNW.Proxy_SMF_failover リソースタイプのインスタンスに設定するには、clresource コマンド
(273 ページのclresource(1CL)) を使用します。
標準プロパティー

次のリソースプロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) を参照してください。

Start_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Stop_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Init_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Boot_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Fini_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Validate_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60
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Failover_mode

デフォルト: SOFT
調整可能: Anytime

R_description

デフォルト: ""
調整可能: Anytime

Retry_count

デフォルト: 2
最小: 0
最大: 10
調整可能: Anytime

Retry_interval

デフォルト: 300
最大: 3600
調整可能: Anytime

Through_probe_interval

デフォルト: 60
調整可能: Anytime

拡張プロパティー

Proxied_service_instances

リソースによってプロキシされる SMF サービスに関する情報を含みます。値はプロ
キシされるすべての SMF サービスを含むファイルのパスです。ファイル内の各行は
1 つの SMF サービス専用で、svc fmri および対応するサービスマニフェストファ
イルのパスを指定します。たとえば、リソースが restarter_svc_test_1:default と
restarter_svc_test_2:default の 2 つのサービスを管理する必要がある場合、このファ
イルには次の 2 行を含めるようにしてください。

<svc:/system/cluster/restarter_svc_test_1:default>,

  svc:/system/cluster/restarter_svc_test_1:default>,

  </var/svc/manifest/system/cluster/restarter_svc_test_1.xml>

<svc:/system/cluster/restarter_svc_test_2:default>,

  </var/svc/manifest/system/cluster/restarter_svc_test_2.xml>

注記 - 上記エントリはそれぞれ、本来 1 行になるべきものです。ここでは読みやすさを考慮して
複数の行に分けています。
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デフォルト: ""
調整可能: When disabled

例

この例では、SUNW.Proxy_SMF_failover リソースタイプの登録、アプリケーション用のリソースグ
ループの作成、フェイルオーバーアプリケーションリソースの作成、リソースグループの管理、およ
びリソースを有効にする方法を示します。

リソースタイプを登録します。

# clresourcetype -f <path-to-rtrfile> SUNW.Proxy_SMF_failover

アプリケーション用の rg1 というリソースグループを作成します。

# clresourcegroup create rg1

myfailoverres というフェイルオーバーアプリケーションリソースを作成します。

# clresource create -t SUNW.Proxy_SMF_failover -g rg1 \

-x proxied_service_instances="/usr/local/app/svc myfailoverres"

/usr/local/app/svc はテキストファイルです。

リソースグループ rg1 の管理:

# clresourcegroup manage rg1

myfailoverres リソースを有効にします。

# clresource enable myfailoverres

次のコマンドを使用して、アプリケーションのステータスをチェックします。

# clresource status

735 ページのpmfadm(1M), 691 ページのscha_resource_get(1HA),
333 ページのclresourcetype(1CL), 273 ページのclresource(1CL),
305 ページのclresourcegroup(1CL), Unresolved link to " attributes5",
1287 ページのr_properties(5)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster データサービス計画および管理ガイド "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
SUNW.Proxy_SMF_multimaster, Proxy_SMF_multimaster — マルチマスター SMF
サービスのプロキシ作成のためのリソースタイプ

SUNW.Proxy_SMF_multimaster リソースタイプは、マルチマスターサービス管理機能 (SMF)
サービスのプロキシを表します。

SUNW.proxysmfmultimaster リソースタイプに対して定義される標準プロパティーと拡張
プロパティーについては、これ以降のサブセクションで説明します。これらのプロパティーを
SUNW.Proxy_SMF_multimaster リソースタイプのインスタンスに設定するには、clresource コマ
ンド (273 ページのclresource(1CL)) を使用します。
標準プロパティー

次のリソースプロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) を参照してください。

Start_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Stop_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Init_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Boot_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Fini_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Validate_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60
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Failover_mode

デフォルト: SOFT
調整可能: Anytime

R_description

デフォルト: ""
調整可能: Anytime

Retry_count

デフォルト: 2
最小: 0
最大: 3
調整可能: Anytime

Retry_interval

デフォルト: 300
最大: 3600
調整可能: Anytime

Through_probe_interval

デフォルト: 60
調整可能: Anytime

拡張プロパティー

Proxied_service_instances

リソースによってプロキシされる SMF サービスに関する情報を含みます。値はプロ
キシされるすべての SMF サービスを含むファイルのパスです。ファイル内の各行は
1 つの SMF サービス専用で、svc fmri および対応するサービスマニフェストファ
イルのパスを指定します。たとえば、リソースが restarter_svc_test_1:default と
restarter_svc_test_2:default の 2 つのサービスを管理する必要がある場合、このファ
イルには次の 2 行を含めるようにしてください。

<svc:/system/cluster/restarter_svc_test_1:default>,

  svc:/system/cluster/restarter_svc_test_1:default>,

  </var/svc/manifest/system/cluster/restarter_svc_test_1.xml>

<svc:/system/cluster/restarter_svc_test_2:default>,

  </var/svc/manifest/system/cluster/restarter_svc_test_2.xml>

注記 - 上記エントリはそれぞれ、本来 1 行になるべきものです。ここでは読みやすさを考慮して
複数の行に分けています。
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デフォルト: ""
調整可能: When disabled

例

この例では、SUNW.Proxy_SMF_multimaster リソースタイプを登録して、アプリケーション用のリ
ソースグループを作成して、マルチマスターアプリケーションリソースを作成して、リソースグループ
を管理状態にして、リソースを有効にする方法を示します。

リソースタイプを登録します。

# clresourcetype -f <path-to-rtrfile> SUNW.Proxy_SMF_multimaster

アプリケーション用の rg1 というリソースグループを作成します。

# clresourcegroup create rg1

mymultimasterres というマルチマスターアプリケーションリソースを作成します。

# clresource create -t SUNW.Proxy_SMF_multimaster -g rg1 \

-x proxied_service_instances="/usr/local/app/svc" mymultimasterres

/usr/local/app/svc はテキストファイルです。

リソースグループ rg1 の管理:

# clresourcegroup manage rg1

mymultimasterres リソースを有効にします。

# clresource enable mymultimasterres

次のコマンドを使用して、アプリケーションのステータスをチェックします。

# clresource status

735 ページのpmfadm(1M), 691 ページのscha_resource_get(1HA),
333 ページのclresourcetype(1CL), 273 ページのclresource(1CL),
305 ページのclresourcegroup(1CL), Unresolved link to " attributes5",
1287 ページのr_properties(5)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster データサービス計画および管理ガイド "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
SUNW.Proxy_SMF_scalable, Proxy_SMF_scalable — スケーラブル SMF サービスのプ
ロキシ作成のためのリソースタイプ

SUNW.Proxy_SMF_scalable リソースタイプは、スケーラブルなサービス管理機能 (Service
Management Facility、SMF) サービスのプロキシを表します。

SUNW.proxysmfscalable リソースタイプに対して定義される標準プロパティーと拡張プロパ
ティーについて、これ以降のサブセクションで説明します。SUNW.Proxy_SMF_scalable リソース
タイプのインスタンスに対してこれらのプロパティーを設定するには、clresource コマンドを使
用します。
標準プロパティー

次のリソースプロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) を参照してください。

Start_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Stop_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Init_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Boot_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Fini_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Validate_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60
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Failover_mode

デフォルト: SOFT
調整可能: 常時

R_description

デフォルト: ""
調整可能: 常時

Retry_count

デフォルト: 2
最小: 0
最大: 3
調整可能: 常時

Retry_interval

デフォルト: 300
最大: 3600
調整可能: 常時

Through_probe_interval

デフォルト: 60
調整可能: 常時

拡張プロパティー

Proxied_service_instances

リソースによってプロキシされる SMF サービスに関する情報を含みます。値はプロ
キシされるすべての SMF サービスを含むファイルのパスです。ファイル内の各行は
1 つの SMF サービス専用で、svc fmri および対応するサービスマニフェストファ
イルのパスを指定します。たとえば、リソースが restarter_svc_test_1:default と
restarter_svc_test_2:default の 2 つのサービスを管理する必要がある場合、このファ
イルには次の 2 行を含めるようにしてください。

<svc:/system/cluster/restarter_svc_test_1:default>,

  svc:/system/cluster/restarter_svc_test_1:default>,

  </var/svc/manifest/system/cluster/restarter_svc_test_1.xml>

<svc:/system/cluster/restarter_svc_test_2:default>,

  </var/svc/manifest/system/cluster/restarter_svc_test_2.xml>

注記 - 上記エントリはそれぞれ、本来 1 行になるべきものです。ここでは読みやすさを考慮して
複数の行に分けています。
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デフォルト: ""
調整可能: When disabled

例

この例では、SUNW.Proxy_SMF_scalable リソースタイプを登録して、アプリケーション用のリソー
スグループを作成して、負荷分散アプリケーションリソースを作成して、リソースグループを管理状
態にして、そのリソースをすべて有効にして、そのリソースをオンラインにする方法を示します。

リソースタイプを登録します。

# clresourcetype -f <path-to-rtrfile> SUNW.Proxy_SMF_scalable

アプリケーション用の rg1 というリソースグループを作成します。

# clresourcegroup create rg1

myloadbalancedres という負荷分散アプリケーションリソースを作成します。

# clresource create -t SUNW.Proxy_SMF_scalable -g rg1 \

-x proxied_service_instances="/usr/local/app/svc myloadbalancedres"

/usr/local/app/svc はテキストファイルです。

リソースグループ rg1 の管理:

# clresourcegroup manage rg1

myloadbalancedres リソースを有効にします。

# clresource enable myloadbalancedres

次のコマンドを使用して、アプリケーションのステータスをチェックします。

# clresource status

735 ページのpmfadm(1M), 691 ページのscha_resource_get(1HA),
333 ページのclresourcetype(1CL), 273 ページのclresource(1CL),
305 ページのclresourcegroup(1CL), Unresolved link to " attributes5",
1287 ページのr_properties(5)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster データサービス計画および管理ガイド "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
r_properties — リソースプロパティー

次の情報では、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアが定義する標準リソースプロパティーにつ
いて説明します。標準プロパティーは、使用されるリソースタイプ全体で共通する意味を持って
います。この説明は、データサービスの開発者を対象としたものです。特定のデータサービスに
ついては、そのデータサービスのマニュアルページを参照してください。

各リソースタイプは、標準プロパティーに加えて、拡張プロパティーと呼ばれる独自のタイプ固
有のリソースプロパティーを定義できます。リソースタイプ登録 (RTR) ファイルでは、標準プロパ
ティーと拡張プロパティーの両方が宣言されます。RTR ファイルは、クラスタ管理者が Oracle
Solaris Cluster ソフトウェアでデータサービスを登録するときのデータサービスの初期構成を
定義します。

クラスタ管理者がノード単位またはクラスタ全体に対して拡張プロパティーを設定できるように
指定できます。ただし、クラスタ管理者が標準プロパティーで実行できる同じ操作を (RTR ファ
イルで) 指定することはできません。標準プロパティーは、すべてのノードまたは特定のノードに
暗黙に適用される場合があります。標準プロパティーがすべてのノードに適用されるのか、また
は特定のノードにのみ適用されるのかは、各標準プロパティーの特定の定義によって異なりま
す。

RTR ファイルの詳細は、1251 ページのrt_reg(4) のマニュアルページを
参照してください。リソースプロパティーに設定できる個々の属性について
は、1271 ページのproperty_attributes(5) のマニュアルページを参照してください。

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアのネットワーク負荷
分散機能を使用する前に、リソースでスケーラブルリソースプロパ
ティーを TRUE に設定する必要があります。スケーラブルリソースで
は、Affinity_timeout、Generic_affinity、Load_balancing_policy、Load_balancing_weights、Conn_threshold、Round_robin、Port_list、UDP_affinity、
および Weak_affinity プロパティーを使用できます。

リソースタイプの中には、ネットワーク負荷分散を使用せずに複数のノードで動作できるものが
あります。このようなリソースの Scalable プロパティーは FALSE に設定され、前述の追加プロパ
ティーを使用しません。

標準リソースプロパティーのカテゴリ
必須 クラスタ管理者は、管理ユーティリティーを使ってリソースを作成するとき、

必ず値を指定しなければなりません。
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任意 クラスタ管理者がリソースグループの作成時に値を指定しない場合、シス
テムのデフォルト値が使用されます。

条件付き Resource Group Manager (RGM) は、RTR (Resource Type
Registration) ファイルで宣言されている場合だけプロパティーを作成し
ます。宣言されていない場合プロパティーは存在せず、クラスタ管理者は
これを利用できません。RTR ファイルで宣言されている条件付きのプロ
パティーは、デフォルト値が RTR ファイル内で指定されているかどうか
によって、必須または任意になります。詳細については、各条件付きプロ
パティーの説明を参照してください。

照会のみ 管理ツールで直接設定できません。

クラスタ管理者は、次のコマンドを使用して、すべての調整可能なプロパティーを編集できます。

# clresource set -p property=
new-value resource

標準リソースプロパティーの説明

注記 - プロパティー名 (Affinity_timeout や Cheap_probe_interval など) には、大小文字の
区別はありません。プロパティー名を指定する際には、大文字と小文字を任意に組み合わせる
ことができます。

Affinity_timeout (integer)

時間の長さ (秒) で、リソース内のサービスのクライアント IP アドレスからの接続はこの間
に同じサーバーノードに送信されます。
このプロパティーに -1 を設定した場合、すべての接続が同じノードに送信されます。このプ
ロパティーに 0 を設定した場合、オープンされているすべての接続が同じノードに送信され
ます。このプロパティーに n を設定した場合、最後の接続がクローズされてから n 秒間の
間、新しい接続はすべて、最後の接続と同じノードに送信されます。
どのような場合も、障害が発生した結果、サーバーノードがクラスタに対して何の措置も取ら
ない場合、新しいサーバーノードが選択されます。
このプロパティーは、Load_balancing_policy が Lb_sticky または Lb_sticky_wild の場
合にかぎり有効です。さらに、Weak_affinity を False (デフォルト値) に設定する必要が
あります。
このプロパティーは、スケーラブルサービス専用です。

カテゴリ 条件付き/任意

デフォルト 0

調整可能 すべての時間
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Application_user (string)

リソースに関連するアプリケーションプログラムの実行に使用する Oracle Solaris ユー
ザー名。
リソースメソッドまたはモニターで実行されるアプリケーションプログラムは、特定のエージェ
ントの実装方法に応じて、root または root 以外のユーザー (「アプリケーションユーザー」)
として実行される場合があります。application_user リソースプロパティーはすべてのリ
ソースに存在するわけではなく、このプロパティーを設定できると宣言するリソースタイプに
のみ存在します。
application_user リソースプロパティーを宣言するリソースタイプは通
常、663 ページのscha_check_app_user(1HA ) インタフェースを使用して、アプリケーショ
ンプログラムの実行可能ファイルの所有権およびアクセス権の追加チェックを実行する
エージェントです。実行可能なアプリケーションプログラムが root で所有されていない
が、root で実行される場合、または実行可能ファイルに group または world 書き込み
権限がある場合、セキュアでない状態になります。この場合、resource_security プロパ
ティーが SECURE に設定されていると、アプリケーションプログラムの実行は実行時に失敗
し、エラーが返されます。resource_security がその他の設定であれば、アプリケーション
プログラムは警告メッセージとともに実行を許可されます。
application_user プロパティーを宣言するリソースタイプは、resource_security クラス
タプロパティーの設定に従って、アプリケーションプログラムの実行のユーザー ID を設定し
ます。resource_security が COMPATIBILITY に設定されている場合、application_user
リソースプロパティーの設定は無視され、アプリケーションユーザーは呼び出し元 (通常
は root) の実効ユーザー ID になります。この動作は以前のリリースの Oracle Solaris
Cluster と互換性があります。
resource_security が OVERRIDE に設定されている場合、application_user プロパティー
は無視され、アプリケーションユーザーはアプリケーションプログラムの実行可能ファイルの
所有者になります。
resource_security が SECURE または WARN に設定されている場合、アプリケーションユー
ザーは application_user リソースプロパティーの値になりますが、application_user が未
設定または空の場合、アプリケーションユーザーはアプリケーションプログラムの実行可能
ファイルの所有者になります。
RTR ファイル内で Tunable 属性が指定されていない場合は、プロパティーの調整機能
は、When_disabled になります。

カテゴリ 条件付き/任意

デフォルト 空の文字列

調整可能 無効時

Cheap_probe_interval (integer)

リソースの即時障害検証の呼び出しの間隔 (秒数)。このプロパティーは、RGM のみが作
成でき、RTR ファイル内で宣言されている場合は、クラスタ管理者がこのプロパティーを利
用できます。
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RTR ファイル内でデフォルト値が指定されている場合、このプロパティーは任意です。
リソースタイプファイル内で Tunable 属性が指定されていない場合は、プロパティーの
Tunable 値は、When_disabled (無効にするとき) になります。

カテゴリ 条件付き

デフォルト 上記を参照

調整可能 無効時

CheckActivePortInstances (boolean)

Port_list プロパティーで指定されるポートすべてにアクティブなリスニング (待機) プロセ
スがあるわけではない場合は、ノードがスケーラブルなサービスに参加するかどうかを決定
し、ロードバランサからのクライアントリクエストを受信します。このプロパティーは、スケーラ
ブルなサービス専用です。
次の値がサポートされています:
■ FALSE (デフォルト) – 少なくとも 1 つのポートにアクティブなリスニングプロセスがある

場合、ノードはスケーラブルなサービスに参加します。
■ TRUE – すべてのポートにアクティブなリスニングプロセスがある場合、ノードはスケーラ

ブルなサービスに参加します。

カテゴリ 条件付き/任意

デフォルト False

調整可能 無効時

Conn_threshold (integer)

Round_robin 負荷分散が有効な場合にサポートされるアクティブな接続またはクライアン
トの最大数。TCP 接続は、接続のエンドポイントがサーバーノード上に存続している場合に
アクティブとみなされます。トラフィックフローが UDP セッションのアクティブなタイムアウ
ト枠の設定内にある場合 (udp_session_timeout クラスタプロパティーを参照)、UDP セッ
ションはアクティブとみなされます。

カテゴリ 任意

デフォルト 10000

調整可能 無効時

Failover_mode (enum)

リソースが正常に開始または停止できなかった場合、またはリソースモニターが正常ではな
いリソースを検出し、その結果再起動またはフェイルオーバーを要求する場合に RGM が
取る回復アクションを変更します。
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NONE、SOFT、または HARD (メソッドの失敗)

これらの設定が影響するのは、起動または停止メソッド
(Prenet_start、Start、Monitor_stop、Stop、Postnet_stop) が失敗した場合のフェイ
ルオーバー動作のみです。RESTART_ONLY および LOG_ONLY 設定も、リソースモニターが
scha_control コマンドまたは scha_control() 関数の実行を開始できるかどうかに
影響を与えます。
NONE は、前述の起動メソッドまたは停止メソッドが失敗する場合に RGM が何
の復旧アクションも行わないことを示します。SOFT または HARD は、Start または
Prenet_start メソッドが失敗した場合、RGM がリソースのグループを別のノードに
再配置することを示します。Start または Prenet_start の失敗に関しては、SOFT と
HARD は同じになります。
停止メソッド (Monitor_stop、Stop、または Postnet_stop) の失敗に関しては、SOFT
は NONE と同じになります。これらの停止メソッドのいずれかが失敗したときに
Failover_mode が HARD に設定されている場合、RGM はノードをリブートして、強制
的にリソースグループをオフライン状態にします。RGM は、別のノードでグループの
起動を試みることが可能になります。ただし、リソースグループが clresourcegroup
quiesce サブコマンドによって休止されている場合は、Failover_mode が HARD である
ときに停止メソッドが失敗しても、ノードはリブートされません。この場合、リソースは代わ
りに STOP_FAILED 状態に移動します。

RESTART_ONLY または LOG_ONLY

起動メソッドまたは停止メソッドが失敗するとフェイルオーバー動作に影響を与える
NONE、SOFT、HARD とは異なり、RESTART_ONLY と LOG_ONLY はすべてのフェイルオーバー
動作に影響を与えます。フェイルオーバー動作には、モニター起動 (scha_control) に
よるリソースおよびリソースグループの再起動や、リソースモニターによって開始されるギ
ブオーバーなどがあります。
RESTART_ONLY は、モニターが scha_control を実行してリソースまたはリソース
グループを再起動できることを意味します。RGM では、Retry_interval の間に
Retry_count 回数だけ再起動を試行できます。試行回数が Retry_count を超えると、
それ以上の再起動は許可されません。

注記 - Retry_count の負の値は、リソースタイプによっては全部適用できませんが、一部適用で
きます。リソースを無制限に再起動できることを指定します。より確実に無制限の再起動を指定
するには、次の手順を実行します。
■ Retry_interval に 1 や 0 などの小さい値を指定します。
■ Retry_count に 1000 などの大きい値を指定します。

リソースタイプが Retry_count および Retry_interval プロパティーを宣言しない場合は、リ
ソースは回数の制限なく再起動できます。

Failover_mode が LOG_ONLY に設定されている場合、リソースの再起動また
はギブオーバーは許可されません。Failover_mode を LOG_ONLY に設定するの
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は、Failover_mode を RESTART_ONLY に設定し、Retry_count をゼロに設定するのと同
じことです。

RESTART_ONLY または LOG_ONLY (メソッドの失敗)

Prenet_start、Start、Monitor_stop、Stop、または Postnet_stop メソッドが失敗した
場合、RESTART_ONLY と LOG_ONLY は NONE と同じことです。つまり、データソースのフェ
イルオーバーやリブートはどちらも行われません。
データサービスに対する Failover_mode 設定の影響
Failover_mode の各設定がデータサービスに及ぼす影響は、データサービスがモニ
ターされているかどうか、およびデータサービスが Data Services Development
Library (DSDL) に基づいているかどうかによって決まります。
■ データサービスがモニタリングの対象となるのは、そのサービスが Monitor_start 

メソッドを実装しており、かつリソースのモニタリングが有効になっている場合
です。RGM は、リソースそれ自体を起動したあとで Monitor_start メソッドを
実行することにより、リソースモニターを起動します。リソースモニターはリソース
が正常であるかどうかを検証します。検証が失敗した場合、リソースモニターは
scha_control() 関数を呼び出すことにより、再起動またはフェイルオーバーを要
求できます。DSDL ベースのリソースの場合、検証によりデータサービスの部分的
な障害 (機能低下) または完全な障害が明らかになる場合があります。部分的な
障害が繰り返し蓄積されると、完全な障害になります。

■ データサービスが Monitor_start メソッドを提供していない場合やリソースのモニ
タリングが無効である場合、データサービスはモニタリングされません。

■ DSDL ベースのデータサービスには、Agent Builder や GDS により開発された
データサービス、または DSDL を直接使用して開発されたデータサービスが含まれ
ます。HA Oracle など一部のデータサービスは、DSDL を使用せずに開発されて
います。

NONE、SOFT、または HARD (検証機能の失敗)

Failover_mode が NONE、SOFT、または HARD に設定されていて、データサービスがモニ
ター対象の DSDL ベースのサービスであり、検証が完全に失敗した場合、モニターは
scha_control() 関数を呼び出してリソースの再起動をリクエストします。検証が失敗
し続ける場合、Retry_interval の間、Retry_count に指定されている最大の回数を
限度にリソースの再起動が行われます。Retry_count の再起動数に到達後も検証が
ふたたび失敗した場合、モニターは別のノードに対してリソースのグループのフェイル
オーバーをリクエストします。
Failover_mode が NONE、SOFT、または HARD に設定した場合、データサービスがモニ
ター対象外の DSDL ベースのサービスであり、検出される障害はリソースのプロセス
ツリーの終了のみです。リソースのプロセスツリーが終了すると、リソースが再起動され
ます。
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データサービスが DSDL ベースのサービスではない場合、再起動またはフェイルオー
バー動作は、リソースモニターがどのようにコード化されているかによって決まります。た
とえば Oracle リソースモニターは、リソースまたはリソースグループを再起動するか、リ
ソースグループのフェイルオーバーを行うことで回復します。

RESTART_ONLY (検証機能の失敗)

Failover_mode が RESTART_ONLY に設定されていて、データサービスがモニター
対象の DSDL ベースのサービスであり、検証が完全に失敗した場合、リソースは
Retry_interval 内で Retry_count の回数再起動されます。ただし、Retry_count
の回数を超えると、リソースモニターは終了し、リソースのステータスを FAULTED に設
定して、ステータスメッセージ「Application faulted, but not restarted. Probe
quitting.」を生成します。この時点でモニタリングはまだ有効ですが、リソースがクラ
スタ管理者により修復および再起動されるまで、リソースは事実上モニタリング対象外
になります。
Failover_mode を RESTART_ONLY に設定した場合、データサービスがモニター対象外
の DSDL ベースのサービスであり、プロセスツリーが停止した際は、リソースは再起
動されません。
モニター対象データサービスが DSDL ベースのデータサービスではない場
合、回復動作はリソースモニターがどのようにコード化されているかに依存しま
す。Failover_mode が RESTART_ONLY に設定されている場合、リソースまたはリソース
グループは、Retry_interval 内で Retry_count の回数 scha_control() 関数を呼び
出すことで再起動できます。リソースグループが Retry_count を超過すると、再起動の
試行が失敗します。モニターが scha_control() を呼び出してフェイルオーバーを要求
する場合、その要求も同様に失敗します。

LOG_ONLY (検証機能の失敗)

Failover_mode がデータサービスに対して LOG_ONLY に設定されている場合、リソース
またはリソースグループの再起動またはグループのフェイルオーバーを行うためのすべ
ての scha_control() リクエストは不可能になります。データサービスが DSDL ベース
である場合、検証が完全に失敗した場合メッセージが記録されますが、リソースは再起
動されません。Retry_interval 内で Retry_count の回数超えて検証が完全に失敗
した場合、リソースモニターが終了し、リソースステータスが FAULTED になり、ステータス
メッセージ「Application faulted, but not restarted. Probe quitting.」が生成
されます。この時点でモニタリングはまだ有効ですが、リソースがクラスタ管理者により
修復および再起動されるまで、リソースは事実上モニタリング対象外になります。
Failover_mode が LOG_ONLY に設定した場合、データサービスがモニター対象外の
DSDL ベースのサービスであり、プロセスツリーが停止した際は、メッセージが記録され
ますが、リソースは再起動されません。
モニター対象データサービスが DSDL ベースのデータサービスではない場合、回復動
作はリソースモニターがどのようにコード化されているかに依存します。Failover_mode
が LOG_ONLY に設定されている場合、リソースまたはリソースグループの再起動または
グループのフェイルオーバーを行うためのすべての scha_control() リクエストは失敗
します。
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カテゴリ 任意

デフォルト NONE

調整可能 すべての時間

Global_zone_override (boolean)

このプロパティーは、RTR ファイルで Global_zone=TRUE プロパティーを設定しているリ
ソースタイプにのみ許可されます。Global_zone_override プロパティーの設定は、特定
のリソースのりリソースタイププロパティー Global_zone の値をオーバーライドします。詳細
は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページを参照してください。
Global_zone_override プロパティーを FALSE に設定すると、リソースグループが構成
されている非大域ゾーンで、リソースメソッドが強制的に実行されるようになり、これ
は、Global_zone プロパティーが TRUE に設定されている場合に、通常は常に大域ゾーンで
実行されるのとは異なります。
RTR ファイル内でデフォルト値が指定されている場合、このプロパティーは任意です。
RTR ファイル内で Tunable 属性が指定されていない場合は、プロパティー
の Tunable 値は、At_creation になります。RTR ファイル内の Tunable 属性
は、At_creation、When_disabled、または Anytime に設定できます。

注記 - RTR ファイル内で Tunable 属性を Anytime に設定するときには、十分注意してくだ
さい。Global_zone_override プロパティーへの変更は、リソースがオンラインであってもただ
ちに有効になります。たとえば、調整可能性 Global_zone_override が ANYTIME に設定さ
れ、Global_zone_override プロパティーが現在、非大域ゾーン内に構成されているリソースに
対して FALSE に設定されているとします。そのリソースがオンラインに切り換えられると、起動メ
ソッドが非大域ゾーンで実行されます。その後、Global_zone_override プロパティーを TRUE に
設定し、リソースがオフラインに切り替わると、停止メソッドが大域ゾーンで実行されます。メソッ
ドのコードでこの可能性に対処する必要があります。メソッドのコードでこの可能性に対処しない
場合は、代わりに Tunable 属性を When_disabled または At_creation に設定する必要があり
ます。

カテゴリ 条件付き/任意

デフォルト TRUE

調整可能 作成時

Load_balancing_policy (string)

使用する負荷分散ポリシーを定義する文字列。このプロパティーは、スケーラブルサービス
専用です。RTR ファイルに Scalable プロパティーが宣言されている場合、RGM は自動
的にこのプロパティーを作成します。
Load_balancing_policy には次の値を設定できます。
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■ Lb_weighted (デフォルト)。Load_balancing_weights プロパティーに設定されている
重みにより、さまざまなノードに負荷が分散されます。

■ Lb_sticky. アプリケーションリソースの構成時に複数のポートが認識されます。スケーラ
ブルサービスの指定のクライアント (クライアントの IP アドレスで識別される) は、常に
同じクラスタノードに送信されます。

■ Lb_sticky_wild. ポート番号をあらかじめ把握することはできず、ポート番号は動的に
割り当てられます。指定のクライアント (クライアントの IP アドレスで識別される) は、
ワイルドカードスティッキーサービスの IP アドレスに接続され、送信時に使用されるポー
ト番号とは無関係に、常に同じクラスタノードに送信されます。

カテゴリ 条件付き/任意

デフォルト Lb_weighted

調整可能 作成時

Load_balancing_weights (string_array)

このプロパティーは、スケーラブルサービス専用です。RTR ファイルに Scalable プロパ
ティーが宣言されている場合、RGM は自動的にこのプロパティーを作成します。形式
は、weight@node,weight@node... で、weight は、指定の nodeに対する負荷分散の割合
を示す整数になります。ノードに分散される負荷の割合は、すべてのウエイトの合計でこの
ノードのウエイトを割った値になります。たとえば、1@1,3@2 という指定では、ノード 1 が負荷
の 1/4、ノード 2 が 3/4 を引き受けることになります。空の文字列 (“”) では、デフォルト
の均一な配分に設定されます。明示的にウエイトを割り当てられていないノードのウエイト
は、デフォルトで 1 になります。ノードには、負荷を割り当てないウェイト 0 を指定できます。
Tunable 属性がリソースタイプファイルに指定されていない場合は、プロパティーの
Tunable 値は Anytime (任意の時点) になります。このプロパティーを変更すると、新しい
接続時にのみ分散が変更されます。

カテゴリ 条件付き/任意

デフォルト NULL

調整可能 すべての時間

method_timeout for each callback method (integer)

RGM がメソッドの呼び出しに失敗したと判断するまでの時間 (秒)。

注記 - Max 属性を使用してメソッドタイムアウトの最大値を指定できません。同様に、最小値ゼ
ロ (Min=0) を指定することもできません。

カテゴリ 条件付き/任意
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デフォルト RTR ファイルにメソッド自体が宣言されている場合は 3,600 秒 (1
時間)

調整可能 すべての時間

Monitored_switch (enum)

このプロパティーを直接設定できません。より正確には、このプロパティーは、特定のノー
ド上またはクラスタ全体で、RGM によって Enabled または Disabled に設定されま
す。RGM は、クラスタ管理者が特定のノード上またはクラスタ全体で管理ユーティリティー
を使用してモニターを有効または無効にする場合に、このように実行します。無効の場合、
モニターがふたたび有効にされるまで、そのリソースに対して Monitor_start メソッドが呼
び出されることはありません。リソースがモニターコールバックメソッドを持たない場合、この
プロパティーは Disabled と評価されます。

カテゴリ 照会のみ

デフォルト リソースタイプがモニターメソッドを持っている場合は有効、それ以外
の場合は無効です。

調整可能 説明を参照

Network_resources_used (string_array)

このリソースが依存関係を持っている論理ホスト名または
共有アドレスリソースのリスト。このリストには、プロパティー
Resource_dependencies、Resource_dependencies_weak、Resource_dependencies_restart、
または Resource_dependencies_offline_restart にあるすべてのネットワークアドレスリ
ソースが含まれます。
RTR ファイルに Scalable プロパティーが宣言されている場合、RGM は自動的にこのプ
ロパティーを作成します。Scalable プロパティーが RTR ファイルで宣言されていない場
合、Network_resources_used は RTR ファイルで明示的に宣言されていないかぎり使用
できません。
Network_resources_used プロパティーに値を割り当てなかった場合、このプロパ
ティーの値は、リソース依存関係プロパティーの設定に基づいて、RGM により自動
的に更新されます。このプロパティーを直接設定する必要はありません。その代わり
に、Resource_dependencies、Resource_dependencies_offline_restart、Resource_dependencies_restart、
または Resource_dependencies_weak プロパティーを設定します。ノード単位の依存関係が
指定されている場合、Network_resources_used プロパティーの派生値には、ローカルノード
で有効な依存関係のみが含まれます。値はノードごとに異なる場合があります。
旧リリースの Oracle Solaris Cluster ソフトウェアとの互換性を維持する
ために、Network_resources_used プロパティーの値を直接設定することも
できます。Network_resources_used プロパティーの値を直接設定した場合
は、Network_resources_used プロパティーの値がリソース依存関係プロパティーの設
定から派生されることはありません。Network_resources_used プロパティーにリソース
名を追加する場合、そのリソース名は自動的に Resource_dependencies プロパティー
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にも追加されます。依存関係を解除するには、Network_resources_used プロパティー
から依存関係を削除する方法しかありません。ネットワークリソースの依存関係が元々
Resource_dependencies プロパティーに追加されたものなのか Network_resources_used
プロパティーに追加されたものなのかがわからない場合は、両方のプロパティーから依
存関係を削除します。たとえば、次のコマンドは、リソース r1 のネットワーク資源 r2 に
対する依存関係を削除します。依存関係が Network_resources_used プロパティーと
Resource_dependencies プロパティーのどちらに追加されているかは問いません。

# clresource set -p Network_resources_used-=r2 -p Resource_dependencies-=r2 r1

簡潔になるように、Network_resources_used プロパティーに値を設定しないようにしてくだ
さい。リソース依存関係プロパティーのみを設定し、Network_resources_used プロパティー
を読み取り専用のプロパティーとして扱います。

カテゴリ 条件付き/任意

デフォルト 空のリスト

調整可能 すべての時間

各クラスタノード上の Num_resource_restarts (integer)

過去 n 秒以内にこのリソースで発生した再起動リクエストの数 (n は、Retry_interval プ
ロパティーの値)。
再起動要求は、次に示す呼び出しのいずれかです。
■ RESOURCE_RESTART 引数を持つ scha_control コマンド

■ SCHA_RESOURCE_RESTART 引数を持つ scha_control() 関数

■ RESOURCE_IS_RESTARTED 引数を持つ scha_control コマンド

■ scha_control() 引数を持つ SCHA_RESOURCE_IS_RESTARTED 関数

リソースが次のいずれかを実行した場合、RGM は、ある特定のノード上にある特定のリソー
スに対して再起動カウンタを必ず 0 にリセットします:
■ GIVEOVER 引数を持つ scha_control コマンド

■ SCHA_GIVEOVER 引数を持つ scha_control() 関数

カウンタは、ギブオーバーの試行が成功した場合でも失敗した場合でもリセットされます。
リソースタイプが Retry_interval プロパティーを宣言していない場合、このタイプのリソー
スに Num_resource_restarts プロパティーを使用できません。

カテゴリ 照会のみ

デフォルト デフォルトなし
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調整可能 説明を参照

各クラスタノード上の Num_rg_restarts (integer)

過去 n 秒以内にこのリソースに対して発生したリソースグループ再起動リクエストの数 (n
は、Retry_interval プロパティーの値)。
リソースグループ再起動要求は、次に示す呼び出しのいずれかです。
■ RESTART 引数を持つ scha_control コマンド

■ scha_control() 引数を持つ SCHA_RESTART 関数

リソースタイプが Retry_interval プロパティーを宣言していない場合、このタイプのリソー
スに Num_resource_restarts プロパティーを使用できません。

カテゴリ 照会のみ

デフォルト デフォルトなし

調整可能 説明を参照

On_off_switch (enum)

このプロパティーを直接設定できません。より正確には、このプロパティーは、特定のノー
ド上またはクラスタ全体で、RGM によって Enabled または Disabled に設定されま
す。RGM は、クラスタ管理者が特定のノード上またはクラスタ全体のいずれかで管理ユー
ティリティーを使用してリソースを有効または無効にする場合に、このように実行します。無
効に設定されると、ふたたび有効に設定されるまで、リソースはコールバックを呼び出しませ
ん。

カテゴリ 照会のみ

デフォルト 無効

調整可能 説明を参照

Outgoing_Connection(boolean)

クラスタ外部のサーバーへの外部リクエストを起動するときに、スケーラブルなサービスが仮
想ネットワークアドレスを使用するかどうかを指定します (Network_resources_used プロパ
ティーを参照)。ロードバランサは、受信応答が起動ノードに転送されたことを確認します。

