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まえがき 

本書の目的 
本書は、Systemwalker Operation Managerを、クラスタシステムに適用する

場合の概要、設定、運用について説明しています。 

なお、本書は、Solaris版/Linux版/Linux for Itanium版を対象としていま

す。 

本書の読者 
本書は、Systemwalker Operation Managerを以下のクラスタシステムに導入

する方、以下のクラスタシステムでSystemwalker Operation Managerを運用管

理する方を対象としています。 

● SafeCLUSTER 

● PRIMECLUSTER Solaris版 

● PRIMECLUSTER Linux版 

● PRIMECLUSTER Linux for Itanium版 

● Sun(TM) Cluster 3.0(以降、Sun Clusterと略しています) 

本書を読む場合、Systemwalker Operation Managerおよびクラスタシステム

の一般的な知識をご理解の上でお読みください。 

本書の構成 
本書は、1章～8章の構成となっています。 

第1章 概要 
Systemwalker Operation Managerをクラスタシステムへ適用する形態、構成

など概要について説明しています。 

第2章 導入 

Systemwalker Operation Managerをクラスタシステムへ導入する手順を説明

しています。 

第3章 運用 

Systemwalker Operation Managerをクラスタシステムで運用する方法を説明

しています。 

第4章 SafeCLUSTERシステム固有の手順 
SafeCLUSTERシステム固有の手順を説明しています。 

第5章 PRIMECLUSTER Solaris版システム固有の手順 

PRIMECLUSTER Solaris版システム固有の手順を説明しています。 

第6章 PRIMECLUSTER Linux版システム固有の手順 
PRIMECLUSTER Linux版システム固有の手順を説明しています。 

第7章 PRIMECLUSTER Linux for Itanium版システム固有の手順 

PRIMECLUSTER Linux for Itanium版システム固有の手順を説明しています。 
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第8章 Sun Clusterシステム固有の手順 
Sun Clusterシステム固有の手順を説明しています。 

略語表記について 
● Microsoft(R) Windows NT(R) Server network operating system 

Version4.0以降、およびMicrosoft(R) Windows NT(R) Workstation 

operating system Version4.0以降をまとめて、“Windows NT(R)”と略

しています。 

● Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server operating system、Microsoft(R) 

Windows(R) 2000 Advanced Server operating system、Microsoft(R) 

Windows(R) 2000 Datacenter Server operating system、Microsoft(R) 

Windows(R) 2000 Professional operating system を ま と め て 、

“Windows(R) 2000”と略しています。 

● Microsoft(R) Windows(R) XP Professional、Microsoft(R) Windows(R) 

XP Home Editionをまとめて、“Windows(R) XP”と略しています。 

● Microsoft(R) Windows Server(TM) 2003, Standard Edition 、

Microsoft(R) Windows Server(TM) 2003, Enterprise Edition 、

Microsoft(R) Windows Server(TM) 2003, Datacenter Editionをまとめ

て、“Windows Server(TM) 2003”と略しています。 

● Microsoft(R) Windows(R) 98 operating systemを“Windows(R) 98”と

略しています。 

● Microsoft(R) Windows(R) Millennium Editionを“Windows(R) Me”と

略しています。 

● Windows NT(R)、Windows(R) 2000、およびWindows Server(TM) 2003を、

“Windowsサーバ”と略している箇所があります。 

 

● ARCserve for Windows NT(R)、ARCserveIT for Windows NT(R)、ARCserve 

2000 およびBrightStor(R) ARCserve(R) Backup for Windows Japanese

をまとめて、ARCserveと略しています。 

 

● Systemwalker Operation Manager Standard Editionを“SE版”と略し

ている箇所があります。 

● Systemwalker Operation Manager Enterprise Editionを“EE版”と略

している箇所があります。 

● Systemwalker Operation Manager Global Enterprise Editionを“GEE

版”と略している箇所があります。 

● Standard EditionをSE、Enterprise EditionをEE、Global Enterprise 

EditionをGEEと略している箇所があります。 

 

● Windows NT(R)、Windows(R) 2000およびWindows Server(TM) 2003上で

動作するSystemwalker Operation Managerを“Windows版 Systemwalker 

Operation Manager”または“Windows版”と略しています。 

 

● Solaris™ オペレーティングシステムを “Solaris”と略しています。 
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● Solaris、HP-UX、AIX、Linux、およびUXP/DSを、“UNIXサーバ”と略し

ている箇所があります。 

● Systemwalker Operation Manager for Solaris™ オペレーティングシ

ステムを“Solaris版 Systemwalker Operation Manager”または“Solaris

版”と略しています。 

● UXP/DS 上 で 動 作 す る Systemwalker Operation Manager を “ DS 版 

Systemwalker Operation Manager”または“DS版”と略しています。 

● HP-UX 上 で 動 作 す る Systemwalker Operation Manager を “ HP 版 

Systemwalker Operation Manager”または“HP版”と略しています。 

● AIX 上 で 動 作 す る Systemwalker Operation Manager を “ AIX 版 

Systemwalker Operation Manager”または“AIX版”と略しています。 

● Linux上で動作するSystemwalker Operation Managerを“Linux版 

Systemwalker Operation Manager”または“Linux版”と略しています。 

● Itaniumアーキテクチャに対応したLinux上で動作するSystemwalker 

Operation Managerを“Linux for Itanium版”と略しています。 

 

● Solaris版、DS版、HP版、AIX版、Linux版およびLinux for Itanium版の

Systemwalker Operation Managerを包括して、“UNIX版 Systemwalker 

Operation Manager”または“UNIX版”と略しています。 

 

● Windows NT(R)で標準に提供されているMicrosoft(R)-MailをMS-Mailと

略しています。 

商標について 
Microsoft、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国お

よびその他の国における登録商標です。 

UNIXは、米国およびその他の国におけるオープン・グループの登録商標です。 

Sun、Sun Microsystems、Sunロゴ、Solaris およびすべてのSolarisに関連

する商標及びロゴ、JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国お

よびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標で

あり、同社のライセンスを受けて使用しています。 

HP-UX、MC/ServiceGuardは、Hewlett-Packard Companyの商標です。 

AIXは、IBM Corp.の商標です。 

Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標また

は商標です。 

Red HatおよびRed Hatをベースとしたすべての商標とロゴは、Red Hat, Inc.

の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Itaniumは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子

会社の登録商標または商標です。 

BrightStor、ARCserve、ARCserveITは、Computer Associates International, 

Inc.またはその関連会社の登録商標または商標です。 

PowerChuteおよびAPCは、AMERICAN POWER CONVERSION社の登録商標です。 

R/3およびSAPは、SAP AGの登録商標です。 

ORACLEは、米国Oracle Corporationの登録商標です。 
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Tcl/Tkは、カリフォルニア大学、Sun Microsystems,Inc.、Scriptics社他が

作成したフリーソフトです。 

UXP、Systemwalker、Interstage、GLOVIAは富士通株式会社の登録商標です。 

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。 

 

 

平成17年 8月 

 

平成17年 5月 初版 

平成17年 7月 第2版 

平成17年 8月 第3版 

 

All Rights Reserved,Copyright (C) 富士通株式会社 1995-2005 

音声合成ライブラリ COPYRIGHT(C)FUJITSU LIMITED,1996 All Rights 

Reserved 

 

 



     

 

 

 

マニュアル体系と読み方 

マニュアル体系 
Systemwalker Operation Managerのマニュアルには、以下のものがあります。 

Systemwalkerのホームページ 
Systemwalkerのホームページでは、最新のSystemwalker Operation Manager

のマニュアルを公開しています。クラスタ運用など、特殊な運用方法やマニュ

アルの補足情報も公開しています。以下のURLからご参照ください。 

http://systemwalker.fujitsu.com/jp/man/ 

製品添付オンラインマニュアル 

以下のマニュアルは、製品CD-ROMにHTML形式で格納されています。インスト

ールするか、CD-ROMから直接参照する、またはディスクにコピーしてご参照く

ださい。 

● 解説書 

● 導入手引書 

● 使用手引書 

● メッセージ説明書 

● バージョンアップガイド 

● リファレンスマニュアル 

● スケジュール分散機能説明書(Solaris版 Systemwalker Operation 

Manager Enterprise Edition/Global Enterprise Edition、およびLinux

版/Linux for Itanium版 Systemwalker Operation Manager Enterprise 

Editionのみ) 

● Global Enterprise Edition説明書(Solaris版 Systemwalker Operation 

Manager Global Enterprise Editionのみ) 

 

製品添付オンラインヘルプ 

以下のマニュアルは、製品CD-ROMに格納されています。インストールしてご

参照ください。オンラインヘルプについては、Systemwalker Operation Manager 

Standard Edition/Enterprise Editionと共通です。 

● オンラインヘルプ 
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読者の作業と対象マニュアル 
読者の作業と、対象マニュアルは以下のとおりです。 

読者の作業 対象マニュアル 

－ 基本用語を知る 

－ 機能の概要を知る 

－ 必要ソフトウェア、ハードウェアを知る 

－ 運用イメージを知る 

－ バージョンの組合せを確認する 

－ 制限値を確認する 

解説書 

－ インストール方法を知る 

－ 動作環境の設定方法を知る 

－ 動作環境バックアップ方法を知る 

－ 保守情報の収集方法を知る 

－ 動作環境のファイル構成を知る 

導入手引書 

－ Systemwalker Operation Managerの使用方法を知る 

－ ウィンドウ体系を知る 

－ 運用上の留意事項を知る 

使用手引書 

－ メッセージの意味と対処方法を知る メッセージ説明書 

－ 旧製品からの移行方法を知る 

－ バージョンアップ時の注意事項を知る 

－ 非互換項目を知る 

バージョンアップ

ガイド 

－ コマンド、JCL、Systemwalkerスクリプトの文法を知る 

－ API情報、出口情報を利用する 

－ 情報ファイルの出力形式を知る 

－ ジョブの終了コードを知る 

リファレンスマニ

ュアル 

－ スケジュール分散機能の概要を知る 

－ スケジュール分散機能の導入方法を知る 

－ スケジュール分散機能の運用方法やコマンドの文法を知る 

－ スケジュール分散機能のバージョンの組合せ、制限値を確認す

る 

スケジュール分散

機能説明書 

－ Systemwalker Operation Manager Global Enterprise Edition

の機能概要を知る 

－ Systemwalker Operation Manager Global Enterprise Edition

の動作環境の設定方法を知る 

－ Systemwalker Operation Manager Global Enterprise Edition

の操作方法やコマンドの文法を知る 

Global Enterprise 

Edition説明書 

－ クラスタシステムでSystemwalker Operation Managerを運用す

る 

－ トラブルの原因を知り、対処する 

－ NAT環境で運用する 

－ Firewall環境で運用する 

Systemwalker技術

情報ホームページ 

－ ウィンドウの指定項目を知る オンラインヘルプ 
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関連マニュアル 
本書を読むにあたり、下記のマニュアルも併せて参照してください。 

 

Systemwalker Centric Managerと連携する場合には、Systemwalker Centric 

Managerの関連マニュアルも併せて参照してください。 

 

電源制御を利用する場合は、下記製品の関連マニュアルを参照してください。 

● “Power MANagement for Windows” 

● “PowerChute(R) plus” 

● “PowerChute(R) Business Edition” 

● “NetpowerView F” 

● “Systemwalker Enabled”で認定された電源制御装置、および電源制御

装置に対応する電源制御ソフトウェア製品 

 

他の製品と連携する場合は、下記製品の関連マニュアルも併せて参照してく

ださい。 

● “Interstage Application Server” 

● “GLOVIA-C(販売情報システム)” 

● “SAP R/3(R)” 

● “Oracle E-Business Suite” 

 

クラスタシステムで運用する場合は、クラスタシステムのマニュアルも併せ

て参照してください。 

 

バックアップ連携を利用する場合には、下記のマニュアルも併せて参照して

ください。 

● “ARCserve for Windows NT(R) USER GUIDE 日本語版” 

● “ARCserveIT 導入ガイド” 

● “ARCserveIT 管理者ガイド” 

● “ARCserveIT for Windows NT(R) オンラインヘルプ” 

● “ARCserve 2000オンラインヘルプ” 

● “BrightStor(R) ARCserve(R) Backup for Windows 導入ガイド” 

● “BrightStor(R) ARCserve(R) Backup for Windows 管理者ガイド” 

 

グローバルサーバ(OSIV/MSPまたはOSIV/XSP)と連携する場合は、下記の関連

マニュアルも併せて参照してください。 

● “OSIV SymfoNET/基本運用説明書 V10L30” 

● “OSIV SymfoNET/基本運用説明書 V11L10” 

● “OSIV APS説明書” 

 

MSPと連携する場合は、下記の関連マニュアルも併せて参照してください。 

● “OSIV/MSP 運用手引書 JES編 AFII10用” 

● “OSIV/MSP AOF説明書 AFII V10用” 
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XSPと連携する場合は、下記の関連マニュアルも併せて参照してください。 

● “OSIV/XSP ジョブ管理解説書” 

● “OSIV/XSP システム編集手引書 AFII V10用” 

 

本書の表記について 
● 2001年1月からNTTドコモのポケットベルは、“クイックキャスト”に名

称が変わりましたが、本書では、“ポケットベル”と表記しています。 

 

Systemwalker Operation Managerの製品名について 
Systemwalker Operation Managerの製品名は、バージョンによって違います。

本書では、製品名をSystemwalker Operation Managerと表記していますが、バ

ージョンが特定される場合は、バージョンごとの製品名を記載しています。 

バージョン 製品名 

V11.0L10/11.0以降 Systemwalker Operation Manager 

V10.0L20/V10.0L21/10.1 Systemwalker OperationMGR 

V10.0L10/10.0まで SystemWalker/OperationMGR 

 

Systemwalker Operation Manager Enterprise Editionの記事について 
本書では、標準仕様である“Systemwalker Operation Manager Standard 