注記 - ある時点で、1 台のサーバーへのリクエストを起動できるノードは 1 つのみです。

このプロパティーは、Generic_Affinity が TRUE に、Load_balancing_policy が
LB_STICKY_WILD に設定されているスケーラブルなサービスのみに適用されます。次の値が
サポートされています:
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■ FALSE (デフォルト) – スケーラブルなサービスは、Network_resources_used プロパ
ティーで指定された仮想ネットワークアドレスを使用して、外部サーバーに向かうリクエス
トを起動しません。

■ TRUE – スケーラブルなサービスは、Network_resources_used プロパティーで指定され
た仮想ネットワークアドレスを使用して、外部サーバーに向かうリクエストを起動します。
ロードバランサは、受信応答を起動ノードに転送します。

カテゴリ 条件付き/任意

デフォルト False

調整可能 作成時

Port_list (string_array)

サーバーが待機するポート番号をコンマで区切ったリストです。各ポート番号には、スラッ
シュ (/) と、そのポートで使用されるプロトコルが付加されます (たとえば、Port_list=80/
tcp や Port_list=80/tcp6,40/udp6 など)。
指定できる可能性があるプロトコルは次のとおりです。
■ tcp、TCP IPv4 の場合のみ
■ tcp6、TCP IPv4 と TCP IPv6 の両方の場合
■ udp、UDP IPv4 の場合のみ
■ udp6、UDP IPv4 と UDP IPv6 の両方の場合

Scalable プロパティーが RTR ファイルで宣言されている場合、RGM は自動的に
Port_list を作成します。それ以外の場合、このプロパティーは RTR ファイルで明示的に
宣言されていないかぎり使用できません。
このプロパティーを Oracle Solaris Cluster HA for Apache で使用するように設定す
る方法については、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster Data Service for
Apache Guide "を参照してください。

カテゴリ 条件付き/必須

デフォルト デフォルトなし

調整可能 すべての時間

Pre_evict (boolean)

より優先順位の低いリソースグループの削除は、切り替えられるグループに対して別のグ
ループが強い否定的なアフィニティーを宣言している場合や、ノード上で強い負荷制限値を
超えている場合は、リソースグループの切り替えに関連して実行される可能性があります。
このプロパティーによって、RGM が、このリソースを含むリソースグループのスイッチオー
バーを開始する前にリソースグループの削除を実行しようとするかどうかが決まります。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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次の値がサポートされています:
■ FALSE (デフォルト) – リソースグループの削除は、切り替えているリソースグループが、

ターゲットノード上でオンラインへの移行を開始したときに実行されます。
■ TRUE – リソースグループの削除は、切り替えているリソースグループがその現在のマス

ターからオフラインへの移行を開始する前に、スイッチオーバーターゲットノード上で実行
されます。この設定は、Maximum_primaries プロパティーが 1 に設定されたリソースグ
ループである単一マスターリソースグループに対してのみ有効です。

RTR ファイル内で Tunable 属性が指定されていない場合、このプロパティーの Tunable
値は When disabled です。

カテゴリ 任意

デフォルト False

調整可能 無効時

R_description (string)

リソースの簡単な説明。

カテゴリ 任意

デフォルト 空の文字列

調整可能 すべての時間

Resource_dependencies (string_array)

このリソースが強い依存関係を持つ、同じリソースグループまたは異なるリソースグルー
プ内のリソースのリスト。リスト内の任意のリソースの起動に失敗した場合、このリソー
スは起動されません。このリソースと、リストのリソースの 1 つが同時に起動される
と、RGM は、リストのリソースが始動してからこのリソースを起動します。このリソースの
Resource_dependencies リスト内のリソースが起動しない場合 (たとえば、リスト内のリソー
スのリソースグループがオフラインのままであったり、リスト内のリソースが Start_failed 状
態にあったりする場合)、このリソースはオフラインのままです。このリソースが依存する別の
リソースグループのリソースが起動しないために、このリソースがオフラインのままの状態で
ある場合、このリソースのグループは Pending_online_blocked 状態に入ります。
このリソースが、リストのリソースと同時にオフラインにされる場合は、このリソースが停止さ
れてから、リストのほかのリソースが停止されます。しかし、このリソースがオンラインのまま
であるか、停止に失敗すると、リストのリソースは停止されます。
デフォルトでは、リソースグループ内では、アプリケーションリソースがネット
ワークアドレスリソースに暗黙的に強いリソース依存関係を持ちます。詳細
は、Implicit_network_dependencies in 1319 ページのrg_properties(5) のマニュア
ルページを参照してください。
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同じリソースグループ内では、依存性の順序に従って Prenet_start メソッドが Start
メソッドより先に実行されます。Postnet_stop メソッドは依存性の順序に従って Stop
メソッドよりあとに実行されます。異なるリソースグループ内では、依存先のリソースが
Prenet_start と Start を実行してから、依存しているリソースが Prenet_start を実行し
ます。同様に、依存しているリソースが Stop と Postnet_stop を終了してから、依存先のリ
ソースが Stop を実行します。
依存関係の範囲を指定するには、このプロパティーを指定するときに、次の修飾子を、中括
弧 ({ }) やアットマーク (@) を含めてリソース名に付加します。

{ANY_NODE}

指定された依存関係を任意のノードに拡張します。依存関係の動作は、どのノードでも
依存先のリソースに影響されます。依存しているリソースは、自分が起動する前に依存
先のリソースがプライマリノードで起動するまで待機します。停止と再起動で同じような
状況になります。

{FROM_RG_AFFINITIES}

リソースの依存関係の有効範囲が、そのリソースが属するリソースグループの
RG_affinities 関係から派生するように指定します。依存しているリソースのリソース
グループが、依存先のリソースのリソースグループに対して肯定的なアフィニティーを
持っていて、同じノード上で起動または停止する場合、依存関係は {LOCAL_NODE} に
なります。このような肯定的なアフィニティーが存在しない場合、またはグループが別の
ノード上で起動する場合、依存関係は {ANY_NODE} になります。

{LOCAL_NODE}

指定される依存関係をノード単位に限定します。依存関係の動作は、同じノード上での
み依存先のリソースに影響されます。依存しているリソースは、依存先のリソースが同じ
ノードで起動されるまで待機します。停止と再起動で同じような状況になります。
{LOCAL_NODE} 依存リソースがフェイルオーバー (すなわち単一マスター) リソー
スグループに存在する場合、また、あるノードとの {LOCAL_NODE} 依存関係が
満たされていない場合、リソースグループは、依存関係が満たされないノードで
Pending_online_blocked 状態のままいるのではなく、{LOCAL_NODE} 依存関係が満
たされている別のノードにフェイルオーバーする可能性があります。

@nodename
ほかのノードに影響しない特定のノードに制限される {LOCAL_NODE} 依存関係を指定
します。これにより、リソースがクラスタのノードごとに異なる依存関係を持つことができ
ます。nodename は、ノード名またはノード ID です。
たとえば、次のリストは、ノード node1 上のリソース res1 の依存関係、およびノード
node2 上のリソース res2 の依存関係を示しています:

res1@node1,res2@node2

複数のノードに同じ依存関係を適用可能な場合は、各ノード名でリソース名を繰り返し
ます。例:



1302 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

myres@node1,myres@node2,myres@node3,...

同じリソースグループ内の 2 つのリソース間の依存関係は、常に {LOCAL_NODE} です。
修飾子を指定しない場合は、FROM_RG_AFFINITIES がデフォルトで使用されます。
691 ページのscha_resource_get(1HA)、1127 ページのscha_resource_get(3HA)、お
よび 1017 ページのscds_property_functions(3HA) のマニュアルページのドキュメント
には、修飾子を含む依存関係リスト、または修飾子を含まない依存関係リストを取得するた
めの代わりのクエリーフォームが記載されています。

カテゴリ 任意

デフォルト 空のリスト

調整可能 すべての時間

Resource_dependencies_offline_restart (string_array)

このリソースがオフライン再起動の依存関係を持つ、同じリソースグループまたは異なるリ
ソースグループ内のリソースのリスト。
このプロパティーは、Resource_dependencies とまったく同じように動作します。ただし、こ
のリソースは、オフライン再起動依存関係リスト内のいずれかのリソースが停止すると、停
止します。オフライン再起動依存関係リスト内のリソースがあとで再起動する場合は、この
リソースも再起動します。
リスト内の任意のリソースの起動に失敗した場合、このリソースは起動されません。このリ
ソースと、リストのリソースの 1 つが同時に起動されると、RGM は、リストのリソースが始動
してからこのリソースを起動します。このリソースの Resource_dependencies リスト内のリ
ソースが起動しない場合 (たとえば、リスト内のリソースのリソースグループがオフラインのま
まであったり、リスト内のリソースが Start_failed 状態にあったりする場合)、このリソース
はオフラインのままです。このリソースが依存する別のリソースグループのリソースが起動し
ないために、このリソースがオフラインのままの状態である場合、このリソースのグループは
Pending_online_blocked 状態に入ります。
このリソースが、リストのリソースと同時にオフラインにされる場合は、このリソースが停止さ
れてから、リストのほかのリソースが停止されます。しかし、このリソースがオンラインのまま
であるか、停止に失敗すると、リストのリソースは停止されます。
ノード上にある「依存先の」リソースで障害が発生して、リソースを回復できない場合、RGM
はそのノード上のそのリソースをオフラインにします。また、RGM は、すべての依存先のリ
ソースのオフライン再起動依存リソースで再起動をトリガーすることによって、これらをオフラ
インします。クラスタ管理者が障害を解決し、依存先のリソースを再度有効にすると、RGM
は、リソースのオフライン再起動依存リソースも再度オンラインにします。
依存関係の範囲を指定するには、このプロパティーを指定するときに、次の修飾子を、中括
弧 ({ }) やアットマーク (@) を含めてリソース名に付加します。

{ANY_NODE}

指定された依存関係を任意のノードに拡張します。依存関係の動作は、どのノードでも
依存先のリソースに影響されます。依存しているリソースは、自分が起動する前に依存



r_properties 1303

先のリソースがプライマリノードで起動するまで待機します。停止と再起動で同じような
状況になります。

{FROM_RG_AFFINITIES}

リソースの依存関係の有効範囲が、そのリソースが属するリソースグループの
RG_affinities 関係から派生するように指定します。依存しているリソースのリソース
グループが、依存先のリソースのリソースグループに対して肯定的なアフィニティーを
持っていて、同じノード上で起動または停止する場合、依存関係は {LOCAL_NODE} に
なります。このような肯定的なアフィニティーが存在しない場合、またはグループが別の
ノード上で起動する場合、依存関係は {ANY_NODE} になります。

{LOCAL_NODE}

指定される依存関係をノード単位に限定します。依存関係の動作は、同じノード上での
み依存先のリソースに影響されます。依存しているリソースは、依存先のリソースが同じ
ノードで起動されるまで待機します。停止と再起動で同じような状況になります。
{LOCAL_NODE} 依存リソースがフェイルオーバー (すなわち単一マスター) リソー
スグループに存在する場合、また、あるノードとの {LOCAL_NODE} 依存関係が
満たされていない場合、リソースグループは、依存関係が満たされないノードで
Pending_online_blocked 状態のままいるのではなく、{LOCAL_NODE} 依存関係が満
たされている別のノードにフェイルオーバーする可能性があります。

@nodename
ほかのノードに影響しない特定のノードに制限される {LOCAL_NODE} 依存関係を指定
します。これにより、リソースがクラスタのノードごとに異なる依存関係を持つことができ
ます。nodename は、ノード名またはノード ID です。
たとえば、次のリストは、ノード node1 上のリソース res1 の依存関係、およびノード
node2 上のリソース res2 の依存関係を示しています:

res1@node1,res2@node2

複数のノードに同じ依存関係を適用可能な場合は、各ノード名でリソース名を繰り返し
ます。例:

myres@node1,myres@node2,myres@node3,...

同じリソースグループ内の 2 つのリソース間の依存関係は、常に {LOCAL_NODE} です。
修飾子を指定しない場合は、FROM_RG_AFFINITIES がデフォルトで使用されます。
691 ページのscha_resource_get(1HA)、1127 ページのscha_resource_get(3HA)、お
よび 1017 ページのscds_property_functions(3HA) のマニュアルページのドキュメント
には、修飾子を含む依存関係リスト、または修飾子を含まない依存関係リストを取得するた
めの代わりのクエリーフォームが記載されています。

カテゴリ 任意

デフォルト 空のリスト
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調整可能 すべての時間

Resource_dependencies_restart (string_array)

このリソースが再起動の依存関係を持つ、同じリソースグループまたは異なるリソースグルー
プ内のリソースのリスト。
このプロパティーは、Resource_dependencies とまったく同じように動作します。ただし、こ
のリソースは、再起動依存関係リスト内のいずれかのリソースが再起動されると、再起動さ
れます。このリソースの再起動は、リストのリソースがオンラインに復帰したあとで行われま
す。
リスト内の任意のリソースの起動に失敗した場合、このリソースは起動されません。このリ
ソースと、リストのリソースの 1 つが同時に起動されると、RGM は、リストのリソースが始動
してからこのリソースを起動します。
このリソースの Resource_dependencies_restart リスト内のリソースが起動しない場
合 (たとえば、リスト内のリソースのリソースグループがオフラインのままであったり、リ
スト内のリソースが Start_failed 状態にあったりする場合)、このリソースはオフライ
ンのままです。このリソースが依存する別のリソースグループのリソースが起動しない
ために、このリソースがオフラインのままの状態である場合、このリソースのグループは
Pending_online_blocked 状態に入ります。
このリソースが、リストのリソースと同時にオフラインにされる場合は、このリソースが停止さ
れてから、リストのほかのリソースが停止されます。しかし、このリソースがオンラインのまま
であるか、停止に失敗すると、リストのリソースは停止されます。
同じリソースグループ内では、依存性の順序に従って Prenet_start メソッドが Start
メソッドより先に実行されます。Postnet_stop メソッドは依存性の順序に従って Stop
メソッドよりあとに実行されます。異なるリソースグループ内では、依存先のリソースが
Prenet_start と Start を実行してから、依存しているリソースが Prenet_start を実行し
ます。同様に、依存しているリソースが Stop と Postnet_stop を終了してから、依存先のリ
ソースが Stop を実行します。
依存関係の範囲を指定するには、このプロパティーを指定するときに、次の修飾子を、中括
弧 ({ }) やアットマーク (@) を含めてリソース名に付加します。

{LOCAL_NODE}

指定される依存関係をノード単位に限定します。依存関係の動作は、同じノード上での
み依存先のリソースに影響されます。依存しているリソースは、依存先のリソースが同じ
ノードで起動されるまで待機します。停止と再起動で同じような状況になります。
{LOCAL_NODE} 依存リソースがフェイルオーバー (すなわち単一マスター) リソー
スグループに存在する場合、また、あるノードとの {LOCAL_NODE} 依存関係が
満たされていない場合、リソースグループは、依存関係が満たされないノードで
Pending_online_blocked 状態のままいるのではなく、{LOCAL_NODE} 依存関係が満
たされている別のノードにフェイルオーバーする可能性があります。

{ANY_NODE}

指定された依存関係を任意のノードに拡張します。依存関係の動作は、どのノードでも
依存先のリソースに影響されます。依存しているリソースは、自分が起動する前に依存
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先のリソースがプライマリノードで起動するまで待機します。停止と再起動で同じような
状況になります。

@nodename
ほかのノードに影響しない特定のノードに制限される {LOCAL_NODE} 依存関係を指定
します。これにより、リソースがクラスタのノードごとに異なる依存関係を持つことができ
ます。nodename は、ノード名またはノード ID です。
たとえば、次のリストは、ノード node1 上のリソース res1 の依存関係、およびノード
node2 上のリソース res2 の依存関係を示しています:

res1@node1,res2@node2

複数のノードに同じ依存関係を適用可能な場合は、各ノード名でリソース名を繰り返し
ます。例:

myres@node1,myres@node2,myres@node3,...

{FROM_RG_AFFINITIES}

リソースの依存関係の有効範囲が、そのリソースが属するリソースグループの
RG_affinities 関係から派生するように指定します。依存しているリソースのリソース
グループが、依存先のリソースのリソースグループに対して肯定的なアフィニティーを
持っていて、同じノード上で起動または停止する場合、依存関係は {LOCAL_NODE} に
なります。このような肯定的なアフィニティーが存在しない場合、またはグループが別の
ノード上で起動する場合、依存関係は {ANY_NODE} になります。

同じリソースグループ内の 2 つのリソース間の依存関係は、常に {LOCAL_NODE} です。
修飾子を指定しない場合は、FROM_RG_AFFINITIES がデフォルトで使用されます。
691 ページのscha_resource_get(1HA)、1127 ページのscha_resource_get(3HA)、お
よび 1017 ページのscds_property_functions(3HA) のマニュアルページのドキュメント
には、修飾子を含む依存関係リスト、または修飾子を含まない依存関係リストを取得するた
めの代わりのクエリーフォームが記載されています。

カテゴリ 任意

デフォルト 空のリスト

調整可能 すべての時間

Resource_dependencies_weak (string_array)

このリソースが弱い依存関係を持つ、同じリソースグループまたは異なるリソースグループ内
のリソースのリスト。グループ内でのメソッド呼び出しの順序は、弱い依存性によって決まり
ます。RGM は、このリスト内のリソースの Start メソッドを呼び出してから、このリソースの
Start メソッドを呼び出します。さらに、RGM は、このリソースの Stop メソッドを呼び出して
からリストのリソースの Stop メソッドを呼び出します。リスト内のリソースが始動に失敗した
りオフラインのままであっても、リソースは起動されます。
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このリソースと、その Resource_dependencies_weak リスト内のリソースが同時に起動され
た場合、RGM は、リストのリソースが起動してからこのリソースを起動します。リスト内のリ
ソースが起動しない場合でも (たとえば、リスト内のリソースのリソースグループがオフライ
ンのままであったり、リスト内のリソースが Start_failed 状態であったりする場合)、このリ
ソースは起動します。このリソースの Resource_dependencies_weak リストのリソースが起動
する際に、このリソースのリソースグループが一時的に Pending_online_blocked 状態に入
ることがあります。リスト内のすべてのリソースが起動するか、起動に失敗すると、このリソー
スが起動し、そのグループが再度 Pending_online 状態になります。
このリソースが、リストのリソースと同時にオフラインにされる場合は、このリソースが停止さ
れてから、リストのほかのリソースが停止されます。しかし、このリソースがオンラインのまま
であるか、停止に失敗すると、リストのリソースは停止されます。
同じリソースグループ内では、依存性の順序に従って Prenet_start メソッドが Start
メソッドより先に実行されます。Postnet_stop メソッドは依存性の順序に従って Stop
メソッドよりあとに実行されます。異なるリソースグループ内では、依存先のリソースが
Prenet_start と Start を実行してから、依存しているリソースが Prenet_start を実行し
ます。同様に、依存しているリソースが Stop と Postnet_stop を終了してから、依存先のリ
ソースが Stop を実行します。
依存関係の範囲を指定するには、このプロパティーを指定するときに、次の修飾子を、中括
弧 ({ }) やアットマーク (@) を含めてリソース名に付加します。

{LOCAL_NODE}

指定される依存関係をノード単位に限定します。依存関係の動作は、同じノード上での
み依存先のリソースに影響されます。依存しているリソースは、依存先のリソースが同じ
ノードで起動されるまで待機します。停止と再起動で同じような状況になります。
{LOCAL_NODE} 依存リソースがフェイルオーバー (すなわち単一マスター) リソー
スグループに存在する場合、また、あるノードとの {LOCAL_NODE} 依存関係が
満たされていない場合、リソースグループは、依存関係が満たされないノードで
Pending_online_blocked 状態のままいるのではなく、{LOCAL_NODE} 依存関係が満
たされている別のノードにフェイルオーバーする可能性があります。

{ANY_NODE}

指定された依存関係を任意のノードに拡張します。依存関係の動作は、どのノードでも
依存先のリソースに影響されます。依存しているリソースは、自分が起動する前に依存
先のリソースがプライマリノードで起動するまで待機します。停止と再起動で同じような
状況になります。

@nodename
ほかのノードに影響しない特定のノードに制限される {LOCAL_NODE} 依存関係を指定
します。これにより、リソースがクラスタのノードごとに異なる依存関係を持つことができ
ます。nodename は、ノード名またはノード ID です。
たとえば、次のリストは、ノード node1 上のリソース res1 の依存関係、およびノード
node2 上のリソース res2 の依存関係を示しています:

res1@node1,res2@node2
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複数のノードに同じ依存関係を適用可能な場合は、各ノード名でリソース名を繰り返し
ます。例:
myres@node1,myres@node2,myres@node3,...

{FROM_RG_AFFINITIES}

リソースの依存関係の有効範囲が、そのリソースが属するリソースグループの
RG_affinities 関係から派生するように指定します。依存しているリソースのリソース
グループが、依存先のリソースのリソースグループに対して肯定的なアフィニティーを
持っていて、同じノード上で起動または停止する場合、依存関係は {LOCAL_NODE} に
なります。このような肯定的なアフィニティーが存在しない場合、またはグループが別の
ノード上で起動する場合、依存関係は {ANY_NODE} になります。

同じリソースグループ内の 2 つのリソース間の依存関係は、常に {LOCAL_NODE} です。
修飾子を指定しない場合は、FROM_RG_AFFINITIES がデフォルトで使用されます。
691 ページのscha_resource_get(1HA)、1127 ページのscha_resource_get(3HA)、お
よび 1017 ページのscds_property_functions(3HA) のマニュアルページのドキュメント
には、修飾子を含む依存関係リスト、または修飾子を含まない依存関係リストを取得するた
めの代わりのクエリーフォームが記載されています。

カテゴリ 任意

デフォルト 空のリスト

調整可能 すべての時間

Resource_name (string)

リソースインスタンスの名前です。クラスタ構成内で一意にする必要があります。リソースが
作成されたあとで変更はできません。

カテゴリ 必須

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

Resource_project_name (string)

リソースに関連付けられた Oracle Solaris プロジェクト名 (Unresolved link to "
projects1" を参照)。このプロパティーは、CPU の共有、クラスタデータサービスのリソース
プールといった Solaris のリソース管理機能に適用できます。RGM は、リソースをオンライ
ンにすると、このプロジェクト名を持つ関連プロセスを起動します。このプロパティーが指定
されていない場合、プロジェクト名は、リソースを含むリソースグループの RG_project_name
プロパティーから取得されます (1319 ページのrg_properties(5) のマニュアルページを
参照)。どちらのプロパティーも指定されなかった場合、RGM は事前定義済みのプロジェ
クト名 default を使用します。指定されたプロジェクト名は、プロジェクトデータベース内
に存在する必要があります (Unresolved link to " projects1" のマニュアルページおよ
びUnresolved link to " Oracle Solaris ゾーンの紹介 "を参照)。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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注記 - このプロパティーへの変更は、リソースが次に起動されるときに有効になります。

カテゴリ 任意

デフォルト NULL

調整可能 すべての時間

有効な値 任意の有効な Oracle Solaris プロジェクト名、または null

各クラスタノード上の Resource_state (enum)

RGM が判断した各クラスタノード上のリソースの状態。この状態に
は、Online、Offline、Start_failed、Stop_failed、Monitor_failed、Online_not_monitored、Starting、Stopping
があります。

Online

起動メソッド (Prenet_start、Start、Monitor_start) が、このノードのリソースに対して
正常に実行されました。

Offline

そのリソースはこのノードで一度も起動されていないか、停止メソッド
(Monitor_stop、Stop、Postnet_stop。どのメソッドであるかはリソースによって異なる)
が、このノードのリソースに対して正常に実行されています。

Start_failed

Prenet_start または Start メソッドが、このノードのリソースで失敗しまし
た。Start_failed は、メソッドがゼロ以外の終了ステータスで終了したか、タイムアウ
トになったことを意味します。このリソースの状態で表されるサービスは、このノードで実
際に起動していることもあり、また起動していないこともあります。

Stop_failed

Monitor_stop、Stop、または Postnet_stop メソッドが、このノードのリソースで失敗しま
した。Stop_failed は、メソッドがゼロ以外の終了ステータスで終了したか、タイムアウ
トになったことを意味します。このリソースの状態で表されるサービスは、このノードで実
際に停止されていることもあり、また停止されていないこともあります。
リソースがこの状態に入ると、リソースグループの状態は Error_stop_failed
になり、ユーザーの介入が必要です。Error_stop_failed
は、1319 ページのrg_properties(5) のマニュアルページで詳細に説明されていま
す。

Monitor_failed

リソースがその Prenet_start または Start メソッドを正常に実行しました (どちらのメ
ソッドであるかはリソースタイプによって異なる)。しかし、リソースの Monitor_start メ
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ソッドが、ゼロ以外の終了ステータスで終了したか、タイムアウトになりました。リソース
モニターは、このノードで実際に起動されていることもあり、また起動されていないこと
もあります。

Online_not_monitored

リソースがその Prenet_start または Start メソッドを正常に実行しました (どちらのメ
ソッドであるかはリソースタイプによって異なる)。Monitor_start メソッドは、このリソー
スに対してまだ実行されていません。モニタリングされていないリソース (そのリソース
に対する Monitor_start メソッドが存在しない場合や、そのリソースに対するモニタリ
ングが無効にされている場合) は、そのリソースグループが Online 状態になっても、こ
の状態のままです。

Starting

リソースが Prenet_start か Start メソッドを実行してオンラインになろうとしていま
す。

Stopping

リソースが Start か Postnet_stop メソッドを実行してオフラインになろうとしていま
す。

ユーザーはこのプロパティーを構成できません。

カテゴリ 照会のみ

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

Retry_count (integer)

起動に失敗したリソースをモニターが再起動する回数です。Retry_count を超過した場合、
特定のデータサービス、および Failover_mode プロパティーの設定に応じて、モニターは次
のいずれかの動作を行います:
■ リソースが障害状態であっても、リソースグループが現在のプライマリノード上に残ること

を許可します。
■ 別のノードヘのリソースグループのフェイルオーバーをリクエストします。

このプロパティーは RGM によって作成されます。RTR ファイルに宣言されている場合、ク
ラスタ管理者のみ使用を許可されます。RTR ファイル内でデフォルト値が指定されている
場合、このプロパティーは任意です。
リソースタイプファイル内で Tunable 属性が指定されていない場合は、プロパティーの
Tunable 値は、When_disabled (無効にするとき) になります。
このプロパティーに負の値を指定すると、モニターは無限回リソースを再起動を試みます。
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注記 - 一部のリソースタイプでは、Retry_count に負の値を設定できません。より確実に無制限
の再起動を指定するには、次の手順を実行します。
■ Retry_interval に 1 や 0 などの小さい値を指定します。
■ Retry_count に 1000 などの大きい値を指定します。

カテゴリ 条件付き

デフォルト 上記を参照

調整可能 無効時

Retry_interval (integer)

失敗したリソースの再起動の間、この秒数だけ待機します。リソースモニターは、このプロパ
ティーと Retry_count を組み合わせて使用します。このプロパティーは RGM によって作
成されます。RTR ファイルに宣言されている場合、クラスタ管理者のみ使用を許可されま
す。RTR ファイル内でデフォルト値が指定されている場合、このプロパティーは任意です。
リソースタイプファイル内で Tunable 属性が指定されていない場合は、プロパティーの
Tunable 値は、When_disabled (無効にするとき) になります。

注記 - Retry_interval プロパティーが宣言されていない場合、scha_resource_get
(num_*_restarts) は終了コード 13 (SCHA_ERR_RT) で終了します。

カテゴリ 条件付き

デフォルト 上記を参照

調整可能 無効時

Round_robin (boolean)

各ノードに割り当てられた関連の load_balancing_weight 値を考慮して、受信リクエストを
ラウンドロビン方式で特定のサーバーノードに割り当てます。リクエストは、スティッキ以外の
load_balancing_policy 設定のリソースで接続ごとに割り当てられ、それ以外の場合は、
クライアント単位の IP アドレスごとに割り当てられます。
Round_Robin は、予想される接続またはクライアント数が少ない受信リクエストの決定的
負荷分散が必要なリソースで有効になるようにしてください。
リソースプロパティー Conn_threshold、およびクラスタプロパティー udp_session_timeout
はラウンドロビンスキームをサポートし、Round_robin リソースプロパティーがサービスに設定
されている場合はオプションで構成できます。
Round_robin プロパティーを使用するのにアップグレードが必要な既存のリソースタイプ登
録 (RTR) ファイルはありません。
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カテゴリ 任意

デフォルト FALSE

調整可能 無効時

Scalable (boolean)

リソースがスケーラブルであるかどうか、つまり、リソースが Data Service for Apache
Guide Cluster ソフトウェアのネットワーキング負荷分散機能を使用するかどうかを示しま
す。
このプロパティーが RTR ファイルで宣言されて
いる場合は、そのタイプのリソースに対して、RGM
は、Affinity_timeout、Load_balancing_policy、Load_balancing_weights、Network_resources_used、Port_list、UDP_affinity、
および Weak_affinity のスケーラブルサービスプロパティーを自動的に作成します。これら
のプロパティーは、RTR ファイル内で明示的に宣言されないかぎり、デフォルト値を持ちま
す。RTR ファイルに Scalable  が宣言されている場合、このプロパティーのデフォルトは
True です。
RTR ファイルにこのプロパティーが宣言されている場合、At_creation 以外の Tunable
属性の割り当ては許可されません。
RTR ファイルにこのプロパティーが宣言されていない場合、このリソースはスケーラブル
ではないため、このプロパティーを調整できません。RGM は、スケーラビブルサービス
プロパティーをいっさい設定しません。ただし、必要に応じて、RTR ファイルに明示的に
Network_resources_used および Port_list プロパティーを宣言できますが、これは、これ
らのプロパティーが、スケーラブルサービスだけでなく、非スケーラブルサービスでも有用な
ためです。
Scalable リソースプロパティと Failover リソースタイププロパティーの組み合わせと、その
説明は次の通りです。

Failover/Scalable 説明

True/True この非論理的な組み合わせは指定しないでください。

True/False この組み合わせは、フェイルオーバーサービスに対して指定します。

False/True この組み合わせは、ネットワーク負荷分散に SharedAddress リソー
スを使用するスケーラブルサービスに指定します。Unresolved link
to " Oracle Solaris Cluster Concepts Guide "Oracle Solaris
Cluster Concepts Guide を参照してください。

False/False この組み合わせを使用して、ネットワーク負荷分散を使用しないマルチ
マスターサービスを構成します

詳細は、1335 ページのrt_properties(5) のマニュアルページにある Failover リソース
タイププロパティーの説明を参照してください。

カテゴリ 任意

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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デフォルト 上記を参照

調整可能 作成時

各クラスタノード上の Status (enum)

リソースモニターによって設定されます。可能な値
は、Online、Degraded、Faulted、Unknown、および Offline です。Start (または
Prenet_start) メソッドによって値がまだ設定されていない場合、値は、リソースの起動時
に RGM により Online に設定されます。Stop (または Postnet_stop) メソッドによって値
がまだ設定されていない場合、値は、リソースの停止時に RGM により Offline に設定さ
れます。

カテゴリ 照会のみ

デフォルト デフォルトなし

調整可能 scha_resource_setstatus コマンドの使用によりのみ

各クラスタノード上の Status_msg (string)

リソースモニターによって、Status プロパティーと同時に設定されます。リソースが Offline
になると、RGM はこの値に空文字列を設定します (Stop または Postnet_stop メソッドで
まだ設定されていない場合)。

カテゴリ 照会のみ

デフォルト デフォルトなし

調整可能 scha_resource_setstatus の使用によりのみ

Thorough_probe_interval (integer)

高オーバーヘッドのリソース障害検証の呼び出し間隔 (秒)。このプロパティーは RGM に
よって作成されます。RTR ファイルに宣言されている場合、クラスタ管理者のみ使用を許
可されます。RTR ファイル内でデフォルト値が指定されている場合、このプロパティーは任
意です。
リソースタイプファイル内で Tunable 属性が指定されていない場合は、プロパティーの
Tunable 値は、When_disabled (無効にするとき) になります。

カテゴリ 条件付き

デフォルト デフォルトなし

調整可能 無効時

Timeout_delay (boolean)

hatimerun コマンドに -d (遅延) オプションを渡すかどうかを決定します。Timeout_delay
リソースプロパティーを宣言するリソースタイプは、hatimerun コマンドを使用して強制され
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た時間制限の下でコマンドを実行します。-d オプションは、コマンドの実行が開始されるま
でタイムアウトクロックの開始を遅延させます。これにより、割り当てられた期間に対して、
実行前のスケジューリング遅延がカウントされなくなります。
このプロパティーを宣言する各リソースタイプは、そのリソースタイプに固有の方法で使用し
ます。たとえば、ORCL.gds は hatimerun(1HA) を使用して、プローブコマンドを起動します。
詳細は、各データサービスのドキュメントを参照してください。
Timeout_delay プロパティーのデフォルト値は FALSE、デフォルトの調整可能性は Any
time です。これらの属性は、RTR ファイルでオーバーライドできます。

カテゴリ 条件付き/任意

デフォルト False

調整可能 すべての時間

Type (string)

インスタンスのリソースタイプ。

カテゴリ 必須

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

Type_version (string)

現在このリソースに関連付けられているリソースタイプのバージョンを指定します。このプロ
パティーは RTR ファイル内に宣言できません。したがって、RGM によって自動的に作成さ
れます。このプロパティーの値は、リソースタイプの RT_version プロパティーと等しくなりま
す。リソースの作成時、Type_version プロパティーは明示的には指定しませんが、リソース
タイプ名の接尾辞として表示されます。リソースを編集すると、Type_version の値を新しい
値に変更する場合があります。

カテゴリ 上記を参照

デフォルト なし

調整可能 調整は次のものから派生されます。
■ 現在のリソースタイプのバージョン
■ リソースタイプ登録ファイル内の #$upgrade_from 指令

(1251 ページのrt_reg(4) のマニュアルページを参照)。

UDP_affinity (boolean)

true の場合、指定のクライアントからの UDP トラフィックはすべて現在クライアントの
TCP トラフィックを処理しているサーバーノードに送信されます。
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このプロパティーは、Load_balancing_policy が Lb_sticky または Lb_sticky_wild の場
合にかぎり有効です。さらに、Weak_affinity を FALSE (デフォルト値) に設定する必要が
あります。
このプロパティーは、スケーラブルサービス専用です。

カテゴリ 条件付き/任意

デフォルト False

調整可能 無効時

Weak_affinity (boolean)

true の場合、弱い形式のクライアントアフィニティーが有効になります。これによって、ある
クライアントからの接続を同じサーバーノードに送信することが可能になりますが、サーバーリ
スナが起動される場合 (障害モニターの再起動があったり、リソースのフェイルオーバーや
スイッチオーバーがあったり、ノードが障害後にクラスタに再結合されたりするため) や、管
理アクションによってスケーラブルリソースの load_balancing_weights が変更される場合
を除きます。
弱いアフィニティーはメモリーの消費とプロセッササイクルの点で、デフォルトの形式よりも
オーバーヘッドを低く抑えられます。
このプロパティーは、Load_balancing_policy が Lb_sticky または Lb_sticky_wild の場
合にかぎり有効です。
このプロパティーは、スケーラブルサービス専用です。

カテゴリ 条件付き/任意

デフォルト False

調整可能 無効時

Unresolved link to " projects1", 273 ページのclresource(1CL),
305 ページのclresourcegroup(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
683 ページのscha_control(1HA), 691 ページのscha_resource_get(1HA),
699 ページのscha_resource_setstatus(1HA), 1101 ページのscha_control(3HA),
1127 ページのscha_resource_get(3HA), 1017 ページのscds_property_functions(3HA),
1251 ページのrt_reg(4), 1271 ページのproperty_attributes(5),
1319 ページのrg_properties(5), 1335 ページのrt_properties(5)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster Concepts Guide "、Unresolved link to "
Oracle Solaris ゾーンの紹介 "。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
SUNW.rac_framework, rac_framework — Oracle Solaris Cluster Support for
Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) を有効にするフレームワークのためのリ
ソースタイプ実装

 SUNW.rac_framework リソースタイプは、Oracle Solaris Cluster Support for Oracle RAC
を有効にするフレームワークを表します。このリソースタイプでは、このフレームワークのステータス
をモニターできます。

SUNW.rac_framework リソースタイプは、シングルインスタンスリソースタイプです。したがって、
クラスタに作成可能なリソースは 1 個だけです。

このリソースタイプを登録し、リソースタイプのインスタンスを作成するには、次のいずれかの方
法を使用します。

■ Oracle Solaris Cluster Manager
■ Oracle Solaris Cluster Support for Oracle Real Application Clusters を構成する

ためのオプションを指定する 487 ページのclsetup(1CL) ユーティリティー
■ 次の一連の Oracle Solaris Cluster 保守コマンド。

1. このリソースタイプを登録するには、333 ページのclresourcetype(1CL) コマンドを使
用します。

2. このリソースタイプのインスタンスを作成するには、273 ページのclresource(1CL) コ
マンドを使用します。

この種類のリソースをノード上でオフラインにする場合、オンライン状態からオフライン状態へ切
り替えるには、一定の時間がかかります。オフライン状態への切り替え中も、リソースは引き続き
再構成処理に使用されています。ただし、リソースをノード上でオフラインにした場合、再度オン
ラインに戻すまで、リソースのプロパティーの変更は適用されません。Oracle Solaris Cluster
は、この種類のリソースが無効になっている場合、このことを知らせる警告メッセージを表示しま
す。

この種類のリソースを含むリソースグループを非管理状態に切り替えるには、一定の時間がかか
ります。非管理状態への切り替え中も、Oracle RAC フレームワークは引き続きフレームワーク再
構成処理に使用されています。ただし、リソースグループを非管理状態に切り替えた場合、ノード
上のリソースプロパティーの変更は有効になりません。Oracle RAC フレームワークを停止する
には、ノードをリブートします。
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SUNW.rac_framework リソースタイプの拡張プロパティーは次のとおりです。

reservation_timeout

整数型で、最小値は 100、最大値は 99999、デフォルト値は 325 です。このプロパ
ティーは、Oracle Solaris Cluster Support for Oracle RAC の再構成の予約ステッ
プに対するタイムアウト値を秒単位で指定します。このプロパティーはいつでも変更できま
す。

例   398 rac_framework リソースの作成

この例では、SUNW.rac_framework リソースタイプを登録し、rac_framework-rs という名前の
SUNW.rac_framework リソースタイプのインスタンスを作成します。この例では、rac-framework-
rg という名前のリソースグループがすでに作成されているものとします。

phys-host-sc1# clresourcetype register SUNW.rac_framework

phys-host-sc1# clresource create -g rac-framework-rg \

-t SUNW.rac_framework rac_framework-rs 

例   399 rac_framework リソースのプロパティーの変更

この例では、Oracle Solaris Cluster Support for Oracle RAC の再構成の予約ステップ
のタイムアウトを 350 秒に設定します。この例では、rac_framework-rs という名前のリソース
タイプ SUNW.rac_framework がすでに作成されているものとします。

phys-host-sc1# clresource set 

\-p reservation_timeout=350 rac_framework-rs

注記 - ボリュームマネージャーリソースで使用される SUNW.vucmm_framework リソースを作成する
例については、1433 ページのSUNW.vucmm_framework(5) を参照してください。

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/library/ucmm

273 ページのclresource(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
487 ページのclsetup(1CL), Unresolved link to " attributes5",
1433 ページのSUNW.vucmm_framework(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


rac_framework 1317

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster Data Service for Oracle Real
Application Clusters ガイド "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
rg_properties — リソースグループプロパティー

下のリストで、Oracle Solaris Cluster が定義するリソースグループプロパティーについて説明
します。
リソースグループプロパティーと説明

注記 - リソースグループプロパティー名 (Auto_start_on_new_cluster や Desired_primaries
など) には、大文字と小文字の区別はありません。リソースグループプロパティー名を指定する際
には、大文字と小文字を任意に組み合わせることができます。

Auto_start_on_new_cluster ( boolean)

このプロパティーは、新しいクラスタの形成時にリソースグループマネージャー (RGM) が自
動的にリソースグループを起動するかどうかを制御します。デフォルトは、TRUE です。
TRUE に設定した場合、クラスタのすべてのノードが同時にリブートすると、RGM はリソース
グループを自動的に起動して Desired_primaries を取得しようとします。
FALSE に設定した場合、クラスタのリブート時にリソースグループが自動的にリブートするこ
とはありません。リソースグループは、305 ページのclresourcegroup(1CL) コマンドまたは
同等のグラフィカルユーザーインタフェースコマンドを使用して、はじめてリソースグループが
手動でオンラインに切り替えられるまで、オフラインのままです。その後、このリソースグルー
プは通常のフェイルオーバー動作を再開します。

デフォルト TRUE

調整可能 すべての時間

Desired_primaries (integer )

リソースグループが同時に動作できるノードの必要数です。
デフォルトは 1 です。Desired_primaries プロパティーの値は、Maximum_primaries プロ
パティーの値以下にする必要があります。

デフォルト 1 (上記を参照)

調整可能 すべての時間

Failback (boolean)

あるノードがクラスタメンバーシップに参加するか、またはあるノード上でリソースグループの
強い肯定的なアフィニティーが有効になったときに、リソースグループがオンラインである
一連のノードを再計算するかどうかを示すブール値。再計算により、RGM は優先度の低い
ノードでグループをオフラインにし、優先度の高いノードをオンラインにすることができます。
詳細は、RG_affinities プロパティーを参照してください。
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デフォルト FALSE

調整可能 すべての時間

Global_resources_used (string_array)

クラスタファイルシステムがこのリソースグループ内のリソースによって使用されるかどうか
を指定します。管理者はアスタリスク (*) か空文字列 ("") を指定できます。すべてのグロー
バルリソースを指定するときはアスタリスク、グローバルリソースを一切指定しない場合は空
文字列を指定します。

デフォルト すべてのグローバルリソース

調整可能 すべての時間

Implicit_network_dependencies ( boolean)

ブール値で、TRUE の場合、RGM は、非ネットワークアドレスリソースの暗黙的で強い依存
関係をグループ内のネットワークアドレスリソースに強制します。このとき、RGM は、すべて
のネットワークアドレスリソースを起動してからその他のリソースを起動します。また、グルー
プ内のその他のすべてのリソースを停止してからネットワークアドレスリソースを停止します。
ネットワークアドレスリソースには、論理ホスト名と共有アドレスリソースタイプがあります。
スケーラブルリソースグループの場合、ネットワークアドレスリソースを含んでいないため、こ
のプロパティーは効果がありません。

デフォルト TRUE

調整可能 すべての時間

Load_factors

リソースグループが消費する負荷制限の量を決定します。
負荷制限はノードごとに構成でき、リソースグループにはそのノードに定義されている負荷
制限に対応する負荷係数セットが割り当てられます。RGM がリソースグループをオンライ
ンにすると、各ノードでのリソースグループの負荷係数が加算され、ノードの負荷制限に対
して合計負荷が比較されます。リソースグループの負荷分散ポリシーは、Priority および
Preemption_mode プロパティーの設定によっても影響されます。詳細は、Preemption_mode
および Priority プロパティーを参照してください。
clresourcegroup set -p オプションを使用して、load_factors プロパティーの値を設定
できます。load_factors プロパティーには、limitname@value という形式の 0 個以上の
要素のコンマ区切りリストで構成される値があります。ここで、limitname は識別子文字列
で、value は負にならない整数です。各負荷係数のデフォルト値は 0 で、最大許容値は
1000 です。リソースグループのノードリストに含まれるノードで limitname が loadlimit と
して定義されていない場合、そのノードでは無制限と見なされます。
一連のリソースグループが共通の負荷係数を使用している場合、ノードで対応する負荷制
限が指定されていなくても (すなわち無制限)、それらのリソースグループはそれらのノード
全体に分散されます。ゼロ以外の負荷係数が存在する場合、RGM は負荷を分散します。
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負荷ベースのリソースグループ分散を行なわないようにするには、負荷係数を削除するか、
ゼロに設定します。

注記 - 負荷係数または負荷制限が変更されると、現在オフラインになっているリソースグループ
が自動的にオンラインになることがあります。自動的にオンラインにならないようにするには、リ
ソースグループで clresourcegroup suspend コマンドを実行します。

詳細は、305 ページのclresourcegroup(1CL) および 185 ページのclnode(1CL) のマ
ニュアルページを参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

Maximum_primaries (integer )

リソースグループが同時にオンラインになる可能性があるノードの最大数です。
RG_mode プロパティーが Failover の場合、プロパティーの値は、1 以下でなければなりま
せん。RG_mode プロパティーが Scalable の場合は、1 より大きくてもかまいません。

デフォルト 1 (上記を参照)

調整可能 すべての時間

Nodelist (string_array)

優先順位に従ってグループをオンラインにできるノードのリスト。これらのノードは、リソースグ
ループの潜在的なプライマリまたはマスターになります。

デフォルト すべてのクラスタノードの順不同のリスト

調整可能 すべての時間

Pathprefix (string)

リソースグループ内のリソースが重要な管理ファイルを書き込むことができるクラスタファイ
ルシステム内のディレクトリ。一部のリソースの必須プロパティーです。Pathprefix の値は
リソースグループごとに固有の値を指定します。

デフォルト 空の文字列

調整可能 すべての時間

Pingpong_interval (integer )

再構成が生じた場合、あるいは scha_control ギブオーバーコマンドまたは関数の実行結
果によって、どのノードでリソースグループをオンラインにするかを判断するときに RGM が
使用する負以外の整数値 (秒)。

http://otn.oracle.com
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再構成の場合は、リソースグループが (リソースの Start または Prenet_start メ
ソッドがゼロ以外で終了するか、またはタイムアウトしたために) 特定のノード上で
Pingpong_interval 秒以内にオンラインにならなかったことが複数回発生すると、そのノー
ドはリソースグループをホストする資格がないと見なされ、RGM は別のマスターを探しま
す。
683 ページのscha_control(1HA) コマンドまたは 1101 ページのscha_control(3HA)
ギブオーバーがあるリソースによって特定のノード上で実行され, それによってそのリソース
グループが別のノードにフェイルオーバーされた場合, scha_control が呼び出された最初
のノードは, Pingpong_interval 秒が経過するまで, 同じリソースによる別の scha_control
ギブオーバーの宛先になることができません。

デフォルト 3600 (1 時間)

調整可能 すべての時間

Preemption_mode

ノードの過負荷のため、優先順位の高いリソースグループによってリソースグループがノード
から横取りされる可能性を決定します。
clresourcegroup set -p オプションを使用して、preemption_mode プロパティーの列挙値
を設定できます。preemption_mode プロパティーのデフォルト設定は HAS_COST です。
リソースグループの preemption_mode プロパティーは、次のいずれかの値を取ることができ
ます。
■ HAS_COST – 負荷制限を満たすため、優先順位の高いリソースグループはこのリソース

グループを現在のマスターから奪うことができます。このリソースグループを横取りするこ
とでコストが発生するため、可能な場合、RGM は優先順位の高いグループをマスター
にするために別のノードを選択することでこれを回避しようとします。

■ NO_COST – 負荷制限を満たすため、優先順位の高いリソースグループはこのリソースグ
ループを現在のマスターから奪うことができます。このリソースグループを横取りしても、
コストは発生しません。

■ NEVER – 負荷制限を満たすため、このリソースグループを現在のマスターから奪うことは
できません。

詳細は、305 ページのclresourcegroup(1CL) および 185 ページのclnode(1CL) のマ
ニュアルページを参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

Priority

リソースグループがマスターノードに割り当てられる順序を決定します。優先順位が高いほ
ど、サービスの重要度も高くなります。

http://otn.oracle.com
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clresourcegroup set -p オプションを使用して、priority プロパティーの符号のない整数
値を設定できます。優先順位の値が高いリソースグループはほかのリソースグループよりも
優先され、優先ノードによってマスターにされる可能性が高く、そのノードから奪われる可能
性は低くなります。priority プロパティーのデフォルト値は 500 です。
2 つのリソースグループの優先順位が同等で、RG_dependencies または強い
RG_affinities による関係がある場合、依存するリソースグループの前に、依存関係または
アフィニティーが指定されていないリソースグループにノードが割り当てられます。2 つのリ
ソースグループの優先順位が同等で、依存関係や強いアフィニティーによる関係がない場
合、任意の順序で一次ノードが割り当てられます。
詳細は、305 ページのclresourcegroup(1CL) および 185 ページのclnode(1CL) のマ
ニュアルページを参照してください。
スーパーユーザー以外のユーザーがこのサブコマンドを使用するに
は、solaris.cluster.admin RBAC の承認が必要です。Unresolved link to " rbac5"
のマニュアルページを参照してください。

Resource_list (string_array)

グループに含まれるリソースのリスト。管理者はこのプロパティーを直接設定しません。この
プロパティーは、管理者がリソースグループにリソースを追加したり、リソースを削除したとき
に、RGM によって更新されます。

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

RG_affinities (string)

RGM は、(1) 現在別の指定リソースグループのマスターになっているマシン上のリソースグ
ループ (肯定的なアフィニティー) を探すか、または、(2) 現在別の指定リソースグループの
マスターになっていないマシン上のリソースグループ (否定的なアフィニティー) を探します。
RG_affinities には次の文字列を設定できます。
■ + (弱い肯定的なアフィニティー)
■ ++ (強い肯定的なアフィニティー)
■ +++ (フェイルオーバー委託付きの強い肯定的なアフィニティー)
■ - (弱い否定的なアフィニティー)
■ -- (強い否定的なアフィニティー)

たとえば、RG_affinities=+RG2,--RG3 は、このリソースグループが RG2 に対して弱い肯
定的なアフィニティーを、RG3 に対して強い否定的なアフィニティーを持つことを示してい
ます。
RG_affinities の使用については、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster デー
タサービス計画および管理ガイド の第 2 章データサービスリソースの管理"で説明されて
います。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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デフォルト 空の文字列

調整可能 すべての時間
プロトタイプとして単一マシンクラスタを構成することがあります。そのようなクラスタ上の
複数ノードでリソースグループを実行するように構成する場合、RG_affinities は、マシンレ
ベルではなくてノードレベルとして解釈されます。たとえば、強い肯定的なアフィニティーで
は、両方のリソースグループが単に同じマシン上で動作するだけでなく、同じノード上で動作
する必要があります。単一マシンクラスタ上のすべてのノードは、同じマシン上のゾーンであ
ることに注意してください。

RG_dependencies (string_array )

リソースグループの任意指定のリストで、同じノードでほかのグループをどのような順序でオ
ンラインまたはオフラインにするかを示しています。すべての強い RG_affinities (肯定的
および否定的) と RG_dependencies の関係図式の中にサイクルが含まれることが許可さ
れません。
たとえば、リソースグループ RG2 がリソースグループ RG1 の RG_dependencies リストに含
まれる場合です。言い換えると、RG1 が RG2 にリソースグループ依存関係を持っている
場合です。次のリストに、リソースグループ依存関係の影響を要約します。
■ あるノードがクラスタに参加すると、RG1 内のリソースに対するそのノード上の Boot メ

ソッドは、RG2 内のリソースに対するそのノード上のすべての Boot メソッドが完了する
まで実行されません。

■ RG1 と RG2 が両方とも同じノード上で同時に Pending_online 状態である場合、起
動メソッド (Prenet_start または Start) は、RG2 内のすべてのリソースがその起動メ
ソッドを完了するまで RG1 内のどのリソース上でも実行されません。

■ RG1 と RG2 が両方とも同じノード上で同時に Pending_offline 状態である場合、停
止メソッド (Stop または Postnet_stop) は、RG1 内のすべてのリソースがその停止メ
ソッドを完了するまで RG2 内のどのリソース上でも実行されません。

■ RG1 または RG2 のプライマリをスイッチする試みは、スイッチによって RG1 がいず
れかのノードでオンラインに、RG2 がすべてのノードでオフラインになる場合は、失敗し
ます。

■ RG2 に対する Desired_primaries がゼロに設定されている場合は、RG1 に対する
Desired_primaries プロパティーをゼロより大きい値に設定することはできません。

■ RG2 に対する Auto_start_on_new_cluster が FALSE に設定されている場合
は、RG1 に対する Auto_start_on_new_cluster プロパティーを TRUE に設定すること
はできません。

デフォルト 空のリスト

調整可能 すべての時間
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RG_description (string)

リソースグループの簡単な説明。

デフォルト 空の文字列

調整可能 すべての時間

RG_is_frozen (boolean)

あるリソースグループが依存しているグローバルデバイスをスイッチオーバーするかどうかを
表します。このプロパティーが TRUE に設定されている場合、グローバルデバイスはスイッチ
オーバーされます。このプロパティーが FALSE に設定されている場合、グローバルデバイス
はスイッチオーバーされません。リソースグループがグローバルデバイスに依存するかどうか
は、Global_resources_used プロパティーの設定によります。
RG_is_frozen プロパティーをユーザーが直接設定することはありません。RG_is_frozen プ
ロパティーは、グローバルデバイスのステータスが変わったときに、RGM によって更新され
ます。

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

RG_mode (enum)

リソースグループがフェイルオーバーグループなのか、スケーラブルグループなのかを指定し
ます。値が Failover の場合、RGM はグループの Maximum_primaries プロパティーを 1
に設定し、リソースグループのマスターを単一のノードに制限します。
このプロパティーの値が Scalable の場合、RGM は Maximum_primaries プロパティーの
値を 1 より大きい値に設定できるようにします。その結果、グループは、複数のノードで同
時にマスターできます。RGM は、Failover プロパティーが TRUE であるリソースが、RG_mode
が Scalable であるリソースグループに追加されることを許可しません。
Maximum_primaries が 1 の場合、デフォルトは Failover です。Maximum_primaries が 1
より大きい場合、デフォルトは Scalable です。

デフォルト Maximum_primaries の値によります。

調整可能 作成時

RG_project_name(string)

リソースグループに関連付けられている Solaris プロジェクト名です (Unresolved link
to " projects1" を参照)。このプロパティーは、CPU の共有やリソースプールなどの
Solaris リソース管理機能をクラスタデータサービスに適用する場合に使用します。RGM
は、リソースグループをオンラインにすると、Resource_project_name プロパティーが設定さ
れていないリソースの関連プロセスをこのプロジェクト名で起動します (Unresolved link
to " r_properties(5)" を参照)。指定されたプロジェクト名は、プロジェクトデータベース内
に存在する必要があります (Unresolved link to " projects1" およびUnresolved link
to " Oracle Solaris ゾーンの紹介 "を参照)。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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注記 - このプロパティーへの変更は、リソースの次回起動時に有効になります。

デフォルト テキスト文字列は、“default” です。

調整可能 すべての時間

有効な値 有効な任意の Solaris プロジェクト名

RG_SLM_CPU_SHARES(integer)

リソースグループに関連する CPU シェア数。

注記 - RG_SLM_CPU_SHARES プロパティーを設定できるのは、RG_SLM_TYPE に automated が設定
されている場合のみです。詳細は、「RG_SLM_TYPE プロパティー」を参照してください。

RG_SLM_CPU_SHARES の最大値は 65535 です。シェア値にゼロを設定すると、CPU
の負荷が高くなったときに、プロセスがスケジュールされなくなることがあるた
め、RG_SLM_CPU_SHARES の値にはゼロを指定できません。リソースグループがオンラインの
間に RG_SLM_CPU_SHARES に行われた変更は、動的に考慮されます。
RG_SLM_TYPE が automated に設定されている場合、Oracle Solaris Cluster
は、Unresolved link to " project4" を名前 SCSLM_resourcegroup-name で作成します。
ここで、resourcegroup-name は、使用するリソースグループの名前になります。リソースグ
ループに属するリソースの各メソッドは、このプロジェクトで実行されます。これらのプロジェ
クトは、そのリソースグループのゾーン (大域ゾーン) 内に作成されます。
プロジェクト SCSLM_resourcegroup-name の project.cpu-shares の値に
は、RG_SLM_CPU_SHARES の値が設定されます。RG_SLM_CPU_SHARES プロパティーが設定さ
れていない場合、このプロジェクトの作成時、project.cpu-shares の値には 1 が設定さ
れます。
RG_SLM_PSET_TYPE プロパティーが strong または weak に設定されている場合は、作成
される pset のサイズを計算するために RG_SLM_CPU_SHARES プロパティーの値も使用され
ます (慣例上、100 の共有は 1 個の CPU と同等)。詳細は、RG_SLM_PSET_TYPE プロパ
ティーを参照してください。
プロセッサセットについては、Unresolved link to " Oracle Solaris ゾーンの紹介 "を参
照してください。

デフォルト 1

調整可能 すべての時間

RG_SLM_PSET_MIN (integer)

リソースグループが実行するプロセッサセット中のプロセッサの最小値。このプロパティー
は、次の条件が真の場合だけ使用できます。
■ 使用されているオペレーティングシステムが Solaris 11 である。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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■ RG_SLM_TYPE は automated に設定されます。
■ RG_SLM_PSET_TYPE は strong または weak に設定されます。(RG_SLM_PSET_TYPE プロ

パティーを参照)
■ RG_SLM_PSET_MIN の値は、RG_SLM_CPU_SHARES の値を 100 で割った値以下でなけれ

ばなりません。

RG_SLM_PSET_MIN の最大数は 655 です。RG_SLM_PSET_MIN プロパティーの値は、Oracle
Solaris Cluster がプロセッサセットの最小サイズを計算するのに使用されます。
リソースグループがオンラインの間に RG_SLM_CPU_SHARES と RG_SLM_PSET_MIN に
行われた変更は、動的に考慮されます。ただし、RG_SLM_PSET_TYPE に strong が設
定されている場合、および、変更を受け入れるための CPU が十分に存在しない場
合、RG_SLM_PSET_MIN にリクエストされた変更は適用されません。この場合は、警告
メッセージが表示されます。次のスイッチオーバー時、利用できる CPU が十分にな
く、RG_SLM_PSET_MIN に構成した値を遵守できない場合、CPU の不足によるエラーが発生
する可能性があります。
プロセッサセットについては、Unresolved link to " Oracle Solaris ゾーンの紹介 "を参
照してください。

デフォルト 0

調整可能 すべての時間

RG_SLM_PSET_TYPE (string)

専用のプロセッサセットの作成を可能にします。
RG_SLM_PSET_TYPE に指定可能な値は、default、strong、および weak です。
RG_SLM_PSET_TYPE に strong または weak を設定できるのは、次のすべての条件が真の
場合だけです。
■ 使用されているオペレーティングシステムが Solaris 11 である。
■ 非大域ゾーンだけで実行するようにリソースグループが構成されている。
■ RG_SLM_TYPE は automated に設定されます。

RG_SLM_PSET_TYPE に指定可能な値は、default、strong、および weak です。
リソースグループが strong または weak として実行される場合は、そのリソースグループの
ノードリストには非大域ゾーンだけが存在するように、リソースグループを構成してください。
非大域ゾーンは、デフォルトプールである pool_default 以外のプールに対して構成しない
でください。ゾーン構成についての詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" を参照し
てください。非大域ゾーンは、デフォルトプール以外のプールに動的にバインドしないでくだ
さい。プールバインドについての詳細は、Unresolved link to " poolbind1M" を参照し
てください。バインドされた 2 つのプールの状態は、リソースグループ内のリソースのメソッド
が起動されている場合だけ、確認されます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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strong と weak の値は、ノードリストに同じゾーンを持つリソースグループと相互に排他的で
す。一部のリソースグループの RG_SLM_PSET_TYPE に strong を設定し、それ以外に weak
を設定するように、同じゾーン内のリソースグループを構成できません。
RG_SLM_PSET_TYPE に strong または weak が設定されており、RG_SLM_TYPE に示されてい
るアクションに automated が設定されている場合、リソースグループがオンラインになると
き、Oracle Solaris Cluster は次のことを行ないます。
■ プールを作成して、このプールを動的にリソースグループが起動する非大域ゾーンにバイ

ンドします。
■ プロセッサセットを作成して、そのサイズを最小値から最大値までの間にします。

■ 最小値は、このリソースグループが起動するゾーンでオンラインであるすべてのリ
ソースグループの RG_SLM_PSET_MIN 値の合計になります。この合計がゼロの場合、
最小値は 1 になります。

■ 最大値は、このリソースグループが起動するゾーンでオンラインであるすべてのリ
ソースグループの RG_SLM_SPU_SHARES 値の合計を 100 で割り、もっとも近い整数
に切り上げた値になります。この計算の結果がゼロの場合、最大値は 1 になりま
す。

■ プロセッサセットをプールに関連付けます。
■ zone.cpu-shares に、ゾーンで実行しているすべてのリソースグループの

RG_SLM_CPU_SHARES の合計を設定します。

RG_SLM_PSET_TYPE に strong または weak が設定されている場合、そのリソースグループ
はオフラインに設定されます (より正確には、リソースグループの最初のリソースの STOP メ
ソッドまたは POSTNET_STOP メソッドが実行される)。ゾーンにオンラインのリソースグループ
が 1 つも存在しなくなった場合、Oracle Solaris Cluster はプロセッサセットとプールを
破棄し、そのゾーンをデフォルトのプール (pool_default) にバインドします。
RG_SLM_PSET_TYPE に strong が設定されている場合、リソースグループの動作
は、RG_SLM_PSET_TYPE に strong が設定されていた場合と同じです。しかし、プロセッサ
セットの作成に十分なプロセッサを使用できない場合、プールはデフォルトプロセッサセッ
トに関連付けられます。
RG_SLM_PSET_TYPE が strong に設定されており、プロセッサセットの作成に十分な
プロセッサを使用できない場合は、リソースグループモニター (Resource Group
Monitor、RGM) にエラーが返され、そのノードまたはゾーンではリソースグループは起動さ
れません。
CPU 割り当ての優先順位は、defaultpsetmin の最小サイズが strong より
も優先され、weak よりも優先されます。(defaultpsetmin プロパティーについて
は、185 ページのclnode(1CL) を参照。)しかし、clnode コマンドを使用してデフォルトプロ
セッサセットのサイズを大きくしようとしたときに、十分なプロセッサが使用できない場合、
この優先順位は維持されません。
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clnode コマンドを使用して CPU の最小数をデフォルトプロセッサセットに割り当てる場
合、操作は動的に実行されます。選択された数の CPU を使用できない場合、Oracle
Solaris Cluster は定期的に、選択された CPU の最小値が割り当てられるまで、選択さ
れた数の CPU をデフォルトプロセッサセットに割り当てようとし、次にそれより少ない数の
CPU を割り当てようとします。このアクションは、いくつかの weak なプロセッサセットを破
壊することがありますが、strong なプロセッサセットは破壊しません。
RG_SLM_PSET_TYPE が strong として構成されているリソースグループが起動すると、両方
のプロセッサセットに対してノード上で十分な CPU を使用できないときは、このアクション
が weak プロセッサセットに関連付けられているプロセッサセットを破棄する場合がありま
す。その場合、weak プロセッサセットで動作しているリソースグループのプロセスは、デフォ
ルトプロセッサセットに関連付けられます。
プロセッサセットを weak から strong に、または、strong から weak に変更するには、まず
プロセッサセットの RG_SLM_PSET_TYPE を default に設定してください。
RG_SLM_PSET_TYPE にデフォルトを設定すると、Oracle Solaris Cluster はプール
SCSLM_pool_zone-name を作成しますが、プロセッサセットは作成しません。この場
合、SCSLM_pool_zone-name はデフォルトプロセッサセットに関連付けられます。ゾー
ンに割り当てられるシェアは、そのゾーンで実行しているすべてのリソースグループの
RG_SLM_CPU_SHARES に設定されている値の合計で決定されます。
非大域ゾーン内の CPU コントロールに対して構成されているオンラインリソースグループ
がもはや 1 つもない場合、非大域ゾーンに対する CPU のシェアの値は、ゾーン構成内に
ある zone.cpu-shares の値となります。このパラメータの値はデフォルトで 1 です。ゾーン
構成についての詳細は、Unresolved link to " zonecfg1M" を参照してください。
リソースプールとプロセッサセットについては、Unresolved link to " Oracle Solaris ゾー
ンの紹介 "を参照してください。

デフォルト テキスト文字列は、“default” です。

調整可能 すべての時間

RG_SLM_TYPE (string)

システムリソース使用率を制御できるようにし、システムリソース管理のための Oracle
Solaris OS の構成手順の一部を自動化します。RG_SLM_TYPE に指定可能な値
は、automated と manual です。
RG_SLM_TYPE に automated が設定されている場合、リソースがオンラインになると
き、Oracle Solaris Cluster は次のことを行ないます。
■ SCSLM_resourcegroup-name という名前のプロジェクトを作成します。このリソースグ

ループ内のリソースのすべてのメソッドは、このプロジェクト内で実行されます。このプロ
ジェクトは、このリソースグループ内のリソースのメソッドがノードまたはゾーンで初めて実
行されるときに作成されます。

http://otn.oracle.com
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■ このプロジェクトに関連付けられている project.cpu_shares の値に
RG_SLM_CPU_SHARES の値を設定します。project.cpu_shares の値はデフォルトでは 1
です。

■ zone.cpu-shares を、そのゾーンの RG_SLM_TYPE が automated に設定されているす
べてのリソースグループの RG_SLM_CPU_SHARES の合計に設定します。ゾーンはグローバ
ルにできます。専用のプロセッサセットについての詳細は、「RG_SLM_PSET_TYPE プロパ
ティー」を参照してください。

RG_SLM_TYPE が automated に設定されている場合は、どのアクションを実行した場合でも
メッセージがログに記録されます。
RG_SLM_TYPE が manual に設定されている場合、リソースグループは RG_project_name プ
ロパティーで指定されたプロジェクトで実行されます。
リソースプールとプロセッサセットについては、Unresolved link to " Oracle Solaris ゾー
ンの紹介 "を参照してください。

■ 58 文字を超えるリソースグループ名は指定しないでください。リソースグループ名が 58
文字を超える場合、CPU 制御を構成できなくなる、つまり、RG_SLM_TYPE プロパティーに
automated を設定できなくなります。

■ リソースグループ名にはダッシュ (-) を含めないでください。Oracle Solaris Cluster ソフ
トウェアは、プロジェクトの作成時に、リソースグループ名にあるすべてのダッシュを下線 (_)
に置き換えます。たとえば、Oracle Solaris Cluster が rg-dev というリソースグループに対
して SCSLM_rg_dev というプロジェクトを作成する場合です。Oracle Solaris Cluster がリ
ソースグループ rg-dev に対してプロジェクトを作成しようとするとき、rg_dev という名前の
リソースグループがすでに存在する場合、競合が発生します。

デフォルト manual

調整可能 すべての時間

各クラスタノード上の RG_state (enum)

RGM によって
Unmanaged、Online、Offline、Pending_online、Pending_offline、Error_stop_failed、Online_faulted、
または Pending_online_blocked に設定され、各クラスタノード上のリソースグループの状
態を示します。
ユーザーはこのプロパティーを構成できません。ただ
し、305 ページのclresourcegroup(1CL) を使用するか、または同等の Oracle Solaris
Cluster グラフィカルユーザーインタフェースコマンドを使用して、このプロパティーを間
接的に設定することは可能です。RGM の制御下にないときは、リソースグループは
Unmanaged 状態で存在可能です。

http://otn.oracle.com
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各状態の説明は次のとおりです。

注記 - 状態は、すべてのノードにわたって適用される Unmanaged 状態を除き、個々のノードに対
してのみ適用されます。たとえば、リソースグループがノード A 上では Offline であるが、ノード
B 上では Pending_online である可能性があります。

Error_stop_failed

リソースグループ内の 1 つ以上のリソースが正常に停止できず、Stop_failed リソース
状態にあります。グループ内のほかのリソースがオンラインまたはオフラインである可
能性があります。このリソースグループは、Error_stop_failed 状態がクリアされるま
で、どのノード上でも起動することを許可されません。
clresourcegroup clear などの管理コマンドを使用して、Stop_failed リソースを手動
で停止させ、その状態を Offline にリセットする必要があります。

Offline

リソースグループはノードですでに停止しています。つまり、有効に
なっているそのグループのすべてのリソースに対して、停止メソッド
(Monitor_stop、Stop、Postnet_stop) がすでに正常に実行されています (どのメソッ
ドであるかはリソースによって異なります)。リソースグループがノードで最初に起動され
る前も、この状態が適用されます。

Online

リソースグループはノード上ですでに起動しています。つまり、有効に
なっているそのグループのすべてのリソースに対して、起動メソッド
(Prenet_start、Start、Monitor_start) がすでに正常に実行されています (どのメ
ソッドであるかはリソースによって異なります)。

Online_faulted

リソースグループは Pending_online の状態でしたが、このノードで起動が終わりまし
た。しかし、1 つ以上のリソースが Start_failed リソース状態または Faulted ステータ
スになりました。

Pending_offline

リソースグループはノード上で停止中です。有効になっているそのグループのリソースに
対して、停止メソッド (Monitor_stop、Stop、Postnet_stop) が実行されようとしていま
す (どのメソッドであるかはリソースによって異なります)。

Pending_online

リソースグループはノード上で起動中です。有効になっているそのグループのリソースに
対して、起動メソッド (Prenet_start、Start、Monitor_start) が実行されようとしてい
ます (どのメソッドであるかはリソースによって異なります)。
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Pending_online_blocked

リソースグループは、完全な起動を行うことに失敗しました。これは、リソースグルー
プの 1 つまたは複数のリソースが、ほかのリソースグループのリソースに対して強
いリソース依存性があり、それが満たされていないためです。このようなリソースは
Offline のままになります。リソース依存性が満たされると、リソースグループは自動的
に Pending_online 状態に戻ります。

Unmanaged

新しく作成されたリソースグループの最初の状態や、過去には管理されていたリソース
グループの状態。そのグループのリソースに対して Init メソッドがまだ実行されていな
いか、そのグループのリソースに対して Fini メソッドがすでに実行されています。
このグループは RGM によって管理されていません。

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

RG_system (boolean)

リソースグループの RG_system プロパティーの値が TRUE の場合、そのリソースグループ
とそのリソースグループ内のリソースに関する特定の操作が制限されます。この制限は、
重要なリソースグループやリソースを間違って変更または削除してしまうことを防ぐために
あります。このプロパティーによって影響を受けるのは、273 ページのclresource(1CL)
コマンドと 305 ページのclresourcegroup(1CL) コマンドだけで
す。683 ページのscha_control(1HA) と 1101 ページのscha_control(3HA) の操作は
影響を受けません。
リソースグループ (または、リソースグループ内のリソース) の制限された操作を実行する前
に、最初にリソースグループの RG_system プロパティーを FALSE に設定する必要がありま
す。クラスタサービスをサポートするリソースグループ (または、リソースグループ内のリソース)
を変更または削除するときには注意してください。
次の表に、リソースグループの RG_system プロパティーが TRUE に設定されているときに制
限される操作を示します。

操作 例

リソースグループを削除する clresourcegroup delete RG1

リソースグループプロパティーを編集する
(RG_system を除く)

clresourcegroup set -p RG_description=... +

リソースグループへソースを追加する clresource create -g RG1 –t SUNW.nfs R1

リソースは作成後に有効な状態になり、リソースモニタリングも有効になります。

リソースグループからリソースを削除する clresource delete R1

リソースグループに属するリソースのプロパ
ティーを編集する

clresource set -g RG1 –t SUNW.nfs -p r_description="HA-NFS res" R1
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操作 例

リソースグループをオフラインに切り替える clresourcegroup offline RG1

リソースグループを管理する clresourcegroup manage RG1

リソースグループを管理しない clresourcegroup unmanage RG1

リソースを使用可能にする clresource enable R1

リソースのモニタリングを有効にする clresource monitor R1

リソースを使用不可にする clresource disable R1

リソースのモニタリングを無効にする clresource unmonitor R1

リソースグループの RG_system プロパティーの値が TRUE の場合、そのリソースグループで
編集可能な唯一のプロパティーは RG_system プロパティー自身です。つまり、RG_system プ
ロパティーの編集が制限されることはありません。

デフォルト FALSE

調整可能 すべての時間

Suspend_automatic_recovery ( boolean)

リソースグループの自動復旧が中断されるかどうかを指定するブール値です。クラスタ管理
者が自動復旧を再開するコマンドを明示的に実行するまで、中断されたリソースグループ
が自動的に再開またはフェイルオーバーされることはありません。オンラインかオフラインか
にかかわらず、中断されたデータサービスは現在の状態のままです。
リソースグループが一時停止されている間、clresourcegroup(1CL) または
clresource(1CL) コマンドを switch、online、offline、disable、enable などのサブ
コマンドとともに使用すると、リソースグループまたはそのリソースを特定のノード上の別
の状態に手動で切り替えることができます。アプリケーションプロセスの強制終了やア
プリケーション固有のコマンドの実行など、リソースに対して直接に操作するのではな
く、clresourcegroup(1CL) または clresource(1CL) コマンドを使用してください。これに
より、クラスタのフレームワークがリソースおよびリソースグループの現在のステータスを正確
に把握することができ、resume サブコマンドが実行されたときに可用性が正しく復元され
ます。
Suspend_automatic_recovery プロパティーに TRUE が設定されると、リソースグループの自
動復旧は中断されます。このプロパティーに FALSE が設定されると、リソースグループの自
動復旧が再開され、アクティブになります。
クラスタ管理者はこのプロパティーを直接設定しません。RGM は、クラスタ管理者がリソー
スグループの自動復旧を中断または再開したときに Suspend_automatic_recovery プロ
パティーの値を変更します。クラスタ管理者は、clresourcegroup suspend コマンドで自動
復旧を中断します。クラスタ管理者は、clresourcegroup resume コマンドで自動復旧を再
開します。RG_system プロパティーの設定にかかわらず、リソースグループは中断または再
開できます。
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デフォルト FALSE

調整可能 しない

Target_nodes (string_array)

clrg switch、clrg remaster、scha_control ギブオーバーまたはフェイルバックアクション
によって切り替えられている、リソースグループの現在の切り替え先ノードのリスト。リソース
グループが現在、これらのアクションのいずれかによって新しいノードに切り替えられていな
い場合、このクエリーは空のリストを返します。
このクエリーは通常、グループの切り替え先である指定された (1 つまたは複数の) ター
ゲットノードが存在するかどうかを検出するために、Stop または Postnet_stop 停止メソッ
ドによって実行されます。