Edition ”の記事と区別するため、“ Systemwalker Operation Manager 

Enterprise Edition”の固有記事に対して“EE”という記号をタイトルまたは

本文に付けています。“Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition”

の固有記事の範囲は、タイトルまたは本文に付いた場合で以下のように異なり

ます。 

タイトルに付いている場合 

章/節/項などのタイトルに付いている場合、タイトルの説明部分全体が、

“Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition”の固有記事である

ことを示します。この場合、タイトルに対して、オンラインマニュアルの場合

は色が付き、Systemwalkerのホームページで提供するマニュアルの場合は[EE]

の記号が付きます。 

本文に付いている場合 

“Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition”の固有記事であ

る本文に付いている場合、対象記事全体に対して、オンラインマニュアルの場

合は色が付き、Systemwalkerのホームページで提供するマニュアルの場合は

[EE→][←EE]の記号で囲まれます。 

 

本書では“Systemwalker Operation Manager Global Enterprise Edition”

については記載していません。“Systemwalker Operation Manager Global 

Enterprise Edition”については“Systemwalker Operation Manager Global 

Enterprise Edition 説明書”を参照してください。 
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Windows版とUNIX版の固有記事について 
本書は、Windows版、UNIX版共通に記事を掲載しています。Windows版のみの

記事、UNIX版のみの記事は、以下のように記号をつけて共通の記事と区別して

います。 

タイトル【Windows】 

タイトル、小見出しの説明部分全体が、Windows版固有の記事です。 

タイトル【UNIX】 

タイトル、小見出しの説明部分全体が、UNIX版固有の記事です。 

本文中でWindows版とUNIX版の記載が分かれる場合は、“Windows版の場合は

～”“UNIX版の場合は～”のように場合分けして説明しています。 

 

コマンド/JCLで使う記号について 
コマンド、JCLの例で使用している記号について以下に説明します。 

記述例 
[PARA={a|b|c}…]         

記号の意味 
記 号 意 味  

［ ］ 

この記号で囲まれた項目を省略できることを示します。 

ただし、“Systemwalkerスクリプト”の説明箇所では、“[ ]”はスクリプ

ト文法上特別な意味をもつため代わりに“【 】”を使用しています。 

｛ ｝ 
この記号で囲まれた項目の中から、どれか１つを選択することを示しま

す。 

_ 
省略可能記号“[ ]”内の項目をすべて省略したときの省略値が、下線で

示された項目であることを示します。 

｜ 
この記号を区切りとして並べられた項目の中から、どれか１つを選択す

ることを示します。 

… この記号の直前の項目を繰り返して指定できることを示します。 

 

コマンド入力例のプロンプトについて 

# 

システム管理者の権限で実行するコマンドです。 

%または$ 

システム管理者以外の権限で実行するコマンドです。 
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第1章 概要 

本章は、クラスタシステムでのSystemwalker Operation Managerサーバの運

用について説明します。 
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第1章 概要 

1.1 サポートするクラスタシステム 
Systemwalker Operation Managerがサポートするクラスタシステムのバージ

ョンレベルは以下のとおりです。 

 SafeCLUSTER 2.0.1/2.0/1.1.1/1.1/1.03 

 PRIMECLUSTER 4.1 (Solaris版、Linux版、Linux for Itanium版) 

 Sun Cluster 3.0 

 

クラスタシステムにおけるSystemwalker Operation Managerの運用イメージ

を下図に示します。 

 

クラスタシステムにおけるノードや処理の呼び方はクラスタシステムごと

に違いますが、本マニュアルでは、以下の用語を使用して説明しています。 

運用系 

業務を運用するノードです。 

待機系 

業務を引き継ぐために待機するノードです。 

フェールオーバ 

異常が発生したときに運用系から待機系へ業務を引き継ぐことです。 

共有ディスク 

運用系と待機系とで共有で使用するディスクです。 

論理IPアドレス 

クラスタシステムで使用する、運用系と待機系とで共通な仮想のIP

アドレスです。 

物理IPアドレス 

各ノードに固有のIPアドレスです。 
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1.1 サポートするクラスタシステム 

ただし、それぞれのクラスタシステム固有の用語を使用して説明した方がわ

かりやすい場合や、画面を使用した説明は、クラスタシステム固有の用語を使

用しています。 

 

 クラスタシステムに登録できるデーモン 

クラスタシステムにリソース登録できる、Systemwalker Operation Manager

のデーモンは以下のとおりです。 

 ジョブスケジューラ(スケジュール分散機能を含みます) 

 ジョブ実行制御 

 

 クラスタシステムで自動反映できる情報 
クラスタシステムの、運用系および待機系で自動反映できる情報は以下のと

おりです。 

 セキュリティ情報 

 カレンダ情報 

- 日変わり時刻 

- カレンダ休日情報(SYSTEM_CALENDARを除く) 

- SYSTEM_CALENDARのスケジュール情報、電源スケジュール情報、

終了監視情報 

 サービス・アプリケーション起動情報 

- アプリケーション起動情報 

カレンダ情報の、“SYSTEM_CALENDARのスケジュール情報、電源スケジュール

情報、終了監視情報”および、サービス・アプリケーション起動情報の、“ア

プリケーション起動情報”は、自動反映を行わない設定も可能です。 

 

 フェールオーバの契機 

フェールオーバは、クラスタシステムに登録されたリソースの異常を契機に

行われます。 
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第1章 概要 

1.2 サポートするクラスタシステムの形態 
Systemwalker Operation Managerがサポートするクラスタシステムの形態は

以下のとおりです。 

 1:1運用待機 

 N:1運用待機 

 2ノード相互待機 

 カスケード(PRIMECLUSTER Solaris版のみ) 

それぞれの形態およびSystemwalker Operation Managerの運用上の注意につ

いて説明します。 

 

1.2.1 1:1運用待機 

1つのノードを別の1つのノードで待機する形態です。 

1:1運用待機のノード構成を以下に示します。 

 

ノードaは運用系で、ノードbは待機系です。ノードbは、ノードaの異常に備

えて待機しています。 

 

1:1運用待機の特徴は以下のとおりです。 

 特徴 

- 運用系のノードがダウンして、処理が待機系に引き継がれた後も、

処理性能は保証されます。 

- 1つのノード上でサブシステムが10個まで運用できます。

(SafeCLUSTER、PRIMECLUSTER Solaris版、PRIMECLUSTER Linux版、

およびPRIMECLUSTER Linux for Itanium版のみ) 

 

サブシステムと複数サブシステム運用 

Systemwalker Operation Managerのジョブスケジューラとジョブ実行

制御は、まとめて複数動作させることができます。ジョブスケジューラ
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1.2 サポートするクラスタシステムの形態 

とジョブ実行制御をまとめて“サブシステム”と呼び、サブシステムを

複数動作させる運用を“複数サブシステム運用”と呼びます。 

 

1.2.2 N:1運用待機 

複数の運用系のノードを別の1つのノードで待機する形態です。 

2:1運用待機のノード構成の例を以下に示します。 

 

ノードaおよびノードcは運用系で、ノードbは待機系です。ノードbは、ノー

ドaおよびノードcの異常に備えて待機しています。 

 

N:1運用待機の特徴および注意事項は以下のとおりです。 

 特徴 

- 待機系が1つであるため、待機コストが低減します。いずれかの

ノードがダウンした場合でも、処理性能は保証されます。 

 注意事項 

- 複数の運用系で異常が発生した場合、 初に異常が発生した運用

系の業務だけが待機系に引き継がれます。  
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第1章 概要 

 

1.2.3 2ノード相互待機 

お互いの運用系のノードを待機する形態です。 

2ノード相互待機のノード構成を以下に示します。 

 

ノードaは運用系で、ノードbは待機系です。ノードbは、ノードaの異常に備

えて待機しています。 

一方、ノードbは運用系で、ノードaは待機系です。ノードaは、ノードbの異

常に備えて待機しています。 

 

2ノード相互待機の特徴および注意事項は以下のとおりです。 

 特徴 

- 定常運用で、全ノードを運用系として活用します。 

- 各ノード上でサブシステムを複数運用することができます。両ノ

ード合わせてサブシステム番号1～9の、9個まで運用できます。 

 注意事項 

- 2台の運用系で別々に処理していた業務を、フェールオーバ後は1

台のノードで処理することになるので、フェールオーバ後の処理

能力は減退します。 
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1.2 サポートするクラスタシステムの形態 

 

1.2.4 カスケード 

1つの運用系のノードを、複数の待機系のノードで待機する形態です。 

この形態は、PRIMECLUSTER Solaris版のみでサポートされます。 

待機系が2つの場合の、カスケードのノード構成を以下に示します。 

 

ノードaは運用系で、ノードbおよびノードcは待機系です。すべてのノード

が正常なときは、ノードbはノードaの異常に備えて待機しています。ノードa

に異常が発生したときに、ノードbは運用系となり、ノードcがノードbの異常

に備えて待機します。 

カスケードの特徴は以下のとおりです。 

 特徴 

- 運用系のノードがダウンして、処理が待機系に引き継がれた後も、

残りのノードで業務の冗長構成が取れるため、保守の間も可用性

を保つことができます。 
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第1章 概要 

1.3 ク ラス タシ ステ ムで の Systemwalker 

Operation Managerの構成 
Systemwalker Operation Managerは、クラスタシステムにおいて以下のよう

な構成で運用することができます。 

 Systemwalker Operation Managerサーバ全体をクラスタ構成にする場合 

- 1:1運用待機のクラスタ構成で運用する 

- N:1運用待機のクラスタ構成で運用する 

- 2ノード相互待機のクラスタ構成で運用する 

- カスケードのクラスタ構成で運用する(PRIMECLUSTER Solaris版

のみ) 

 スケジュールサーバのみをクラスタ構成にする場合 

- スケジュールサーバを1:1運用待機のクラスタ構成で運用する 

- スケジュールサーバをN:1運用待機のクラスタ構成で運用する 

- スケジュールサーバを2ノード相互待機のクラスタ構成で運用する 

- スケジュールサーバをカスケードのクラスタ構成で運用する

(PRIMECLUSTER Solaris版のみ) 

実行サーバのみをクラスタ構成にする、またはスケジュールサーバと実行サ

ーバの両方をクラスタ構成にすることも可能です。 

本節では、Systemwalker Operation Managerサーバ全体をクラスタ構成にす

る場合およびスケジュールサーバのみをクラスタ構成にする場合について説

明します。 

 

1.3.1 Systemwalker Operation Managerサーバ全体をクラスタ

構成にした場合 

Systemwalker Operation Managerサーバ全体をクラスタ構成にした場合の、

それぞれのクラスタシステム構成の概要を以下に示します。 

 

 1:1運用待機 

1:1運用待機は、複数サブシステム運用を実施していない場合と、複数サブ

システム運用を実施している場合とで業務の引き継がれかたが違います。 

 

複数サブシステム運用を実施していない場合 

ノード1を運用系、ノード2を待機系として運用する例を下図に示します。 
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1.3 クラスタシステムでのSystemwalker Operation Managerの構成 

 

ノード1に異常が発生した場合、業務はノード2に引き継がれます。 

 

複数サブシステム運用を実施している場合 

この運用形態は、SafeCLUSTER、PRIMECLUSTER Solaris版、PRIMECLUSTER Linux

版、およびPRIMECLUSTER Linux for Itanium版でサポートされます。 

ノード1を運用系、ノード2を待機系として運用する例を下図に示します。下

図は、サブシステム0とサブシステム1で複数サブシステム運用を実施しており、

ノード1で異常が発生した場合の例です。ノード1に異常が発生すると、すべて

のサブシステムの業務が待機系に引き継がれます。 
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第1章 概要 

仮に、ノード1のサブシステム1に異常が発生した場合、サブシステム1と同

時にサブシステム0の業務もノード2に引き継がれます。 

 

1:1運用待機で複数サブシステム運用を実施していない場合、1:1運用待機で

複数サブシステム運用を実施している場合をそれぞれ以下のように呼びます。 

1:1運用待機で、複数サブシステム運用を実施していない場合 

1:1運用待機(サブシステムなし) 

1:1運用待機で、複数サブシステム運用を実施している場合 

1:1運用待機(サブシステムあり) 

“1:1運用待機”と呼ぶ場合は、1:1運用待機(サブシステムなし)および1:1

運用待機(サブシステムあり)の両方を含みます。 

 

 

 N:1運用待機 

ノード1およびノード3を運用系、ノード2を待機系として運用する例を下図

に示します。下図は、ノード1で異常が発生した場合の例です。ノード3に異常

が発生した場合も、同様にノード2に業務が引き継がれます。 

 

ノード1またはノード3に異常が発生した場合、業務はノード2に引き継がれ

ます。複数のノードで異常が発生した場合、異常の発生が早いノードの業務が

待機系に引き継がれ、後から異常が発生したノードの業務は引き継がれません。 

 

 

 2ノード相互待機 

ノード1およびノード2でそれぞれ業務を実行しながら、お互いのノードを待

機する例を下図に示します。下図は、ノード1で異常が発生した場合の例です。

ノード2で異常が発生した場合は、ノード1に業務が引き継がれます。 
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1.3 クラスタシステムでのSystemwalker Operation Managerの構成 

 

 

 カスケード 
この運用形態は、PRIMECLUSTER Solaris版のみでサポートされます。 

ノード1で業務を実行しながら、ノード2およびノード3で待機する例を下図

に示します。 
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第1章 概要 

ノード1に異常が発生した場合、ノード2に業務が引き継がれます。さらにノ

ード2に異常が発生した場合は、ノード3に業務が引き継がれます。 

 

1.3.2 スケジュールサーバのみをクラスタ構成にした場合 

ここでは、スケジュールサーバのみをクラスタシステム構成にし、実行サー

バを別のノードに設定した場合の、それぞれのクラスタシステム構成の概要を

説明します。 

 1:1運用待機 

1:1運用待機は、複数サブシステム運用を実施していない場合と、複数サブ

システム運用を実施している場合とで業務の引き継がれかたが違います。 

複数サブシステム運用を実施していない場合 

ノード1を運用系、ノード2を待機系として運用する例を下図に示します。 

 

ノード1に異常が発生した場合、業務はノード2に引き継がれます。実行サー

バで動作しているネットワークジョブは、自動的にノード2に引き継がれます。 

 

複数サブシステム運用を実施している場合 

この運用形態は、SafeCLUSTER、PRIMECLUSTER Solaris版、PRIMECLUSTER Linux

版、およびPRIMECLUSTER Linux for Itanium版でサポートされます。 

ノード1を運用系、ノード2を待機系として運用する例を下図に示します。下

図は、サブシステム0とサブシステム1で複数サブシステム運用を実施しており、
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1.3 クラスタシステムでのSystemwalker Operation Managerの構成 

ノード1で異常が発生した場合の例です。ノード1に異常が発生すると、すべて

のサブシステムの業務が待機系に引き継がれます。 

 

仮に、ノード1のサブシステム1に異常が発生した場合、サブシステム1と同

時にサブシステム0の業務もノード2に引き継がれます。実行サーバで動作して

いるネットワークジョブは、自動的にノード2に引き継がれます。 

 

1:1運用待機で複数サブシステム運用を実施していない場合、1:1運用待機で

複数サブシステム運用を実施している場合をそれぞれ以下のように呼びます。 

1:1運用待機で、複数サブシステム運用を実施していない場合 

1:1運用待機(サブシステムなし) 

1:1運用待機で、複数サブシステム運用を実施している場合 

1:1運用待機(サブシステムあり) 

“1:1運用待機”と呼ぶ場合は、1:1運用待機(サブシステムなし)および1:1

運用待機(サブシステムあり)の両方を含みます。 
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第1章 概要 

 N：1運用待機 
ノード1およびノード3を運用系として、ノード2を待機系として運用する例

を下図に示します。下図は、ノード1で異常が発生した場合の例です。 

 

ノード1またはノード3に異常が発生した場合、業務はノード2に引き継がれ

ます。ノード1またはノード3の実行サーバで動作しているネットワークジョブ

も、ノード2に自動的に引き継がれます。 

複数のノードで異常が発生した場合、異常の発生が早いノードの業務が待機

系に引き継がれ、後から異常が発生したノードの業務は引き継がれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

      

 

 



     

 

 

1.3 クラスタシステムでのSystemwalker Operation Managerの構成 

 2ノード相互待機 
ノード1およびノード2でそれぞれ業務を実行しながら、実行サーバを別のノ

ードに配置し、お互いのノードを待機する例を下図に示します。 

下図は、ノード1で異常が発生した場合の例です。ノード1で異常が発生した

場合、ノード2に業務が引き継がれます。ノード1の実行サーバで動作している

ネットワークジョブもノード2に自動的に引き継がれます。 ノード2で異常が

発生した場合は、ノード1に業務が引き継がれます。ノード2の実行サーバで動

作しているネットワークジョブもノード1に引き継がれます。 
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第1章 概要 

 カスケード 
この運用形態は、PRIMECLUSTER Solaris版のみでサポートされます。 

ノード1で業務を実行しながら、実行サーバを別のノードに配置し、ノード2

およびノード3で待機する例を下図に示します。 

 

ノード1に異常が発生した場合、業務はノード2に引き継がれます。ノード1

の実行サーバで動作しているネットワークジョブも、ノード2に自動的に引き

継がれます。さらにノード2に異常が発生した場合は、業務はノード3に引き継

がれます。ネットワークジョブもノード3に自動的に引き継がれます。 
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1.4 クラスタシステムで引き継がれる業務 

1.4 クラスタシステムで引き継がれる業務 
クラスタシステムで、フェールオーバが発生したときに引き継がれる

Systemwalker Operation Managerの業務は以下のとおりです。 

 スケジュール情報 

フェールオーバ発生時に、ジョブスケジューラのスケジュール情報が

自動的に待機系に引き継がれます。 

 実行中のジョブネットおよびジョブ 

- スケジュールサーバと実行サーバがともに、同じクラスタシステ

ム上で運用されている場合、異常終了したジョブネットやジョブ

をフェールオーバ完了後に再起動することができます。 

フェールオーバ後にジョブネットやジョブを自動的に再起動

させるためには、設定が必要です。設定の詳細は、“2.10 ジョブ

を再起動させる設定”を参照してください。 

- スケジュールサーバがクラスタシステム構成で、別の実行サーバ

でネットワークジョブを運用している場合は、フェールオーバ発

生後も、ジョブネットやジョブを継続して実行することができま

す。 

フェールオーバ後にジョブネットやジョブを自動的に継続実

行するには、設定が必要です。詳細は、“2.3 クラスタシステム

からネットワークジョブを投入する場合の設定”を参照してくだ

さい。 
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第1章 概要 

1.5 クラスタシステム運用上の留意事項 
クラスタシステムでSystemwalker Operation Managerを運用する上での留意

事項を説明します。 

投入できないジョブ 

クラスタシステムで運用できないジョブネットまたはジョブは以下のとお

りです。 

 運用系から待機系に投入されるネットワークジョブ 

運用系から待機系にネットワークジョブを投入することはできませ

ん。 

 複数サブシステム運用時の下位バージョンへのネットワークジョブ 

1:1運用待機(サブシステムあり)、または2ノード相互待機の場合は、

以下のバージョンに対して、ネットワークジョブを投入することはでき

ません。 

- Windows版 SystemWalker/OperationMGR V5.0L30以前のバージョ

ン 

- Solaris版/HP版/AIX版 SystemWalker/OperationMGR 5.1以前のバ

ージョン 

- Linux版 SystemWalker/OperationMGR 5.2のバージョン 

投入できる範囲の詳細は、“Systemwalker Operation Manager 解説

書”を参照してください。 

 

登録するジョブネットの実行属性 

バッチ業務が動作するために必要なユーザ資源(シェルスクリプト、実行フ

ァイル、データなど)を共有ディスクに登録する場合は、ジョブネットの実行

属性を「ジョブ実行制御属性」として登録してください。「旧バージョン互換

(旧・標準)属性」を利用する場合は、ユーザ資源を共有ディスクに配置しない

ようにしてください。 

「旧バージョン互換(旧・標準)属性」のジョブネットを登録すると、ジョブ

実行中にノード異常が発生した場合に、バッチ業務が共有ディスク上の資源に

アクセスしたままになり、共有ディスクを切り離すことができず、待機系への

切り替えが失敗する場合があります。 

 

Systemwalker Centric Managerの運用管理サーバとSystemwalker 

Operation Managerのサーバが共存し、どちらもクラスタ運用して

いる場合の注意 

イベント監視機能およびアクション管理機能は、Systemwalker Centric 

Managerのグループとしてフェールオーバします。以下の機能を使用する場合

は、Systemwalker Centric ManagerとSystemwalker Operation Managerが同一

ノードで動作する必要があるため、Systemwalker Centric Managerと
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1.5 クラスタシステム運用上の留意事項 
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Systemwalker Operation Managerを同じクラスタアプリケーションに登録して

ください。 

 Systemwalker Operation Managerクライアントからイベント監視機能、

およびアクション管理機能を使用する場合 

 Systemwalker Centric Managerと連携することにより、ジョブネットの

異常終了を監視してジョブネットの再起動/確認により自動的に対処済

にさせる場合 

 Systemwalker Centric Managerと連携することにより、Systemwalker 

Centric Managerの監視画面のイベント一覧から、異常終了したジョブ

ネットの[ジョブネットの監視]ウィンドウを直接表示させる場合 

 

クラスタアプリケーションは、クラスタシステムにより用語が異なります。

以下のように読み替えてください。 

    SafeCLUSTER    ：クラスタサービス 

    PRIMECLUSTER   ：クラスタアプリケーション 

    Sun Cluster   ：リソースグループ 

 

クラスタシステムを信頼ホストとして定義する場合の注意 

クラスタシステムを信頼ホストとして定義する場合は、[運用情報の定義]ウ

ィンドウ－[クラスタ設定]シートで指定した、論理IPアドレスを定義してくだ

さい。 
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第2章 導入 

本章では、Systemwalker Operation Managerをクラスタシステム上に導入す

る場合の導入手順と環境設定について説明します。 

 

本章で説明するコマンドは、システム管理者(スーパ・ユーザ)の権限で実行

してください。 

 

soperationmgrコマンド、poperationmgrコマンドを、共有ディスクにカレン

トディレクトリを移動した状態で実行しないでください。導入が正常に行われ

ない場合があります。 
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第2章 導入 

2.1 導入手順 
本節では、Systemwalker Operation Managerをクラスタシステムに導入する

手順を説明します。 

 新規に導入する場合 

 クラスタシステムへ移行する場合 

 クラスタシステムのSystemwalker Operation Managerをバージョンアッ

プする場合 

新規に導入する場合 

クラスタシステムにSystemwalker Operation Managerを新規に導入する場合

の手順は以下のとおりです。 

1. クラスタシステムの形態を検討し、クラスタシステムを構成する各ノー

ドにクラスタシステムおよびSystemwalker Operation Managerをインス

トールする。 

→ “2.2 インストール”参照 

2. スケジュールサーバのみクラスタシステム構成とし、実行サーバでネッ

トワークジョブを実行するような形態の場合は、クラスタシステムを構

成するすべてのノード、およびネットワークジョブを実行するノードで、

jmmodeコマンドを利用して実行継続モードを設定する。さらに、ジョブ

実行制御に論理IPアドレスを設定する。 

→ “2.3 クラスタシステムからネットワークジョブを投入する場合

の設定”参照 

スケジュールサーバと実行サーバを同じクラスタシステム構成にす

る場合はこの定義は必要ありません。 

3. スケジュール分散機能を使用する場合は、スケジュール分散機能の設定

をする。 

→ “2.4 スケジュール分散機能を使用する場合の設定”参照 

スケジュール分散機能を使用しない場合は、この定義は必要ありませ

ん。 

4. クラスタシステムでSystemwalker Operation Managerを運用するために

必要なIPアドレスを設定する。 

→ “2.5 IPアドレスの設定”参照 

5. Systemwalker Operation Managerで利用する資源をクラスタシステムの

共有ディスクへ移動する。 

→ “2.6 資源の共有ディスクへの移動”参照 

6. 運用系と待機系とで情報を自動反映するための設定をする。 

→ “2.7 自動反映の設定”参照 

7. クラスタシステムへSystemwalker Operation Managerを登録する。 

→ “2.8 クラスタシステムへの登録”参照 

8. ノードごとに管理される情報を、クラスタシステムを構成するノード間

で統一する。 

→ “2.9 各ノードで管理される情報の統一”参照 

9. Systemwalker Operation Managerサーバ全体をクラスタ構成とする場合
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2.1 導入手順 

で、フェールオーバ時にジョブを再起動したい場合は、ジョブを再起動

させるための設定をする。 

→ “2.10 ジョブを再起動させる設定”参照 

スケジュールサーバをクラスタシステム構成にし、実行サーバは別の

ノードで運用する場合はこの定義は必要ありません。 

クラスタシステムに移行する場合 

通常のシステム上で運用しているSystemwalker Operation Managerをクラス

タシステムに移行する場合は、以下の手順に従ってください。 

1. 資源をバックアップする 

運用中の通常のシステムで、mpbko バックアップコマンドにより資源

をバックアップします。 

mpbko バックアップコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation 

Manager リファレンスマニュアル”を参照してください。 

2. クラスタシステムを構築する 

クラスタシステムのドキュメントを参照して、クラスタシステムを構

築します。 

3. 資源のリストア 

バックアップしておいた資源を、クラスタシステムにリストアします。

クラスタシステムへのリストア方法については、“3.4 クラスタシステ

ム運用時のバックアップ/リストア”を参照してください。 

4. 資源の共有ディスクへの移動 

“2.6 資源の共有ディスクへの移動”を参考にして、必要な資源を共

有ディスクへ移動してください。 

 

クラスタシステムのSystemwalker Operation Managerをバージョ

ンアップする場合 

クラスタシステム上で運用しているSystemwalker Operation Managerをバー

ジョンアップする場合は、以下の手順に従ってください。 

1. Systemwalker Operation Managerを、クラスタシステムに適用した状態

から解除する。 

→ “2.11 クラスタシステムからのアンインストール”参照 

2. クラスタシステムを構成するすべての運用系、待機系のノードで、

Systemwalker Operation Managerをアップグレードインストールする。 

→ “Systemwalker Operation Manager バージョンアップガイド”

参照 

3. 再度、Systemwalker Operation Managerをクラスタシステムに適用する。 

→ “2.2.3 デーモンの自動起動・停止設定の解除”以降の手順を実

施 

 

23 

 

 

 

  

 

 



      

 

 

第2章 導入 

 

アップグレードインストールの場合、以下の設定はアップグレード前

から引き継がれるため、再度設定する必要はありません。 

- サブシステム環境 

- 実行継続モード 

- IPアドレスの設定 

“プロセス監視対象”は、引き継がれません。“Systemwalker 

Operation Manager バージョンアップガイド”を参照して移行するか、

再設定してください。 

10.1以前のバージョンで、“ノード名の定義”がされている場合は、

“ノード名の定義”が引き継がれます。論理IPアドレスで運用したい場

合は、“2.3.2 ジョブ実行制御への論理IPアドレスの設定”を参照して、

論理IPアドレスを設定してください。 
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2.2 インストール 

2.2 インストール 
クラスタシステムを構築し、構築したクラスタシステムへSystemwalker 

Operation Manager を導入する手順を説明します。 

 クラスタシステムの構築 

 Systemwalker Operation Managerのインストール 

 デーモンの自動起動・停止設定の解除 

 クラスタ情報の登録 

2.2.1 クラスタシステムの構築 

クラスタシステムは、以下の手順で構築します。 

1)システム構成の検討 

“1:1運用待機”、“N:1運用待機”、“2ノード相互待機”および“カスケード”