デフォルト なし

調整可能 なし (クエリーのみ)

Unresolved link to " projects1", 185 ページのclnode(1CL),
273 ページのclresource(1CL), 305 ページのclresourcegroup(1CL),
683 ページのscha_control(1HA), Unresolved link to " poolbind1M",
1101 ページのscha_control(3HA), Unresolved link to " project4",
1271 ページのproperty_attributes(5), 1287 ページのr_properties(5),
1335 ページのrt_properties(5), 703 ページのscha_resourcegroup_get(1HA), および
1185 ページのscha_resourcegroup_get(3HA)。

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster Concepts Guide "、Unresolved link to
" Oracle Solaris Cluster データサービス計画および管理ガイド "、Unresolved link to "
Oracle Solaris ゾーンの紹介 "。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
rt_properties — resource-type プロパティー

下のリストで、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアが定義するリソースタイププロパティーに
ついて説明します。この説明は、データサービスの開発者を対象としたものです。特定のデータ
サービスについての詳細は、そのデータサービスのマニュアルページを参照してください。
リソースタイププロパティーの値
必須 プロパティーはリソースタイプ登録 (RTR) ファイルに明示的

な値を必要とします。そうでない場合、プロパティーが属する
オブジェクトは作成できません。空白文字または空の文字列
を値として指定できません。

条件付き RTR ファイル内に宣言を必要とするプロパティーです。宣言
がない場合、RGM はこのプロパティーを作成しません。した
がって、このプロパティーを管理ユーティリティーから利用で
きません。空白文字または空の文字列を値として指定できま
す。プロパティーが RTR ファイル内で宣言されており、値が
指定されていない場合には、RGM はデフォルト値を使用し
ます。

条件付き / 明示 RTR ファイル内に宣言と明示的な値を必要とするプロパ
ティーです。宣言がない場合、RGM はこのプロパティーを作
成しません。したがって、このプロパティーを管理ユーティリ
ティーから利用できません。空白文字または空の文字列を値
として指定できません。

任意 RTR ファイル内に宣言できるプロパティーです。プロパティー
が RTR ファイル内で宣言されていない場合は、RGM がこ
れを作成し、デフォルト値を与えます。プロパティーが RTR
ファイル内で宣言されており、値が指定されていない場合
は、RGM は、プロパティーが RTR ファイル内で宣言されな
いときのデフォルト値と同じ値を使用します。

照会のみ 管理ユーティリティーでは直接設定できないプロパティーで
す。このプロパティーは RTR ファイル内には設定されませ
ん。このプロパティーの値は情報のためだけに提供されます。

注記 - Installed_nodes と RT_system を除くリソースタイププロパティーは、管理ユーティリ
ティーでは更新できません。Installed_nodes は RTR ファイル内に宣言できないため、クラス
タ管理者のみが設定できます。RT_system には RTR ファイル内で初期値を割り当てることが
でき、またクラスタ管理者が設定することもできます。
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リソースタイププロパティーと説明

リソースタイプはリソースタイプ登録ファイルで定義されます。リソースタイプ登録ファイルには、
そのリソースタイプの標準プロパティーと拡張プロパティーの値が指定されています。

注記 - resource-type プロパティー名 (API_version や Boot など) には、大小文字の区別
はありません。プロパティー名を指定する際には、大文字と小文字を任意に組み合わせることが
できます。

API_version (integer)

このリソースタイプの実装が使用するリソース管理 API のバージョン。
Oracle Solaris Cluster ソフトウェアの各リリースでサポートされる最新の API_version
は次のとおりです。

3.1 以前 2

3.1 10/03 3

3.1 4/04 4

3.1 9/04 5

3.1 8/05 6

3.2 7

3.2 2/08 8

3.2 1/09 9

3.2 11/09 10

3.3 11

3.3 5/11 12

3.3 12/12 13

4.0 20

4.1 21

4.2 22
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RTR ファイルで API_version に 2 より大きい値を宣言すると、そのリソースタイプは、その
値より古いバージョンをサポートする Oracle Solaris Cluster ソフトウェアにはインストー
ルされません。たとえば、あるリソースタイプに API_version=7 を宣言した場合、そのリソー
スタイプは、Sun Cluster 3.2 リリースより前にリリースされたクラスタソフトウェアのどの
バージョンにもインストールできません。

カテゴリ 任意

デフォルト 2

調整可能 しない

Boot (string)

オプションのコールバックメソッド: 次に示す条件が発生したときに、RGM がノード上で呼
び出すプログラムのパスです:
■ ノードがクラスタに結合または再結合する場合。
■ このタイプのリソースを含むリソースグループが管理されている場合。

このメソッドは、Init メソッドと同様に、このタイプのリソースの初期化を行う必要がありま
す。

カテゴリ 条件付き / 明示

デフォルト なし

調整可能 しない

Failover (boolean)

このプロパティーに TRUE を設定した場合、このタイプのリソースは、複数のノードで同時に
オンラインになる可能性があるどのグループ内でも構成できません。
このリソースタイプのプロパティーは、次のように Scalable リソースプロパティーと一緒に使
用します:

Failover/Scalable 説明

TRUE/TRUE この非論理的な組み合わせは指定しないでください。

TRUE/FALSE この組み合わせは、フェイルオーバーサービスに対して指定します。

FALSE/TRUE この組み合わせは、ネットワーク負荷分散に SharedAddress リソースを
使用するスケーラブルサービスに指定します。

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster Concepts Guide
"Oracle Solaris Cluster Concepts Guide を参照してください。

FALSE/FALSE この組み合わせを使用して、ネットワーク負荷分散を使用しないマルチ
マスターサービスを選択します。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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詳細は、Scalable in 1287 ページのr_properties(5) の説明およびUnresolved link
to " Oracle Solaris Cluster Concepts Guide の第 3 章Key Concepts for System
Administrators and Application Developers"を参照してください。

カテゴリ 任意

デフォルト FALSE

調整可能 しない

Fini (string)

オプションのコールバックメソッド: このタイプのリソースを RGM 管理の対象外にすると
き、RGM によって呼び出されるプログラムのパスです。

カテゴリ 条件付き / 明示

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

Global_zone (boolean)

あるリソースタイプのこのプロパティーに TRUE を設定した場合、そのメソッドはすべての状
況で、大域ゾーン内で実行されます。このプロパティーに TRUE を設定した場合、リソースグ
ループがゾーンクラスタで構成されている場合でも、メソッドは大域ゾーンで実行されます。
このプロパティーに TRUE を設定するのは、ネットワークアドレスやファイルシステムなど、大
域ゾーンから管理できるサービスに対してだけです。

注意 - 信頼できる既知のソースであるリソースタイプを除いて、Global_zone プロパティーに
TRUE が設定されているリソースタイプは登録しないでください。このプロパティーに TRUE を設
定したリソースタイプは、ゾーン分離をすり抜け、脅威をもたらします。

ゾーンクラスタ内にある RTR ファイルで Global_zone プロパティーを TRUE に設定しないでく
ださい。このプロパティーに TRUE を設定するすべてのタイプのリソースは、グローバルクラスタの
大域ゾーンに配置する必要があります。

非大域ゾーンで起動するように構成され、Global_zone プロパティーに TRUE が設定され
ているリソースのメソッドは、常に大域ゾーンで実行されます。このようなリソースは、非大域
ゾーンで構成されても、CPU 共有および専用プロセッサセット構成の利点を得ません。こ
のリソースは、RG_slm_type プロパティーに AUTOMATED を設定した場合でも利点は得られま
せん。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは、RG_slm_type プロパティーに MANUAL が設
定されているリソースグループ内にあるかのように、このようなリソースを扱います。
Global_zone プロパティーに TRUE が設定されているリソースタイプのメソッドは大域ゾー
ンで実行されるため、RGM は、非大域ゾーンが停止されても、これらのリソースタイプがオ
フラインであると即座にみなすわけではありません。実際、RGM は、Monitor_stop、Stop、

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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および Postnet_stop などのメソッドを LogicalHostname、SharedAddress、および
HAStoragePlus をはじめとするこれらのリソースタイプ上で実行します。しかし、非大域ゾー
ンが終了したとき、RGM は、Global_zone プロパティーに FALSE が設定されているリソー
スはオフラインであると考えます。停止メソッドは非大域ゾーンで実行する必要があるた
め、RGM は、このようなリソースでは停止メソッドを実行できません。
Global_zone=TRUE を宣言するリソースタイプは、Global_zone_override リソースプロパ
ティーも宣言する場合があります。その場合、Global_zone_override プロパティーの値が、
そのリソースの Global_zone プロパティーの値より優先されます。Global_zone_override
プロパティーの詳細は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参照してく
ださい。

カテゴリ 任意

デフォルト FALSE

調整可能 しない

Init (string)

オプションのコールバックメソッド: このタイプのリソースを RGM 管理対象にするとき
RGM によって呼び出されるプログラムのパスです。

カテゴリ 条件付き / 明示

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

Init_nodes (enum)

RGM が Init、Fini、Boot、Validate メソッドを呼び出すノードを示します。このプロパ
ティーには、RG_primaries (リソースをマスターできるノードのみ) と RT_installed_nodes
(このリソースタイプがインストールされるすべてのノード) のいずれかを指定できます。

カテゴリ 任意

デフォルト RG_primaries

調整可能 しない

Installed_nodes (string_array)

リソースタイプの実行が許可されるノードの名前のリスト。このプロパティーは RGM によっ
て自動的に作成されます。クラスタ管理者は値を設定できます。このプロパティーは、RTR
ファイル内には宣言できません。

カテゴリ クラスタ管理者による構成が可能です。
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デフォルト すべてのクラスタノード

調整可能 すべての時間

Is_logical_hostname (boolean)

TRUE は、このリソースタイプが、フェイルオーバー IP アドレスを管理する LogicalHostname
リソースタイプのいずれかのバージョンであることを示します。

カテゴリ 照会のみ

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

Is_shared_address (boolean)

TRUE は、このリソースタイプが、共有 IP (インターネットプロトコル) アドレスを管理する
SharedAddress リソースタイプのいずれかのバージョンであることを示します。

カテゴリ 照会のみ

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

Monitor_check (string)

オプションのコールバックメソッド: 障害モニターの要求によってこのリソースタイプのフェ
イルオーバーを実行する前に、RGM によって呼び出されるプログラムのパスです。あるノー
ドでモニター検査プログラムがゼロ以外の値で終了した場合、そのノードへのフェイルオー
バーへの試みは妨げられます。

カテゴリ 条件付き / 明示

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

Monitor_start (string)

オプションのコールバックメソッド: このタイプのリソースの障害モニターを起動するために
RGM によって呼び出されるプログラムのパスです。

カテゴリ 条件付き / 明示

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない
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Monitor_stop (string)

Monitor_start が設定されている場合、必須のコールバックメソッドになります: このタイプ
のリソースの障害モニターを停止するために RGM によって呼び出されるプログラムのパ
スです。

カテゴリ 条件付き / 明示

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

Pkglist (string_array)

リソースタイプのインストールに含まれている任意のパッケージリスト。

カテゴリ 条件付き / 明示

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

Postnet_stop (string)

オプションのコールバックメソッド: このタイプのリソースが、あるネットワークアドレスリソー
スに依存している場合、そのネットワークアドレスリソースの Stop メソッドの呼び出し後
に RGM によって呼び出されるプログラムのパスです。このメソッドは、ネットワークインタ
フェースを停止したあとに、Stop アクションを行う必要があります。

カテゴリ 条件付き / 明示

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

Prenet_start (string)

オプションのコールバックメソッド: このタイプのリソースが、あるネットワークアドレスリソー
スに依存している場合、そのネットワークアドレスリソースの Start メソッドの呼び出し前
に RGM によって呼び出されるプログラムのパスです。このメソッドは、ネットワークインタ
フェースが構成される前に実行する必要がある Start アクションを行う必要があります。

カテゴリ 条件付き / 明示

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

Proxy (boolean)

このタイプのリソースがプロキシリソースであるかどうかを示します。
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プロキシリソースは、リソースの状態を Oracle Clusterware などの別のクラスタフレームワー
クからインポートする Oracle Solaris Cluster リソースです。Oracle Clusterware は、ク
ラスタ環境のための、プラットフォームに依存しない一連のシステムサービスです。
プロキシリソースタイプは、Prenet_start メソッドを使用して、外部 (プロキシ) リソース
の状態をモニターするデーモンを起動します。Postnet_stop メソッドは、このモニタリ
ングデーモンを停止します。このモニタリングデーモンは、CHANGE_STATE_ONLINE また
は CHANGE_STATE_OFFLINE タグとともに scha_control コマンドを実行し、プロキシリ
ソースの状態をそれぞれ Online または Offline に設定します。scha_control() 関数
は、SCHA_CHANGE_STATE_ONLINE タグと SCHA_CHANGE_STATE_OFFLINE タグを同様に使用し
ます。
このプロパティーに TRUE を設定した場合、このリソースはプロキシリソースです。

カテゴリ 任意

デフォルト FALSE

調整可能 しない

Resource_list (string_array)

リソースタイプの全リソースのリストです。管理者はこのプロパティーを直接設定しません。
ただし、管理者がこのタイプのリソースをリソースグループに追加したり、リソースグループか
ら削除したりした場合、RGM はこのプロパティーを更新します。

カテゴリ 照会のみ

デフォルト 空のリスト

調整可能 しない

Resource_type (string)

リソースタイプの名前。現在登録されているリソースタイプ名を表示するには、次のように入
力します。
clresourcetype list

リソースタイプ名には、バージョン (必須) が含まれます。
vendor_id.resource_type:version

リソースタイプ名の 3 つのコンポーネントは、RTR ファイル内に指定された 3 つのプロ
パティー vendor-id、resource-type および RT-version になります。clresourcetype コマ
ンドはピリオド (.) およびコロン (:) 区切り文字を挿入します。リソースタイプ名の接尾辞
RT_version には、RT_version プロパティーと同じ値が入ります。vendor-id が必ず一意に
なるように、リソースタイプを作成した会社の株式の略号を使用することをお勧めします。

カテゴリ 必須

デフォルト 空の文字列
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調整可能 しない

RT_basedir (string)

コールバックメソッドの相対パスを補完するディレクトリパスです。このパスは、リソースタイ
プパッケージのインストール場所に設定します。このパスには、スラッシュ (/) で開始する完
全なパスを指定する必要があります。すべてのメソッドパス名が絶対パスの場合は、このプ
ロパティーを指定しなくてもかまいません。

カテゴリ 必須 (すべてのメソッドパスが絶対パスである場合を除く)

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

RT_description (string)

リソースタイプの簡単な説明です。

カテゴリ 条件付き

デフォルト 空の文字列

調整可能 しない

RT_system (boolean)

あるリソースタイプのこのプロパティーに TRUE を設定した場合、そのリソースタイプは削
除できません (clresourcetype unregister resource-type-name)。このプロパティー
は、LogicalHostname など、クラスタのインフラストラクチャのサポートに使用されるリソース
タイプを間違って削除してしまうことを防ぐためにあります。しかし、RT_system プロパティー
はどのリソースタイプにも適用できます。
RT_system プロパティーが TRUE に設定されたリソースタイプを削除するには、まず、このプ
ロパティーに FALSE を設定する必要があります。クラスタサービスをサポートするリソースを
持つリソースタイプを削除するときには注意してください。

カテゴリ 任意

デフォルト FALSE

調整可能 すべての時間

RT_version (string)

このリソースタイプ実装を識別する必須のバージョン文字列。RT_version は、完全なリソー
スタイプ名の末尾の部分です。

カテゴリ 条件付き/明示または必須
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デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

Single_instance (boolean)

このプロパティーに TRUE を設定した場合、RGM は、このタイプのリソースがクラスタ内に
1 つだけ存在することを許可します。

カテゴリ 任意

デフォルト FALSE

調整可能 しない

Start (string)

コールバックメソッド。このタイプのリソースを起動するために RGM によって呼び出される
プログラムのパスです。

カテゴリ RTR ファイルで Prenet_start メソッドが宣言されていないかぎり
必須

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

Stop (string)

コールバックメソッド。このタイプのリソースを停止させるために RGM によって呼び出され
るプログラムのパスです。

カテゴリ RTR ファイルで Postnet_stop メソッドが宣言されていないかぎり
必須

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

Update (string)

オプションのコールバックメソッド: このタイプの実行中のリソースのプロパティーが変更さ
れたとき RGM によって呼び出されるプログラムのパスです。

カテゴリ 条件付き / 明示

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない
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Validate (string)

オプションのコールバックメソッド: このタイプのリソースのプロパティー値を検査するため
に、RGM によって呼び出されるプログラムのパスです。

カテゴリ 条件付き / 明示

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

Vendor_ID (string)

「Resource_type プロパティー」を参照してください。

カテゴリ 条件付き

デフォルト デフォルトなし

調整可能 しない

273 ページのclresource(1CL), 305 ページのclresourcegroup(1CL),
333 ページのclresourcetype(1CL), 1251 ページのrt_reg(4),
1389 ページのSUNW.HAStoragePlus(5), 1271 ページのproperty_attributes(5),
1287 ページのr_properties(5), 1319 ページのrg_properties(5),
683 ページのscha_control(1HA), 1101 ページのscha_control(3HA)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster Concepts Guide ", Unresolved link to
" Oracle Solaris Cluster Data Services Developer’s Guide ", Unresolved link to "
Oracle Solaris Cluster データサービス計画および管理ガイド "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
scalable_service — スケーラブルリソースタイプ

スケーラブルデータサービスとは、Oracle Solaris Cluster ネットワーキング機能を使用する
データサービスのことです。このようなサービスは、Resource Group Manager (RGM) で管
理されるリソースタイプとして実装されます。
標準的なリソースプロパティー

すべてのスケーラブルリソースタイプに共通に適用される標準的なリソースプロパティーに
は、Scalable、Network_resources_used、Port_list、Load_balancing_policy、および
Load_balancing_weights があります。これらのプロパティーの構文および説明について
は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参照してください。

一部のデータサービスは、スケーラブルモードか非スケーラブルモードのいずれかでしか動作しま
せん。これらのデータサービスでは、リソースの作成時に True プロパティーの値として False か
Scalable を指定できます。このプロパティーがリソース上で True に設定されている場合、その
リソースは「スケーラブルモード」になっているとみなされます。次に、そのリソースをスケーラブル
モードのリソースグループ (つまり、Maximum_primaries プロパティーを 1 よりも大きい値に設定
できるグループ) に含める必要があります。

スケーラブルモードでのみ動作できるデータサービスの場合、Scalable プロパティーはこのタイ
プのリソースに対して暗黙に True であり、管理者が変更することはできません。

Load_balancing_weights および Port_list プロパティーは、リソースがオンラインである場合
を含め、いつでも変更できます。Network_resources_used および Load_balancing_policy は
リソースの作成時に設定され、このあとにこれらのプロパティーを編集できません。そのリソース
タイプがどのように実装されているかによって、これらのプロパティーにデフォルト値が設定され
ている場合もあれば、リソースの作成時に値を指定する必要がある場合もあります。
ネットワークモニタリング

特定のノードで動作するスケーラブルサービスインスタンスは、パブリックネットワークを介して
クライアントに応答できる必要があります。RGM は、スケーラブルサービスが動作するノード
でのパブリックネットワークの状態を自動的にモニターし、特定のノードでパブリックネットワーク
がアクセス不能になると、そのノードで動作するスケーラブルサービスインスタンスを停止しま
す。clresource unmonitor コマンドを使用してスケーラブルリソースのモニタリングを無効にす
ると、これらのネットワークチェックは無効になります。
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リソースの検証

Scalable に設定された True リソースプロパティーが作成または更新されると、RGM はさまざ
まなプロパティーを検査し、これらのプロパティーの構成が正しくなければ更新を実行しません。
この検査の一部には次のようなものがあります。

■ Network_resources_used プロパティーは未設定のままにしないでください。このプロパ
ティーには既存の SharedAddress リソースの名前を含めます。スケーラブルリソースを含む
リソースグループの Nodelist プロパティーに対して指定する各ノードは、NetIfList プロパ
ティー、またはいずれかの SharedAddress リソースの AuxNodeList プロパティーに含まれる
必要があります。

■ スケーラブルリソースを含むリソースグループの RG_dependencies プロパティーは、そのス
ケーラブルリソースの Network_resources_used プロパティーにリストされているすべての
SharedAddress リソースのリソースグループを含むように設定されている必要があります。

■ Port_list プロパティーは未設定のままにしないでください。このプロパティーには、ポー
トとプロトコルの組み合わせが列挙されている必要があります。その場合、プロトコル
は、tcp、tcp6、udp、または udp6 のいずれかになります。指定可能なプロトコルは、TCP
IPv4 のみの場合は tcp、TCP IPv4 と TCP IPv6 の両方を使用する場合は tcp6、UDP
IPv4 のみの場合はudp、UDP IPv4 と UDP IPv6 の両方を使用する場合は udp6 になり
ます。

たとえば、Port_list=80/tcp,40/udp と指定します。

アフィニティー

IP アフィニティーにより、特定のクライアント IP アドレスからの接続はすべて同じクラス
タノードに転送されるようになります。Affinity_timeout、UDP_affinity、Weak_affinity
は、Load_balancing_policy が Lb_sticky または Lb_sticky_wild に設定されているときの
み有効です。詳細は、1287 ページのr_properties(5) を参照してください。

273 ページのclresource(1CL), 305 ページのclresourcegroup(1CL),
333 ページのclresourcetype(1CL), 645 ページのrt_callbacks(1HA),
1251 ページのrt_reg(4), 1287 ページのr_properties(5)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster ソフトウェアのインストール "、Unresolved
link to " Oracle Solaris Cluster Data Services Developer’s Guide "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
SUNW.ScalDeviceGroup, ScalDeviceGroup — スケーラブルデバイスグループのリソース
タイプ実装

SUNW.ScalDeviceGroup リソースタイプは、スケーラブルデバイスグループを表します。このリソー
スタイプのインスタンスは、次に示す種類のデバイスグループの 1 つを表します:

■ Solaris Volume Manager for Sun Cluster の複数所有者ディスクセット

SUNW.ScalDeviceGroup リソースタイプは、スケーラブルリソースタイプです。このリソースタイプ
のインスタンスは、リソースを含むリソースグループのノードリスト内にある各ノードでオンラインで
す。

このリソースタイプを登録し、リソースタイプのインスタンスを作成するには、次のいずれかの方
法を使用します。

■ Oracle Solaris Cluster Manager
■ Oracle Real Application Clusters 用 Oracle Solaris Cluster サポートを構成するた

めのオプションを指定する clsetup ユーティリティー
■ 次の一連の Oracle Solaris Cluster 保守コマンド。

1. このリソースタイプを登録するには、clresourcetype コマンドを使用します。

2. このリソースタイプのインスタンスを作成するには、clresource コマンドを使用します。

SUNW.ScalDeviceGroup リソースタイプに対して定義される標準プロパティーと拡張プロパ
ティーについて、これ以降のサブセクションで説明します。
標準プロパティー

すべての標準リソースプロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアル
ページを参照してください。

標準のリソースタイププロパティーは、次のようにこのリソースタイプに対して無効にされます。

Monitor_start_timeout

最小
10

デフォルト
300
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Monitor_stop_timeout

最小
10

デフォルト
300

Postnet_stop_timeout

最小
60

デフォルト
300

Prenet_start_timeout

最小
60

デフォルト
300

Start_timeout

最小
60

デフォルト
300

Stop_timeout

最小
60

デフォルト
300

Thorough_probe_interval

デフォルト
300
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Update_timeout

最小
60

デフォルト
300

Validate_timeout

最小
60

デフォルト
300

拡張プロパティー

このリソースタイプには、次のような拡張プロパティーが設定されます。

Debug_level
このプロパティーは、このタイプのリソースからのデバッグメッセージが記録されるレベルを
指定します。デバッグレベルを高くすると、より多くのデバッグメッセージがログファイルに書
き込まれます。

データ型
整数

デフォルト
0

範囲
0–10

調整可能
すべての時間

DiskGroupName
このプロパティーは、リソースが表すデバイスグループの名前を指定します。このプロパ
ティーには次に示す項目の 1 つを設定してください。
■ Solaris ボリュームマネージャーの複数所有者ディスクセットの名前。この名前は、ディ

スクセットの作成に使用した Unresolved link to " metaset1M" コマンドで指定し
たものです。

指定するデバイスグループの要件は次のとおりです。

http://otn.oracle.com
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■ デバイスグループは、既存の有効な複数所有者ディスクセットまたは共有ディスクグ
ループとします。

■ デバイスグループは、リソースをマスターできるすべてのノードでホストされるようにしま
す。

■ デバイスグループは、スケーラブルデバイスグループリソースをマスターできるすべての
ノードからアクセス可能にします。

■ デバイスグループには、1 つ以上のボリュームを含めます。

データ型
文字列

デフォルト
デフォルトは定義されていません。

範囲
適用不可

調整可能
無効時

IOTimeout
このプロパティーは、I/O 検証のタイムアウト値 (秒) を指定します。

デフォルト
30

範囲
1–1800

調整可能
すべての時間

LogicalDeviceList
このプロパティーは、リソースの障害モニターでモニターする論理ボリュームのコンマ区切り
のリストを指定します。このプロパティーは省略可能です。このプロパティーの値を指定しな
い場合、デバイスグループ内のすべての論理ボリュームがモニターされます。
デバイスグループのステータスは、モニターされる個々の論理ボリュームのステータスから導
き出されます。モニターされているすべての論理ボリュームが健全な場合、そのデバイスグ
ループは健全です。モニターされている論理ボリュームが 1 つでも障害状態の場合、その
デバイスグループは障害状態となります。
個々の論理ボリュームのステータスを取得するには、そのボリュームのボリュームマネー
ジャーに照会します。Solaris ボリュームマネージャーのボリュームのステータスを照会から判
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断できない場合、障害モニターはファイルの入出力 (I/O) 操作を実行して、そのステータ
スを判断します。
デバイスグループが障害状態であることがわかると、グループを表すリソースのモニタリン
グが停止され、リソースが無効な状態に置かれます。

注記 - ミラー化ディスクの場合、1 つのサブミラーが障害状態でも、デバイスグループは健全で
あるとみなされます。

注記 - Solaris Volume Manager for Sun Cluster を使用している場合、ソフトパーティショ
ンのモニターを指定するには、対応する上または下のレベルのメタデバイスも指定する必要が
あります。

指定する各論理ボリュームの要件は次のとおりです。
■ 論理ボリュームが存在する。
■ 論理ボリュームが、diskgroupname プロパティーが指定するデバイスグループに含まれ

ている。
■ 論理ボリュームが、スケーラブルデバイスグループリソースをマスターできるすべてのノー

ドからアクセス可能である。

データ型
文字列配列

デフォルト
""

範囲
適用不可

調整可能
すべての時間

Monitor_retry_count
このプロパティーは、障害モニターに許可される、プロセスモニター機能 (PMF) による最大
再起動回数を指定します。

データ型
整数

デフォルト
4

範囲
範囲は定義されていません。
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調整可能
すべての時間

Monitor_retry_interval
このプロパティーは、PMF が障害モニターの再起動をカウントする期間 (分単位) を指定
します。

データ型
整数

デフォルト
2

範囲
範囲は定義されていません。

調整可能
すべての時間

RebootOnFailure
このプロパティーは、検証によって障害が検出された場合に、ローカルシステムをリブートす
るかどうかを指定します。このプロパティーが TRUE に設定されている場合、リソースによっ
て使用されるすべてのデバイスを、ディスクパスのモニタリングで直接または間接的にモ
ニターする必要があります。
RebootOnFailure が TRUE に設定されてお
り、GlobalDevicePaths、FileSystemMountPoints、または Zpools プロパティーで指定した
各エントリで、使用可能なデバイスが少なくとも 1 つ検出された場合、ローカルシステムは
リブートされます。ローカルシステムは、リソースがオンライン状態のグローバルクラスタノード
またはゾーンクラスタノードを参照します。

デフォルト
FALSE

調整可能
すべての時間

例   400 SUNW.vucmm_svm リソースタイプを使用して、ScalDeviceGroup リソースを作成

この例では、SUNW.vucmm_svm リソースタイプを使用した datadg という名前の Solaris
Volume Manager for Sun Cluster 複数所有者ディスクセットを表す、ScalDeviceGroup リ
ソースを作成する方法を示します。リソースの名前は scaldatadg-rs です。この例は、次に示す
Oracle Solaris Cluster オブジェクトが存在することを前提とします。
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■ scaldatadg-rg という名前のスケーラブルリソースグループ。
■ vucmm-svm-rs という名前の SUNW.vucmm_svm リソースタイプのインスタンス。

# clresourcetype register SUNW.ScalDeviceGroup

# clresource create -t SUNW.ScalDeviceGroup \

-g scaldatadg-rg \

-p Resource_dependencies=vucmm-svm-rs \

-p DiskGroupName=datadg \

scaldatadg-rs

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

273 ページのclresource(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
487 ページのclsetup(1CL), Unresolved link to " metaset1M", Unresolved link to "
attributes5", 1287 ページのr_properties(5), 1435 ページのSUNW.vucmm_svm(5)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster Data Service for Oracle Real
Application Clusters ガイド "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
SUNW.ScalMountPoint, ScalMountPoint — スケーラブルファイルシステムのマウントポ
イントのリソースタイプ

SUNW.ScalMountPoint リソースタイプは、スケーラブルファイルシステムマウントポイントを表し
ます。このリソースタイプのインスタンスは、次に示す種類のファイルシステムの 1 つのマウント
ポイントを表します。

■ Sun QFS 共有ファイルシステム
■ ネットワーク接続ストレージ (NAS) デバイス上のファイルシステム。

NAS デバイスおよびファイルシステムは、Oracle Solaris Cluster で使用できるように構
成済みである必要があります。詳細は、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster
With Network-Attached Storage Device Manual "を参照してください。

SUNW.ScalMountPoint リソースタイプは、スケーラブルリソースタイプです。このリソースタイプの
インスタンスは、リソースを含むリソースグループのノードリスト内にある各ノードでオンラインで
す。

このリソースタイプを登録し、リソースタイプのインスタンスを作成するには、次のいずれかの方
法を使用します。

■ Oracle Solaris Cluster Manager
■ Oracle Real Application Clusters 用 Oracle Solaris Cluster サポートを構成するた

めのオプションを指定する clsetup ユーティリティー
■ 次の一連の Oracle Solaris Cluster 保守コマンド。

1. このリソースタイプを登録するには、clresourcetype コマンドを使用します。

2. このリソースタイプのインスタンスを作成するには、clresource コマンドを使用します。

SUNW.ScalMountPoint リソースタイプに対して定義される標準プロパティーと拡張プロパティー
について、これ以降のサブセクションで説明します。
標準プロパティー

すべての標準リソースプロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアル
ページを参照してください。

標準のリソースタイププロパティーは、次のようにこのリソースタイプに対して無効にされます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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Monitor_start_timeout

最小
10

デフォルト
300

Monitor_stop_timeout

最小
10

デフォルト
300

Postnet_stop_timeout

最小
60

デフォルト
300

Prenet_start_timeout

最小
60

デフォルト
300

Start_timeout

最小
60

デフォルト
300

Stop_timeout

最小
60

デフォルト
300
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Thorough_probe_interval

デフォルト
300

Update_timeout

最小
60

デフォルト
300

Validate_timeout

最小
60

デフォルト
300

拡張プロパティー

このリソースタイプには、次のような拡張プロパティーが設定されます。

Debug_level
このプロパティーは、ファイルシステムマウントポイントのリソースからのデバッグメッセージ
が記録されるレベルを指定します。デバッグレベルを高くすると、より多くのデバッグメッ
セージがログファイルに書き込まれます。

データ型
整数

デフォルト
0

範囲
0–10

調整可能
すべての時間

FileSystemType
このプロパティーは、リソースが表すマウントポイントを持つファイルシステムの種類を指定
します。このプロパティーを指定してください。このプロパティーには次に示す値の 1 つを設
定します。
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nas

ファイルシステムが NAS デバイス上のファイルシステムであることを指定します。

s-qfs

ファイルシステムが Sun QFS 共有ファイルシステムであることを指定します。

データ型
文字列

デフォルト
デフォルトは定義されていません。

範囲
適用不可

調整可能
無効時

IOTimeout
このプロパティーは、障害モニターが入出力 (I/O) 検証に使用するタイムアウト値を秒単
位で指定します。障害モニターは、マウントされたファイルシステムが使用可能かどうかを
判断するため、ファイルシステム上でテストファイルを開いたり、読み込んだり、書き込んだ
りするなどの I/O 操作を実行します。I/O 操作がタイムアウト期間内に完了しない場合、
障害モニターはエラーを報告します。

データ型
整数

デフォルト
300

範囲
5–1800

調整可能
すべての時間

Monitor_retry_count
このプロパティーは、障害モニターに許可される、プロセスモニター機能 (PMF) による最大
再起動回数を指定します。

データ型
整数

デフォルト
4
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範囲
範囲は定義されていません。

調整可能
すべての時間

Monitor_retry_interval
このプロパティーは、PMF が障害モニターの再起動をカウントする期間 (分単位) を指定
します。

データ型
整数

デフォルト
2

範囲
範囲は定義されていません。

調整可能
すべての時間

MountOptions
このプロパティーは、リソースが表すファイルシステムがマウントされるときに使用されるマ
ウントオプションのコンマ区切りリストを指定します。このプロパティーは省略可能です。こ
のプロパティーの値を指定しないと、マウントオプションは、ファイルシステムのデフォルト
の表から取得されます。
■ Sun QFS 共有ファイルシステムの場合、これらのオプションは /etc/opt/SUNWsamfs/

samfs.cmd ファイルから取得されます。
■ NAS デバイス上のファイルシステムの場合、これらのオプションは /etc/vfstab ファ

イルから取得されます。

このプロパティーを通して指定するマウントオプションは、ファイルシステムのデフォルトの
表内のマウントオプションをオーバーライドします。

データ型
文字列

デフォルト
""

範囲
適用不可
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調整可能
無効時

MountPointDir
このプロパティーは、リソースが表すファイルシステムのマウントポイントを指定します。マウ
ントポイントは、ファイルシステムのマウント時にファイルシステムがファイルシステム階層
に接続されるディレクトリへのフルパスです。このプロパティーを指定してください。
指定するディレクトリはすでに存在している必要があります。

データ型
文字列

デフォルト
デフォルトは定義されていません。

範囲
適用不可

調整可能
無効時

RebootOnFailure
このプロパティーは、検証によって障害が検出された場合に、ローカルシステムをリブートす
るかどうかを指定します。このプロパティーが TRUE に設定されている場合、リソースによっ
て使用されるすべてのデバイスを、ディスクパスのモニタリングで直接または間接的にモ
ニターする必要があります。
RebootOnFailure が TRUE に設定されてお
り、GlobalDevicePaths、FileSystemMountPoints、または Zpools プロパティーで指定した
各エントリで、使用可能なデバイスが少なくとも 1 つ検出された場合、ローカルシステムは
リブートされます。ローカルシステムは、リソースがオンライン状態のグローバルクラスタノード
またはゾーンクラスタノードを参照します。

デフォルト
FALSE

調整可能
すべての時間

TargetFileSystem
このプロパティーは、MountPointDir 拡張プロパティーが指定するマウントポイントでマウン
トされるファイルシステムを指定します。このプロパティーを指定してください。ファイルシス
テムの種類は、FileSystemType プロパティーが指定する種類に一致させる必要がありま
す。このプロパティーの書式は、ファイルシステムの種類によって次のように異なります。
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■ Sun QFS 共有ファイルシステムの場合、このプロパティーにはファイルシステムの作
成時にファイルシステムに割り当てられた名前を設定します。ファイルシステムは、正し
く構成してください。詳細は、使用している Sun QFS 共有ファイルシステムのドキュメ
ントを参照してください。

■ NAS デバイスのファイルシステムの場合は、このプロパティーに nas-device:path を
設定します。上記書式の各項目の意味は次のとおりです。

nas-device

ファイルシステムをエクスポートしている NAS デバイスの名前を指定します。この
名前は、状況に応じてドメインで修飾できます。

path

NAS デバイスがエクスポートしているファイルシステムへのフルパスを指定しま
す。

NAS デバイスおよびファイルシステムは、Oracle Solaris Cluster で使用できるよう
に構成済みである必要があります。詳細は、Unresolved link to " Oracle Solaris
Cluster With Network-Attached Storage Device Manual "を参照してください。

データ型
文字列

デフォルト
デフォルトは定義されていません。

範囲
適用不可

調整可能
無効時

例   401 ScalMountPoint リソースの作成

この例では、Solaris Volume Manager for Sun Cluster と一緒に使用される Sun QFS
共有ファイルシステムのマウントポイントを表す ScalMountPoint リソースを作成する方法を示
します。リソースの名前は scal-db_qfs-Data-rs です。ファイルシステムの特徴は次のとおりで
す。

■ ファイルシステムのマウントポイントは /db_qfs/Data です。
■ マウントされるファイルシステムは Data です。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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■ マウントオプションは、ファイルシステムのデフォルトの表、/etc/opt/SUNWsamfs/
samfs.cmd ファイルから取得されます。

この例は、次に示す Oracle Solaris Cluster オブジェクトが存在することを前提とします。

■ scaldatadg-rg という名前のスケーラブルリソースグループ。
■ qfs-db_qfs-Data-rs という名前の SUNW.qfs リソースタイプのインスタンス。
■ scaldatadg-rs という名前の SUNW.ScalDeviceGroup リソースタイプのインスタンス。

# clresourcetype register SUNW.ScalMountPoint

# clresource create -t SUNW.ScalMountPoint \

-g scaldatadg-rg \

-p Resource_dependencies=qfs-db_qfs-Data-rs,scaldatadg-rs \

-p MountPointDir=/db_qfs/Data \

-p FileSystemType=s-qfs \

-p TargetFileSystem=Data \

scal-db_qfs-Data-rs

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

273 ページのclresource(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
487 ページのclsetup(1CL), Unresolved link to " vfstab4",
Unresolved link to " attributes5", 1287 ページのr_properties(5),
1415 ページのSUNWct.ScalDeviceGroup(5), 1433 ページのSUNW.vucmm_framework(5)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster Data Service for Oracle Real
Application Clusters ガイド "、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster With
Network-Attached Storage Device Manual "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
SUNW.SCTelemetry, SCTelemetry — システム資源使用状況に関するデータを収集する
ためのリソースタイプ

SUNW.SCTelemetry は、システム資源の使用状況に関するデータの収集を可能にするリソース
タイプです。SUNW.SCTelemetry は、7 日間にわたり、Java DB データベース内のシステム資源
使用状況データを格納します。タイプが SUNW.SCTelemetry のリソースは、タイプが SUNW.derby
のリソースに依存します。詳細は、1371 ページのSUNW.derby(5) のマニュアルページを参照し
てください。

SUNW.SCTelemetry リソースタイプに関連付けられている拡張プロパティーは、次のとおりです。

Extended_accounting_cleanup(boolean)

拡張されているアカウンティングログファイルをクリーンアップするかどうか、つまり履歴
データを削除するかどうかを指定します。Extended_accounting_cleanup の取り得る値
は、TRUE と FALSE です。

カテゴリ 任意

デフォルト TRUE

調整可能 すべての時間

Monitor_retry_count(integer)

障害モニターの再起動を制御します。このプロパティーには、障害モニターがプ
ロセスモニター機能により再起動される回数を示しています。このプロパティー
は、735 ページのpmfadm(1M) コマンドに渡される -n オプションに相当します。Resource
Group Manager (RGM) は、指定された時間窓内の再起動回数をカウントしま
す。詳細については、Monitor_retry_interval プロパティーを参照してください。な
お、Monitor_retry_count は、タイプが SUNW.SCTelemetry のリソースではなく、障害モニ
ター自体の再起動回数を指します。

カテゴリ 任意

デフォルト 4

調整可能 すべての時間

Monitor_retry_interval(integer)

RGM が障害モニターで問題が発見された回数をカウントする時間を分単位で指定しま
す。このプロパティーは、735 ページのpmfadm(1M) コマンドに渡される -t オプションに相



1366 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

当します。障害モニターで問題が発見された回数が Monitor_retry_count プロパティーの
値を超過すると、プロセスモニター機能は障害モニターを再起動しません。

カテゴリ 任意

デフォルト 2 分

調整可能 すべての時間

Probe_timeout(integer)

検証機能のタイムアウト値を秒単位で指定します。

カテゴリ 任意

デフォルト 60 秒

最小 2 秒

調整可能 すべての時間

Sampling_interval(integer)

モニタリングデータの収集頻度を指定します。Telemetry_sampling_interval プロパ
ティーには 30 と 3600 の間の値を指定する必要があります。

カテゴリ 必須

デフォルト 60

最小 30 秒

最大 3600 秒

調整可能 すべての時間

735 ページのpmfadm(1M), 1371 ページのSUNW.derby(5)
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名前
SUNW.crs_framework, crs_framework — Oracle Clusterware のシャットダウンを調整
するリソースタイプ実装

SUNW.crs_framework リソースタイプは、Oracle Solaris Cluster Support for Oracle Real
Application Clusters (Oracle RAC) 構成で、Oracle Clusterware リソースと Oracle
Solaris Cluster リソースのシャットダウンを調整します。このリソースタイプは、Oracle Solaris
Cluster が Oracle Clusterware を停止できるようにすることで、Oracle Solaris Cluster と
Oracle Clusterware の相互運用を可能にします。

注記 - このリソースタイプは、Oracle Solaris Cluster 管理コマンドを使用して Oracle
Clusterware を起動できるようにするものではありません。Oracle Clusterware を起動するに
は、Oracle コマンドを使用するか、ノードをブートするかの方法しかありません。

Oracle Clusterware 投票ディスクと Oracle クラスタレジストリ (OCR) ファイル
は、SUNW.ScalDeviceGroup または SUNW.ScalMountPoint タイプのリソースが表すストレージに
存在することがあります。この状況では、SUNW.ScalDeviceGroup または SUNW.ScalMountPoint
タイプのリソースをオフラインにする前に、Oracle Clusterware を停止する必要があります。こ
の要件に適合するため、SUNW.crs_framework タイプのリソースは、次の状況になると、ノードに
ある Oracle Clusterware プロセスを停止します:

■ そのノードでタイプ SUNW.ScalDeviceGroup または SUNW.ScalMountPoint のリソースがオフ
ラインになるとき。Oracle Clusterware プロセスを次の理由のため停止する必要がありま
す。

■ SUNW.ScalDeviceGroup または SUNW.ScalMountPointタイプのリソースが正しく停止す
るのを確認するため。

■ Oracle Clusterware プロセスまたは Oracle RAC プロセスがストレージにアクセスし
ているときに、SUNW.ScalDeviceGroup または SUNW.ScalMountPoint タイプのリソース
がオフラインになった場合に、データベースまたはノードに障害が発生するのを防ぐため。

■ ノードが停止するとき。Oracle Clusterware プロセスが停止しない場合、ノードはシャット
ダウンできません。

SUNW.crs_framework リソースタイプは、シングルインスタンスリソースタイプです。したがって、
クラスタに作成可能なリソースは 1 個だけです。

Oracle Solaris Cluster が正しい順序でリソースを停止するようにするに
は、SUNW.crs_framework タイプのリソースを次のように構成します。
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■ SUNW.crs_framework リソースを含むリソースグループに対して、SUNW.ScalDeviceGroup ま
たは SUNW.ScalMountPoint タイプのリソースを含むすべてのリソースグループが、強いポジ
ティブなアフィニティーを宣言することを確認します。

■ Oracle Clusterware 投票ディスクと OCR ファイルのストレージを表すすべてのリソース
に対して、SUNW.crs_framework リソースによるオフライン再起動の依存関係を設定します。
これらのリソースのタイプは、SUNW.ScalDeviceGroup または SUNW.ScalMountPoint です。
各依存関係のスコープを、SUNW.ScalDeviceGroup リソースまたは SUNW.ScalMountPoint リ
ソースが動作しているノードだけに限定します。

■ SUNW.rac_framework タイプのリソースに対して、SUNW.crs_framework タイプのリソースによ
る強い依存関係を設定します。

これらの依存関係およびアフィニティーは、Oracle RAC 用 Oracle Solaris Cluster サポート
データサービスのデータベースリソースを構成するときに作成します。詳細は、Unresolved link
to " Oracle Solaris Cluster Data Service for Oracle Real Application Clusters ガイ
ド のOracle RAC のサポート データベースインスタンスのリソースの構成"を参照してください。

このリソースタイプを登録し、リソースタイプのインスタンスを作成するには、次のいずれかの方
法を使用します。

■ Oracle Solaris Cluster Manager
■ Oracle Solaris Cluster Support for Oracle Real Application Clusters を構成する

ためのオプションを指定する 487 ページのclsetup(1CL) ユーティリティー
■ 次の一連の Oracle Solaris Cluster 保守コマンド。

1. このリソースタイプを登録するには、333 ページのclresourcetype(1CL) コマンドを使
用します。

2. このリソースタイプのインスタンスを作成するには、273 ページのclresource(1CL) コ
マンドを使用します。

標準プロパティー

すべての標準リソースプロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアル
ページを参照してください。

標準のリソースタイププロパティーは、次のようにこのリソースタイプに対して無効にされます。

Monitor_start_timeout

最小 60

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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デフォルト 300

Monitor_stop_timeout

最小 60

デフォルト 300

Start_timeout

最小 60

デフォルト 300

Stop_timeout

最小 60

デフォルト 1200

Update_timeout

最小 60

デフォルト 300

Validate_timeout

最小 60

デフォルト 300
拡張プロパティー

 SUNW.crs_framework リソースタイプには拡張プロパティーはありません。

例   402 SUNW.crs_framework リソースの作成

この例では、SUNW.crs_framework リソースタイプを登録し、crs_framework-rs という名前の
SUNW.crs_framework リソースタイプのインスタンスを作成する方法を示します。この例では、次
のように仮定します。

■ C シェルを使用します。
■ crs-framework-rg という名前のリソースグループが存在します。
■ 次のリソースが存在します。
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■ rac_framework-rs という名前のタイプ SUNW.rac_framework のリソースで、Oracle
RAC フレームワークを表します。

■ db-storage-rs という名前のタイプ SUNW.ScalDeviceGroup のリソースで、Oracle
Clusterware 投票ディスクと OCR ファイルを格納するスケーラブルデバイスグループ
を表します。

phys-schost-1# clresourcetype register SUNW.crs_framework

phys-schost-1# clresource create -g crs-framework-rg \

-t SUNW.crs_framework \

-p resource_dependencies=rac_framework-rs \

-p resource_dependencies_offline_restart=db-storage-rs\{local_node\} \

crs_framework-rs 

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/library/ucmm

273 ページのclresource(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
487 ページのclsetup(1CL), Unresolved link to " attributes5",
1411 ページのSUNW.rac_framework(5), 1415 ページのSUNWct.ScalDeviceGroup(5),
1423 ページのSUNW.ScalMountPoint(5)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster Data Service for Oracle Real
Application Clusters ガイド "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
SUNW.derby, derby — Java DBデータベースのリソースタイプの実装

SUNW.derby は、Oracle Solaris Cluster と一緒に Java DB データベースを使用できるように
するフェイルオーバーリソースタイプです。Java DB データベースは Derby データベースに基づ
きます。このデータベースについては、http://db.apache.org/derby/ を参照してください。

SUNW.derby リソースタイプに関連付けられている拡張プロパティーは、次のとおりです。

DB_path(string)

Java DB データベースのデータファイルの位置を指定します。
DB_path の値は PATH を指定する文字列です。指定されたパスは選択されたストレージ、
たとえば、HAStoragePlus によって制御されたパスにする必要があります。

カテゴリ 必須

調整可能 無効時

DB_port(integer)

Java DB データベースのポートを指定します。

カテゴリ 必須

デフォルト 1527

調整可能 無効時

DB_probe_port(integer)

Oracle Solaris Cluster が Java DB データベースのサーバーの健全性をテストするため
に使用するポートを指定します。

カテゴリ 必須

デフォルト 1528

調整可能 無効時

Monitor_retry_count(integer)

障害モニターの再起動を制御します。このプロパティーには、障害モニターがプ
ロセスモニター機能により再起動される回数を示しています。このプロパティー
は、735 ページのpmfadm(1M) コマンドに渡される -n オプションに相当します。Resource

http://db.apache.org/derby/
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Group Manager(RGM) は、指定された時間枠の再起動回数をカウントしま
す (Monitor_retry_interval を参照)。なお、Monitor_retry_count は、タイプが
SUNW.HADerby のリソースではなく、障害モニター自体の再起動を指します。

カテゴリ 任意

デフォルト 4

調整可能 すべての時間

Monitor_retry_interval(integer)

RGM が障害モニターで問題が発見された回数をカウントする時間を分単位で指
定します。このプロパティーは、735 ページのpmfadm(1M) コマンドに渡される -t オ
プションに相当します。障害モニターで問題が発見された回数が拡張プロパティー
Monitor_retry_count の値を超過すると、プロセスモニター機能は障害モニターを再起動
しません。

カテゴリ 任意

デフォルト 2 分

調整可能 すべての時間

Probe_timeout(integer)

プローブコマンドのタイムアウト値を秒単位で指定します。

カテゴリ 任意

デフォルト 120 秒

デフォルト 2 秒

調整可能 すべての時間

735 ページのpmfadm(1M)
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名前
SUNW.Event — Cluster Reconfiguration Notification Protocol (CRNP) のリソースタ
イプの実装

SUNW.Event リソースタイプ実装は、高可用性を備えた Oracle Solaris Cluster の CRNP
サービスを提供します。この実装は、Oracle Solaris Cluster Resource Group Manager
(RGM) の下でリソースを管理することにより、通知デーモン (/usr/cluster/lib/sc/cl_apid)
の可用性を高めます。SUNW.Event リソースを含むリソースグループは、同じリソースグループ内に
構成されたネットワークグループを持つ必要があります。クラスタ上には、SUNW.Event 型の単一
リソースしか存在できません。

このオプションは大域ゾーンだけで実行できます。
標準プロパティー

このセクションでは、この実装の動作を制御する主な標準プロパティーについて説明しま
す。SUNW.Event リソース上でこれらのプロパティーを設定するには、clresource コマンドを使用
します。これらのリソースプロパティーの詳細は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアル
ページを参照してください。

Network_resources_used (string_array)

このリソースが依存関係を持っている論理ホスト名または共有
アドレスネットワーク資源のリスト。このリストには、プロパティー
Resource_dependencies、Resource_dependencies_weak、Resource_dependencies_restart、
または Resource_dependencies_offline_restart にあるすべてのネットワークアドレスリ
ソースが含まれます。
このプロパティーは、リソース依存関係プロパティーの設定に基づいて、RGM により自
動的に更新されます。このプロパティーを直接設定することはありません。その代わり
に、Resource_dependencies プロパティーを使用します。

カテゴリ 条件付き/任意

デフォルト 空のリスト

調整可能 無効時

Port_list (string_array)

サーバーが待機するポート番号をコンマで区切ったリストです。Port_list の詳細
は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参照してください。

カテゴリ 条件付き/必須



1374 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

デフォルト 9444/tcp

調整可能 無効時

Resource_dependencies (string array)

リソースが依存するリソースのリスト。このリストには、リソースが使用するすべての論理ホス
ト名または共有アドレスネットワーク資源が含まれます。このプロパティーのデフォルト値は
null です。アプリケーションを 1 つ以上の特定のアドレスにバインドする必要がある場合
は、このプロパティーを指定してください。ネットワーク資源の依存関係を指定しない場合、
アプリケーションはすべてのアドレスで待機します。
イベントリソースを作成する前に、LogicalHostname または  SharedAddress リソースの構
成を済ませてください。
リソース名は 1 つでも複数でも指定できます。各ネットワーク資源には 1 つまたは複数の
論理ホスト名を指定できます。詳細は、251 ページのclreslogicalhostname(1CL ) およ
び 347 ページのclressharedaddress(1CL) のマニュアルページを参照してください。
Resource_dependencies プロパティーの代わり
に、Resource_dependencies_weak、Resource_dependencies_restart、または
Resource_dependencies_offline_restart プロパティーを使用すると、ほかの種類の依
存関係も指定できます。詳細は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを
参照してください。

カテゴリ 任意

デフォルト 空のリスト

調整可能 すべての時間

Retry_count (integer)

起動に失敗したリソースをモニターが再起動する回数です。Retry_count の詳細
は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参照してください。

注記 - このプロパティーに負の値を指定すると、モニターは無限回リソースを再起動を試みます。

カテゴリ 条件付き

デフォルト 2

最大 10

調整可能 すべての時間

Retry_interval (integer)

失敗したリソースの再起動の間、この秒数だけ待機します。Retry_interval の詳細
は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参照してください。
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カテゴリ 条件付き

デフォルト 300

最大 3600

調整可能 すべての時間

Thorough_probe_interval (整数)

高オーバーヘッドのリソース障害検証の呼び出し間隔 (秒)。Thorough_probe_interval の
詳細は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参照してください。

カテゴリ 条件付き

デフォルト 60

最大 3600

調整可能 すべての時間
拡張プロパティー

このセクションでは、この実装の動作を制御する主な拡張プロパティーについて説明します。

Allow_hosts (string_array)

このプロパティーは、この実装で登録可能な一連のクライアントを制御して、クラスタ再
構成イベントを受信します。このプロパティーは、通常 ipaddress/masklength の形式
で登録可能なクライアントのサブネットを定義します。たとえば、129.99.77.0/24 の設
定では、サブネット129.99.77 上のクライアントのイベント登録が許可されます。また 
192.9.84.231/32 の設定では、クライアント 192.9.84.231 だけのイベント登録が許可さ
れます。
さらに、次の特殊キーワードが認識されます。
■ LOCAL は、クラスタの直接接続されたサブネット上に存在する全クライアントです。
■ ALL では、すべてのクライアントが登録可能です。

注記 - Allow_hosts と Deny_hosts プロパティーの両方で 1 つのエントリと一致するクライアン
トの場合、この実装で登録できません。

カテゴリ 任意

デフォルト LOCAL
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調整可能 すべての時間

Client_retry_count (整数)

このプロパティーは、外部クライアントとの通信中に実装が試行する回数を制御しま
す。Client_retry_count の試行回数内に応答しなかったクライアントはタイムアウトにな
り、クラスタ再構成イベントの受信資格を持つクライアントの登録リストから削除されます。
続いてクライアントは、クラスタ再構成イベントを受け取ることができる登録済みクライアン
トのリストから削除されます。再びイベントを受信し始めるには、このクライアントは再登録
する必要があります。Client_retry_interval プロパティーのセクションでは、この実装が
再試行する頻度について説明します。

カテゴリ 任意

デフォルト 3

最小 1

調整可能 すべての時間

Client_retry_interval (整数)

このプロパティーは、応答しない外部クライアントとの通信中に使用される時間範囲 (秒)
を定義します。この時間内に、最大 Client_retry_count 回のクライアント接続が試行さ
れます。
ここで定義した値は、随時変更できます。

カテゴリ 任意

デフォルト 1800

最小 30

調整可能 すべての時間

Client_timeout (integer)

このプロパティーでは、外部クライアントとの通信中に使用されるタイムアウト値 (秒)
を指定します。ただしこの実装は、調整可能な回数だけクライアントとの通信を試みま
す。Client_retry_count プロパティーと Client_retry_interval プロパティーのセクショ
ンに、このプロパティーの調整方法についての説明があります。

カテゴリ 任意

デフォルト 60

最小 30

調整可能 すべての時間
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Deny_hosts (string_array)

このプロパティーは、クラスタ再構成イベントの受信候補として登録できないクライアント
の設定を制御します。アクセスを確定するために、このプロパティーの設定は Allow_hosts
リストの設定に優先します。このプロパティーの形式は、Allow_hosts で定義された形式と
同じです。

カテゴリ 任意

デフォルト NULL

調整可能 すべての時間

Max_clients (整数)

このプロパティーは、クラスタイベント通知の受信候補として登録可能なクライアントの最
大数を制御します。新規クライアントによるイベント登録の試行は拒否されます。個々のク
ライアント登録にはクラスタ上のリソースが使用されるため、このプロパティーの値を調整
することで、外部クライアントによるクラスタ上のリソース使用を制御することができます。

カテゴリ 任意

デフォルト 1000

最小 1

調整可能 無効時

例   403 デフォルトのプロパティーを使用した SUNW.Event リソースの作成

この例では、CRNP という名前のフェイルオーバー SUNW.Event リソースを、events-rg という既
存グループ内に作成する方法を示します。events-rg リソースグループには、対応するフェイル
オーバーホスト名を示す LogicalHostname または SharedAddress のリソースが含まれます。

# clresourcetype register SUNW.Event

# clresource create -g events-rg -t SUNW.Event CRNP

この例で作成される SUNW.Event リソースの名前は CRNP です。このリソースは、ポート 9444 上
で通信を行い、直接接続されたサブネット上の全クライアントのイベント登録を可能にします。

例   404 デフォルトではないプロパティーを使用した SUNW.Event リソースの作成

この例では、CRNP という名前の SUNW.Event リソースを、events-rg というリソースグループ内に
作成する方法を示します。CRNP リソースは、ポート 7000 上と、固有のネットワーク資源 foo-1
(events-rg 内に構成済み) 上で通信するように構成されます。この CRNP リソースは、サブ
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ネット 192.9.77.0 上のクライアントと、直接接続されたサブネット上のクライアントの登録を可
能にしますが、クライアント 192.9.77.98 に対して実装の使用を拒否します。

# clresource create -g events-rg -t SUNW.Event \

-p Port_list=7000/tcp -p Network_resources_used=foo-1 \

-p Allow_hosts=LOCAL,192.9.77.0/24 \

-p Deny_hosts=192.9.77.98/32 CRNP

/usr/cluster/lib/sc/cl_apid

CRNP デーモン。

/usr/cluster/lib/sc/events/dtds

CRNP プロトコル用のデータタイプ定義を含むディレクトリ。

次の属性の詳細は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

273 ページのclresource(1CL), 305 ページのclresourcegroup(1CL),
333 ページのclresourcetype(1CL), 691 ページのscha_resource_get(1HA), Unresolved
link to " attributes5", 1287 ページのr_properties(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com


SUNW.gds 1379

名前
SUNW.gds — 単純なネットワーク認識型およびネットワーク非認識型アプリケーションの可用
性またはスケーラビリティーを向上させるためのリソースタイプ

汎用データサービス (GDS: Generic Data Service) は、単純なネットワーク認識型およびネッ
トワーク非認識型アプリケーションを Oracle Solaris Cluster Resource Group Manager
(RGM) フレームワークにプラグインすることにより、これらのアプリケーションの可用性またはス
ケーラビリティーを向上できるようにするためのメカニズムです。

GDS には、コールバックメソッド (645 ページのrt_callbacks(1HA)) やリソースタイプ登録
(RTR) ファイル (1251 ページのrt_reg(4)) を備えた、フル機能の Oracle Solaris Cluster
リソースタイプが含まれています。
標準プロパティー

Failover_mode (enum)

リソースが正常に開始または停止できなかった場合、またはリソースモニターが正常ではな
いリソースを検出し、その結果再起動またはフェイルオーバーを要求する場合に RGM が
取る回復アクションを変更します。
Failover_mode プロパティーの詳細は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアル
ページを参照してください。

カテゴリ 任意

デフォルト SOFT

調整可能 すべての時間

Network_resources_used (string array)

このリソースが依存関係を持っている論理ホスト名または共有
アドレスネットワーク資源のリスト。このリストには、プロパティー
Resource_dependencies、Resource_dependencies_weak、Resource_dependencies_restart、
または Resource_dependencies_offline_restart にあるすべてのネットワークアドレスリ
ソースが含まれます。
このプロパティーは、リソース依存関係プロパティーの設定に基づいて、RGM により自
動的に更新されます。このプロパティーを直接設定することはありません。その代わり
に、Resource_dependencies プロパティーを使用します。

カテゴリ 条件付き/任意

デフォルト 空のリスト
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調整可能 無効時

Port_list (string array)

アプリケーションが待機するポート番号をコンマで区切ったリストで指定しま
す。1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参照してください。
Port_list プロパティーは、Agent Builder が生成する起動スクリプトか、clresource  コ
マンド (Oracle Solaris Cluster 管理コマンドを使用する場合) に指定されていなければ
なりません。

注記 - Network_aware プロパティーが False に設定されている場合、Port_list は不要です。

各ポート番号には、スラッシュ (/) と、Port_list=80/tcp や Port_list=80/tcp6,40/udp6
などのそのポートで使用されるプロトコルが付加されます。
プロトコルには、次の値を指定できます。
■ tcp (TCP IPv4)

■ tcp6 (TCP IPv6)

■ udp (UDP IPv4)

■ udp6 (UDP IPv6)

カテゴリ 条件付き/必須

デフォルト デフォルトなし

調整可能 すべての時間

Resource_dependencies (string array)

リソースが依存するリソースのリストを指定します。このリストには、リソースが使用するすべ
ての論理ホスト名または共有アドレスネットワーク資源が含まれます。このプロパティーのデ
フォルト値は null です。Network_aware プロパティーが true に設定されている場合は、こ
のプロパティーの値として、アプリケーションが待機している論理ホスト名または共有アドレ
スネットワーク資源を設定します。
GDS リソースを作成する前には、LogicalHostname または  SharedAddress リソースがす
でに構成されている必要があります。
リソース名は 1 つでも複数でも指定できます。各ネットワーク資源には 1 つまたは複数の
論理ホスト名を指定できます。詳細は、251 ページのclreslogicalhostname(1CL ) およ
び 347 ページのclressharedaddress(1CL) のマニュアルページを参照してください。
Resource_dependencies プロパティーの代わりに、Resource_dependencies_weak
、Resource_dependencies_restart、または Resource_dependencies_offline_restart 
プロパティーを使用すると、ほかの種類の依存関係も指定できます。詳細
は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参照してください。
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カテゴリ 任意

デフォルト 空のリスト

調整可能 すべての時間

Retry_count (integer)

起動に失敗したリソースをモニターが再起動する回数です。
Retry_count プロパティーの詳細は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルペー
ジを参照してください。

カテゴリ 条件付き

デフォルト 2

調整可能 すべての時間

Retry_interval (integer)

失敗したリソースの再起動の間、この秒数だけ待機します。
Retry_interval プロパティーの詳細は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアル
ページを参照してください。

カテゴリ 条件付き

デフォルト 370 秒

調整可能 すべての時間

Scalable (boolean)

リソースがスケーラブルであるかどうか、つまり、リソースが Data Service for Apache
Guide Cluster ソフトウェアのネットワーキング負荷分散機能を使用するかどうかを示しま
す。
Scalable プロパティーが TRUE に設定されている場合は、Load_balancing_policy や
Load_balancing_weights などの追加プロパティーを使用して負荷分散動作を構成しま
す。
Scalable、Load_balancing_policy、Load_balancing_weights の各プロパティーの詳細
は、1287 ページのr_properties(5) のマニュアルページを参照してください。

カテゴリ 任意

デフォルト FALSE

調整可能 作成時
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Start_timeout (integer)

起動コマンドのタイムアウト値を秒単位で指定します。

カテゴリ 任意

最小 60 秒

デフォルト 300 秒

調整可能 すべての時間

Stop_timeout (integer)

停止コマンドのタイムアウト値を秒単位で指定します。

カテゴリ 任意

最小 60 秒

デフォルト 300 秒

調整可能 すべての時間

Validate_timeout (integer )

検証コマンドのタイムアウト値を秒単位で指定します。

カテゴリ 任意

最小 60 秒

デフォルト 300 秒

調整可能 すべての時間
拡張プロパティー
Child_mon_level (integer)

プロセスモニター機能 (PMF) によってモニターされるプロセスを制御します。このプロパ
ティーには、フォークされた子プロセスのモニターレベルを指定します。このプロパティーを省
略したり、このプロパティーをデフォルト値に設定したりすると、735 ページのpmfadm(1M)
の -C オプションを省略した場合と同じになり、すべての子 (およびその子孫) がモニターさ
れます。

カテゴリ 任意

デフォルト -1

調整可能 作成時
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Failover_enabled (boolean )

リソースのフェイルオーバーを許可します。プロパティーの値が False の場合、リソースの
フェイルオーバーは無効です。このプロパティーを使用して、アプリケーションリソースによる
リソースグループのフェイルオーバーを防ぐことができます。

カテゴリ 任意

デフォルト True

調整可能 無効時

注記 - Failover_mode=RESTART_ONLY 設定は、Failover_enabled=False 設定の動作と一致
します。Failover_mode=LOG_ONLY 設定はさらに、リソースが再起動されないようにします。フェ
イルオーバー動作をより適切に制御するには、Failover_enabled 拡張プロパティーの代わりに
Failover_mode プロパティーを使用します。詳細は、1287 ページのr_properties(5) にある
Failover_mode の LOG_ONLY および RESTART_ONLY 値の説明を参照してください。

Log_level (enum)

GDS によってログに記録される診断メッセージのレベル (つまり、種類) を指定しま
す。None、 Info、または Err のいずれかを指定できます。None を指定した場合、GDS に
よって診断メッセージは記録されません。Info を指定した場合、情報メッセージとエラーメッ
セージが記録されます。Err を指定した場合、エラーメッセージだけが記録されます。

カテゴリ 任意

デフォルト Info

調整可能 すべての時間

Monitor_retry_count

Monitor_retry_interval プロパティーで指定する時間枠内でプロセスモニター機能
(PMF) が障害モニターを再起動する回数。このプロパティーは、リソースではなく障害モ
ニター自身の再起動を参照します。システム定義のプロパティー Retry_interval および
Retry_count は、リソースの再起動を制御します。

カテゴリ 任意

データ型 整数

デフォルト 4

範囲 0 - 2147483647
-1 は、無限の再試行回数を示します。
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調整可能 常時

Monitor_retry_interval

障害モニターの障害が発生している時間 (分)。障害モニターで障害が発生した回数が、こ
の期間内で拡張プロパティー Monitor_retry_count で指定した値を超過すると、PMF は
障害モニターを再起動しません。

カテゴリ 任意

データ型 整数

デフォルト 2

範囲 0 – 2147483647
-1は、無限の再試行間隔を示します。

調整可能 常時

Network_aware (boolean)

このプロパティーは、アプリケーションがネットワークを使用するかどうかを指定します。

カテゴリ 任意

デフォルト True

調整可能 作成時

Probe_command (string)

ネットワーク認識型アプリケーションまたはネットワーク非認識型アプリケーションの健全性
を定期的にチェックするコマンドを指定します。アプリケーションを検証するには、シェルに
直接渡すことができる完全なコマンドを指定します。アプリケーションが正常に実行されて
いれば、検証コマンドは終了ステータスとして 0 を返します。
プローブコマンドの終了ステータスは、アプリケーションの障害の重大度を判断するため
に使用されます。終了ステータス (プローブステータス) は、0 (正常) から 100 (全面的な
障害) までの整数になります。検証ステータスの値が 201 で、Failover_enabled の値が
False に設定されていなければ、アプリケーションのフェイルオーバーが行われます。
検証ステータスは、GDS 検証アルゴリズム内で使用され、アプリケーションをローカルで再
起動するか別のノードにフェイルオーバーするかを決定します。probe コマンドを省略した場
合は、GDS 自身が、ネットワーク資源上のアプリケーションに接続する単純な検証手段を
提供します。GDS は、接続に成功すると、接続をただちに切り離します。接続と接続の切
断が両方とも正常なら、アプリケーションは正常に動作しているものとみなされます。
GDS では、ネットワーク非認識型アプリケーションに対する「デフォルトの」プローブ動作は
提供されません。ただし、ネットワーク非認識型アプリケーションは、アプリケーションをモニ
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ターし、障害が発生した場合はアプリケーションを再起動する PMF の下で起動されます。
詳細は、735 ページのpmfadm(1M) のマニュアルページを参照してください。

カテゴリ 任意

デフォルト NULL

調整可能 無効時

Probe_timeout (integer)

プローブコマンドのタイムアウト値を秒単位で指定します。

カテゴリ 任意

最小 2 秒

デフォルト 30 秒

調整可能 すべての時間

Start_command (string)

アプリケーションを起動するコマンドを指定します。直接シェルに渡すことができる完全なコ
マンドを指定してください。
起動コマンド、またはそれにフォークされる子プロセスは、デーモンのように長く実行さ
れ、クライアントにサービスを実際に提供するプログラムである必要があります。起動
コマンドのプロセスツリーはプロセスモニター機能 (PMF) によってモニターされます
(Child_mon_level  拡張プロパティーを参照)。このようにモニターされているプロセスが
終了すると、これらのプロセスは、リソースプロパティー Retry_count と  Retry_interval
の設定に従って再起動されます。再試行の回数を超えると、そのリソースグループを異なる
ノードに再配置することが試みられます。
起動コマンド (または、その子プロセス) が返す終了ステータスは無視されます。

カテゴリ 必須

最小 1

デフォルト デフォルトなし

調整可能 無効時

Stop_command (string)

アプリケーションを停止するコマンドを指定します。直接シェルに渡すことができる完全なコ
マンドを指定してください。このプロパティーを指定しない場合、または停止コマンドがゼロ
以外で終了した場合は、GDS はシグナルを使用して、このアプリケーションを停止します。

カテゴリ 任意
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デフォルト NULL

調整可能 無効時

Stop_signal (integer)

アプリケーションを停止するシグナルを指定します。このプロパティーの値は、Unresolved
link to " signal3HEAD" に定義されているものと同じです。

カテゴリ 任意

最小 1

最大 37

デフォルト 15

調整可能 無効時

Validate_command (string)

アプリケーションを検証するコマンドへの絶対パスを指定します。絶対パスを指定しない場
合、アプリケーションは検証されません。
検証コマンドの終了スタータスは、GDS リソースの作成または更新を許可するべきかどう
かを決定するのに使用されます。指定された検証コマンドは、リソースを作成または更新す
る前に、そのリソースを含むリソースグループのノードリストにある各ノードで実行されます。検
証コマンドがゼロ以外で終了した場合、要求されたリソースの作成または更新は許可され
ません。検証コマンドが stdout または stderr に書き込んだ出力は、リソースを作成または
更新するための管理コマンドを発行したユーザーに戻されます。このような出力を使用する
と、リソースの検証が失敗した理由を説明できます。
検証コマンドは、gds リソースがオンラインになるときに、Start_command 拡張プロパティー
を実行する前にも実行されます。検証コマンドがゼロ以外で終了した場合、起動の失敗と
して扱われます。
検証コマンドはまた、リソースグループを新しいノードに再配置するために scha_control コ
マンドの GIVEOVER オプションを実行する前にも実行されます。このコマンドがゼロ以外で
終了した場合、ギブオーバーはブロックされ、リソースグループは引き続き現在のノードをマ
スターとします。

カテゴリ 任意

デフォルト NULL

調整可能 無効時

次では、GDS を使ってapp という名前のアプリケーションを高可用性アプリケー
ションにする例を紹介します。また、Oracle Solaris Cluster Agent Builder

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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(653 ページのscdsbuilder(1HA)) を使用して、これらのコマンドを含むスクリプトを作成する
こともできます。
基本的な例

この例は、SUNW.gds リソースタイプの登録、アプリケーションのリソースグループの作成、論理ホ
スト hhead のリソース LogicalHostname の作成、ネットワーク認識型アプリケーションリソースの
作成、リソースグループの管理、すべてのリソースの有効化、リソースのオンライン化を行う方法
を示しています。

この時点で、このアプリケーションは起動し、高可用性になり、GDS により指定された単純な検
証プログラムによってモニターされます。これでアプリケーションのステータスをチェックできるよ
うになります。

# clresourcetype register SUNW.gds

# clresourcegroup create rg1

# clreslogicalhostname create -g rg1 -h hhead

# clresource create -g rg1 -t SUNW.gds \

-p Start_command="/usr/local/app/bin/start" \

-p Port_list="1234/tcp" -p Network_aware=True \

-p Resource_dependencies=hhead app-rs

# clresourcegroup online -M rg1

# clresourcegroup status +

複雑な例

この例は、SUNW.gds リソースタイプの登録、アプリケーションのリソースグループの作成、論理ホ
スト hhead のリソース LogicalHostname の作成、ネットワーク認識型アプリケーションリソースの
作成、エラーメッセージのみの記録、リソースグループの管理、すべてのリソースの有効化、リソー
スのオンライン化を行う方法を示しています。

この時点で、このアプリケーションは起動し、高可用性になり、Probe_command により指定され
た障害モニターによってモニターされます。これでアプリケーションのステータスをチェックできる
ようになります。

# clresourcetype register SUNW.gds

# clresourcegroup create rg1

# clreslogicalhostname create -g rg1 -h hhead

# clresource create -g rg1 -t SUNW.gds \

-p Start_command="/usr/local/app/bin/start" \

-p Stop_command="/usr/local/app/bin/stop" \

-p Validate_command="/usr/local/app/bin/config" \

-p Probe_command="/usr/local/app/bin/probe" \

-p stop_signal=9 -p failover_enabled=FALSE \

-p Start_timeout=120 -p Stop_timeout=180 \

-p Port_list="1234/tcp" -p Probe_timeout=60 \

-p Network_aware=True \
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-p Validate_timeout=120 -p Log_level=Err \

-p Resource_dependencies=hhead app-rs

# clresourcegroup online -M rg1

# clresourcegroup status +

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/ha-service/gds

251 ページのclreslogicalhostname(1CL ), 273 ページのclresource(1CL),
305 ページのclresourcegroup(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
347 ページのclressharedaddress(1CL), 645 ページのrt_callbacks(1HA),
653 ページのscdsbuilder(1HA), 683 ページのscha_control(1HA),
691 ページのscha_resource_get(1HA), 733 ページのhatimerun(1M),
735 ページのpmfadm(1M), Unresolved link to " signal3HEAD",
1251 ページのrt_reg(4), Unresolved link to " attributes5",
1287 ページのr_properties(5), 1347 ページのscalable_service(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
SUNW.HAStoragePlus — Oracle Solaris Cluster デバイスサービス、ファイルシステム、
およびデータサービス間の依存関係を強制し、これらのエンティティーをモニターするリソースタ
イプ