の特徴および注意事項を考慮し、どの形態を採用するか、Systemwalker 

Operation Managerサーバをどのようにクラスタ構成にするかあらかじめ検討

します。 

2)リソースの準備 

Systemwalker Operation Managerをクラスタシステムに導入するために必要

な、以下のリソースを準備します。 

 共有ディスク 

 論理IPアドレス 

Sun Cluster 3.0では、共有ディスクは、“グローバルファイルシステム”で

す。Sun Cluster 3.0の場合は、“共有ディスク”は、“グローバルファイルシ

ステム”と読み替えてください。 

 共有ディスクの見積り 

クラスタシステムのノードで共通に使用する、共有ディスクの容量を見積も

ります。共有ディスクには、Systemwalker Operation Managerの以下のディレ

クトリを配置するため、以下のディレクトリの容量を見積もります。 

 カレンダ制御情報用のディレクトリ 

 ジョブスケジューラのデータベースディレクトリ 

 ジョブ実行制御のスプールディレクトリ 

 スケジュール分散のデータベースディレクトリ 

ジョブスケジューラ、ジョブ実行制御およびスケジュール分散のディレクト

リ容量は、通常のシステムで必要なディレクトリ容量と同じです。見積もり方

法の詳細は、“Systemwalker Operation Manager 解説書”を参照してください。 

カレンダ制御情報のディレクトリ容量は、以下の値を見積もってください。 

カレンダ制御情報用の共有ディスクの容量(bytes)=50(bytes)×登録カレ

ンダ数×使用するサブシステムの数 
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第2章 導入 

 論理IPアドレスの準備 
クラスタシステムで使用する、運用系と待機系とで共通な仮想のIPアドレス

である、論理IPアドレスを準備します。 

論理IPアドレスは、1:1運用待機およびカスケードの場合は1個、N:1運用待

機の場合はN個、2ノード相互待機の場合は2個、ノード固有の物理IPアドレス

とは別に、準備します。論理IPアドレスには、すべてのネットワークで使用さ

れていないアドレスを準備してください。 

3)クラスタシステムのインストール 

クラスタシステムをインストールし、クラスタシステムを構築します。クラ

スタシステムの構築方法の詳細については、クラスタシステムのマニュアルを

参照してください。 

2.2.2 Systemwalker Operation Managerのインストール 

運用系および待機系にSystemwalker Operation Managerをインストールしま

す。各ノードへのインストールについては、“Systemwalker Operation Manager 

導入手引書”を参照してください。 

 
共有ディスクにはSystemwalker Operation Managerをインストールし

ないでください。 

 

Systemwalker Operation Manager利用者を限定して、“swadminグループに含

まれるユーザだけがデマンドジョブの起動、ジョブ実行制御属性の起動および

ジョブスケジューラのコマンド機能が利用できるように制限する”場合は、

Systemwalker Operation Managerのインストール後に、運用系および待機系で

セキュリティの定義を実施します。詳細は、“Systemwalker Operation Manager 

導入手引書”を参照してください。 

 

 
セキュリティの定義は、クラスタシステムにSystemwalker Operation 

Managerを登録した後に変更できません。 

クラスタシステムにSystemwalker Operation Managerを登録する前に

設定してください。 

 

 

インストールされたサンプルを利用して、クラスタシステムに

Systemwalker Operation Managerを登録するための状態遷移プロシジャ
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2.2 インストール 

を作成しておくと、クラスタシステムにおけるSystemwalker Operation 

Managerの登録がスムーズに行えます。 

状態遷移プロシジャの作成方法は、各クラスタシステム固有の手順の

“状態遷移プロシジャの作成”を参照してください。 

 

状態遷移プロシジャは、クラスタシステムにより用語が異なります。

以下のように読み替えてください。 

    SafeCLUSTER    ：状態遷移プロシジャ 

    PRIMECLUSTER   ：状態遷移プロシジャ 

    Sun Cluster   ：アプリケーション 

 

サブシステム環境の作成 

1:1運用待機(サブシステムあり)、2ノード相互待機の場合は、前提として複

数サブシステムが動作できるように、サブシステム環境を事前に作成する必要

があります。1:1運用待機(サブシステムあり)の場合は、運用系と待機系とで

同じサブシステム環境を作成する必要があります。 

以下の環境を作成します。 

1. サブシステム環境の作成 

運用系および待機系の各ノードでcreatesubsystem.shコマンドを実

行します。詳細は、“Systemwalker Operation Manager 導入手引書”の

“サブシステム環境の作成”を参照してください。 

2. サブシステム用のポート番号の設定 

運用系および待機系の各ノードでジョブスケジューラが使用するサ

ブシステム用のポート番号を設定します。詳細は、“Systemwalker 

Operation Manager 導入手引書”の“サブシステム用のポート番号の設

定”を参照してください。 

3. ネットワークジョブ用のポート番号の設定 

ネットワークジョブの実行サーバが複数サブシステム構成の場合の

み設定が必要です。 

クラスタシステムを構成する各ノードおよびネットワークジョブの

実行サーバでネットワークジョブ用のポート番号を設定します。詳細は、

“Systemwalker Operation Manager 導入手引書”の“サブシステム用

のポート番号の設定”を参照してください。 

4. Systemwalker Operation Managerを再起動します。 

 

2.2.3 デーモンの自動起動・停止設定の解除 

Systemwalker Operation Managerをインストールした後、デーモンを自動起

動、自動停止しないように設定を解除します。 
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第2章 導入 

デーモンの停止 

運用系、待機系の各ノードで、Systemwalker Operation Managerの各デーモ

ンを停止します。停止コマンドの例を以下に示します。 

 

# /opt/systemwalker/bin/poperationmgr -s 

 

Systemwalker Centric Managerとの混在環境の場合は必ず、poperationmgr

コマンドに-sオプションを指定してください。 

 

デーモンの自動起動・停止設定の解除 

運用系、待機系の各ノードで、以下に示したSystemwalker Operation Manager

の各デーモンについて、自動起動する設定を解除します。 

- ジョブスケジューラ 

- ジョブ実行制御 

 デーモンの自動起動の設定解除 

デーモンを自動起動する設定を解除するには、以下の手順でデーモン一括起

動カスタマイズ用ファイルを編集します。 

1. vi等のエディタで以下のデーモン一括起動カスタマイズ用ファイルを

開きます。 

/etc/opt/FJSVftlo/daemon/custom/rc3.ini 

 

2. 以下の行を[変更前]から[変更後]になるように編集します。 

@   機能名: ジョブ実行制御 

[変更前] 

DAEMON04(Lo)="/etc/opt/FJSVMJS/etc/rc3.d/S99MJS" 

 

[変更後] 

#DAEMON04(Lo)="/etc/opt/FJSVMJS/etc/rc3.d/S99MJS" 

 

@   機能名: ジョブスケジューラ 

[変更前] 

DAEMON05(Lo)="/opt/FJSVJOBSC/etc/rc3.d/start_jobs" 

 

[変更後] 

#DAEMON05(Lo)="/opt/FJSVJOBSC/etc/rc3.d/start_jobs" 
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2.2 インストール 

 デーモンの自動停止の設定解除 
デーモンを自動停止する設定を解除するには、以下の手順でデーモン一括停

止用ファイルを編集します。 

1. vi等のエディタで以下のデーモン一括停止用ファイルを開きます。 

/etc/opt/FJSVftlo/daemon/ini/rc0.ini 

 

2. 以下の行を[変更前]から[変更後]になるように編集します。 

[変更前] 

DAEMON02(Lo)="/opt/FJSVJOBSC/etc/rc0.d/end_jobs" 

DAEMON03(Lo)="/etc/opt/FJSVMJS/etc/rc0.d/K00MJS" 

 

[変更後] 

#DAEMON02(Lo)="/opt/FJSVJOBSC/etc/rc0.d/end_jobs" 

#DAEMON03(Lo)="/etc/opt/FJSVMJS/etc/rc0.d/K00MJS" 

 

プロセス監視対象の変更 

運用系、待機系の各ノードで、プロセス監視機能で監視対象とするプロセス

から、ジョブスケジューラおよびジョブ実行制御をはずします。 

1. vi等のエディタで以下の監視対象プロセスの定義ファイルを開きます。 

/etc/opt/FJSVftlo/pmon/mppmon.usr 

2. 以下の行を[変更前]から[変更後]になるように編集します。 

[変更前] 

 

start_jobs=1 

S99MJS=1 

 

[変更後] 

 

start_jobs=0 

S99MJS=0 

 

プロセス監視対象を変更する手順の詳細は、“Systemwalker Operation 

Manager 導入手引書”の“プロセス監視対象を変更する”を参照してください。 
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第2章 導入 

2.2.4 クラスタ情報の登録 

クラスタシステムを構成する運用系、待機系のすべてのノードで、クラスタ

環境を構築したことを登録するコマンドを実行します。 

コマンドの実行例を以下に示します。 

/opt/systemwalker/bin/mpsetcluster -c 

mpsetclusterコマンドの詳細については、“Systemwalker Operation 

Manager リファレンスマニュアル”を参照してください。 
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2.3 クラスタシステムからネットワークジョブを投入する場合の設定 

2.3 クラスタシステムからネットワークジョ

ブを投入する場合の設定 
 

スケジュールサーバがクラスタシステム上で運用されており、実行サーバに

ネットワークジョブを投入する運用の場合、スケジュールサーバのフェールオ

ーバ発生後もジョブやジョブネットを継続して実行できます。継続して実行さ

せるためには、以下の定義が必要です。 

 jmmodeコマンドによる実行継続モードの指定 

 ジョブ実行制御への論理IPアドレスの設定 

 

2.3.1 jmmodeコマンドによる実行継続モードの指定 

スケジュールサーバおよび実行サーバのすべてでjmmodeコマンドを実行し、

実行継続モードを指定します。 

 

定義の概要を、下図に示します。 

 

 

コマンドは、Systemwalker Operation Managerの各デーモンが停止している

状態で実行してください。コマンドを実行した後、実行継続モードを有効にす

るにはデーモンの再起動が必要です。 

jmmodeコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス

マニュアル”を参照してください。 

 

1:1運用待機(サブシステムなし)、N:1運用待機、カスケードの例 

すべてのノードで、以下の手順を実行します。 

1. Systemwalker Operation Managerのデーモンを停止します。 

# /opt/systemwalker/bin/poperationmgr 

2. continue -func JOBオプションを指定してjmmodeコマンドを実行します。 

# jmmode continue -func JOB 
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第2章 導入 

3. checkオプションを指定してjmmodeコマンドを実行し、“JOB”が“on”

になっていることを確認します 

# jmmode check 

[表示例] 

SYS 0 

JOB on 

WRT off 

 

1:1運用待機(サブシステムあり)の例 

すべてのノードで、以下の手順を実行します。以下はサブシステム0、1を運

用している場合の例です。 

1. Systemwalker Operation Managerのデーモンを停止します。 

# /opt/systemwalker/bin/poperationmgr 

2. continue -func JOBオプションを指定してjmmodeコマンドを実行します。 

# jmmode continue -func JOB -sys 0 

# jmmode continue -func JOB -sys 1 

3. checkオプションを指定してjmmodeコマンドを実行し、“JOB”が“on”

になっていることを確認します 

# jmmode check 

[表示例] 

SYS 0 

JOB on 

WRT off 

 

SYS 1 

JOB on 

WRT off 

 

 

2ノード相互待機の例 

すべてのノードで、以下の手順を実行します。 

1. Systemwalker Operation Managerのデーモンを停止します。 

# /opt/systemwalker/bin/poperationmgr 

2. continue -func JOBオプションを指定してjmmodeコマンドを実行します。 

# jmmode continue -func JOB -sys 1 

# jmmode continue -func JOB -sys 2 
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2.3 クラスタシステムからネットワークジョブを投入する場合の設定 

3. checkオプションを指定してjmmodeコマンドを実行し、“JOB”が“on”

になっていることを確認します 

# jmmode check 

[表示例] 

SYS 0 

JOB off 

WRT off 

 

SYS 1 

JOB on 

WRT off 

 

SYS 2 

JOB on 

WRT off 

備考.サブシステム0は、実行継続モードを指定していないため、 

   “JOB off”となっています。 

 

2.3.2 ジョブ実行制御への論理IPアドレスの設定 

クラスタシステム構成のスケジュールサーバからネットワークジョブを投

入する場合は、論理IPアドレスの定義をします。 

定義の概要を、下図に示します。 

 

 

1:1運用待機、2ノード相互待機、およびカスケードの場合は、クラスタシス

テムを構成する運用系、待機系で定義します。N:1運用待機の場合は、運用系

で定義します。 

1. 各ノードで、soperationmgrコマンドを実行し、Systemwalker Operation 

Manager基盤のデーモンを起動します。 

# /opt/systemwalker/bin/soperationmgr 
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第2章 導入 

2. 環境設定クライアントから、運用系に物理IPアドレスを指定して接続し

ます。[Systemwalker Operation Manager 環境設定]ウィンドウで[運用

情報の定義]ウィンドウ－[クラスタ設定]シートの、[スケジュールサー

バ設定]で、[論理IPアドレスを登録する]チェックボックスをチェック

し、論理IPアドレスを設定します。[実行サーバ設定]は必要ありません。 

 

 

3. 1:1運用待機(サブシステムなし)、2ノード相互待機、およびカスケード

の場合は、環境設定クライアントから、待機系に物理IPアドレスを指定

して接続し、2.と同様に設定します。 

 

1:1運用待機(サブシステムあり)の場合は、すべてのサブシステムで2、3の

手順を実施します。 

 

論理IPアドレスの定義の代わりに、[実行サーバ設定]で、運用系および待機

系のノード名を定義して運用することができます。ただし、ノード名の定義は、

10.1以前のバージョンとの互換のための機能であり、11.0以降のバージョンで

は、論理IPアドレスを定義してください。ノード名の定義は、N:1運用待機は

サポートしていません。 
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2.3 クラスタシステムからネットワークジョブを投入する場合の設定 

ノード名の定義 

クラスタシステム構成のスケジュールサーバからネットワークジョ

ブを受け取る実行サーバ側で定義します。[運用情報の定義]ウィンドウ

－[クラスタ設定]シートの、[実行サーバ設定]で、運用系および待機系

のノード名を定義します。[スケジュールサーバ設定]は必要ありません。 

 

[運用情報の定義]の定義方法の詳細については、“Systemwalker Operation 

Manager 導入手引書”、[運用情報の定義]ウィンドウについては、

“Systemwalker Operation Manager オンラインヘルプ”を参照してください。 
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第2章 導入 

2.4 スケジュール分散機能を使用する場合の

設定 
スケジュール分散機能を使用する場合に設定します。スケジュール分散機能

を使用しない場合は、必要ありません。 

スケジュール分散機能を使用する場合は、“Systemwalker Operation 

Manager スケジュール分散機能説明書”を参照して、どのサーバを管理サーバ

とし、どのサーバをスケジュールサーバにするか、またどのサーバをクラスタ

システム構成にするかなどの運用形態を、あらかじめ決定しておくことをお薦

めします。 

 

 
設定の途中に、ジョブスケジューラデーモンの再起動を促すメッセー

ジが表示されます。[いいえ]を選択し、ジョブスケジューラデーモンを

再起動しないようにしてください。 

 

1. スケジュール分散機能の環境構築 

スケジュール分散機能を使用するすべての管理サーバ、スケジュール

サーバでstemenvset.sh 環境構築コマンドを実行してスケジュール分

散の環境構築を行います。管理サーバまたはスケジュールサーバがクラ

スタシステム構成の場合、クラスタシステムを構成する運用系、待機系

のすべてのノードで スケジュール分散のstemenvset.sh 環境構築コマ

ンドを実行してスケジュール分散機能の環境構築を行います。 

# /opt/FJSVstem/bin/stemenvset.sh -set 

stemenvset.shコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager 

スケジュール分散機能説明書”を参照してください。 

 

2. 運用日管理モードの設定 

あらかじめ、soperationmgrコマンドを実行し、Systemwalker 

Operation Manager基盤のデーモンを起動しておきます。 

[管理サーバがクラスタシステム構成の場合] 

運用系のノードに接続し、[スケジュール分散環境設定]ダイア

ログボックスによる運用日管理モード(運用日管理スケジュール

または運用日管理スケジュール(テストモード))の設定を行いま

す。 

[スケジュールサーバがクラスタシステム構成の場合] 

管理サーバに接続した、[スケジュール分散環境設定]ダイアロ

グボックスの[スケジュールサーバの追加]ダイアログボックス

で、IPアドレスに運用系の物理IPアドレスを設定して、運用系を

スケジュールサーバとして登録しておきます。 
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2.4 スケジュール分散機能を使用する場合の設定 

ジョブスケジューラデーモンの再起動確認メッセージが表示されま

す。[いいえ]を選択して、ジョブスケジューラデーモンを再起動させな

いようにしてください。 

スケジュール分散環境の設定の詳細は、“Systemwalker Operation 

Manager スケジュール分散機能説明書”を参照してください。 

 

3. 論理IPアドレスの設定 

以下の手順で運用日管理モードを設定したサブシステムに論理IPア

ドレスを設定します。 

[管理サーバがクラスタシステム構成の場合] 

管理サーバ上、およびスケジュールサーバ上で、stemConfig ス

ケジュール分散環境設定コマンドを実行して管理サーバの論理

IPアドレスを設定します。 

◆1:1運用待機(サブシステムなし)、N:1運用待機、カスケード

の場合の設定 

管理サーバの論理IPアドレスがxxx.xxx.xxx.1の例 

# /opt/FJSVstem/bin/stemConfig set -m -ip xxx.xxx.x

xx.1 

◆1:1運用待機(サブシステムあり)の場合の設定 

管理サーバの論理IPアドレスがxxx.xxx.xxx.1でサブシステム

0、1が運用日管理モードの場合の例 

# /opt/FJSVstem/bin/stemConfig set -m -ip xxx.xxx.x

xx.1 -sys 0 

# /opt/FJSVstem/bin/stemConfig set -m -ip xxx.xxx.x

xx.1 -sys 1 

◆2ノード相互待機の場合の設定 

管 理 サ ー バ の サ ブ シ ス テ ム 1 の 論 理 IP ア ド レ ス が

xxx.xxx.xxx.1の例 

# /opt/FJSVstem/bin/stemConfig set -m -ip xxx.xxx.x

xx.1 -sys 1 

管 理 サ ー バ の サ ブ シ ス テ ム 2 の 論 理 IP ア ド レ ス が

xxx.xxx.xxx.2の例 

# /opt/FJSVstem/bin/stemConfig set -m -ip xxx.xxx.x

xx.2 -sys 2 
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第2章 導入 

[スケジュールサーバがクラスタシステム構成の場合] 

運用系の管理サーバ上でstemConfig スケジュール分散環境設

定コマンドを実行してクラスタシステムで動作させるスケジュ

ールサーバの論理IPアドレスを設定します。 

◆1:1運用待機(サブシステムなし)、N:1運用待機、カスケード

の場合の設定 

ス ケ ジ ュ ー ル サ ー バ (server1) の 論 理 IP ア ド レ ス が

xxx.xxx.xxx.3の例 

# /opt/FJSVstem/bin/stemConfig set -h server1 -ip x

xx.xxx.xxx.3 

◆1:1運用待機(サブシステムあり)の場合の設定 

ス ケ ジ ュ ー ル サ ー バ (server1) の 論 理 IP ア ド レ ス が

xxx.xxx.xxx.3でサブシステム0、1が運用日管理モードの場合の

例 

# /opt/FJSVstem/bin/stemConfig set -h server1 -ip x

xx.xxx.xxx.3 -sys 0 

# /opt/FJSVstem/bin/stemConfig set -h server1 -ip x

xx.xxx.xxx.3 -sys 1 

◆2ノード相互待機の場合の設定 

スケジュールサーバ(server1)のサブシステム1の論理IPアド

レスがxxx.xxx.xxx.3の例 

# /opt/FJSVstem/bin/stemConfig set -h server1 -ip x

xx.xxx.xxx.3 -sys 1 

スケジュールサーバ(server1)のサブシステム2の論理IPアド

レスがxxx.xxx.xxx.4の例 

# /opt/FJSVstem/bin/stemConfig set -h server1 -ip x

xx.xxx.xxx.4 -sys 2 

 

stemenvset.sh 環境構築コマンド、stemConfig スケジュール分散環境設定

コマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager スケジュール分散機能

説明書”を参照してください。 

 

38 

 

 

 

      

 

 



     

 

 

2.5 IPアドレスの設定 

2.5 IPアドレスの設定 
クラスタシステム構成のSystemwalker Operation Managerを運用する場合、

運用に応じて、IPアドレスに関する以下の設定をします。 

 クライアントマシンでのIPアドレスの設定 

 監視ホストに対するIPアドレスの設定 

 監視許可ホストの定義 

 

設定方法の詳細は、“Systemwalker Operation Manager 導入手引書”を参照

してください。 

 

クライアントマシンでのIPアドレス設定 

クライアントのマシンで、“hosts”ファイルに、論理IPアドレスを登録する

と、Systemwalker Operation Managerクライアントからサーバへ接続する時に、

論理IPアドレスに対応するホスト名を指定して接続することができます。 

 

監視ホストに対するIPアドレスの設定 

Systemwalker Operation Managerで管理される“監視ホスト”がクラスタシ

ステム構成になっている場合、監視ホストのIPアドレスに、論理IPアドレスを

設定することができます。 

監視ホストの定義は、共有ディスクでなく、各ノードに保持されています。

どちらかのノードで変更を行った場合は、“2.9.2 Systemwalker Operation 

Managerの環境定義の統一”を参照して、両ノードで設定を同一にしてくださ

い。 

 

監視許可ホストの定義 

“複数サーバを監視する”機能で、クラスタシステムを監視元にして他サー

バを監視する場合は、監視対象サーバの監視許可ホストにクラスタシステムを

構成する両方のノード名を定義してください。 
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第2章 導入 

2.6 資源の共有ディスクへの移動 
資源をクラスタシステムの共有ディスクへ移動する手順を説明します。 

 

N:1運用待機、2ノード相互待機の場合は、それぞれの運用系の資源を別々の

共有ディスクに移動してください。移動先のディレクトリは任意です。 

資源の共有ディスクへの移動は、1:1運用待機、N:1運用待機およびカスケー

ドの場合と、2ノード相互待機の場合で違います。それぞれの場合について説

明します。 

2.6.1 1:1運用待機、N:1運用待機、カスケードの場合の資

源の移動 

移動する資源 

1:1運用待機、N:1運用待機およびカスケードの場合、以下の資源を共有ディ

スクに移動します。 

1:1運用待機は、サブシステムあり、サブシステムなしにかかわらず、以下

の資源を共有ディスクへ移動します。サブシステムごとに移動する必要はあり

ません。 

a) カレンダ制御情報用のディレクトリ 

/var/opt/FJSVjmcal/post 

b) ジョブスケジューラのデータベースディレクトリ 

/var/opt/FJSVJOBSC 

c) ジョブ実行制御のスプールディレクトリ 

/var/opt/FJSVMJS/var/spool/mjes 

(“/var/spool/mjes”のシンボリックリンクは削除します) 

d) ジョブ実行制御の運用情報ディレクトリ 

/etc/opt/FJSVMJS/etc/mjes 

(“/etc/mjes”のシンボリックリンクは削除します)  

e) スケジュール分散のデータベースディレクトリ(スケジュール分

散機能が有効な場合のみ) 

/var/opt/FJSVstem 

 

移動手順 

共有ディスクへのマウントポイントを“/disk1”とした場合を例として移動

手順を説明します。コマンドラインは、Solaris版の例で説明しています。 
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2.6 資源の共有ディスクへの移動 

1)デーモンの停止 

Systemwalker Operation Managerのデーモンを停止します。 

# /opt/systemwalker/bin/poperationmgr -s 

Systemwalker Centric Manager との混在環境の場合は必ず、

poperationmgrコマンドに-sオプションを指定してください。 

 

2)共有ディスクのマウント 

共有ディスクをマウントします。 

# mount /disk1(注) 

注) Linux版/Linux for Itanium版は、以下のコマンドラインになり

ます。(デバイス装置が/dev/sdb1の場合の例) 

# /bin/mount /dev/sdb1 /disk1 

 

3)運用系上の資源の共有ディスクへの移動 

運用系上の資源を共有ディスクに移動し、シンボリックリンクを削除します。 

# mkdir -p /disk1/FJSVfwseo/JM (注1) 

 

# mkdir -p /disk1/FJSVjmcal 

# mv /var/opt/FJSVjmcal/post /disk1/FJSVjmcal/post 

 

# mkdir -p /disk1/FJSVJOBSC 

# mv /var/opt/FJSVJOBSC/* /disk1/FJSVJOBSC 

# rm -r /var/opt/FJSVJOBSC 

 

# mkdir -p /disk1/FJSVMJS/var/spool 

# mv /var/opt/FJSVMJS/var/spool/mjes /disk1/FJSVMJS/var/spool/m

jes 

# rm /var/spool/mjes 

 

# mkdir -p /disk1/FJSVMJS/etc 

# mv /etc/opt/FJSVMJS/etc/mjes /disk1/FJSVMJS/etc/mjes 

# rm /etc/mjes 

 

# mkdir -p /disk1/FJSVstem (注2) 

# mv /var/opt/FJSVstem/* /disk1/FJSVstem (注2) 

# rm -r /var/opt/FJSVstem (注2) 

注1) セキュリティ情報は、共有ディスク上へのディレクトリ作成 

   のみ行います。“2.7 自動反映の設定”で情報を反映します。 

注2) スケジュール分散機能が有効な場合のみ行います。 
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第2章 導入 

4)待機系上の資源の削除 

待機系上の資源を削除します。 

# rm -r /var/opt/FJSVjmcal/post 

 

# rm -r /var/opt/FJSVJOBSC 

 

# rm -r /var/opt/FJSVMJS/var/spool/mjes 

# rm /var/spool/mjes 

 

# rm -r /etc/opt/FJSVMJS/etc/mjes 

# rm /etc/mjes  

 

# rm -r /var/opt/FJSVstem (注) 

注) スケジュール分散機能が有効な場合のみ行います。 

 

5)移動した資源へのシンボリックリンクの作成 

共有ディスクに移動した資源を運用系および待機系のどちらからでも利用

できるように、それぞれのノードでシンボリックリンクを作成します。 

N:1運用待機の形態の場合は、フェールオーバ時にシンボリックリンクを作

成するように状態遷移プロシジャで設定するため、ここでは、待機系からシン

ボリックリンクを作成する必要はありません。 

# ln -s /disk1/FJSVfwseo/JM /var/opt/FJSVfwseo/JM 

 

# ln -s /disk1/FJSVjmcal/post /var/opt/FJSVjmcal/post 

 

# ln -s /disk1/FJSVJOBSC /var/opt/FJSVJOBSC 

 

# ln -s /disk1/FJSVMJS/var/spool/mjes /var/spool/mjes 

 

# ln -s /disk1/FJSVMJS/etc/mjes /etc/mjes 

 

# ln -s /disk1/FJSVstem /var/opt/FJSVstem (注) 

注) スケジュール分散機能が有効な場合のみ行います。 

 