SUNW.HAStoragePlus は、データサービスリソースと、デバイスグループ、クラスタファイルシステ
ム、およびローカルファイルシステム間の依存関係を指定するためのリソースタイプです。

注記 - ローカルファイルシステムには、UFS、Oracle の Sun QFS、および Oracle Solaris
ZFS が含まれます。

このリソースタイプを使用すると、依存するデバイスグループおよびファイルシステムが使用可
能なことが保証されてはじめてデータサービスをオンラインにできます。SUNW.HAStoragePlus リ
ソースタイプは、ファイルシステムのマウント、マウント解除、およびチェックをサポートします。

リソースグループだけでは、ディスクデバイスグループ、クラスタファイルシステム、またはローカ
ルファイルシステムとの直接同期は提供されません。このため、クラスタのリブートまたはフェイ
ルオーバー時に、依存する広域デバイスやクラスタファイルシステムは使用できないにも関わら
ず、データサービスの起動が試行されます。その結果、データサービスの START メソッドがタイム
アウトになり、データサービスで障害が発生する可能性があります。

SUNW.HAStoragePlus リソースタイプは、1 つ以上のデータサービスリソースによって使用
されるデバイスグループ、クラスタ、およびローカルファイルシステムを表します。これらは、
リソースグループに SUNW.HAStoragePlus タイプのリソースを追加し、その他のリソースと
SUNW.HAStoragePlus リソース間の依存関係を設定します。

アプリケーションリソースが HAStoragePlus リソース上に構成されている場合、アプリケーショ
ンリソースはその下にある HAStoragePlus リソースとのオフライン再起動の依存関係を定義
しなければなりません。これによって、依存する HAStoragePlus リソースがオンラインになった
あとでアプリケーションリソースがオンラインになり、HAStoragePlus resource がオフラインに
なる前にアプリケーションリソースがオフラインになります。例:

# clresource set \

-p Resource_dependencies_offline_restart=hasp_rs \
applicaton_rs

このような依存関係により、データサービスリソースは次の状況が発生したあとにオンラインにな
ることが保証されます。

1. 指定のすべてのサービスが使用可能な状態になっており、必要に応じて連結されている。
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2. 指定のすべてのファイルシステムがチェックされ、マウントされている

SUNW.HAStoragePlus リソースタイプも、グローバルデバイス、ファイルシステム、ZFS ストレージ
プールなどの HAStoragePlus リソースによって管理されるエンティティーの健全性をモニター
するための障害モニターを提供します。障害モニターは定期的に障害プローブを実行します。い
ずれかのエンティティーが使用できない状態になると、リソースが再起動されるか、別のノードへ
のフェイルオーバーが実行されます。

複数のエンティティーがモニターされている場合、障害モニターはすべてのエンティティーを
同時にプローブします。グローバルデバイスのモニター対象、raw デバイスグループ、Oracle
Solaris Volume Manager デバイスグループ、ファイルシステム、および ZFS ストレージプー
ルのリストを表示するには、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster データサービス計
画および管理ガイド の第 2 章データサービスリソースの管理"を参照してください。

HAStoragePlus リソースの障害モニターは、ファイルシステムの読み取りと書き込みを行なうこ
とで、管理対象のデバイスおよびファイルシステムを検証します。読み取り操作が I/O スタッ
クのソフトウェアによってブロックされており、HAStoragePlus リソースがオンラインである必要
がある場合、ユーザーは障害モニターを無効にしなければなりません。たとえば、Availability
Suite は、ビットマップボリュームまたは NEED SYNC 状態のデータボリュームからの読み取りを
ブロックするため、Oracle Solaris の Availability Suite Remote Replication ボリューム
機能を管理する HAStoragePlus リソースのモニターを解除する必要があります。Availability
Suite ボリュームを管理する HAStoragePlus リソースは、常にオンラインである必要があります。

ZFS ファイルシステムの mountpoint プロパティーが none か legacy に設定されているか、
または canmount プロパティーが off に設定されている場合、HAStoragePlus リソースはそ
のファイルシステムをモニターしません。その他のすべての ZFS ファイルシステムについ
て、HAStoragePlus リソースの障害モニターは、そのファイルシステムがマウントされている
かどうかを確認します。ファイルシステムがマウントされている場合、HAStoragePlus リソース
は、ReadOnly/ReadWrite という IOOption プロパティーの値に応じて、ファイルシステムの読み
取りと書き込みを行うことによってそのアクセス可能性をプローブします。

ZFS ファイルシステムがマウントされていないか、またはファイルシステムのプローブが失敗し
た場合、リソースの障害モニターは失敗し、リソースは Faulted に設定されます。RGM はファ
イルシステムを再起動しようとします (リソースの retry_count および retry_interval プロパ
ティーによって決定される)。先に説明した mountpoint プロパティーと canmount プロパティーの
特定の設定が有効でない場合は、このアクションによってファイルシステムが再マウントされま
す。障害モニターが引き続き失敗し、retry_interval 内に retry_count を超えた場合、RGM
はリソースを別のノードにフェイルオーバーします。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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標準プロパティー

次の標準プロパティーは、SUNW.HAStoragePlus リソースタイプと関連付けられています。

Thorough_probe_interval
障害プローブの起動とリソースの起動の間の時間ウィンドウを秒単位で定義します。

カテゴリ
任意

最小
5

最大
3600

デフォルト
180

調整可能
すべての時間

拡張プロパティー

SUNW.HAStoragePlus リソースタイプには、次に示す拡張プロパティーが関連付けられています:

AffinityOn
SUNW.HAStoragePlus リソースが、GlobalDevicePaths および FilesyStemMountPoints 拡
張プロパティーに定義されているすべてのグローバルデバイスのアフィニティースイッチ
オーバーを実行する必要があるかどうかを指定します。TRUE または FALSE を指定できます。

カテゴリ
任意

デフォルト
TRUE

調整可能
無効時

Zpools 拡張プロパティーは、AffinityOn 拡張プロパティーを無視します。AffinityOn 拡
張プロパティーは、GlobalDevicePaths および FileSystemMountPoints 拡張プロパティー
とのみ一緒に使用するよう意図されています。
AffinityOn 拡張プロパティーを FALSE に設定すると、SUNW.HAStoragePlus リソースは、指
定されたグローバルサービスが使用可能な状態になるのを受動的に待機します。この場
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合、各オンライングローバルデバイスサービスのプライマリノードがリソースグループのプライ
マリノードと一致しなくなる可能性があります。
アフィニティースイッチオーバーの目的は、特定のノードでのデバイスグループとリソースグ
ループのコロケーションを確保し、パフォーマンスを向上することです。データの読み取りお
よび書き込みは、常にデバイスのプライマリパスで行われます。アフィニティースイッチオー
バーを行うには、リソースグループのプライマリノード候補のリストとデバイスグループのノー
ドリストが等価でなければなりません。SUNW.HAStoragePlus リソースがオンラインになる
と、SUNW.HAStoragePlus リソースは 1 回だけ、各デバイスサービスにアフィニティースイッ
チオーバーを実行します。
スケーラブルサービスの場合、AffinityOn フラグの設定は無視されます。スケーラブルリ
ソースグループでアフィニティースイッチオーバーを実行できません。

FileSystemCheckCommand
SUNW.HAStoragePlus がファイルシステムをマウントする前に、マウントされていないファイ
ルシステムに対して行うチェックを変更します。この拡張プロパティーには、すべてのマウン
トされていないファイルシステムで呼び出される、代替のコマンド文字列または実行可能
ファイルを指定できます。

カテゴリ
任意

デフォルト
NULL

調整可能
すべての時間

SUNW.HAStoragePlus リソースがスケーラブルリソースグループ内に構成されている場合、マ
ウントされていない個々のクラスタファイルシステムに対するファイルシステムチェックは
省略されます。この拡張プロパティーを NULL に設定すると、Oracle Solaris Cluster は /
usr/sbin/fsck -o p コマンドを実行することで UFS をチェックします。Oracle Solaris
Cluster は /usr/sbin/fsck コマンドを実行して、ほかのファイルシステムをチェックしま
す。
FileSystemCheckCommand 拡張プロパティーに別のコマンド文字列を設定する
と、SUNW.HAStoragePlus は、ファイルシステムのマウントポイントを引数として、このコマン
ド文字列を呼び出します。この方法であらゆる任意の実行可能ファイルを指定できます。
ゼロ以外の戻り値は、ファイルシステムチェック処理中に発生したエラーとして扱われま
す。このエラーが発生すると、START メソッドが失敗します。
ファイルシステムチェック処理が必要ない場合は、 FileSystemCheckCommand 拡張プロパ
ティーに /bin/true を設定してください。

FileSystemMountPoints
有効なファイルシステムのマウントポイントのリストを指定します。グローバルまたはローカ
ルのどちらのファイルシステムも指定できます。グローバルファイルシステムには、クラスタ
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のすべてのノードからアクセス可能です。ローカルファイルシステムには、1 つのクラスタノー
ドからアクセス可能です。SUNW.HAStoragePlus リソースによって管理されているローカル
ファイルシステムは、1 つのクラスタノードにマウントされます。これらのローカルファイルシ
ステムでは、配下のデバイスは Oracle Solaris Cluster グローバルデバイスであることが
必要です。

カテゴリ
任意

デフォルト
空のリスト

調整可能
すべての時間

これらのファイルシステムマウントポイントは、paths[,…] という形式で定義されます。
すべてのクラスタノードおよびすべての大域ゾーンにある /etc/vfstab には、各
ファイルシステムのマウントポイントに対応する等価なエントリが存在するはずで
す。SUNW.HAStoragePlus リソースタイプは、非大域ゾーンにある /etc/vfstab をチェックし
ません。
ローカルファイルシステムを指定する SUNW.HAStoragePlus リソースは、アフィニティース
イッチオーバーが有効になっているフェイルオーバーリソースグループ以外には所属できま
せん。このため、これらのローカルファイルシステムはフェイルオーバーファイルシステムと
呼ばれます。ローカルおよびグローバルファイルシステムのマウントポイントは同時に指定
できます。
ファイルシステムのマウントポイントが FileSystemMountPoints 拡張プロパティーに指定
され、/etc/vfstab エントリが次の条件を両方とも満たしている場合、このファイルシステ
ムはローカルとみなされます。

1. グローバルではないマウントオプションが指定されている
2. エントリの「mount at boot」フィールドが「no」 に設定されている。

Oracle Solaris ZFS ファイルシステムは、常にローカルファイルシステムです。/etc/
vfstab に ZFS ファイルシステムを列挙しないでください。また、ZFS マウントポイントを
FileSystemMountPoints プロパティーに含めないでください。

GlobalDevicePaths
有効な広域デバイスグループ名または広域デバイスパスのリストを指定します。これらのパ
スは、paths[,…] という書式で定義されます。

カテゴリ
任意

デフォルト
空のリスト
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調整可能
無効時

IOOption
ファイルシステムをプローブするために実行する I/O のタイプを定義します。サポートされ
ている値は ReadOnly と ReadWrite のみです。ReadOnly 値は、障害モニターが管理対象
ファイルシステム (FileSystemMountPoints プロパティーで指定されているファイルシステ
ムと、Zpools プロパティーで指定されている ZFS ストレージプールに属する ZFS ファイル
システムを含む) で読み取り専用 I/O を実行できることを示します。ReadWrite 値は、障
害モニターが管理対象ファイルシステムで読み取りおよび書き込み I/O を実行できること
を示します。

カテゴリ
任意

デフォルト
ReadOnly

調整可能
すべての時間

IOTimeout
I/O プローブのタイムアウト値を秒単位で定義します。

カテゴリ
任意

最小
10

最大
3600

デフォルト
300

調整可能
すべての時間

Monitor_retry_count
障害モニターで可能なプロセスモニター機能 (PMF) の再起動回数を制御します。

カテゴリ
任意
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最小
1

デフォルト
4

調整可能
すべての時間

Monitor_retry_interval
障害モニターが再起動される時間間隔を分単位で定義します。

カテゴリ
任意

最小
2

デフォルト
2

調整可能
すべての時間

RebootOnFailure
障害が検証によって検出された場合、ローカルシステムをリブートするかどうかを指定しま
す。TRUE に設定されている場合、リソースによって使用されるすべてのデバイスを、ディスク
パスのモニタリングで直接または間接的にモニターする必要があります。
RebootOnFailure が TRUE に設定されてお
り、GlobalDevicePaths、FileSystemMountPoints、または Zpools プロパティーで指定した
各エントリで、使用可能なデバイスが少なくとも 1 つ検出された場合、ローカルシステムは
リブートされます。ローカルシステムは、リソースがオンライン状態のグローバルクラスタノード
またはゾーンクラスタノードを参照します。

カテゴリ
任意

デフォルト
FALSE

調整可能
すべての時間
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Zpools
少なくとも 1 つの ZFS が含まれている有効な ZFS ストレージプールのリストを指定しま
す。これらの ZFS ストレージプールは、paths[,…] という書式で定義されます。ZFS スト
レージプール内のすべてのファイルシステムは、一緒にマウントおよびマウント解除されま
す。

カテゴリ
任意

デフォルト
空のリスト

調整可能
すべての時間

Zpools 拡張プロパティーでは、ZFS ストレージプールを指定できます。ZFS ストレージプー
ルを構成するデバイスは、SUNW.HAStoragePlus リソースが属するリソースグループのノード
リスト内に構成されているすべてのノードからアクセスできる必要があります。ZFS ストレー
ジプールを管理する SUNW.HAStoragePlus リソースは、フェイルオーバーリソースグループだ
けに属することができます。
ZFS ストレージプールを管理する SUNW.HAStoragePlus リソースがオンラインになる
と、ZFS ストレージプールがインポートされ、ZFS ストレージプールに含まれるすべてのファ
イルシステムがマウントされます。
リソースがノード上でオフラインになると、管理されている ZFS ストレージプールごとに、す
べてのファイルシステムがマウント解除され、ZFS ストレージプールがエクスポートされま
す。

注記 -  SUNW.HAStoragePlus は ZFS ボリューム上に作成されたファイルシステムをサポートし
ません。

ZpoolsSearchDir
Zpools のデバイスを検索する場所を指定します。ZpoolsSearchDir 拡張プロパティー
は、zpool コマンドの -d オプションと類似しています。

カテゴリ
任意

デフォルト
/dev/dsk

調整可能
無効時

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

http://otn.oracle.com
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属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

1251 ページのrt_reg(4), Unresolved link to " attributes5"

指定のリソースグループが持つデータサービスリソースはSUNW.HAStoragePlus リソース
に依存させてください。依存していない場合、データサービスと広域デバイスまたはファ
イルシステム間の同期を取ることはできません。オフライン再起動のリソース依存関係
により、SUNW.HAStoragePlus リソースがほかのリソースの前に確実にオンラインになりま
す。SUNW.HAStoragePlus リソースによって管理されているローカルファイルシステムは、リソース
がオンラインにされた場合だけマウントされます。

UFS システムへのログオンを有効にしてください。

複数の SUNW.HAStoragePlus リソースを別々のリソースグループ内に構成し、同じデバイスグ
ループを参照させ、AffinityOn フラグを TRUE に設定することは避けてください。冗長デバイス
スイッチオーバーが発生する場合があります。この結果、リソースとデバイスグループの位置が変
更される場合もあります。

異なるリソースグループ内の複数の SUNW.HAStoragePlus リソースで ZFS ストレージプールを構
成するのは避けてください。
障害モニターのエラー

障害モニターは、グローバルデバイス、ファイルシステム、ZFS ストレージプールなどの
HAStoragePlus リソースによって管理されるエンティティーをモニターします。モニター対象の
エンティティーのステータスは次のいずれかです。

■ オンライン – 部分エラーや重大なエラーはありません。
■ 縮退 – 部分エラーがあります。
■ 障害発生 – 重大なエラーがあります。Resource Group Manager (RGM) はリソースの

再起動と別のクラスタノードへのフェイルオーバーを試みます。

複数のエンティティーがモニター対象になっている場合、リソースのステータスはモニター対象の
すべてのエンティティーの集約ステータスによって決定されます。

http://otn.oracle.com
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注記 - 障害モニターの実行中にモニター対象エンティティーの構成を変更すると、障害モニター
が失敗して終了し、リソースが再起動されることがあります。モニター対象エンティティーの構成
を変更する前に障害モニターを無効にし、あとで障害モニターを再度有効にしてください。構成
の変更には、ZFS ストレージプールまたはプール内の ZFS ファイルシステム、または Solaris
Volume Manager のディスクセットまたはボリュームの削除が含まれます。

SUNW.HAStoragePlus リソースは、マウント解除状態になっているどのクラスタファイルシステム
でもマウントできます。

すべてのファイルシステムはオーバーレイモードでマウントされます。

ローカルファイルシステムは強制的にマウント解除されます。

すべてのデバイスサービスおよびファイルシステムが使用可能な状態になるまでの待ち時間
は、SUNW.HAStoragePlus の Prenet_start_timeout プロパティーで指定されます。これは調節
可能なプロパティーです。
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名前
SUNW.Proxy_SMF_failover, Proxy_SMF_failover — フェイルオーバー SMF サービスの
プロキシ作成のためのリソースタイプ

SUNW.Proxy_SMF_failover リソースタイプは、サービス管理機能 (SMF) サービスのフェイル
オーバーのプロキシを表します。

SUNW.proxysmffailover リソースタイプに対して定義される標準プロパティーと拡張プ
ロパティーについては、これ以降のサブセクションで説明します。これらのプロパティーを
SUNW.Proxy_SMF_failover リソースタイプのインスタンスに設定するには、clresource コマンド
(273 ページのclresource(1CL)) を使用します。
標準プロパティー

次のリソースプロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) を参照してください。

Start_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Stop_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Init_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Boot_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Fini_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Validate_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60
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Failover_mode

デフォルト: SOFT
調整可能: Anytime

R_description

デフォルト: ""
調整可能: Anytime

Retry_count

デフォルト: 2
最小: 0
最大: 10
調整可能: Anytime

Retry_interval

デフォルト: 300
最大: 3600
調整可能: Anytime

Through_probe_interval

デフォルト: 60
調整可能: Anytime

拡張プロパティー

Proxied_service_instances

リソースによってプロキシされる SMF サービスに関する情報を含みます。値はプロ
キシされるすべての SMF サービスを含むファイルのパスです。ファイル内の各行は
1 つの SMF サービス専用で、svc fmri および対応するサービスマニフェストファ
イルのパスを指定します。たとえば、リソースが restarter_svc_test_1:default と
restarter_svc_test_2:default の 2 つのサービスを管理する必要がある場合、このファ
イルには次の 2 行を含めるようにしてください。

<svc:/system/cluster/restarter_svc_test_1:default>,

  svc:/system/cluster/restarter_svc_test_1:default>,

  </var/svc/manifest/system/cluster/restarter_svc_test_1.xml>

<svc:/system/cluster/restarter_svc_test_2:default>,

  </var/svc/manifest/system/cluster/restarter_svc_test_2.xml>

注記 - 上記エントリはそれぞれ、本来 1 行になるべきものです。ここでは読みやすさを考慮して
複数の行に分けています。
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デフォルト: ""
調整可能: When disabled

例

この例では、SUNW.Proxy_SMF_failover リソースタイプの登録、アプリケーション用のリソースグ
ループの作成、フェイルオーバーアプリケーションリソースの作成、リソースグループの管理、およ
びリソースを有効にする方法を示します。

リソースタイプを登録します。

# clresourcetype -f <path-to-rtrfile> SUNW.Proxy_SMF_failover

アプリケーション用の rg1 というリソースグループを作成します。

# clresourcegroup create rg1

myfailoverres というフェイルオーバーアプリケーションリソースを作成します。

# clresource create -t SUNW.Proxy_SMF_failover -g rg1 \

-x proxied_service_instances="/usr/local/app/svc myfailoverres"

/usr/local/app/svc はテキストファイルです。

リソースグループ rg1 の管理:

# clresourcegroup manage rg1

myfailoverres リソースを有効にします。

# clresource enable myfailoverres

次のコマンドを使用して、アプリケーションのステータスをチェックします。

# clresource status

735 ページのpmfadm(1M), 691 ページのscha_resource_get(1HA),
333 ページのclresourcetype(1CL), 273 ページのclresource(1CL),
305 ページのclresourcegroup(1CL), Unresolved link to " attributes5",
1287 ページのr_properties(5)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster データサービス計画および管理ガイド "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
SUNW.Proxy_SMF_multimaster, Proxy_SMF_multimaster — マルチマスター SMF
サービスのプロキシ作成のためのリソースタイプ

SUNW.Proxy_SMF_multimaster リソースタイプは、マルチマスターサービス管理機能 (SMF)
サービスのプロキシを表します。

SUNW.proxysmfmultimaster リソースタイプに対して定義される標準プロパティーと拡張
プロパティーについては、これ以降のサブセクションで説明します。これらのプロパティーを
SUNW.Proxy_SMF_multimaster リソースタイプのインスタンスに設定するには、clresource コマ
ンド (273 ページのclresource(1CL)) を使用します。
標準プロパティー

次のリソースプロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) を参照してください。

Start_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Stop_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Init_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Boot_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Fini_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Validate_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60
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Failover_mode

デフォルト: SOFT
調整可能: Anytime

R_description

デフォルト: ""
調整可能: Anytime

Retry_count

デフォルト: 2
最小: 0
最大: 3
調整可能: Anytime

Retry_interval

デフォルト: 300
最大: 3600
調整可能: Anytime

Through_probe_interval

デフォルト: 60
調整可能: Anytime

拡張プロパティー

Proxied_service_instances

リソースによってプロキシされる SMF サービスに関する情報を含みます。値はプロ
キシされるすべての SMF サービスを含むファイルのパスです。ファイル内の各行は
1 つの SMF サービス専用で、svc fmri および対応するサービスマニフェストファ
イルのパスを指定します。たとえば、リソースが restarter_svc_test_1:default と
restarter_svc_test_2:default の 2 つのサービスを管理する必要がある場合、このファ
イルには次の 2 行を含めるようにしてください。

<svc:/system/cluster/restarter_svc_test_1:default>,

  svc:/system/cluster/restarter_svc_test_1:default>,

  </var/svc/manifest/system/cluster/restarter_svc_test_1.xml>

<svc:/system/cluster/restarter_svc_test_2:default>,

  </var/svc/manifest/system/cluster/restarter_svc_test_2.xml>

注記 - 上記エントリはそれぞれ、本来 1 行になるべきものです。ここでは読みやすさを考慮して
複数の行に分けています。
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デフォルト: ""
調整可能: When disabled

例

この例では、SUNW.Proxy_SMF_multimaster リソースタイプを登録して、アプリケーション用のリ
ソースグループを作成して、マルチマスターアプリケーションリソースを作成して、リソースグループ
を管理状態にして、リソースを有効にする方法を示します。

リソースタイプを登録します。

# clresourcetype -f <path-to-rtrfile> SUNW.Proxy_SMF_multimaster

アプリケーション用の rg1 というリソースグループを作成します。

# clresourcegroup create rg1

mymultimasterres というマルチマスターアプリケーションリソースを作成します。

# clresource create -t SUNW.Proxy_SMF_multimaster -g rg1 \

-x proxied_service_instances="/usr/local/app/svc" mymultimasterres

/usr/local/app/svc はテキストファイルです。

リソースグループ rg1 の管理:

# clresourcegroup manage rg1

mymultimasterres リソースを有効にします。

# clresource enable mymultimasterres

次のコマンドを使用して、アプリケーションのステータスをチェックします。

# clresource status

735 ページのpmfadm(1M), 691 ページのscha_resource_get(1HA),
333 ページのclresourcetype(1CL), 273 ページのclresource(1CL),
305 ページのclresourcegroup(1CL), Unresolved link to " attributes5",
1287 ページのr_properties(5)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster データサービス計画および管理ガイド "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
SUNW.Proxy_SMF_scalable, Proxy_SMF_scalable — スケーラブル SMF サービスのプ
ロキシ作成のためのリソースタイプ

SUNW.Proxy_SMF_scalable リソースタイプは、スケーラブルなサービス管理機能 (Service
Management Facility、SMF) サービスのプロキシを表します。

SUNW.proxysmfscalable リソースタイプに対して定義される標準プロパティーと拡張プロパ
ティーについて、これ以降のサブセクションで説明します。SUNW.Proxy_SMF_scalable リソース
タイプのインスタンスに対してこれらのプロパティーを設定するには、clresource コマンドを使
用します。
標準プロパティー

次のリソースプロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) を参照してください。

Start_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Stop_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Init_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Boot_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Fini_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60

Validate_timeout

デフォルト: 3600
最小: 60
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Failover_mode

デフォルト: SOFT
調整可能: 常時

R_description

デフォルト: ""
調整可能: 常時

Retry_count

デフォルト: 2
最小: 0
最大: 3
調整可能: 常時

Retry_interval

デフォルト: 300
最大: 3600
調整可能: 常時

Through_probe_interval

デフォルト: 60
調整可能: 常時

拡張プロパティー

Proxied_service_instances

リソースによってプロキシされる SMF サービスに関する情報を含みます。値はプロ
キシされるすべての SMF サービスを含むファイルのパスです。ファイル内の各行は
1 つの SMF サービス専用で、svc fmri および対応するサービスマニフェストファ
イルのパスを指定します。たとえば、リソースが restarter_svc_test_1:default と
restarter_svc_test_2:default の 2 つのサービスを管理する必要がある場合、このファ
イルには次の 2 行を含めるようにしてください。

<svc:/system/cluster/restarter_svc_test_1:default>,

  svc:/system/cluster/restarter_svc_test_1:default>,

  </var/svc/manifest/system/cluster/restarter_svc_test_1.xml>

<svc:/system/cluster/restarter_svc_test_2:default>,

  </var/svc/manifest/system/cluster/restarter_svc_test_2.xml>

注記 - 上記エントリはそれぞれ、本来 1 行になるべきものです。ここでは読みやすさを考慮して
複数の行に分けています。
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デフォルト: ""
調整可能: When disabled

例

この例では、SUNW.Proxy_SMF_scalable リソースタイプを登録して、アプリケーション用のリソー
スグループを作成して、負荷分散アプリケーションリソースを作成して、リソースグループを管理状
態にして、そのリソースをすべて有効にして、そのリソースをオンラインにする方法を示します。

リソースタイプを登録します。

# clresourcetype -f <path-to-rtrfile> SUNW.Proxy_SMF_scalable

アプリケーション用の rg1 というリソースグループを作成します。

# clresourcegroup create rg1

myloadbalancedres という負荷分散アプリケーションリソースを作成します。

# clresource create -t SUNW.Proxy_SMF_scalable -g rg1 \

-x proxied_service_instances="/usr/local/app/svc myloadbalancedres"

/usr/local/app/svc はテキストファイルです。

リソースグループ rg1 の管理:

# clresourcegroup manage rg1

myloadbalancedres リソースを有効にします。

# clresource enable myloadbalancedres

次のコマンドを使用して、アプリケーションのステータスをチェックします。

# clresource status

735 ページのpmfadm(1M), 691 ページのscha_resource_get(1HA),
333 ページのclresourcetype(1CL), 273 ページのclresource(1CL),
305 ページのclresourcegroup(1CL), Unresolved link to " attributes5",
1287 ページのr_properties(5)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster データサービス計画および管理ガイド "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
SUNW.rac_framework, rac_framework — Oracle Solaris Cluster Support for
Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) を有効にするフレームワークのためのリ
ソースタイプ実装

 SUNW.rac_framework リソースタイプは、Oracle Solaris Cluster Support for Oracle RAC
を有効にするフレームワークを表します。このリソースタイプでは、このフレームワークのステータス
をモニターできます。

SUNW.rac_framework リソースタイプは、シングルインスタンスリソースタイプです。したがって、
クラスタに作成可能なリソースは 1 個だけです。

このリソースタイプを登録し、リソースタイプのインスタンスを作成するには、次のいずれかの方
法を使用します。

■ Oracle Solaris Cluster Manager
■ Oracle Solaris Cluster Support for Oracle Real Application Clusters を構成する

ためのオプションを指定する 487 ページのclsetup(1CL) ユーティリティー
■ 次の一連の Oracle Solaris Cluster 保守コマンド。

1. このリソースタイプを登録するには、333 ページのclresourcetype(1CL) コマンドを使
用します。

2. このリソースタイプのインスタンスを作成するには、273 ページのclresource(1CL) コ
マンドを使用します。

この種類のリソースをノード上でオフラインにする場合、オンライン状態からオフライン状態へ切
り替えるには、一定の時間がかかります。オフライン状態への切り替え中も、リソースは引き続き
再構成処理に使用されています。ただし、リソースをノード上でオフラインにした場合、再度オン
ラインに戻すまで、リソースのプロパティーの変更は適用されません。Oracle Solaris Cluster
は、この種類のリソースが無効になっている場合、このことを知らせる警告メッセージを表示しま
す。

この種類のリソースを含むリソースグループを非管理状態に切り替えるには、一定の時間がかか
ります。非管理状態への切り替え中も、Oracle RAC フレームワークは引き続きフレームワーク再
構成処理に使用されています。ただし、リソースグループを非管理状態に切り替えた場合、ノード
上のリソースプロパティーの変更は有効になりません。Oracle RAC フレームワークを停止する
には、ノードをリブートします。
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SUNW.rac_framework リソースタイプの拡張プロパティーは次のとおりです。

reservation_timeout

整数型で、最小値は 100、最大値は 99999、デフォルト値は 325 です。このプロパ
ティーは、Oracle Solaris Cluster Support for Oracle RAC の再構成の予約ステッ
プに対するタイムアウト値を秒単位で指定します。このプロパティーはいつでも変更できま
す。

例   405 rac_framework リソースの作成

この例では、SUNW.rac_framework リソースタイプを登録し、rac_framework-rs という名前の
SUNW.rac_framework リソースタイプのインスタンスを作成します。この例では、rac-framework-
rg という名前のリソースグループがすでに作成されているものとします。

phys-host-sc1# clresourcetype register SUNW.rac_framework

phys-host-sc1# clresource create -g rac-framework-rg \

-t SUNW.rac_framework rac_framework-rs 

例   406 rac_framework リソースのプロパティーの変更

この例では、Oracle Solaris Cluster Support for Oracle RAC の再構成の予約ステップ
のタイムアウトを 350 秒に設定します。この例では、rac_framework-rs という名前のリソース
タイプ SUNW.rac_framework がすでに作成されているものとします。

phys-host-sc1# clresource set 

\-p reservation_timeout=350 rac_framework-rs

注記 - ボリュームマネージャーリソースで使用される SUNW.vucmm_framework リソースを作成する
例については、1433 ページのSUNW.vucmm_framework(5) を参照してください。

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/library/ucmm

273 ページのclresource(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
487 ページのclsetup(1CL), Unresolved link to " attributes5",
1433 ページのSUNW.vucmm_framework(5)

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster Data Service for Oracle Real
Application Clusters ガイド "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
SUNW.ScalDeviceGroup, ScalDeviceGroup — スケーラブルデバイスグループのリソース
タイプ実装

SUNW.ScalDeviceGroup リソースタイプは、スケーラブルデバイスグループを表します。このリソー
スタイプのインスタンスは、次に示す種類のデバイスグループの 1 つを表します:

■ Solaris Volume Manager for Sun Cluster の複数所有者ディスクセット

SUNW.ScalDeviceGroup リソースタイプは、スケーラブルリソースタイプです。このリソースタイプ
のインスタンスは、リソースを含むリソースグループのノードリスト内にある各ノードでオンラインで
す。

このリソースタイプを登録し、リソースタイプのインスタンスを作成するには、次のいずれかの方
法を使用します。

■ Oracle Solaris Cluster Manager
■ Oracle Real Application Clusters 用 Oracle Solaris Cluster サポートを構成するた

めのオプションを指定する clsetup ユーティリティー
■ 次の一連の Oracle Solaris Cluster 保守コマンド。

1. このリソースタイプを登録するには、clresourcetype コマンドを使用します。

2. このリソースタイプのインスタンスを作成するには、clresource コマンドを使用します。

SUNW.ScalDeviceGroup リソースタイプに対して定義される標準プロパティーと拡張プロパ
ティーについて、これ以降のサブセクションで説明します。
標準プロパティー

すべての標準リソースプロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアル
ページを参照してください。

標準のリソースタイププロパティーは、次のようにこのリソースタイプに対して無効にされます。

Monitor_start_timeout

最小
10

デフォルト
300
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Monitor_stop_timeout

最小
10

デフォルト
300

Postnet_stop_timeout

最小
60

デフォルト
300

Prenet_start_timeout

最小
60

デフォルト
300

Start_timeout

最小
60

デフォルト
300

Stop_timeout

最小
60

デフォルト
300

Thorough_probe_interval

デフォルト
300
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Update_timeout

最小
60

デフォルト
300

Validate_timeout

最小
60

デフォルト
300

拡張プロパティー

このリソースタイプには、次のような拡張プロパティーが設定されます。

Debug_level
このプロパティーは、このタイプのリソースからのデバッグメッセージが記録されるレベルを
指定します。デバッグレベルを高くすると、より多くのデバッグメッセージがログファイルに書
き込まれます。

データ型
整数

デフォルト
0

範囲
0–10

調整可能
すべての時間

DiskGroupName
このプロパティーは、リソースが表すデバイスグループの名前を指定します。このプロパ
ティーには次に示す項目の 1 つを設定してください。
■ Solaris ボリュームマネージャーの複数所有者ディスクセットの名前。この名前は、ディ

スクセットの作成に使用した Unresolved link to " metaset1M" コマンドで指定し
たものです。

指定するデバイスグループの要件は次のとおりです。

http://otn.oracle.com
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■ デバイスグループは、既存の有効な複数所有者ディスクセットまたは共有ディスクグ
ループとします。

■ デバイスグループは、リソースをマスターできるすべてのノードでホストされるようにしま
す。

■ デバイスグループは、スケーラブルデバイスグループリソースをマスターできるすべての
ノードからアクセス可能にします。

■ デバイスグループには、1 つ以上のボリュームを含めます。

データ型
文字列

デフォルト
デフォルトは定義されていません。

範囲
適用不可

調整可能
無効時

IOTimeout
このプロパティーは、I/O 検証のタイムアウト値 (秒) を指定します。

デフォルト
30

範囲
1–1800

調整可能
すべての時間

LogicalDeviceList
このプロパティーは、リソースの障害モニターでモニターする論理ボリュームのコンマ区切り
のリストを指定します。このプロパティーは省略可能です。このプロパティーの値を指定しな
い場合、デバイスグループ内のすべての論理ボリュームがモニターされます。
デバイスグループのステータスは、モニターされる個々の論理ボリュームのステータスから導
き出されます。モニターされているすべての論理ボリュームが健全な場合、そのデバイスグ
ループは健全です。モニターされている論理ボリュームが 1 つでも障害状態の場合、その
デバイスグループは障害状態となります。
個々の論理ボリュームのステータスを取得するには、そのボリュームのボリュームマネー
ジャーに照会します。Solaris ボリュームマネージャーのボリュームのステータスを照会から判



SUNWct.ScalDeviceGroup 1419

断できない場合、障害モニターはファイルの入出力 (I/O) 操作を実行して、そのステータ
スを判断します。
デバイスグループが障害状態であることがわかると、グループを表すリソースのモニタリン
グが停止され、リソースが無効な状態に置かれます。

注記 - ミラー化ディスクの場合、1 つのサブミラーが障害状態でも、デバイスグループは健全で
あるとみなされます。

注記 - Solaris Volume Manager for Sun Cluster を使用している場合、ソフトパーティショ
ンのモニターを指定するには、対応する上または下のレベルのメタデバイスも指定する必要が
あります。

指定する各論理ボリュームの要件は次のとおりです。
■ 論理ボリュームが存在する。
■ 論理ボリュームが、diskgroupname プロパティーが指定するデバイスグループに含まれ

ている。
■ 論理ボリュームが、スケーラブルデバイスグループリソースをマスターできるすべてのノー

ドからアクセス可能である。

データ型
文字列配列

デフォルト
""

範囲
適用不可

調整可能
すべての時間

Monitor_retry_count
このプロパティーは、障害モニターに許可される、プロセスモニター機能 (PMF) による最大
再起動回数を指定します。

データ型
整数

デフォルト
4

範囲
範囲は定義されていません。
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調整可能
すべての時間

Monitor_retry_interval
このプロパティーは、PMF が障害モニターの再起動をカウントする期間 (分単位) を指定
します。

データ型
整数

デフォルト
2

範囲
範囲は定義されていません。

調整可能
すべての時間

RebootOnFailure
このプロパティーは、検証によって障害が検出された場合に、ローカルシステムをリブートす
るかどうかを指定します。このプロパティーが TRUE に設定されている場合、リソースによっ
て使用されるすべてのデバイスを、ディスクパスのモニタリングで直接または間接的にモ
ニターする必要があります。
RebootOnFailure が TRUE に設定されてお
り、GlobalDevicePaths、FileSystemMountPoints、または Zpools プロパティーで指定した
各エントリで、使用可能なデバイスが少なくとも 1 つ検出された場合、ローカルシステムは
リブートされます。ローカルシステムは、リソースがオンライン状態のグローバルクラスタノード
またはゾーンクラスタノードを参照します。