6)共有ディスクのアンマウント 

共有ディスクのマウントを外します。 

# umount /disk1(注) 

注) Linux版/Linux for Itanium版は、以下のコマンドラインになり

ます。 

# /bin/umount /disk1 
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2.6 資源の共有ディスクへの移動 

2.6.2 2ノード相互待機の場合の資源の移動 

移動する資源 

2ノード相互待機の場合、以下の資源を共有ディスクに移動します。 

a. カレンダ制御情報用のディレクトリ 

/var/opt/FJSVjmcal/post/sysn 

n：サブシステム番号 

b. ジョブスケジューラのデータベースディレクトリ 

/var/opt/FJSVJOBSC/JOBDBn 

n：サブシステム番号 

c. ジョブ実行制御のスプールディレクトリ 

/var/opt/FJSVMJS/var/spool/mjes/mjesn 

n：サブシステム番号 

d. ジョブ実行制御の運用情報ディレクトリ 

/etc/opt/FJSVMJS/etc/mjes/mjesn 

n：サブシステム番号 

e. スケジュール分散のデータベースディレクトリ(スケジュール分散機能

が有効な場合のみ) 

/var/opt/FJSVstem/stemDBn 

n：サブシステム番号 

移動手順 

サブシステム1とサブシステム2をクラスタシステムで動作させ、“/disk1”、

“/disk2”を共有ディスクへのマウントポイントとした場合を例として移動手

順を説明します。コマンドラインは、Solaris版の例で説明しています。 

 

1)デーモンの停止 

Systemwalker Operation Managerのデーモンを停止します。 

# /opt/systemwalker/bin/poperationmgr -s 

Systemwalker Centric Manager との混在環境の場合は必ず、

poperationmgrコマンドに-sオプションを指定してください。 

2)共有ディスクのマウント 

1. 共有ディスクをマウントします。 

# mount /disk1(注) 

注) Linux版/Linux for Itanium版は、以下のコマンドラインになり

ます。(デバイス装置が/dev/sdb1の場合の例) 

# /bin/mount /dev/sdb1 /disk1 
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第2章 導入 

2. もう1つの共有ディスクをマウントします。 

# mount /disk2(注) 

注) Linux版/Linux for Itanium版は、以下のコマンドラインになり

ます。(デバイス装置が/dev/sdb2の場合の例) 

# /bin/mount /dev/sdb2 /disk2 

 

3)運用系上の資源の共有ディスクへの移動 

運用系上の資源を共有ディスクに移動します。 

# mkdir -p /disk1/FJSVfwseo/JM1 (注1) 

# mkdir -p /disk2/FJSVfwseo/JM2 (注1) 

 

# mkdir -p /disk1/FJSVjmcal/post 

# mv /var/opt/FJSVjmcal/post/sys1 /disk1/FJSVjmcal/post/sys1 

# mkdir -p /disk2/FJSVjmcal/post 

# mv /var/opt/FJSVjmcal/post/sys2 /disk2/FJSVjmcal/post/sys2 

 

# mkdir -p /disk1/FJSVJOBSC 

# mv /var/opt/FJSVJOBSC/JOBDB1 /disk1/FJSVJOBSC/JOBDB1 

# mkdir -p /disk2/FJSVJOBSC 

# mv /var/opt/FJSVJOBSC/JOBDB2 /disk2/FJSVJOBSC/JOBDB2 

 

# mkdir -p /disk1/FJSVMJS/spool 

# mv /var/opt/FJSVMJS/var/spool/mjes/mjes1 /disk1/FJSVMJS/spool

/mjes1 

# mkdir -p /disk2/FJSVMJS/spool 

# mv /var/opt/FJSVMJS/var/spool/mjes/mjes2 /disk2/FJSVMJS/spool

/mjes2 

 

# mkdir -p /disk1/FJSVMJS/etc 

# mv /etc/opt/FJSVMJS/etc/mjes/mjes1 /disk1/FJSVMJS/etc/mjes1 

# mkdir -p /disk2/FJSVMJS/etc 

# mv /etc/opt/FJSVMJS/etc/mjes/mjes2 /disk2/FJSVMJS/etc/mjes2 

 

# mkdir -p /disk1/FJSVstem (注2) 

# mv /var/opt/FJSVstem/stemDB1 /disk1/FJSVstem/stemDB1 (注2) 

# mkdir -p /disk2/FJSVstem (注2) 

# mv /var/opt/FJSVstem/stemDB2 /disk2/FJSVstem/stemDB2 (注2) 

注1) セキュリティ情報は、共有ディスク上へのディレクトリ作成 

   のみ行います。“2.7 自動反映の設定”で情報を反映します。 

注2) スケジュール分散機能が有効な場合のみ行います。 
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2.6 資源の共有ディスクへの移動 

4)待機系上の資源の削除 

待機系上の資源を削除します。 

# rm -r /var/opt/FJSVjmcal/post/sys1 

# rm -r /var/opt/FJSVjmcal/post/sys2 

 

# rm -r /var/opt/FJSVJOBSC/JOBDB1 

# rm -r /var/opt/FJSVJOBSC/JOBDB2 

 

# rm -r /var/opt/FJSVMJS/var/spool/mjes/mjes1 

# rm -r /var/opt/FJSVMJS/var/spool/mjes/mjes2 

 

# rm -r /etc/opt/FJSVMJS/etc/mjes/mjes1 

# rm -r /etc/opt/FJSVMJS/etc/mjes/mjes2 

 

# rm -r /var/opt/FJSVstem/stemDB1 (注) 

# rm -r /var/opt/FJSVstem/stemDB2 (注) 

注) スケジュール分散機能が有効で、対象のディレクトリが存在す

る場合のみ行います。 

 

5)移動した資源へのシンボリックリンクの作成 

共有ディスクに移動した資源を運用系および待機系のどちらからで

も利用できるように、それぞれのノードでシンボリックリンクを作成し

ます。 

# ln -s /disk1/FJSVfwseo/JM1 /var/opt/FJSVfwseo/JM1 

# ln -s /disk2/FJSVfwseo/JM2 /var/opt/FJSVfwseo/JM2 

 

# ln -s /disk1/FJSVjmcal/post/sys1 /var/opt/FJSVjmcal/post/sys1 

# ln -s /disk2/FJSVjmcal/post/sys2 /var/opt/FJSVjmcal/post/sys2 

 

# ln -s /disk1/FJSVJOBSC/JOBDB1 /var/opt/FJSVJOBSC/JOBDB1 

# ln -s /disk2/FJSVJOBSC/JOBDB2 /var/opt/FJSVJOBSC/JOBDB2 

 

# ln -s /disk1/FJSVMJS/spool/mjes1 /var/spool/mjes/mjes1 

# ln -s /disk2/FJSVMJS/spool/mjes2 /var/spool/mjes/mjes2 

 

# ln -s /disk1/FJSVMJS/etc/mjes1 /etc/mjes/mjes1 

# ln -s /disk2/FJSVMJS/etc/mjes2 /etc/mjes/mjes2 

 

# ln -s /disk1/FJSVstem/stemDB1 /var/opt/FJSVstem/stemDB1 (注) 

# ln -s /disk2/FJSVstem/stemDB2 /var/opt/FJSVstem/stemDB2 (注) 

注) スケジュール分散機能が有効な場合のみ行います。 
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第2章 導入 

6)共有ディスクのアンマウント 

1. 共有ディスクのマウントを外します。 

# umount /disk1(注) 

注) Linux版/Linux for Itanium版は、以下のコマンドラインになり

ます。 

# /bin/umount /disk1 

2. もう1つの共有ディスクのマウントを外します。 

# umount /disk2(注) 

注) Linux版/Linux for Itanium版は、以下のコマンドラインになり

ます。 

# /bin/umount /disk2 
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2.7 自動反映の設定 

2.7 自動反映の設定 
 

以下の情報を運用系と待機系とで自動反映するための設定をします。 

 セキュリティ情報 

 カレンダ情報 

- 日変わり時刻 

- カレンダ休日情報(SYSTEM_CALENDARを除く) 

- SYSTEM_CALENDARのスケジュール情報、電源スケジュール情報、

終了監視情報 

 サービス・アプリケーション起動情報 

- アプリケーション起動情報 

 

セキュリティ情報の自動反映の設定 

セキュリティ情報を自動反映するための手順を説明します。 

 

1:1運用待機、N:1運用待機、カスケードの場合の設定 

運用系で以下の手順で設定します。コマンドラインは、Solaris版の例で説

明しています。 

1. 共有ディスクをマウントします。共有ディスクが/disk1の場合の例を以

下に示します。 

# mount /disk1(注) 

注) Linux版/Linux for Itanium版は、以下のコマンドラインになり

ます。(デバイス装置が/dev/sdb1、共有ディスクが/disk1の場合の例) 

# /bin/mount /dev/sdb1 /disk1 

2. N:1運用待機の場合は、共有ディスクへのシンボリックリンクを作成し

ます。1:1運用待機の場合はこの手順は必要ありません。 

# rm /var/opt/FJSVfwseo/JM 2> /dev/null 

# ln -s /disk1/FJSVfwseo/JM /var/opt/FJSVfwseo/JM 

3. 以下のコマンドを実行し、クラスタ情報を設定します。 

# mpaclcls 

mpaclclsコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リフ

ァレンスマニュアル”を参照してください。 

4. 以下のコマンドを実行し、セキュリティ情報を、共有ディスク上のファ

イルに反映させます。 

# mpcssave 

mpcssaveコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リフ

ァレンスマニュアル”を参照してください。 
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第2章 導入 

5. 共有ディスクのマウントを外します。共有ディスクが/disk1の場合の例

を以下に示します。 

# umount /disk1(注) 

注) Linux版/Linux for Itanium版は、以下のコマンドラインになり

ます。 

# /bin/umount /disk1 

6. N:1運用待機の場合は、すべての運用系で1.から5の手順を行います。こ

のとき、共有ディスクはそれぞれの運用系の共有ディスクを指定してく

ださい。 

2ノード相互待機の場合の設定 

以下のクラスタ構成の場合の例を説明します。 

 

 

1. ノードaで、共有ディスクをマウントします。 

# mount /disk1(注) 

注) Linux版/Linux for Itanium版は、以下のコマンドラインになり

ます。(デバイス装置が/dev/sdb1、共有ディスクが/disk1の場合の例) 

# /bin/mount /dev/sdb1 /disk1 

2. ノードaで以下のコマンドを実行し、クラスタ情報を設定します。 

# mpaclcls -s 1 

mpaclclsコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リフ

ァレンスマニュアル”を参照してください。 

3. ノードaで以下のコマンドを実行し、セキュリティ情報を、共有ディス

ク上のファイルに反映させます。 

# mpcssave -s 1 

mpcssaveコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リフ

ァレンスマニュアル”を参照してください。 
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2.7 自動反映の設定 

4. ノードaで、共有ディスクのマウントを外します。 

# umount /disk1(注) 

注) Linux版/Linux for Itanium版は、以下のコマンドラインになり

ます。 

# /bin/umount /disk1 

5. ノードbで、共有ディスクをマウントします。 

# mount /disk2(注) 

注) Linux版/Linux for Itanium版は、以下のコマンドラインになり

ます。(デバイス装置が/dev/sdb2、共有ディスクが/disk2の場合の例) 

# /bin/mount /dev/sdb2 /disk2 

6. ノードbで以下のコマンドを実行し、クラスタ情報を設定します。 

# mpaclcls -s 2 

mpaclclsコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リフ

ァレンスマニュアル”を参照してください。 

7. ノードbで以下のコマンドを実行し、セキュリティ情報を、共有ディス

ク上のファイルに反映させます。 

# mpcssave -s 2 

mpcssaveコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リフ

ァレンスマニュアル”を参照してください。 

8. ノードbで、共有ディスクのマウントを外します。 

# umount /disk2(注) 

注) Linux版/Linux for Itanium版は、以下のコマンドラインになり

ます。 

# /bin/umount /disk2 

 

カレンダ情報/サービス・アプリケーション起動情報の自動反映の

設定 

 

カレンダ情報を自動反映するための手順を説明します。 

1)自動反映機能の有効化 

カレンダ情報およびサービス・アプリケーション起動情報の自動反映機能を

有効にします。 

クラスタシステムを構成するすべての運用系および待機系で、

calsetclusterコマンドを実行し、カレンダ情報およびサービス・アプリケー

ション起動情報の自動反映機能を有効にします。 

以下にコマンド例を示します。 

[1:1運用待機ですべての情報を自動反映の対象とする例] 

# /opt/FJSVjmcal/bin/calsetcluster -type s 
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第2章 導入 

[N:1運用待機ですべての情報を自動反映の対象とする例] 

# /opt/FJSVjmcal/bin/calsetcluster -type n 

[2ノード相互待機ですべての情報を自動反映の対象とする例] 

# /opt/FJSVjmcal/bin/calsetcluster -type e 

[カスケードですべての情報を自動反映の対象とする例] 

# /opt/FJSVjmcal/bin/calsetcluster -type c 

 

calsetclusterコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リフ

ァレンスマニュアル”を参照してください。 

 

2)自動反映先ホストの設定 

運用系、待機系それぞれの定義ファイル“calcphost.def”にカレンダ情報

およびサービス・アプリケーション起動情報の反映先ホストを定義します。 

1. 定義ファイル“calcphost.def”をviなどのエディタで開きます。 

/var/opt/FJSVjmcal/etc/calcphost.def 

2. クラスタシステムを構成するすべてのノードの、物理IPアドレスまたは

物理IPアドレスに対応するホスト名を記述します。定義ファイルには、

必ず自ノードのホスト名または物理IPアドレスを含めて記述してくだ

さい。 

定義ファイルの内容を有効にするには、カレンダデーモンを起動してくださ

い。 

 

定義ファイル“calcphost.def”の詳細は、“Systemwalker Operation Manager 

リファレンスマニュアル”を参照してください。 

 

 
すでに運用中のノードを自動反映の対象とする場合は、あらかじめポ

リシー配付を実施して、すべてのノード上のカレンダ情報およびサービ

ス・アプリケーション起動情報を同一にしてください。ポリシー抽出す

る情報は、“カレンダ”および“サービス・アプリケーション起動”の

うち、自動反映の対象とする情報です。 
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2.8 クラスタシステムへの登録 

2.8 クラスタシステムへの登録 
クラスタシステムへSystemwalker Operation Managerを登録する手順は、各

クラスタの固有情報で説明します。 

 SafeCLUSTERシステムへ登録する。 

→“4.1 SafeCLUSTERシステムへの登録”参照  

 PRIMECLUSTER Solaris版システムへ登録する。 

→“5.1 PRIMECLUSTERシステムへの登録”参照 

 PRIMECLUSTER Linux版システムへ登録する。 

→“6.1 PRIMECLUSTERシステムへの登録”参照 

 PRIMECLUSTER Linux for Itanium版システムへ登録する。 

→“7.1 PRIMECLUSTERシステムへの登録”参照 

 Sun Clusterシステムへ登録する。 

→“8.1 Sun Clusterシステムへの登録”参照 
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第2章 導入 

2.9 各ノードで管理される情報の統一 
Systemwalker Operation Managerがクラスタシステムで正常に動作するため

には、各ノードで管理されている情報のいくつかを運用系と待機系の間で、統

一する必要があります。本節では、各ノードで統一する情報について以下の内

容で説明します。 

 OS情報の統一 

 Systemwalker Operation Managerの環境定義の統一 

 

2.9.1 OS情報の統一 

下記の情報は、運用系と待機系で同じにする必要があります。下記の情報を

変更する場合は、運用系、待機系の両方に対して、同じ変更を加えてください。 

 ユーザ名、パスワード、ユーザグループ 

 “hosts”ファイル 

 “services”ファイル 

 出口ファイル、バッチファイル、実行ファイル、データなどの、

Systemwalker Operation Managerから実行されるバッチ業務が必要とす

るユーザ資源、ファイルシステム 

 

2.9.2 Systemwalker Operation Managerの環境定義の統一 

Systemwalker Operation Managerが管理する情報のうち、以下の情報は各ノ

ードで別々に管理されています。このため、一方のノードで情報を変更しても、

クラスタを構成する他のノードには変更が反映されません。したがって、以下

の情報を追加・変更した場合は、運用系と待機系の間で情報を同じにするため

に、変更した側のノードの定義情報を変更していない側のノードに複写してく

ださい。 

監視ホスト定義情報 

複写する契機： 

環境設定の、“監視ホスト情報の定義”で変更を行った場合 

複写方法： 

以下のファイルを、rcpなどのコマンドを利用して、他方のノードに

複写してください。 

/var/opt/FJSVJMCMN/etc/monitor_hosts 

/var/opt/FJSVJMCMN/etc/*.mhs 

パスワード管理簿情報/ホスト情報定義 

複写する契機： 

パスワード管理コマンドで、ユーザやグループの追加/削除/パスワー

ドの変更を行った場合 
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2.9 各ノードで管理される情報の統一 

または、ホスト情報ファイルを作成/更新した場合 

複写方法： 

以下のファイルを、rcpなどのコマンドを利用して、他方のノードに

複写してください。 

/opt/FJSVsnjss/manage/*.* 

ジョブフォルダ情報 

複写する契機： 

ジョブフォルダを追加した場合 

ジョブフォルダ情報を含んだ資源をリストアした場合 

環境設定の、“ポリシーの配付”を行った場合 

複写方法： 

ジョブフォルダに定義した、ディレクトリおよびそのディレクトリ配

下すべてを、rcpなどのコマンドを利用して他方のノードに複写してく

ださい。 

注意： 

共有ディスクに存在するディレクトリをジョブフォルダに指定して

いる場合は、複写する必要はありません。 

 

 
N:1運用待機、および2ノード相互待機の場合、クラスタシステムに複

数の運用系が存在します。クラスタシステム内に複数の運用系が存在す

る場合、以下の点を注意してください。 

- 監視ホスト定義情報、パスワード管理簿情報、ホスト情報定義、

およびジョブフォルダ情報は、すべての運用系で同じにしてくだ

さい。各運用系で異なる情報を定義することはできません。 
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第2章 導入 

2.10 ジョブを再起動させる設定 
スケジュールサーバと実行サーバがともに同じクラスタシステム上で運用

されている場合、フェールオーバ時に実行中だったジョブネットおよびジョブ

は、フェールオーバ完了後に異常終了(実行中断状態:終了コード=239)として

表示されます。 

フェールオーバ時に実行中断されたジョブネットやジョブの再実行等のリ

カバリ処理は、自動的には行われません。異常終了を確認後、再起動等の対処

を行ってください。 

フェールオーバ後も運用を継続するためには、以下のような動作を行うジョ

ブを作成し、このジョブを、サーバ起動時に実行するジョブネットとして登録

してください。登録するジョブネットには、必ず起動日を設定してください。

起動日を設定していない場合、ジョブネットはフェールオーバ後に起動しませ

ん。 

1. jobschprint -n コマンドでジョブネット状態一覧を出力する。出力結

果をファイルにリダイレクトして保存する。 

2. 1.で保存したファイルを読み込み、ジョブネットの状態が実行中断かど

うかをチェックする。実行中断かどうかは、終了コードが239かどうか

で判断する。 

3. 実行中断ジョブネットの場合、そのジョブネットをjobschcontrol 

rerun コマンドで再起動する。 

4. ジョブネット一覧の数だけ、2.3.を繰り返す。 

 

この処理のサンプルソースは以下に格納されています。 

 

/opt/FJSVJOBSC/sample/abendrerun.c 

 

jobschprintコマンド、jobschcontrolコマンドの詳細は、“Systemwalker 

Operation Manager リファレンスマニュアル”を参照してください。 
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2.11 クラスタシステムからのアンインストール 
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2.11 クラスタシステムからのアンインストール 
クラスタシステムからSystemwalker Operation Managerをアンインストール

する手順は、各クラスタシステムの固有情報で説明します。 

 SafeCLUSTERシステムからアンインストールする。 

→“4.2 SafeCLUSTERシステムからのアンインストール”参照  

 PRIMECLUSTER Solaris版システムからアンインストールする。 

→“5.2 PRIMECLUSTERシステムからのアンインストール”参照 

 PRIMECLUSTER Linux版システムからアンインストールする。 

→“6.2 PRIMECLUSTERシステムからのアンインストール”参照 

 PRIMECLUSTER Linux for Itanium版システムからアンインストールする。 

→“7.2 PRIMECLUSTERシステムからのアンインストール”参照 

 Sun Clusterシステムからアンインストールする。 

→“8.2 Sun Clusterシステムからのアンインストール”参照 
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第3章 運用 

本章では、Systemwalker Operation Managerをクラスタシステム上で運用す

るときの手順や、注意事項について説明します。 

 

本章で説明するコマンドは、システム管理者(スーパ・ユーザ)の権限で実行

してください。 

 

 

 

 

 

  

ファイル名:clsu0300.doc | 最終更新日時05/07/12 11:16 

 



      

 

 

第3章 運用 

3.1 クラスタシステムにおけるSystemwalker 

Operation Managerの運用 
クラスタシステム上でSystemwalker Operation Managerを運用するときの手

順や注意事項について説明します。 

 クライアントからのクラスタシステムへの接続 

 運用で変更した定義の設定 

3.1.1 クライアントからのクラスタシステムへの接続 

クラスタシステム上で動作するSystemwalker Operation Managerサーバに接

続するときに、[Systemwalker Operation Manager]ウィンドウの業務選択ウィ

ンドウに表示される以下の機能を利用するときは、Systemwalker Operation 

Managerクライアントで、Systemwalker Operation Manager用に作成した論理

IPアドレス、物理IPアドレスのどちらでも指定できます。 

 ジョブスケジューラ 

 ジョブ 

 キュー 

 

スケジュール分散機能を利用する場合は、[スケジュール分散状況監視]およ

び[スケジュール分散環境設定]から接続する場合のどちらも、論理IPアドレス

または論理IPアドレスに対応するホスト名を指定します。 

 

calsetclusterコマンドで“自動反映”の対象とし、かつ以下の機能を利用

する場合は、論理IPアドレスまたは論理IPアドレスに対応するホスト名を指定

します。“自動反映”の対象外にしている場合は、それぞれ接続するマシンの

物理IPアドレスを指定します。 

 カレンダの登録/変更/削除 

 サーバ電源の自動制御 

 サービス・アプリケーション起動の定義 

 

Systemwalker Operation Managerの環境設定を行う場合は、[Systemwalker 

Operation Manager環境設定]ウィンドウ起動時に指定するサーバのIPアドレス

に、物理IPアドレスを使用します。 

 

複数サーバ監視クライアントを利用する場合は、起動時に指定するサーバの

IPアドレスに、物理IPアドレスを使用します。 

 

ジョブスケジューラ情報印刷クライアントを利用する場合は、起動時に指定

するサーバのIPアドレスに、論理IPアドレス、物理IPアドレスどちらでも指定

できます。 
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3.1 クラスタシステムにおけるSystemwalker Operation Managerの運用 

クライアントからサーバへの接続中にフェールオーバが発生した場合、サー

バとの接続が切断されます。フェールオーバ完了後に、接続しなおしてくださ

い。 

3.1.2 運用で変更した定義の設定 

Systemwalker Operation Managerの以下の情報は、各ノードで別々に管理さ

れています。このため、一方のノードで情報を変更しても、他方のノードに

は変更が反映されません。以下の情報を変更した場合は、変更したノードの

定義情報を変更していないノードに複写してください。 

 

複写方法は “2.9.2 Systemwalker Operation Managerの環境定義の統一”

を参照してください。 

 監視ホスト定義情報 

 パスワード管理簿情報/ホスト情報定義 

 ジョブフォルダ情報 
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第3章 運用 

3.2 クラスタシステムにおけるデーモンの起

動/停止 
 

クラスタシステム運用における、Systemwalker Operation Managerの起動・

停止については、各クラスタの固有情報で説明します。 

 SafeCLUSTERシステムにおけるデーモンの起動/停止 

→“4.3 SafeCLUSTERシステムにおけるデーモンの起動/停止”参照  

 PRIMECLUSTER Solaris版システムにおけるデーモンの起動/停止 

→“5.3 PRIMECLUSTER システムにおけるデーモンの起動/停止”参照 

 PRIMECLUSTER Linux版システムにおけるデーモンの起動/停止 

→“6.3 PRIMECLUSTERシステムにおけるデーモンの起動/停止”参照 

 PRIMECLUSTER Linux for Itanium版システムにおけるデーモンの起動/

停止 

→“7.3 PRIMECLUSTERシステムにおけるデーモンの起動/停止”参照 

 Sun Clusterシステムにおけるデーモンの起動/停止 

→“8.3 Sun Clusterシステムにおけるデーモンの起動/停止”参照 
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3.3 クラスタシステム運用時のポリシーの配付/適用 

3.3 クラスタシステム運用時のポリシーの配付

/適用 
Systemwalker Operation Managerのポリシー情報をクラスタシステムに対し

て配付/適用するときは、以下の手順に従ってください。 

1. 運用系へポリシー配付する 

[配付先ホストの指定]ウィンドウで、運用系のホスト名を指定して、

運用系にポリシー配付します。[次回のサービス起動時に適用する]を選

択します。 

2. 運用系のデーモンを停止する 

運用系で動作しているSystemwalker Operation Managerの各デーモン

を停止します。停止方法の詳細は、“3.2 クラスタシステムにおけるデ

ーモンの起動/停止”を参照してください。 

3. 運用系のデーモンを起動する 

運用系のSystemwalker Operation Managerの各デーモンを起動します。

起動方法の詳細は、“3.2 クラスタシステムにおけるデーモンの起動/

停止”を参照してください。 

デーモンが起動すると、配付したポリシー情報が適用されます。 

4. セキュリティ情報を共有ディスクに反映する 

以下のコマンドを実行し、運用系のセキュリティ情報を共有ディスク

に反映します。コマンドを実行する前に、それぞれの運用系の共有ディ

スクをマウントしてください。 

1:1運用待機、N:1運用待機およびカスケードの場合 

mpcssave 

2ノード相互待機の場合 

mpcssave -s 運用系のサブシステム番号 

5. 待機系へ情報を複写する 

以下の定義情報を、運用系から待機系へ複写します。複写の契機およ

び複写方法は“2.9.2 Systemwalker Operation Managerの環境定義の統

一”を参照してください。 

- 監視ホスト定義情報 

- パスワード管理簿情報/ホスト情報定義 

- ジョブフォルダ情報 

 

 
クラスタ運用を実施している場合は、[次回のサービス起動時に適用

する]を選択します。[すぐ適用する（サービスを再起動する）]は指定

しないでください。 

そのためすぐにポリシーを配付したい場合は、デーモンを再起動して
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第3章 運用 

ください。デーモンの再起動の詳細は、“3.2 クラスタシステムにおけ

るデーモンの起動/停止”を参照してください。 

 

 
クラスタ運用している場合は、[共通パラメタ]をポリシー配付しない

でください。 

 

 
ポリシーの情報には、カレンダ情報の、以下のクラスタ運用情報は含

まれません。各ノードで設定してください。 

- calsetclusterコマンドで登録を行った情報 

- カレンダ反映先ホスト定義ファイルの情報 

 

 
[登録情報]の[ジョブ制御]は、運用系にのみ配付してください。待機

系には、ポリシー配付しないでください。[登録情報]の[ジョブ制御]

は、共有ディスク上で管理されているため、フェールオーバが発生した

場合においても、統一した情報が保持されます。 
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3.4 クラスタシステム運用時のバックアップ/リストア 

3.4 クラスタシステム運用時のバックアップ/

リストア 
本節では、クラスタシステム運用時にSystemwalker Operation Managerの資

源をバックアップ/リストアする方法を説明します。 

3.4.1 クラスタシステム運用時のバックアップ手順 

クラスタシステム上でSystemwalker Operation Managerの資源をバックアッ

プする手順は以下のとおりです。 

1. 運用系のデーモンを停止する 

運用系で動作しているSystemwalker Operation Managerの各デーモン

を停止します。デーモンの停止方法は、“3.2 クラスタシステムにおけ

るデーモンの起動/停止”を参照してください。 

2. 運用系に共有ディスクをマウントする 

クラスタシステムの管理機能でデーモンを停止したことにより、共有

ディスクのマウントが外れてしまうため、手動で運用系に共有ディスク

をマウントします。共有ディスクのマウント例を以下に示します。 

[Solaris版の場合] 