デフォルト
FALSE

調整可能
すべての時間

例   407 SUNW.vucmm_svm リソースタイプを使用して、ScalDeviceGroup リソースを作成

この例では、SUNW.vucmm_svm リソースタイプを使用した datadg という名前の Solaris
Volume Manager for Sun Cluster 複数所有者ディスクセットを表す、ScalDeviceGroup リ
ソースを作成する方法を示します。リソースの名前は scaldatadg-rs です。この例は、次に示す
Oracle Solaris Cluster オブジェクトが存在することを前提とします。
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■ scaldatadg-rg という名前のスケーラブルリソースグループ。
■ vucmm-svm-rs という名前の SUNW.vucmm_svm リソースタイプのインスタンス。

# clresourcetype register SUNW.ScalDeviceGroup

# clresource create -t SUNW.ScalDeviceGroup \

-g scaldatadg-rg \

-p Resource_dependencies=vucmm-svm-rs \

-p DiskGroupName=datadg \

scaldatadg-rs

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

273 ページのclresource(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
487 ページのclsetup(1CL), Unresolved link to " metaset1M", Unresolved link to "
attributes5", 1287 ページのr_properties(5), 1435 ページのSUNW.vucmm_svm(5)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster Data Service for Oracle Real
Application Clusters ガイド "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
SUNW.ScalMountPoint, ScalMountPoint — スケーラブルファイルシステムのマウントポ
イントのリソースタイプ

SUNW.ScalMountPoint リソースタイプは、スケーラブルファイルシステムマウントポイントを表し
ます。このリソースタイプのインスタンスは、次に示す種類のファイルシステムの 1 つのマウント
ポイントを表します。

■ Sun QFS 共有ファイルシステム
■ ネットワーク接続ストレージ (NAS) デバイス上のファイルシステム。

NAS デバイスおよびファイルシステムは、Oracle Solaris Cluster で使用できるように構
成済みである必要があります。詳細は、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster
With Network-Attached Storage Device Manual "を参照してください。

SUNW.ScalMountPoint リソースタイプは、スケーラブルリソースタイプです。このリソースタイプの
インスタンスは、リソースを含むリソースグループのノードリスト内にある各ノードでオンラインで
す。

このリソースタイプを登録し、リソースタイプのインスタンスを作成するには、次のいずれかの方
法を使用します。

■ Oracle Solaris Cluster Manager
■ Oracle Real Application Clusters 用 Oracle Solaris Cluster サポートを構成するた

めのオプションを指定する clsetup ユーティリティー
■ 次の一連の Oracle Solaris Cluster 保守コマンド。

1. このリソースタイプを登録するには、clresourcetype コマンドを使用します。

2. このリソースタイプのインスタンスを作成するには、clresource コマンドを使用します。

SUNW.ScalMountPoint リソースタイプに対して定義される標準プロパティーと拡張プロパティー
について、これ以降のサブセクションで説明します。
標準プロパティー

すべての標準リソースプロパティーについては、1287 ページのr_properties(5) のマニュアル
ページを参照してください。

標準のリソースタイププロパティーは、次のようにこのリソースタイプに対して無効にされます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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Monitor_start_timeout

最小
10

デフォルト
300

Monitor_stop_timeout

最小
10

デフォルト
300

Postnet_stop_timeout

最小
60

デフォルト
300

Prenet_start_timeout

最小
60

デフォルト
300

Start_timeout

最小
60

デフォルト
300

Stop_timeout

最小
60

デフォルト
300
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Thorough_probe_interval

デフォルト
300

Update_timeout

最小
60

デフォルト
300

Validate_timeout

最小
60

デフォルト
300

拡張プロパティー

このリソースタイプには、次のような拡張プロパティーが設定されます。

Debug_level
このプロパティーは、ファイルシステムマウントポイントのリソースからのデバッグメッセージ
が記録されるレベルを指定します。デバッグレベルを高くすると、より多くのデバッグメッ
セージがログファイルに書き込まれます。

データ型
整数

デフォルト
0

範囲
0–10

調整可能
すべての時間

FileSystemType
このプロパティーは、リソースが表すマウントポイントを持つファイルシステムの種類を指定
します。このプロパティーを指定してください。このプロパティーには次に示す値の 1 つを設
定します。
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nas

ファイルシステムが NAS デバイス上のファイルシステムであることを指定します。

s-qfs

ファイルシステムが Sun QFS 共有ファイルシステムであることを指定します。

データ型
文字列

デフォルト
デフォルトは定義されていません。

範囲
適用不可

調整可能
無効時

IOTimeout
このプロパティーは、障害モニターが入出力 (I/O) 検証に使用するタイムアウト値を秒単
位で指定します。障害モニターは、マウントされたファイルシステムが使用可能かどうかを
判断するため、ファイルシステム上でテストファイルを開いたり、読み込んだり、書き込んだ
りするなどの I/O 操作を実行します。I/O 操作がタイムアウト期間内に完了しない場合、
障害モニターはエラーを報告します。

データ型
整数

デフォルト
300

範囲
5–1800

調整可能
すべての時間

Monitor_retry_count
このプロパティーは、障害モニターに許可される、プロセスモニター機能 (PMF) による最大
再起動回数を指定します。

データ型
整数

デフォルト
4
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範囲
範囲は定義されていません。

調整可能
すべての時間

Monitor_retry_interval
このプロパティーは、PMF が障害モニターの再起動をカウントする期間 (分単位) を指定
します。

データ型
整数

デフォルト
2

範囲
範囲は定義されていません。

調整可能
すべての時間

MountOptions
このプロパティーは、リソースが表すファイルシステムがマウントされるときに使用されるマ
ウントオプションのコンマ区切りリストを指定します。このプロパティーは省略可能です。こ
のプロパティーの値を指定しないと、マウントオプションは、ファイルシステムのデフォルト
の表から取得されます。
■ Sun QFS 共有ファイルシステムの場合、これらのオプションは /etc/opt/SUNWsamfs/

samfs.cmd ファイルから取得されます。
■ NAS デバイス上のファイルシステムの場合、これらのオプションは /etc/vfstab ファ

イルから取得されます。

このプロパティーを通して指定するマウントオプションは、ファイルシステムのデフォルトの
表内のマウントオプションをオーバーライドします。

データ型
文字列

デフォルト
""

範囲
適用不可



1428 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

調整可能
無効時

MountPointDir
このプロパティーは、リソースが表すファイルシステムのマウントポイントを指定します。マウ
ントポイントは、ファイルシステムのマウント時にファイルシステムがファイルシステム階層
に接続されるディレクトリへのフルパスです。このプロパティーを指定してください。
指定するディレクトリはすでに存在している必要があります。

データ型
文字列

デフォルト
デフォルトは定義されていません。

範囲
適用不可

調整可能
無効時

RebootOnFailure
このプロパティーは、検証によって障害が検出された場合に、ローカルシステムをリブートす
るかどうかを指定します。このプロパティーが TRUE に設定されている場合、リソースによっ
て使用されるすべてのデバイスを、ディスクパスのモニタリングで直接または間接的にモ
ニターする必要があります。
RebootOnFailure が TRUE に設定されてお
り、GlobalDevicePaths、FileSystemMountPoints、または Zpools プロパティーで指定した
各エントリで、使用可能なデバイスが少なくとも 1 つ検出された場合、ローカルシステムは
リブートされます。ローカルシステムは、リソースがオンライン状態のグローバルクラスタノード
またはゾーンクラスタノードを参照します。

デフォルト
FALSE

調整可能
すべての時間

TargetFileSystem
このプロパティーは、MountPointDir 拡張プロパティーが指定するマウントポイントでマウン
トされるファイルシステムを指定します。このプロパティーを指定してください。ファイルシス
テムの種類は、FileSystemType プロパティーが指定する種類に一致させる必要がありま
す。このプロパティーの書式は、ファイルシステムの種類によって次のように異なります。
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■ Sun QFS 共有ファイルシステムの場合、このプロパティーにはファイルシステムの作
成時にファイルシステムに割り当てられた名前を設定します。ファイルシステムは、正し
く構成してください。詳細は、使用している Sun QFS 共有ファイルシステムのドキュメ
ントを参照してください。

■ NAS デバイスのファイルシステムの場合は、このプロパティーに nas-device:path を
設定します。上記書式の各項目の意味は次のとおりです。

nas-device

ファイルシステムをエクスポートしている NAS デバイスの名前を指定します。この
名前は、状況に応じてドメインで修飾できます。

path

NAS デバイスがエクスポートしているファイルシステムへのフルパスを指定しま
す。

NAS デバイスおよびファイルシステムは、Oracle Solaris Cluster で使用できるよう
に構成済みである必要があります。詳細は、Unresolved link to " Oracle Solaris
Cluster With Network-Attached Storage Device Manual "を参照してください。

データ型
文字列

デフォルト
デフォルトは定義されていません。

範囲
適用不可

調整可能
無効時

例   408 ScalMountPoint リソースの作成

この例では、Solaris Volume Manager for Sun Cluster と一緒に使用される Sun QFS
共有ファイルシステムのマウントポイントを表す ScalMountPoint リソースを作成する方法を示
します。リソースの名前は scal-db_qfs-Data-rs です。ファイルシステムの特徴は次のとおりで
す。

■ ファイルシステムのマウントポイントは /db_qfs/Data です。
■ マウントされるファイルシステムは Data です。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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■ マウントオプションは、ファイルシステムのデフォルトの表、/etc/opt/SUNWsamfs/
samfs.cmd ファイルから取得されます。

この例は、次に示す Oracle Solaris Cluster オブジェクトが存在することを前提とします。

■ scaldatadg-rg という名前のスケーラブルリソースグループ。
■ qfs-db_qfs-Data-rs という名前の SUNW.qfs リソースタイプのインスタンス。
■ scaldatadg-rs という名前の SUNW.ScalDeviceGroup リソースタイプのインスタンス。

# clresourcetype register SUNW.ScalMountPoint

# clresource create -t SUNW.ScalMountPoint \

-g scaldatadg-rg \

-p Resource_dependencies=qfs-db_qfs-Data-rs,scaldatadg-rs \

-p MountPointDir=/db_qfs/Data \

-p FileSystemType=s-qfs \

-p TargetFileSystem=Data \

scal-db_qfs-Data-rs

次の属性の説明は、Unresolved link to " attributes5" を参照してください:

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

273 ページのclresource(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
487 ページのclsetup(1CL), Unresolved link to " vfstab4", Unresolved link to "
attributes5", 1287 ページのr_properties(5), 1415 ページのSUNWct.ScalDeviceGroup(5),
1433 ページのSUNW.vucmm_framework(5)

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster Data Service for Oracle Real
Application Clusters ガイド "、Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster With
Network-Attached Storage Device Manual "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
SUNW.SCTelemetry, SCTelemetry — システム資源使用状況に関するデータを収集する
ためのリソースタイプ

SUNW.SCTelemetry は、システム資源の使用状況に関するデータの収集を可能にするリソース
タイプです。SUNW.SCTelemetry は、7 日間にわたり、Java DB データベース内のシステム資源
使用状況データを格納します。タイプが SUNW.SCTelemetry のリソースは、タイプが SUNW.derby
のリソースに依存します。詳細は、1371 ページのSUNW.derby(5) のマニュアルページを参照し
てください。

SUNW.SCTelemetry リソースタイプに関連付けられている拡張プロパティーは、次のとおりです。

Extended_accounting_cleanup(boolean)

拡張されているアカウンティングログファイルをクリーンアップするかどうか、つまり履歴
データを削除するかどうかを指定します。Extended_accounting_cleanup の取り得る値
は、TRUE と FALSE です。

カテゴリ 任意

デフォルト TRUE

調整可能 すべての時間

Monitor_retry_count(integer)

障害モニターの再起動を制御します。このプロパティーには、障害モニターがプ
ロセスモニター機能により再起動される回数を示しています。このプロパティー
は、735 ページのpmfadm(1M) コマンドに渡される -n オプションに相当します。Resource
Group Manager (RGM) は、指定された時間窓内の再起動回数をカウントしま
す。詳細については、Monitor_retry_interval プロパティーを参照してください。な
お、Monitor_retry_count は、タイプが SUNW.SCTelemetry のリソースではなく、障害モニ
ター自体の再起動回数を指します。

カテゴリ 任意

デフォルト 4

調整可能 すべての時間

Monitor_retry_interval(integer)

RGM が障害モニターで問題が発見された回数をカウントする時間を分単位で指定しま
す。このプロパティーは、735 ページのpmfadm(1M) コマンドに渡される -t オプションに相
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当します。障害モニターで問題が発見された回数が Monitor_retry_count プロパティーの
値を超過すると、プロセスモニター機能は障害モニターを再起動しません。

カテゴリ 任意

デフォルト 2 分

調整可能 すべての時間

Probe_timeout(integer)

検証機能のタイムアウト値を秒単位で指定します。

カテゴリ 任意

デフォルト 60 秒

最小 2 秒

調整可能 すべての時間

Sampling_interval(integer)

モニタリングデータの収集頻度を指定します。Telemetry_sampling_interval プロパ
ティーには 30 と 3600 の間の値を指定する必要があります。

カテゴリ 必須

デフォルト 60

最小 30 秒

最大 3600 秒

調整可能 すべての時間

735 ページのpmfadm(1M), 1371 ページのSUNW.derby(5)
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名前
SUNW.vucmm_framework, vucmm_framework — Oracle Solaris Cluster ボリューム
マネージャー再構成フレームワーク用のリソースタイプ実装

 SUNW.vucmm_framework リソースタイプは、Oracle Solaris Cluster 構成において、異なるク
ラスタボリュームマネージャーを有効にするフレームワークを表します。このリソースタイプでは、こ
のフレームワークのステータスをモニターできます。

SUNW.vucmm_framework リソースタイプは、シングルインスタンスリソースタイプです。クラスタ内
にはこのタイプのリソースは 1 つだけ作成できます。

このリソースタイプを登録し、リソースタイプのインスタンスを作成するには、次のいずれかの方
法を使用します。

■ このリソースタイプを登録するには、333 ページのclresourcetype(1CL) コマンドを使用し
ます。

■ このリソースタイプのインスタンスを作成するには、273 ページのclresource(1CL) コマン
ドを使用します。

この種類のリソースをノード上でオフラインにする場合、オンライン状態からオフライン状態へ切
り替えるには、一定の時間がかかります。オフライン状態への切り替え中も、リソースは引き続き
再構成処理に使用されています。ただし、リソースをノード上でオフラインにした場合、再度オン
ラインに戻すまで、リソースのプロパティーの変更は適用されません。Oracle Solaris Cluster
ソフトウェアは、この種類のリソースが無効になっている場合、このことを知らせる警告メッセー
ジを表示します。

この種類のリソースを含むリソースグループを非管理状態に切り替えるには、一定の時間がかか
ります。非管理状態への切り替え中も、 フレームワークは引き続きフレームワーク再構成処理に
使用されています。ただし、リソースグループを非管理状態に切り替えた場合、ノード上のリソース
プロパティーの変更は有効になりません。フレームワークを停止するには、ノードをリブートする必
要があります。

 SUNW.vucmm_framework リソースタイプの拡張プロパティーは次のとおりです。

reservation_timeout

型の整数は、最小 100、最大 99999、デフォルト値を 325 で指定します。プロパティーは
枠組みの再構成の予約ステップに対して秒単位でタイムアウトを指定します。このプロパ
ティーはいつでも変更できます。
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例   409 SUNW.vucmm_framework リソースの作成

この例では、SUNW.vucmm_framework リソースタイプを登録し、vucmm_framework-rs とい
う名前の SUNW.vucmm_framework リソースタイプのインスタンスを作成します。この例で
は、vucmm_framework-rg という名前のリソースグループがすでに作成されているものとします。

phys-host-sc1# clresourcetype register SUNW.vucmm_framework

phys-host-sc1# clresource create -g vucmm_framework-rg \

-t SUNW.vucmm_framework vucmm_framework-rs 

例   410 vucmm_framework リソースのプロパティーの変更

この例では、枠組みの再構成の予約ステップタイムアウトを 350 秒に設定します。この例で
は、vucmm_framework-rs という名前のリソースタイプ SUNW.vucmm_framework がすでに作成さ
れているものとします。

phys-host-sc1# clresource set -p reservation_timeout=350 vucmm_framework-rs

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

273 ページのclresource(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
487 ページのclsetup(1CL), 1435 ページのSUNW.vucmm_svm(5), Unresolved link to "
attributes5"

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster データサービス計画および管理ガイド "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
SUNW.vucmm_svm, vucmm_svm — ボリュームマネージャ再構成枠組みの Solaris
Volume Manager for Sun Cluster コンポーネントのリソースタイプ実装を表します

SUNW.vucmm_svm リソースタイプは、Oracle Solaris Cluster ボリュームマネージャー再構成フ
レームワーク の Solaris Volume Manager for Sun Cluster コンポーネントを表します。

SUNW.vucmm_svm リソースタイプのインスタンスは、Solaris Volume Manager for Sun
Cluster コンポーネントの構成パラメータを保持しています。このタイプのインスタンス
は、Solaris ボリュームマネージャー for Sun Cluster コンポーネントの再構成のステータスも表
示します。

SUNW.vucmm_svm リソースタイプはシングルインスタンスのリソースタイプです。したがって、クラ
スタに作成可能なリソースは 1 個だけです。

このリソースタイプを登録し、リソースタイプのインスタンスを作成するには、次のいずれかの方
法を使用します。

■ このリソースタイプを登録するには、333 ページのclresourcetype(1CL) コマンドを使用し
ます。

■ このリソースタイプのインスタンスを作成するには、273 ページのclresource(1CL) コマン
ドを使用します。

SUNW.vucmm_svm リソースは、SUNW.vucmm_framework リソースタイプを使用するリソースグループ
においてのみ有効です。SUNW.rac_framework リソースグループではこのリソースタイプを使用し
ないでください。

この種類のリソースをノード上でオフラインにする場合、オンライン状態からオフライン状態へ切
り替えるには、一定の時間がかかります。オフライン状態への切り替え中も、リソースは引き続き
再構成処理に使用されています。ただし、リソースをノード上でオフラインにした場合、再度オン
ラインに戻すまで、リソースのプロパティーの変更は適用されません。Oracle Solaris Cluster
ソフトウェアは、この種類のリソースが無効になっている場合、このことを知らせる警告メッセー
ジを表示します。

この種類のリソースを含むリソースグループを非管理状態に切り替えるには、一定の時間がか
かります。非管理状態への切り替え中も、ボリュームマネージャ再構成枠組みは引き続き枠組
み再構成処理に使用されています。ただし、リソースグループを非管理状態に切り替えた場合、
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ノード上のリソースプロパティーの変更は有効になりません。ボリュームマネージャ再構成枠組み
を停止するには、ノードをリブートします。

  SUNW.vucmm_svm リソースタイプの拡張プロパティーは次のとおりです。

debug_level

整数型で、最小値は 0、最大値は 10、デフォルトは 1 です。このプロパティーはボリューム
マネージャ再構成枠組みの Solaris Volume Manager for Sun Cluster モジュールの
デバッグレベルを指定します。デバッグレベルが上がると、再構成中にログファイルに書き
込まれるメッセージが増えます。このプロパティーはいつでも変更できます。

svm_abort_step_timeout

整数型で、最小値は 30、最大値は 99999、デフォルトは 120 です。このプロパティーで
は、ボリュームマネージャ再構成枠組みの Solaris Volume Manager for Sun Cluster
モジュールの再構成の中止ステップに対するタイムアウト値を秒単位で設定します。この
プロパティーはいつでも変更できます。

svm_return_step_timeout

整数型で、最小値は 30、最大値は 99999、デフォルトは 120 です。このプロパティー
では、ボリュームマネージャ再構成フレームワークの Solaris Volume Manager for Sun
Cluster モジュールの再構成の戻りステップに対するタイムアウト値を秒単位で設定しま
す。このプロパティーはいつでも変更できます。

svm_start_step_timeout

整数型で、最小値は 30、最大値は 99999、デフォルトは 120 です。このプロパティーで
は、ボリュームマネージャ再構成枠組みの Solaris Volume Manager for Sun Cluster
モジュールの再構成の開始ステップに対するタイムアウト値を秒単位で設定します。この
プロパティーはいつでも変更できます。

svm_step1_timeout

整数型で、最小値は 30、最大値は 99999、デフォルトは 120 です。このプロパティーで
は、ボリュームマネージャ再構成枠組みの Solaris Volume Manager for Sun Cluster
モジュールの再構成ステップ 1 に対するタイムアウト値を秒単位で設定します。このプロ
パティーはいつでも変更できます。

svm_step2_timeout

整数型で、最小値は 30、最大値は 99999、デフォルトは 120 です。このプロパティーで
は、ボリュームマネージャ再構成枠組みの Solaris Volume Manager for Sun Cluster
モジュールの再構成ステップ 2 に対するタイムアウト値を秒単位で設定します。このプロ
パティーはいつでも変更できます。

svm_step3_timeout

整数型で、最小値は 30、最大値は 99999、デフォルトは 120 です。このプロパティーで
は、ボリュームマネージャ再構成枠組みの Solaris Volume Manager for Sun Cluster
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モジュールの再構成ステップ 3 に対するタイムアウト値を秒単位で設定します。このプロ
パティーはいつでも変更できます。

svm_step4_timeout

整数型で、最小値は 100、最大値は 99999、デフォルトは 120 です。このプロパティーで
は、ボリュームマネージャ再構成枠組みの Solaris Volume Manager for Sun Cluster
モジュールの再構成ステップ 4 に対するタイムアウト値を秒単位で設定します。このプロ
パティーはいつでも変更できます。

svm_stop_step_timeout

整数型で、最小値は 30、最大値は 99999、デフォルトは 120 です。このプロパティーで
は、ボリュームマネージャ再構成枠組みの Solaris Volume Manager for Sun Cluster
モジュールの再構成の停止ステップに対するタイムアウト値を秒単位で設定します。この
プロパティーはいつでも変更できます。

例   411 vucmm_svm リソースの作成

この例では、SUNW.vucmm_svm リソースタイプを登録し、vucmm_svm-rs という名前の
SUNW.vucmm_svm リソースタイプのインスタンスを作成します。この例では、次に示す Oracle
Solaris Cluster オブジェクトが作成済みであることを前提とします。

■ 名前が vucmm_framework-rg のリソースグループ

■ vucmm_framework-rs という名前のタイプ SUNW.vucmm_framework のリソース

phys-schost-1# clresourcetype register SUNW.vucmm_svm

phys-schost-1# clresource create -g vucmm_framework-rg \

-t SUNW.vucmm_svm \

-p resource_dependencies=vucmm_framework-rs vucmm_svm-rs

例   412 vucmm_svm リソースのプロパティーの変更

この例では、ボリュームマネージャ再構成枠組みの Solaris Volume Manager for Sun
Cluster コンポーネントの再構成のステップ 4 に対するタイムアウト値を 300 秒に設定しま
す。この例では、vucmm_svm-rs という名前の SUNW.vucmm_svm リソースタイプのインスタンスが
すでに作成されているものとします。

phys-schost-1# clresource set \

-p svm_step4_timeout=300 vucmm_svm-rs

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

http://otn.oracle.com
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属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

273 ページのclresource(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
487 ページのclsetup(1CL), 1433 ページのSUNW.vucmm_framework(5), Unresolved link
to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
SUNW.vucmm_framework, vucmm_framework — Oracle Solaris Cluster ボリューム
マネージャー再構成フレームワーク用のリソースタイプ実装

 SUNW.vucmm_framework リソースタイプは、Oracle Solaris Cluster 構成において、異なるク
ラスタボリュームマネージャーを有効にするフレームワークを表します。このリソースタイプでは、こ
のフレームワークのステータスをモニターできます。

SUNW.vucmm_framework リソースタイプは、シングルインスタンスリソースタイプです。クラスタ内
にはこのタイプのリソースは 1 つだけ作成できます。

このリソースタイプを登録し、リソースタイプのインスタンスを作成するには、次のいずれかの方
法を使用します。

■ このリソースタイプを登録するには、333 ページのclresourcetype(1CL) コマンドを使用し
ます。

■ このリソースタイプのインスタンスを作成するには、273 ページのclresource(1CL) コマン
ドを使用します。

この種類のリソースをノード上でオフラインにする場合、オンライン状態からオフライン状態へ切
り替えるには、一定の時間がかかります。オフライン状態への切り替え中も、リソースは引き続き
再構成処理に使用されています。ただし、リソースをノード上でオフラインにした場合、再度オン
ラインに戻すまで、リソースのプロパティーの変更は適用されません。Oracle Solaris Cluster
ソフトウェアは、この種類のリソースが無効になっている場合、このことを知らせる警告メッセー
ジを表示します。

この種類のリソースを含むリソースグループを非管理状態に切り替えるには、一定の時間がかか
ります。非管理状態への切り替え中も、 フレームワークは引き続きフレームワーク再構成処理に
使用されています。ただし、リソースグループを非管理状態に切り替えた場合、ノード上のリソース
プロパティーの変更は有効になりません。フレームワークを停止するには、ノードをリブートする必
要があります。

 SUNW.vucmm_framework リソースタイプの拡張プロパティーは次のとおりです。

reservation_timeout

型の整数は、最小 100、最大 99999、デフォルト値を 325 で指定します。プロパティーは
枠組みの再構成の予約ステップに対して秒単位でタイムアウトを指定します。このプロパ
ティーはいつでも変更できます。
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例   413 SUNW.vucmm_framework リソースの作成

この例では、SUNW.vucmm_framework リソースタイプを登録し、vucmm_framework-rs とい
う名前の SUNW.vucmm_framework リソースタイプのインスタンスを作成します。この例で
は、vucmm_framework-rg という名前のリソースグループがすでに作成されているものとします。

phys-host-sc1# clresourcetype register SUNW.vucmm_framework

phys-host-sc1# clresource create -g vucmm_framework-rg \

-t SUNW.vucmm_framework vucmm_framework-rs 

例   414 vucmm_framework リソースのプロパティーの変更

この例では、枠組みの再構成の予約ステップタイムアウトを 350 秒に設定します。この例で
は、vucmm_framework-rs という名前のリソースタイプ SUNW.vucmm_framework がすでに作成さ
れているものとします。

phys-host-sc1# clresource set -p reservation_timeout=350 vucmm_framework-rs

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

273 ページのclresource(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
487 ページのclsetup(1CL), 1435 ページのSUNW.vucmm_svm(5), Unresolved link to "
attributes5"

Unresolved link to " Oracle Solaris Cluster データサービス計画および管理ガイド "

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
SUNW.vucmm_svm, vucmm_svm — ボリュームマネージャ再構成枠組みの Solaris
Volume Manager for Sun Cluster コンポーネントのリソースタイプ実装を表します

SUNW.vucmm_svm リソースタイプは、Oracle Solaris Cluster ボリュームマネージャー再構成フ
レームワーク の Solaris Volume Manager for Sun Cluster コンポーネントを表します。

SUNW.vucmm_svm リソースタイプのインスタンスは、Solaris Volume Manager for Sun
Cluster コンポーネントの構成パラメータを保持しています。このタイプのインスタンス
は、Solaris ボリュームマネージャー for Sun Cluster コンポーネントの再構成のステータスも表
示します。

SUNW.vucmm_svm リソースタイプはシングルインスタンスのリソースタイプです。したがって、クラ
スタに作成可能なリソースは 1 個だけです。

このリソースタイプを登録し、リソースタイプのインスタンスを作成するには、次のいずれかの方
法を使用します。

■ このリソースタイプを登録するには、333 ページのclresourcetype(1CL) コマンドを使用し
ます。

■ このリソースタイプのインスタンスを作成するには、273 ページのclresource(1CL) コマン
ドを使用します。

SUNW.vucmm_svm リソースは、SUNW.vucmm_framework リソースタイプを使用するリソースグループ
においてのみ有効です。SUNW.rac_framework リソースグループではこのリソースタイプを使用し
ないでください。

この種類のリソースをノード上でオフラインにする場合、オンライン状態からオフライン状態へ切
り替えるには、一定の時間がかかります。オフライン状態への切り替え中も、リソースは引き続き
再構成処理に使用されています。ただし、リソースをノード上でオフラインにした場合、再度オン
ラインに戻すまで、リソースのプロパティーの変更は適用されません。Oracle Solaris Cluster
ソフトウェアは、この種類のリソースが無効になっている場合、このことを知らせる警告メッセー
ジを表示します。

この種類のリソースを含むリソースグループを非管理状態に切り替えるには、一定の時間がか
かります。非管理状態への切り替え中も、ボリュームマネージャ再構成枠組みは引き続き枠組
み再構成処理に使用されています。ただし、リソースグループを非管理状態に切り替えた場合、
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ノード上のリソースプロパティーの変更は有効になりません。ボリュームマネージャ再構成枠組み
を停止するには、ノードをリブートします。

  SUNW.vucmm_svm リソースタイプの拡張プロパティーは次のとおりです。

debug_level

整数型で、最小値は 0、最大値は 10、デフォルトは 1 です。このプロパティーはボリューム
マネージャ再構成枠組みの Solaris Volume Manager for Sun Cluster モジュールの
デバッグレベルを指定します。デバッグレベルが上がると、再構成中にログファイルに書き
込まれるメッセージが増えます。このプロパティーはいつでも変更できます。

svm_abort_step_timeout

整数型で、最小値は 30、最大値は 99999、デフォルトは 120 です。このプロパティーで
は、ボリュームマネージャ再構成枠組みの Solaris Volume Manager for Sun Cluster
モジュールの再構成の中止ステップに対するタイムアウト値を秒単位で設定します。この
プロパティーはいつでも変更できます。

svm_return_step_timeout

整数型で、最小値は 30、最大値は 99999、デフォルトは 120 です。このプロパティー
では、ボリュームマネージャ再構成フレームワークの Solaris Volume Manager for Sun
Cluster モジュールの再構成の戻りステップに対するタイムアウト値を秒単位で設定しま
す。このプロパティーはいつでも変更できます。

svm_start_step_timeout

整数型で、最小値は 30、最大値は 99999、デフォルトは 120 です。このプロパティーで
は、ボリュームマネージャ再構成枠組みの Solaris Volume Manager for Sun Cluster
モジュールの再構成の開始ステップに対するタイムアウト値を秒単位で設定します。この
プロパティーはいつでも変更できます。

svm_step1_timeout

整数型で、最小値は 30、最大値は 99999、デフォルトは 120 です。このプロパティーで
は、ボリュームマネージャ再構成枠組みの Solaris Volume Manager for Sun Cluster
モジュールの再構成ステップ 1 に対するタイムアウト値を秒単位で設定します。このプロ
パティーはいつでも変更できます。

svm_step2_timeout

整数型で、最小値は 30、最大値は 99999、デフォルトは 120 です。このプロパティーで
は、ボリュームマネージャ再構成枠組みの Solaris Volume Manager for Sun Cluster
モジュールの再構成ステップ 2 に対するタイムアウト値を秒単位で設定します。このプロ
パティーはいつでも変更できます。

svm_step3_timeout

整数型で、最小値は 30、最大値は 99999、デフォルトは 120 です。このプロパティーで
は、ボリュームマネージャ再構成枠組みの Solaris Volume Manager for Sun Cluster
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モジュールの再構成ステップ 3 に対するタイムアウト値を秒単位で設定します。このプロ
パティーはいつでも変更できます。

svm_step4_timeout

整数型で、最小値は 100、最大値は 99999、デフォルトは 120 です。このプロパティーで
は、ボリュームマネージャ再構成枠組みの Solaris Volume Manager for Sun Cluster
モジュールの再構成ステップ 4 に対するタイムアウト値を秒単位で設定します。このプロ
パティーはいつでも変更できます。

svm_stop_step_timeout

整数型で、最小値は 30、最大値は 99999、デフォルトは 120 です。このプロパティーで
は、ボリュームマネージャ再構成枠組みの Solaris Volume Manager for Sun Cluster
モジュールの再構成の停止ステップに対するタイムアウト値を秒単位で設定します。この
プロパティーはいつでも変更できます。

例   415 vucmm_svm リソースの作成

この例では、SUNW.vucmm_svm リソースタイプを登録し、vucmm_svm-rs という名前の
SUNW.vucmm_svm リソースタイプのインスタンスを作成します。この例では、次に示す Oracle
Solaris Cluster オブジェクトが作成済みであることを前提とします。

■ 名前が vucmm_framework-rg のリソースグループ

■ vucmm_framework-rs という名前のタイプ SUNW.vucmm_framework のリソース

phys-schost-1# clresourcetype register SUNW.vucmm_svm

phys-schost-1# clresource create -g vucmm_framework-rg \

-t SUNW.vucmm_svm \

-p resource_dependencies=vucmm_framework-rs vucmm_svm-rs

例   416 vucmm_svm リソースのプロパティーの変更

この例では、ボリュームマネージャ再構成枠組みの Solaris Volume Manager for Sun
Cluster コンポーネントの再構成のステップ 4 に対するタイムアウト値を 300 秒に設定しま
す。この例では、vucmm_svm-rs という名前の SUNW.vucmm_svm リソースタイプのインスタンスが
すでに作成されているものとします。

phys-schost-1# clresource set \

-p svm_step4_timeout=300 vucmm_svm-rs

次の属性については、Unresolved link to " attributes5" を参照してください。

http://otn.oracle.com
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属性タイプ 属性値

使用条件 ha-cluster/system/core

273 ページのclresource(1CL), 333 ページのclresourcetype(1CL),
487 ページのclsetup(1CL), 1433 ページのSUNW.vucmm_framework(5), Unresolved link
to " attributes5"

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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OSC4 5cl
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名前
clconfiguration — では、Oracle Solaris Cluster 構成用 XML ファイルのクラスタ DTD
について記述します。

clconfiguration では、Oracle Solaris Cluster 構成用 XML (eXtensible Markup
Language) ファイルの文書型定義 (Documentation Type Definition、DTD) を規定しま
す。Oracle Solaris Cluster 構成ファイルには、XML 要素付きの Oracle Solaris Cluster
構成情報が含まれています。このファイルには、1 つまたは複数のクラスタ、あるいはクラスタ
の一部の構成情報が含まれます。この Oracle Solaris Cluster 構成情報は、クラスタ構成の
バックアップやクラスタの複製など、多数のクラスタ機能で使用できます。

DTD は、各要素、それらの関係、およびそれらの属性を定義します。要素名は、要素の内容を
反映したものになります。たとえば、<devicegroup> という要素では、クラスタデバイスグループ
を定義します。要素の属性が、プロパティーまたは特性の変更や詳細設定に使用される場合も
あります。オブジェクト指向の多数の Oracle Solaris Cluster コマンドに含まれる export サ
ブコマンドは、DTD で規定されているフォーマットでクラスタオブジェクト情報をエクスポートし
ます。多くの Oracle Solaris Cluster コマンドでは、クラスタ構成用 XML データの使用によ
り、Oracle Solaris Cluster オブジェクトの追加、作成、および変更が行えます。

要素の階層
DTD に必要な要素の階層を、次のリストに示します。このリストでは、子および属性プロパ
ティーのデフォルト値が次のようになっています。

必須 特に断らないかぎり、1 つ以上必要です。

省略可能 特に断らないかぎり、ゼロまたは 1 つ存在できます。

<propertyList>

  <property>

<state>

<allNodes>

<-- Cluster -->

<cluster>

  <-- Cluster Nodes -->

  <nodelist>

    <node>

    

  <-- Cluster Transport -->
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  <clusterTransport>

    <transportNodeList>

      <transportNode>

        <transportAdapter>

          <transportType>

    <transportSwitchList>

      <transportSwitch>

    <transportCableList>

      <transportCable>

        <endpoint>

  <-- Cluster Global Devices -->

  <deviceList>

    <device>

      <devicePath>

  <-- Cluster Quorum -->

  <clusterQuorum>

    <quorumNodeList>

      <quorumNode>

    <quorumDeviceList>

      <quorumDevice>

        <quorumDevicePathList>

          <quorumDevicePath>

  <-- Cluster Device Groups -->

  <devicegroupList>

    <devicegroup>

      <memberDeviceList>

        <memberDevice>

      <devicegroupNodeList>

        <devicegroupNode>

  <-- Cluster Resource Types -->

  <resourcetypeList>

    <resourcetype>

       <resourcetypeRTRFile>

       <resourcetypeNodeList>

         <resourcetypeNode>

         <methodList>

         <method>

         <parameterList>

           <parameter>

  <-- Cluster Resources -->

  <resourceList>

    <resource>

      <resourceNodeList>
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        <resourceNode)

      <monitoredState>

  

  <-- Cluster Resource Groups -->

  <resourcegroupList>

    <resourcegroup>

      <failoverMode>

      <managedState>

      <resourcegroupNodeList>

        <resourcegroupNode>

      <resourcegroupResourceList>

        <resourcegroupResource>

  <-- Cluster NAS Devices -->

  <nasdeviceList>

    <nasdevice>

       <nasdir>

  <-- Cluster SNMP -->

  <snmpmibList>

    <snmpmib>

  <snmphostList>

    <snmphost>

  <snmpuserList>

    <snmpuser> 

  <-- Cluster Telemetrics -->

  <telemetrics>

    <telemetryObjectType>

      <telemetryAttribute>

要素
このセクションでは、クラスタ DTD で定義されているすべての要素の一覧を示し、それらにつ
いて解説します。要素に子または属性が必要な場合、必須のデフォルト値は 1 です。オプショ
ンの要素のデフォルト数は、ゼロまたは 1 です。

<allNodes>

クラスタ内の全メンバーノードのリストです。<allNodes> 要素は、汎用要素です。
<allNodes> 要素は、クラスタの全ノードを表すために使用されます。

親: <resourcetypeNodeList>

子: なし

属性: なし



1450 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

<cluster>

クラスタ構成用 XML ファイル全体のルート要素。どのクラスタ構成用 XML ファイルも、
ルートとしてこの要素で始めます。DTD では、<cluster> 要素を 1 つだけ受け入れること
ができます。クラスタ構成用 XML ファイル内の後続の <cluster> 要素は無視されます。

親: なし

子: (省略可能)
■ <propertyList>

■ <nodeList>

■ <clusterTransport>

■ <deviceList>

■ <clusterQuorum>

■ <deviceGroupList>

■ <resourcetypeList>

■ <resourcegroupList>

■ <resourceList>

■ <nasdeviceList>

■ <snmpmibList>

■ <snmphostList>

■ <snmpuserList>

属性: 必須:
■ name

クラスタの名前。

<clusterQuorum>

クラスタ定足数構成のルート要素。クラスタ定足数情報はすべて、<clusterQuorum> 要素
の子要素内で定義されます。

親: <cluster>

子: (省略可能)
■ <quorumDeviceList>

■ <quorumNodeList>

属性: なし
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<clusterTransport>

クラスタトランスポート構成のルート要素。クラスタトランスポート情報はすべ
て、<clusterTransport> 要素のサブレベル内で表示されます。

親: <cluster>.

子: (省略可能)
■ <transportNodeList>

■ <transportSwitchList>

■ <transportCableList>

属性: なし

<device>

クラスタデバイス ID 擬似ドライバ (DID) デバイス。

親: <deviceList>

子: (省略可能)
■ <devicePath> (ゼロ個以上)

属性: 必須:
■ ctd

UNIX ディスク名。
■ name

デバイスのインスタンス番号。

<devicegroup>

クラスタデバイスグループインスタンスのルート要素。各デバイスグループの特性はすべ
て、<devicegroup> 要素の子要素内で定義されます。

親: <devicegroupList>

子: (省略可能)
■ <devicegroupNodeList>

■ <memberDeviceList>

■ <propertyList>

属性: 必須:
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■ name

デバイスグループの名前。name 属性は、有効な任意
の文字列とすることができます。

■ type

デバイスグループのタイプ。type 属性
は、rawdisk、vxvm、svm、または sds という値を持つ
ことができます。

<devicegroupList>

すべてのクラスタデバイスグループのリスト。

親: <cluster>

子: (省略可能)
■ <devicegroup>

クラスタ内の各デバイスグループで
は、<devicegroup> 要素を 1 つ使用できます。

属性: なし

<devicegroupNode>

デバイスグループが存在するノード。

親: <devicegroupNodeList>

子: なし

属性: 必須:
■ nodeRef

クラスタノードの名前を指定します。

<devicegroupNodeList>

デバイスグループが存在するノードのリスト。

親: <devicegroup> (1 つ以上)

子: 必須:
■ <devicegroupNode> (1 つ以上)
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属性: なし

<deviceList>

クラスタ DID デバイスのリスト。

親: <cluster>

子: (省略可能)
■ <device>

属性: 固定:
■ readonly

readonly 属性は、true の固定値を持ちます。

<deviceNode>

特定の <device> が存在するノードおよびディスクデバイス。

親: <device>

子: なし

属性: 必須:
■ nodeRef

インスタンスが存在するノードの名前。

<endpoint>

トランスポート終端の 1 つ。

親: <transportCable>

子: なし

属性: 必須:
■ name

アダプタまたはスイッチの名前。
■ nodeRef

指定したアダプタがホストされているノードの名
前。nodeRef 属性が必要なのは、type 属性に
adapter が設定されている場合だけです。
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■ type

type 属性には、adapter または switch を設定でき
ます。

type 属性に adapter を設定する場合は、nodeRef
属性を指定します。

type 属性を switch に設定した場合、port 属性を
指定できます。ただし、port 属性は必要ではありま
せん。

(省略可能)
■ port

スイッチ上のポートの番号。port 属性は、type 属性
に switch を設定する場合だけ指定します。

<failoverMode>

リソースグループのフェイルオーバーモード。

親: <resourcegroup>

子: なし

属性: 必須:
■ value

value 属性には、failover または scalable を設定
できます。

<managedState>

リソースグループが管理されているのかどうかを示します。

親: <resourcegroup>

子: なし

属性: 必須:
■ value

value 属性は、true または false とすることができ
ます。
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<memberDevice>

特定のデバイスグループのメンバー名。<devicegroup> が一連の rawdisk のタイプである
場合は、それぞれに raw ディスクパスの名前を含む 1 つ以上の <member> 要素を指定す
る必要があります。

親: <memberDeviceList>

子: なし

属性: 必須:
■ name

メンバーの名前。

<memberDeviceList>

デバイスグループメンバーのリスト。

親: <devicegroup>(1 つ以上)

子: 必須:
■ <memberDevice>

属性: なし

<method>

汎用のメソッドタイプと特定のリソースタイプの実際のメソッド名の間のマッピング。

親: <methodList>

子: なし

属性: 必須:
■ name

リソースタイプのメソッドの実際の名前。
■ type

リソースタイプのメソッドのタイプ。次のタイプを指定
できます。

■ MONITOR_CHECK

■ MONITOR_START

■ MONITOR_STOP
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■ PRENET_START

■ START

■ STOP

■ VALIDATE

■ UPDATE

<methodList>

特定の <resourcetype> で使用可能なすべての <method> 要素のリスト。

親: <resourcetype>

子: (省略可能)
■ <method>

属性: 固定:
■ readonly

readonly 属性は、true の固定値を持ちます。

<monitoredState>

クラスタ内の要素の状態の一部を示すブール値。たとえば、リソースの <monitoredState>
はそのリソースがモニター対象であるかどうかを示しますが、そのリソースが使用可能かど
うかは示しません。

親: <resource>

子: なし

属性: 必須:
■ value

value 属性には、true または false を設定できま
す。

<nasdevice>

クラスタ上の NAS デバイスの単一インスタンス。

親: <nasdeviceList>

子: (省略可能)
■ <nasdir>
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属性: 必須:
■ name

NAS デバイスのホスト名。
■ type

NAS デバイスのタイプ。Oracle ZFS Storage
Appliance に対して sun_uss を指定する必要があ
ります。

(省略可能)
■ userid

NAS デバイスへのアクセスに必要なユーザー名。

<nasdeviceList>

クラスタ上のすべての NAS デバイスのリスト。

親: <cluster>

子: (省略可能)
■ <nasdevice>

属性: なし

<nasdir>

NAS デバイス上のディレクトリの 1 つ。各 NAS デバイスは、複数の NAS ディレクトリを
持つことができます。

親: <nasdevice>

子: なし

属性: 必須:
■ path

NAS ディレクトリへのパス。

<node>

1 つのクラスタノード。クラスタ内のノードごとに、<node> 要素を 1 つ指定します。

親: <nodeList>

子: (省略可能)
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■ <propertyList>

属性: 必須:
■ name

ノードの名前に等しくします。

(省略可能)
■ id

クラスタノード ID。指定しなかった場合、クラスタノー
ド ID 属性のデフォルト値は空の文字列になります。

<nodeList>

クラスタ内の全ノードのリスト。

親: <cluster>

子: (省略可能)
■ <node>

クラスタ上のノードごとに、node 属性を 1 つ以上指
定します。

属性: なし

<parameter>

<method> 要素のタイムアウト値とクラスタリソースタイプのほかのパラメータを規定する一
連の属性。

親: <parameterList>

子: なし

属性: 必須:
■ extension

extension 属性には、true または false を設定で
きます。

■ name

パラメータの名前
■ tunability
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パラメータの調整時期の値。tunability 属性
には、次の値のいずれか 1 つを設定できま
す。atCreation、anyTime、または whenDisabled。

■ type

パラメータのタイプ。type 属性には、
次の値のいずれか 1 つを設定できま
す。boolean、enum、int、string、または
stringArray。

(省略可能)
■ default

値が明示的に指定されなかった場合のこのパラメー
タのデフォルト値。たとえば、method 要素のタイムア
ウトのデフォルト値は START です。

■ description

パラメータの説明。未定義の場合、この属性のデフォ
ルト値は空の文字列です。

■ enumList

オブジェクトの列挙型リスト。たとえば、優先度に
従ったフェイルオーバーモードのリストが属性になる
場合もあります。

■ maxLength

string または stringArray 型のパラメータの最大
長。

■ minArrayLength

stringArray 型パラメータの最小サイズ。

■ minLength

string または stringArray 型のパラメータの最小
長。

<parameterList>

リソースタイプを記述する <parameter> 要素のリスト。

親: <resourcetype>
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子: (省略可能)
■ <parameter>

属性: 固定:
■ readonly

readonly 属性は、true の固定値を持ちます。

<property>

1 つのプロパティーを規定する汎用要素。このプロパティーは、クラスタ関連構成のサブ
セットに固有なものではありません。

親: <propertyList>

子: なし

属性: 必須:
■ name

プロパティーの名前です。
■ value

プロパティーの値です。

(省略可能)
■ readonly

readonly 属性には、true または false を設定でき
ます。この値を指定しないと、この属性のデフォルト
値は false になります。

■ type

プロパティータイプ。

<propertyList>

<property> 要素のリスト。<propertyList> 要素は、汎用要素です。

親: <cluster>、<deviceGroup>、<node>、<quorumDevice>、<quorumNode>、<resource>、<resourceNode>、<resourcegroup>、<resourceType>、<transportAdapter>、<transportType>

子: 省略可能:

■ <property>

属性: (省略可能)
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■ extension

この属性は次のいずれかの値を取ることができま
す。true、false、mixed、または doesNotApply。値
を指定しないと、extension 属性はデフォルト値
doesNotApply になります。

■ readonly

この属性は、true または false の値を持つことがで
きます。値を指定しないと、readonly 属性はデフォ
ルト値 false を持ちます。

<quorumDevice>

それぞれのクラスタ定足数デバイス。

親: <quorumDeviceList>

子: (省略可能)
■ <propertyList>

<quorumDevice> 要素は、<propertyList> の子を 1
つだけ持つことができます。

■ <quorumDevicePathList>

<quorumDevice> 要素は、<quorumDevicePathList>
の子を 1 つだけ持つことができます。

属性: 必須:
■ name

定足数デバイスの名前。
■ type

この要素によって参照される定足数デバイスのタイ
プ。type 属性には、scsi または quorum_server を
設定できます。

<quorumDeviceList>

クラスタ内の定足数デバイスのリスト。

親: <clusterQuorum>

子: (省略可能)
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■ <quorumDevice>

属性: なし

<quorumDevicePath>

クラスタ定足数デバイスのパス。

親: <quorumDevicePathList>

子: (省略可能)
■ <state>

<quorumDevicePath> 要素は、<state> の子を 1 つ
だけ持つことができます。

属性: 必須:
■ nodeRef

定足数デバイスが存在するノードの名前。

<quorumDevicePathList>

特定の <quorumDevice> のすべてのパスのリスト。

親: <quorumDevice>

子: 必須:
■ <quorumDevicePath>

属性: 固定:
■ readonly

readonly 属性には、true が設定されます。

<quorumNode>

クラスタ定足数に参加するクラスタ内の 1 つのノード。

親: <quorumNodeList>

子: (省略可能)
■ <propertyList>

属性: 必須:



clconfiguration 1463

■ <nodeRef>

ノードの名前。

<quorumNodeList>

クラスタ定足数に参加するすべてのノードのリスト。installmode にない有効なクラスタの
場合、このリストには通常、クラスタ内のすべてのノードが含まれます。まだ installmode に
あるクラスタの場合、このリストにはクラスタノードの 1 つだけが含まれる場合があります。

親: <clusterQuorum>

子: 必須:
■ <quorumNode>

属性: 固定:
■ readonly

readonly 属性には、true が設定されます。

<resource>

1 つのクラスタリソース。

親: <resourceList>

子: (省略可能)
■ <resourceNodeList>

■ <propertyList>

属性: 必須:
■ name

リソースの名前
■ resourcegroupRef

リソースが属するリソースグループ。
■ resourcetypeRef

この要素によって規定されるリソースの型。

<resourceList>

構成内で定義されているクラスタリソースのルート ノードのリスト。

親: <cluster>
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子: (省略可能)
■ <resource>

属性: なし

<resourcegroup>

クラスタリソースグループ。

親: <resourcegroupList>

子: 必須:
■ <failoverMode>

■ <managedState>

■ <resourcegroupNodeList>

■ <resourcegroupResourceList>

■ <propertyList>

属性: 必須:
■ name

リソースの名前

<resourcegroupList>

構成内で定義されているクラスタリソースグループのルートノード。

親: <cluster>

子: (省略可能)
■ <resourcegroup>

属性: なし

<resourcegroupNode>

リソースグループが定義されているノード。

親: <resourcegroupNodeList>

子: なし

属性: 必須:
■ nodeRef
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クラスタノードの名前。

(省略可能)
■ ゾーン

ゾーンの名前。

<resourcegroupNodeList>

特定のリソースグループが動作するクラスタノード。

親: <resourcegroup>

子: 必須:
■ <resourcegroupNode>

属性: なし

<resourcegroupResource>

特定のリソースグループに属するクラスタリソース。

親: <resourcegroupResourceList>

子: なし

属性: 必須:
■ resourceRef

リソースの名前

<resourcegroupResourceList>

リソースグループで定義されているリソースのリスト。

親: <resourcegroup>

子: (省略可能)
■ <resourcegroupResource>

属性: なし

<resourceNode>

リソースが定義されているノード。

親: <resourceNodeList>



1466 Oracle Solaris Cluster リファレンスマニュアル • 2014 年 7 月、E51742-01

子: 必須:
■ <state>

■ <monitoredState>

(省略可能)
■ <propertyList>

属性: 必須:
■ nodeRef

リソースタイプの名前。

(省略可能)
■ zone

ゾーンの名前。

<resourcetype>

クラスタ内で使用可能な 1 つのクラスタリソースタイプ。

親: <resourcetypeList>

子: (省略可能)
■ <resourcetypeRTRFile>

■ <resourcetypeNodeList>

■ <methodList>

■ <parameterList>

■ <propertyList>

属性: 必須:
■ name

リソースタイプの名前。

<resourcetypeList>

構成内で定義されているクラスタリソースタイプのルートノード。

親: <cluster>

子: (省略可能)
■ <resourcetype>
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属性: なし

<resourcetypeNode>

リソースタイプが定義されている 1 つのノード。

親: <resourcetypeNodeList>

子: なし

属性: 必須:
■ nodeRef

クラスタノードの名前。

<resourcetypeNodeList>

特定のリソースタイプが存在するクラスタノードのリスト。

親: <resourcetype>

子: 必須: <resourcetypeNodeList> 要素には、1 つ以上
の <resourcetypeNode> 要素か、または正確に 1 つの
<allNodes> 要素のどちらかを含める必要があります。
■ <resourcetypeNode>

■ <allNodes>

属性: なし

<resourcetypeRTRFile>

特定のリソースタイプを規定するリソースタイプ登録 (RTR) ファイルの名前。

親: <resourcetype>

子: なし

属性: 必須:
■ name

RTR ファイルの名前。

<snmphost>

クラスタノード上で構成される SNMP ホストおよびコミュニティー。

親: <snmphostList>
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子: なし

属性: 必須:
■ community

SNMP コミュニティー名。
■ name

インスタンスの名前。
■ nodeRef

SNMP ホストとコミュニティーが存在するノード。

<snmphostList>

クラスタノード上で構成される SNMP ホストおよびコミュニティーのリスト。

親: cluster>

子: (省略可能)
■ <snmphost>

属性: なし

<snmpmib>

クラスタノード上の SNMP MIB。

親: <snmpmibList>

子: (省略可能)
■ state

属性: 必須:
■ name

MIB の名前。
■ nodeRef

SNMP MIB が存在するノード。

(省略可能)
■ protocol

MIB が使用する SNMP プロトコル。この属性のデ
フォルト値は SNMPv2 です。
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■ value

SNMPv3 または SNMPv2

snmpmibList

クラスタノード上の SNMP MIB のリスト。

親: <cluster>

子: (省略可能)
■ <snmpmib>

属性: なし

<snmpuser>

クラスタノード上で構成される SNMPv3 ユーザー。

親: <snmpuserList>

子: なし

属性: 必須:
■ name

ユーザーの名前。
■ nodeRef

SNMPv3 ユーザーが存在するノード。
■ auth

auth 属性は、MD5 または SHA に設定できます。

(省略可能)
■ defaultUser

defaultUser 属性は、yes または no に設定できま
す。値が指定されない場合、この属性のデフォルト
値はノード構成に基づき、いずれか適切な値になりま
す。

■ defaultSecurityLevel

ユーザーのセキュリティーレベル。security 属性は次
のいずれかの値に設定できます:
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■ authPriv

■ authNoPriv

■ noAuthNoPriv

<snmpuserList>

クラスタノード上で構成される SNMPv3 ユーザーのリスト。

親: <cluster>

子: <snmpuser>

属性: なし

<state>

クラスタ構成内のさまざまなオブジェクトの状態。<state> 要素は、汎用要素です。

親: <quorumDevicePath>、<resourceNode>、snmpmib>、telemetryAttribute、<transportAdapter>、<transportCable>、<transportSwitch>

子: なし

属性: 必須:
■ value

value 属性には、enabled または disabled を設定
できます。

<telemetrics>

クラスタモニタリングしきい値

親: <cluster>

子: (省略可能)
■ <telemetryObjectType>

属性: なし

<telemetryAttribute>

ユーザーがモニターできるシステムリソースの属性。

親: <telemetryObjectType>

子: 必須:
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■ <state> (1 つ以上)

属性: 必須:
■ name

属性の名前

<telemetryObjectType>

ユーザーがモニターできるオブジェクトのタイプ。

親: <telemetrics>

子: 必須:
■ <telemetryAttibute>

属性: 必須:
■ name

属性の名前

<transportAdapter>

プライベートクラスタトランスポートで使用するネットワークアダプタ。

親: <transportNode>

子: (省略可能)
■ <state>

■ <transportType>

■ <propertyList>

属性: 必須:
■ name

ネットワークアダプタの名前。

<transportCable>

プライベートクラスタトランスポートで使用するネットワークケーブル。このケーブルは、物理
ケーブルを指さない場合もあり、2 つの <endpoint> 要素間のパスとする方が適切です。

親: <transportCableList>

子: 必須:
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■ <endpoint>

<transportCable> 要素は、2 つの <endpoint> 要
素を持つ必要があります。それぞれの endpont 要素
では、ケーブル終端の一方を規定します。

(省略可能)
■ <state>

<transportCable> 要素は、<state> 要素を 1 つ持
つことができます。

属性: なし

<transportCableList>

2 つのクラスタ <endpoint> 要素を接続するのに使用するネットワークケーブルのリスト。

親: <clusterTransport>

子: 省略可能:

■ <transportCable>

属性: なし

<transportNode>

プライベートクラスタトランスポートで使用されるクラスタノードの 1 つ。クラスタのノードごと
に、<transportNode> 要素を 1 つ指定します。

親: <transportNodeList>

子: (省略可能)
■ <nodeRef>

属性: 必須:
■ transportAdapterList

クラスタノードの名前。

<transportNodeList>

プライベートクラスタトランスポートで使用するノードのリスト。このノードリストには常に、クラ
スタのメンバーと同じ一連のノードが含まれます。

親: <clusterTransport>
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子: (省略可能)
■ <transportNode>

属性: なし

<transportSwitch>

1 つのクラスタトランスポートスイッチ。

親: <transportSwitchList>

子: (省略可能)
■ <state>

属性: 必須:
■ name

トランスポートスイッチの名前。

(省略可能)
■ port

スイッチ上のポートの番号。

<transportSwitchList>

プライベートクラスタトランスポートシステムによって使用されるネットワークスイッチのリス
ト。

親: <clusterTransport>

子: (省略可能)
■ <transportSwitch>

属性: なし

<transportType>

<transportAdapter> 要素で使用されるネットワークトランスポートのタイプ。

親: <transportAdapter>

子: (省略可能)
■ <propertyList>

属性: 必須:
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■ value

value 属性には、dlpi または rsm を設定できます。

/usr/cluster/lib/xml/cluster.dtd

Oracle Solaris Cluster 構成用 XML ファイルの構造を定義する文書型定義 (DTD)
ファイル。

19 ページのIntro(1CL), 551 ページのcluster(1CL)

http://www.w3.org/XML/

http://www.w3.org/XML/
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名前
clprivnet — SUNW,clprivnet Oracle Solaris Cluster プライベートネットワークドライバ

/dev/clprivnet 

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

SUNW,clprivnet Oracle Solaris Cluster プライベートネットワークドライバは、STREAMS 擬
似ドライバです。このドライバは、Oracle Solaris Clustrer プライベートネットワーク経由で通
信を行なう標準型 Solaris インタフェースを使用する Oracle Solaris Cluster の常駐アプリ
ケーションをサポートします。データトラフィックを全リンクから外すことで、プライベートネットワー
クの帯域幅を自在に活用し、可用性と耐障害性に優れた通信を実現します。

アプリケーションプログラミングインタフェース
このドライバは、文字型特殊デバイス /dev/clprivnet でサポートされ、Oracle Solaris
Cluster の内部処理と Solaris の標準ネットワークユーティリティーで使用されます。このデバ
イスインターフェースは、一般的なアプリケーション通信に直接使用しないでください。

管理
Oracle Solaris Cluster の内部インフラストラクチャーは、ドライバをインターネットインタフェー
スとして完全に管理、構成します。

/dev/clprivnet

clprivnet 文字型特殊デバイス

/usr/kernel/drv/clprivnet.conf

システム全体のデフォルトのデバイスドライバプロパティー
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名前
did — user-configurable DID pseudo driver

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

DIDはユーザーによる構成が可能な擬似デバイスドライバであり、基本となるディスク、テープ、
および CD-ROM デバイスへのアクセスを提供します。デバイスが一意のデバイス ID をサ
ポートする場合、デバイス ID に従って 1 つのデバイスに複数のパスが決定されます。同じデ
バイス ID に複数のパスが使用可能な場合でも、実際のデバイスに与えられる DID 名は 1
つのみです。

クラスタ環境では、複数のホストまたはコントローラへの接続にかかわらず、特定の物理デバイ
スが同じ DID 名を持ちます。ただし、これは物理ディスクなど広域で単一のデバイス識別名を
サポートするデバイスの場合にのみ該当します。

DID は、/dev/did 下で管理される各デバイスタイプ用に同じディレクトリを保持しています。
これらのディレクトリにあるデバイスは、DID 以外のデバイスと同様の動作をします。たとえば、
ディスクや CD-ROM デバイスのスライスの保持や、さまざまなテープデバイス操作に使用す
る名前の保持があります。/dev/did/dsk と /dev/did/rdsk により、ディスク用に raw デバイス
アクセスとブロック型デバイスアクセスの両方もサポートされます。

どの時点でも、入出力はデバイスへの一方向のパスのみサポートされます。DID によるマルチ
パス機能は現在サポートされていません。

DID デバイスを使用するには、まず 793 ページのscdidadm(1M) コマンドを使用して初期化
する必要があります。

DID ドライバは、管理ノードおよび各 DID デバイスマイナーのノードを保持します。

管理ノードでサポートされるユーザー ioctls はありません。

DKIOCINFO ioctl は、/dev/did/rdsk/d0s2 などの DID デバイスノードに対して呼び出された場
合にサポートされます。

その他の ioctls は、次のドライバに直接渡されます。
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/dev/did/dsk/dnsm

ブロックディスクまたは CD-ROM デバイス (n はデバイス番号、m はスライス番号)

/dev/did/rdsk/dnsm

raw ディスクまたは CD-ROM デバイス (n はデバイス番号、m はスライス番号)

/dev/did/rmt/n

テープデバイス (n はデバイス番号)

/dev/did/admin

管理デバイス

/kernel/drv/did

ドライバモジュール

/kernel/drv/did.conf

ドライバ構成ファイル

/etc/did.conf

クラスタ化されていないシステム用の cldevice 構成ファイル

Cluster Configuration Repository (CCR)ファイル

61 ページのcldevice(1CL) は、クラスタ化されたシステムの CCR で構成を保守します。

19 ページのIntro(1CL), 61 ページのcldevice(1CL), Unresolved link to "
devfsadm1M"

DID はデバイス用の名前を、デバイスホットプラグ時にオーバーヘッドを減らすためにまとめて
作成します。ディスクのデバイス名は、/dev/did/dsk と/dev/did/rdsk に作成されます。一度
に作成されるのは 100 個のディスクまでです。テープのデバイス名は /dev/did/rmt  に作成
されます。一度に作成されるのは 10 個のテープまでです。クラスタに追加されるデバイスが、
現在の名前で処理できる数より多い場合は、別のグループが作成されます。

http://otn.oracle.com
http://otn.oracle.com
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名前
sctransp_dlpi — dlpi クラスタインターコネクトの構成

注記 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアには、オブジェクト指向のコマンドセットが含まれ
ます。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは従来のコマンドセットもサポートしますが、Oracle
Solaris Cluster の手順に関するドキュメントではオブジェクト指向のコマンドセットのみを使
用します。オブジェクト指向のコマンドセットの詳細は、19 ページのIntro(1CL) のマニュアル
ページを参照してください。

dlpi は、サポートされているクラスタトランスポートタイプです。

19 ページのIntro(1CL), 551 ページのcluster(1CL), 747 ページのscconf(1M),
819 ページのscinstall(1M)
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1485

索引

…
開始ステップのタイムアウト

Solaris Volume Manager for Sun Cluster,
1436, 1436, 1442, 1442

拡張プロパティー
crs_framework リソースタイプ, 1267, 1369
rac_framework リソースタイプ, 1316, 1412
SUNW.crs_framework リソースタイプ , 1267, 1369
SUNW.rac_framework リソースタイプ, 1316, 1412
SUNW.vucmm_framework リソースタイプ, 1433,
1439
SUNW.vucmm_svm リソースタイプ, 1436, 1442
vucmm_framework リソースタイプ, 1433, 1439
vucmm_svm リソースタイプ, 1436, 1442

拡張プロパティーの取得, 957
管理

リソース, 207, 217, 273, 397
リソースタイプ, 333, 473

関数
DSDL ネットワークリソースアクセス, 912
DSDL プロセスモニター機能 (PMF), 913
DSDL プロパティー, 911
DSDL ユーティリティー, 914
DSDL 障害モニター, 914

共有アドレスの Oracle Solaris Cluster リソースの管
理, 347, 347, 451, 451
呼び出されたデータサービスメソッドによるパス名の最
終要素の取得, 955
広域デバイス名前空間の管理スクリプト, 815
再構成タイムアウト

Solaris Volume Manager for Sun Cluster,
1436, 1442
登録ステップ, 1433, 1439

再構成のタイムアウト
予約ステップ, 1316, 1412

指定されたコマンドを、指定された時間だけ実行する,
1043
指定のタイムアウト時間が経過するまでモニター対象
のプロセスの終了を待機する, 1035
障害モニター

関数、DSDL, 914
障害モニター制御ソケットでメッセージを待機, 937
対話型クラスタ構成ツール, 873
中止ステップのタイムアウト

Solaris Volume Manager for Sun Cluster,
1436, 1442

登録ステップタイムアウト, 1433, 1439
物理ホスト名の代わりに論理ホスト名を提供する共有
オブジェクト物理ホスト名の代わりに論理ホスト名を
提供する共有オブジェクト, 29
予約ステップのタイムアウト, 1316, 1412

あ
アプリケーションとの TCP 接続の確立, 929
アプリケーションとの TCP 接続の終了, 933, 941
アプリケーションとの TCP 接続を確立し、終了するこ
とによる検証, 1029, 1033
アプリケーションとの TCP 接続を使用したデータの書
き込み, 945
アプリケーションとの TCP 接続を使用したデータの読
み取り, 943
アプリケーションへの TCP 接続の確立, 939
イベント, 1373
エラーコードからエラーメッセージの作成, 1239, 1241
エラーコードからエラー文字列の作成, 919, 919, 921,
921, 1239, 1241

か
クラスタイベントデーモン, 723
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クラスタのグローバルな構成とステータスの管理, 551
クラスタの停止, 875
クラスタログ機能のアクセス, 1079
クラスタ情報アクセス関数。, 1055, 1055, 1055,
1055, 1055, 1063, 1063, 1063, 1063, 1063,
1071, 1071, 1071, 1071, 1071, 1085, 1085,
1085, 1085, 1085, 1093, 1093, 1093, 1093,
1093
クラスタ情報へのアクセス, 669
クラスタ名のデータベース, 1245
コマンドログファイルcommandlog, 1247

さ
システムリソースモニタリングの構成, 519, 519, 535,
535
システムリソースモニタリングの初期化, 899
システムログにデバッグメッセージを書き込む, 1041
システムログにメッセージを書き込む, 1039
システム資源使用状況

データ収集のためのリソースタイプ, 1365, 1431
スケーラブル SMF サービスのプロキシ作成のための
リソースタイプ, 1283, 1407
スケーラブルデバイスグループ

のリソースタイプ, 1349, 1415
スケーラブルファイルシステム

リソースタイプ, 1357, 1423
スケーラブルマウントポイント

リソースタイプ, 1357, 1423
ステータス情報

Oracle Solaris Cluster Support for Oracle
RAC, 1315, 1411
ボリュームマネージャー再構成フレームワーク, 1433,
1439

ゾーンクラスタ
管理, 583, 613

ゾーンのフルネームのノード ID を取得, 961, 963
ゾーンのフルネームを取得, 961, 963
ゾーン名アクセス関数, 1083

た
タイムアウト

Solaris Volume Manager for Sun Cluster,
1436, 1442
予約ステップ, 1316, 1412

タイムアウト制御下での子プログラムの実行, 733
ディスクパスモニタリングデーモン構成ファイル, 1259
ディスクパスモニタリングの管理コマンド, 803
データ収集のためのリソースタイプ

システム資源使用状況, 1365, 1431
デバイスグループ

スケーラブル
のリソースタイプ, 1349, 1415

デバイス識別子構成および管理用ユーティリティーラッ
パー, 793

な
ネットワークアドレスメモリーの解放, 951
ネットワークリソースアクセス関数

DSDL, 912
ネットワーク資源メモリーの解放, 949
ネットワーク資源リストの内容を印刷する, 1011
ネットワーク接続ストレージ (NAS) デバイス, 1357,
1423
ノードを追加するための Oracle Solaris Cluster アク
セスポリシーの管理, 37

は
ファイルシステム

スケーラブル
リソースタイプ, 1357, 1423

ファイルロック保持中の子プログラムの実行, 731
フェイルオーバー SMF サービスのプロキシ作成のた
めのリソースタイプ , 1275, 1399
プライベート IP アドレス範囲の管理, 853
フレームワーク

Oracle Clusterware, 1265, 1367
Oracle Solaris Cluster Support for Oracle
RAC, 1315, 1411

プローブ完了関数のあとでアクションを実行する, 925
プロセスモニター機能の管理, 735
ポートリストの内容を印刷する, 1015
ポートリストメモリーの解放, 953
ボリューム, 1352, 1418
ボリュームマネージャー再構成

フレームワーク, 1433, 1439
ボリュームマネージャー再構成フレームワーク

ステータス情報, 1433, 1439
モニタリング, 1433, 1439
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リソースタイプ
SUNW.vucmm_framework, 1433, 1439
vucmm_framework, 1433, 1439

ボリュームマネージャ再構成枠組み
Solaris Volume Manager for Sun Cluster,
1435, 1441
リソースタイプ

SUNW.vucmm_svm, 1435, 1441
vucmm_svm, 1435, 1441

ま
マウントポイント

スケーラブル
リソースタイプ, 1357, 1423

マルチマスター SMF サービスのプロキシ作成のため
のリソースタイプ, 1279, 1403
メソッドの実行対象であるゾーンの名前を取得する,
981
モニタリング

ボリュームマネージャー再構成フレームワーク, 1433,
1439

や
ユーザーのアクセス権, 663
ユーティリティー関数

DSDL, 914

ら
リソース

管理, 207, 217, 273, 397
リソースおよびリソースグループ制御をリクエストする関
数, 1101, 1101, 1107, 1107
リソースおよびリソースグループ制御を要求する, 683
リソースがゾーンクラスタノードに構成されている場
合、TRUE または FALSE を返す, 991
リソースグループが実行されるクラスタノード名を返す,
1113
リソースグループで使用されるネットワークリソースの取
得, 975, 977
リソースグループによって使用される、ホスト名、ポート、
プロトコルから成るリストの内容を印刷する, 1013
リソースグループのフェイルオーバー, 923

リソースグループの再起動, 1027
リソースグループプロパティー, 1319
リソースグループ情報へのアクセス, 703
リソースグループ名の取得, 969
リソースステータスの設定, 699
リソースステータスの設定関数, 1175, 1175, 1177,
1177
リソースタイプ, 1379

crs_framework, 1265, 1367
rac_framework, 1315, 1411
ScalDeviceGroup, 1349, 1415
ScalMountPoint, 1357, 1423
SUNW.crs_framework, 1265, 1367
SUNW.rac_framework, 1315, 1411
SUNW.ScalDeviceGroup, 1349, 1415
SUNW.ScalMountPoint, 1357, 1423
SUNW.vucmm_framework, 1433, 1439
SUNW.vucmm_svm, 1435, 1441
vucmm_framework, 1433, 1439
vucmm_svm, 1435, 1441
管理, 333, 473

リソースタイプ、リソースグループ、およびリソースの登録
と登録解除を管理する, 861
リソースタイプテンプレートの構成, 655
リソースタイプのコールバックメソッドおよびモニターの
実装に使用される Oracle Solaris Cluster ライブラ
リ関数, 1047, 1047, 1047
リソースタイプ情報アクセス関数, 1209, 1209,
1209, 1209, 1209, 1215, 1215, 1215, 1215,
1215, 1221, 1221, 1221, 1221, 1221, 1227,
1227, 1227, 1227, 1227, 1233, 1233, 1233,
1233, 1233
リソースタイプ情報にアクセスするコマンド, 709
リソースタイプ登録 (RTR) ファイル, 1251
リソースタイプ名の取得, 973
リソースによって使用される SUNW.HAStoragePlus
リソースに関するステータス情報の取得, 983
リソースによって使用されるネットワークアドレスの取得,
965
リソースによって使用されるネットワーク資源の取得,
979
リソースによって使用されるポートリストの取得, 967
リソースの再起動, 1025
リソースプロパティー, 1287
リソース拡張プロパティーメモリーの解放, 947
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リソース情報アクセスコマンド, 691
リソース情報アクセス関数, 1115, 1115, 1115,
1115, 1115, 1127, 1127, 1127, 1127, 1127,
1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1151, 1151,
1151, 1151, 1151, 1163, 1163, 1163, 1163,
1163, 1179, 1179, 1179, 1179, 1179, 1185,
1185, 1185, 1185, 1185, 1191, 1191, 1191,
1191, 1191, 1197, 1197, 1197, 1197, 1197,
1203, 1203, 1203, 1203, 1203
リソース情報へのアクセス, 691
リソース名の取得, 971
リターンステップのタイムアウト

Solaris Volume Manager for Sun Cluster,
1436, 1442

ローカルクラスタノード名アクセス関数, 1081

C
CCR テーブルファイル管理コマンド, 715
ccradm, 715
cl_eventd, 723
cl_pnmd, 725
claccess, 37
clconfiguration, 1447
cldev, 43, 61
cldevice, 43, 61
cldevicegroup, 79, 99
cldg, 79, 99
clinterconnect, 119, 131
clintr, 119, 131
clmib, 143, 499
clnas, 153, 169
clnasdevice, 153, 169
clnode, 185
clprivnet, 1477
clpstring コマンド, 207, 217
clq, 227, 239
clquorum, 227, 239
clreslogicalhostname, 251, 429
clresource コマンド, 273, 397
clresourcegroup, 305, 369
clresourcetype コマンド, 333, 473
clressharedaddress, 347, 451
clrg, 305, 369
clrs コマンド, 207, 217, 273, 397
clrslh, 251, 429

clrssa, 347, 451
clrt コマンド, 333, 473
clsetup, 487
clsnmphost, 491
clsnmpmib, 143, 499
clsnmpuser, 509
clta, 519, 535
cltelemetryattribute, 519, 535
cluster, 551
Cluster Reconfiguration Notification Protocol
(CRNP) のリソースタイプの実装, 1373, 1373
clusters, 1245
clzc, 583, 613
clzonecluster, 583, 613
commandlog, 1247
crs_framework リソースタイプ, 1265, 1367

D
DCS のクエリー, 727
dcs_config, 727
Debug_level 拡張プロパティー

ScalDeviceGroup リソースタイプ, 1351, 1417
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