# mount /disk1(注1) 

注1)共有ディスクが/disk1の場合の例です。 

[Linux版/Linux for Itanium版の場合] 

# /bin/mount /dev/sdb1 /disk1(注2) 

注2)デバイス装置が/dev/sdb1、共有ディスクが/disk1の場合

の例です。 

N:1運用待機の場合は、共有ディスクへのシンボリックリンクも削除

されてしまうため、手動でシンボリックリンクを作成します。 

共有ディスクが“/disk1”の場合の例を以下に示します。 

# ln -s /disk1/FJSVfwseo/JM /var/opt/FJSVfwseo/JM 

# ln -s /disk1/FJSVjmcal/post /var/opt/FJSVjmcal/post 

# ln -s /disk1/FJSVJOBSC /var/opt/FJSVJOBSC 

# ln -s /disk1/FJSVMJS/var/spool/mjes /var/spool/mjes 

# ln -s /disk1/FJSVMJS/etc/mjes /etc/mjes 

# ln -s /disk1/FJSVstem /var/opt/FJSVstem (注) 

注) スケジュール分散機能が有効な場合のみ行います。 

 

2ノード相互待機の場合は、待機系のサブシステムの、ジョブ実行制

御のシンボリックリンクをいったん削除します。 

サブシステム1が運用系、サブシステム2が待機系の場合の削除例を以

下に示します。 
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第3章 運用 

# rm /etc/mjes/mjes2 

# rm /var/spool/mjes/mjes2 

3. 運用系でバックアップを行う 

運用系でバックアップコマンド(mpbkoコマンド)を実行します。 

# /opt/systemwalker/bin/mpbko -b バックアップ先のディレク

トリ名 

バックアップ先のディレクトリを“/tmp/OMGRBack”とする場合の例

を以下に示します。 

# /opt/systemwalker/bin/mpbko -b /tmp/OMGRBack 

mpbkoコマンドの詳細については、“Systemwalker Operation Manager 

リファレンスマニュアル”を参照してください。 

4. 共有ディスクのマウントを外す 

手動で行った共有ディスクのマウントを外します。共有ディスクのマ

ウントを外す例を以下に示します。 

[Solaris版の場合] 

# umount /disk1(注1) 

注1)共有ディスクが/disk1の場合の例です。 

[Linux版/Linux for Itanium版の場合] 

# /bin/umount /disk1(注2) 

注2)共有ディスクが/disk1の場合の例です。 

 

N:1運用待機の場合は、共有ディスクへのシンボリックリンクも削除

します。 

# rm /var/opt/FJSVfwseo/JM 

# rm /var/opt/FJSVjmcal/post 

# rm /var/opt/FJSVJOBSC 

# rm /var/spool/mjes 

# rm /etc/mjes 

# rm /var/opt/FJSVstem (注) 

注) スケジュール分散機能が有効な場合のみ行います。 

 

2ノード相互待機の場合は、待機系のサブシステムの、ジョブ実行制

御のシンボリックリンクを再度、作成します。 

サブシステム1が運用系、サブシステム2が待機系の場合の作成例を以

下に示します。 

# ln -s /disk2/FJSVMJS/spool/mjes2 /var/spool/mjes/mjes2 

# ln -s /disk2/FJSVMJS/etc/mjes2 /etc/mjes/mjes2 
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3.4 クラスタシステム運用時のバックアップ/リストア 

5. 運用系のデーモンを起動する 

運用系で、クラスタシステムに登録されている、Systemwalker 

Operation Managerの各デーモンを起動します。デーモンの起動方法は、

“3.2 クラスタシステムにおけるデーモンの起動/停止”を参照してく

ださい。 

 

“2.9 各ノードで管理される情報の統一”の作業によって、ローカルディス

クの内容は運用系と待機系の間で同じになっているので、待機系の情報をバッ

クアップする必要はありません。 

N:1運用待機および2ノード相互待機の場合は、それぞれの運用系でバックア

ップしてください。 

3.4.2 クラスタシステム運用時のリストア手順 

クラスタシステム上でSystemwalker Operation Managerの資源をリストアす

る手順の概要は以下のとおりです。手順は、リストアコマンドの実行、セキュ

リティの反映、カレンダ情報およびサービス・アプリケーション起動情報のリ

ストア以外は、バックアップの手順と同じです。詳細は、“3.4.1 クラスタシ

ステム運用時のバックアップ手順”を参照してください。 

1. 運用系のデーモンを停止する 

運用系で動作しているSystemwalker Operation Managerの各デーモン

を停止します。デーモンの停止方法は、“3.2 クラスタシステムにおけ

るデーモンの起動/停止”を参照してください。 

2. 運用系に共有ディスクをマウントする 

クラスタシステムの管理機能でデーモンを停止したことにより、共有

ディスクのマウントが外れてしまうため、手動で運用系に共有ディスク

をマウントします。 

N:1運用待機の場合は、共有ディスクへのシンボリックリンクも削除

されてしまうため、手動でシンボリックリンクを作成します。 

2ノード相互待機の場合は、待機系のサブシステムの、ジョブ実行制

御のシンボリックリンクをいったん削除します。 

3. 運用系でリストアを行う 

運用系でリストアコマンド(mprsoコマンド)を実行します。 

# /opt/systemwalker/bin/mprso -b バックアップされた情報の

格納先のディレクトリ名 

バ ッ ク ア ッ プ さ れ た 情 報 の 格 納 先 の デ ィ レ ク ト リ 名 が 、

“/tmp/OMGRBack”の場合の例を以下に示します。 

# /opt/systemwalker/bin/mprso -b /tmp/OMGRBack 

mprsoコマンドの詳細については、“Systemwalker Operation Manager 

リファレンスマニュアル”を参照してください。 

4. セキュリティ情報を共有ディスクに反映する 

N:1運用待機の場合、クラスタシステムの管理機能でデーモンを停止

したことにより、セキュリティ情報の自動反映の設定が解除されるため、
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第3章 運用 

以下のコマンドを実行し、クラスタ情報を設定します。 

mpaclcls 

以下のコマンドを実行し、運用系のセキュリティ情報を共有ディスク

に反映します。 

1:1運用待機、N:1運用待機およびカスケードの場合 

mpcssave 

2ノード相互待機の場合 

mpcssave -s 運用系のサブシステム番号 

5. 共有ディスクのマウントを外す 

手動で行った共有ディスクのマウントを外します。 

N:1運用待機の場合は、共有ディスクへのシンボリックリンクも削除

します。 

2ノード相互待機の場合は、待機系のサブシステムの、ジョブ実行制

御のシンボリックリンクを再度、作成します。 

6. 運用系のデーモンを起動する 

運用系で、Systemwalker Operation Managerの各デーモンを起動しま

す。デーモンの起動方法は、“3.2 クラスタシステムにおけるデーモン

の起動/停止”を参照してください。 

7. 待機系へ情報を複写する 

下記の情報ファイルを、運用系から待機系へ複写します。 

- 監視ホスト定義情報 

- パスワード管理簿情報/ホスト情報定義 

- ジョブフォルダ情報 

複写する情報の詳細については、“2.9.2 Systemwalker Operation Manager

の環境定義の統一”を参照してください。 

 

カレンダ情報およびサービス・アプリケーション起動情報のリス

トアについて 

運用系でのリストア完了後、待機系にバックアップ時よりも以下の新しいデ

ータがある場合は、自動的に運用系に運用中の最新データが反映されます。 

 カレンダ情報 

 サービス・アプリケーション起動情報 

 

次のような運用を行う場合は、それぞれ以下の手順に従ってください。 

 バックアップ時のデータを使用したい場合(バックアップ時のデータ

よりも新しいデータは使用しない場合) 

全ノードでSystemwalker Operation Managerのデーモンを停止後、各ノード

の以下のファイルを削除してください。削除後、リストアを行うことにより、

全ノードに対してバックアップ時の定義によって統一されます。 
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3.4 クラスタシステム運用時のバックアップ/リストア 

/var/opt/FJSVjmcal/caldb/*.* 

備考.削除するのはファイルのみです。ディレクトリは削除しないで 

   ください。 

 

/var/opt/FJSVjmcal/srvapp/f3crhsvb.ini 

 

Systemwalker Operation Managerのデーモンの停止方法は、“3.2 クラスタ

システムにおけるデーモンの起動/停止”を参照してください。 

 

 SYSTEM_CALENDARまたは、サービス・アプリケーション起動情報を自

動反映の対象としていない場合 

以下の定義内容のいずれかにおいて、各ノード上で固有の定義を行っている

場合は、バックアップおよびリストアを各ノードで行う必要があります。 

 SYSTEM_CALENDARのスケジュール情報、電源スケジュール情報、終了監

視情報 

 サービス・アプリケーション起動情報 

各ノードのバックアップとリストアを行う手順は以下です。 

[バックアップ手順] 

1. 運用系のノードでバックアップを行います。 

バックアップ手順の詳細は、“3.4.1 クラスタシステム運用時のバッ

クアップ手順”を参照してください。 

2. 待機系のノードの、以下のファイルをコピーコマンドで個別に退避しま

す。 

/var/opt/FJSVjmcal/caldb/*.* 

 

/var/opt/FJSVjmcal/srvapp/f3crhsvb.ini 

このとき、運用系と待機系のバックアップが共に完了するまで   カ

レンダの保存、およびサービス・アプリケーション起動情報の保存は行

わないでください。 

[リストア手順] 

1. Systemwalker Operation Managerのデーモンを運用系および待機系とも

に停止します。 

Systemwalker Operation Managerのデーモンの停止方法は、“3.2 ク

ラスタシステムにおけるデーモンの起動/停止”を参照してください。 

2. 運用系でバックアップを行ったバックアップデータを運用系側にリス

トアします。 

リストア手順の詳細は、“3.4.2 クラスタシステム運用時のリストア

手順”を参照してください。 
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第3章 運用 

3. 待機系へのリストアを実施します。 

[バックアップ手順]の2.で退避を行ったファイルを待機系のノード

にコピーします。コピー先はバックアップを行ったディレクトリと同一

の場所です。 

4. 運用系および待機系で、Systemwalker Operation Managerのデーモンを

起動します。 

Systemwalker Operation Managerのデーモンの起動方法は、“3.2 ク

ラスタシステムにおけるデーモンの起動/停止”を参照してください。 

 

 

各ノードで自動反映の設定内容を確認するには、calsetclusterコマ

ンドで行います。 

# /opt/FJSVjmcal/bin/calsetcluster -v 

コマンドを実行した結果、標準出力に“Disable”と表示されている

項目は、自動反映の対象となっていません。 
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3.5 スケジュール分散機能のスケジュールモード変更 
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3.5 スケジュール分散機能のスケジュールモ

ード変更 
クラスタシステム上で動作している Systemwalker Operation Managerでス

ケジュールモードを運用日管理スケジュール、運用日管理スケジュール(テス

トモード)間で変更する手順を説明します。 

1. 環境設定 

“Systemwalker Operation Manager スケジュール分散機能説明書”

を参照し、スケジュール分散のスケジュールモードを変更します。 

- クラスタ運用されているSystemwalker Operation Manager のス

ケジュール分散環境設定を行う場合は、[スケジュール分散環境

設定[ログイン]]ウィンドウで、論理IPアドレスまたは論理IPア

ドレスに対応するホスト名を指定してください。 

- スケジュール分散環境設定の適用時に[スケジュール分散環境設

定]ダイアログボックスからジョブスケジューラのデーモンを再

起動しないようにしてください。 

2. Systemwalker Operation Manager のデーモンの再起動 

設定を反映させるために、Systemwalker Operation Manager のデー

モンの再起動を行います。“3.2 クラスタシステムにおけるデーモンの

起動/停止”を参照してSystemwalker Operation Manager のデーモンを

再起動してください。 

 

通常スケジュールから運用日管理モード(運用日管理スケジュール、運用日

管理スケジュール(テストモード))に変更する場合は、“2.11 クラスタシステ

ムからのアンインストール”を参照し、クラスタシステム上で運用している

Systemwalker Operation Manager を 、 通 常 の シ ス テ ム 上 で 動 作 す る

Systemwalker Operation Managerに戻した後に、再度、Systemwalker Operation 

Managerをクラスタシステムに適用してください。(“2.2.3 デーモンの自動起

動・停止設定の解除”以降の手順を実施) 
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第4章 SafeCLUSTERシステム固有の手順 

4.1 SafeCLUSTERシステムへの登録 
SafeCLUSTERシステムへのSystemwalker Operation Managerの登録は、以下

の手順で行います。 

1. 状態遷移プロシジャを作成する 

2. 状態遷移プロシジャをクラスタシステムに登録する 

3. 状態遷移プロシジャをリソースとして登録する 

4. Systemwalker Operation Managerのサービスをクラスタシステムのサー

ビスとして登録する 

それぞれの作業について説明します。 

4.1.1 状態遷移プロシジャの作成 

SafeCLUSTERシステムへ登録する以下の状態遷移プロシジャを作成します。 

 デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャ(必須) 

 監視スクリプト(任意。デーモンを監視する状態遷移プロシジャが存在

する場合に必須) 

 デーモンを監視する状態遷移プロシジャ(任意) 

上記のプロシジャは、運用系、待機系のそれぞれに作成し、同じディレクト

リパス上に配置してください。共用ディスクには作成しないでください。プロ

シジャの作成後、実行権を必ず設定してください。 

監視スクリプトおよびデーモンを監視する状態遷移プロシジャは、運用系の

ノード上で動作するデーモンを監視し、デーモンの終了をフェールオーバの契

機にしたい場合に作成します。デーモンの終了をフェールオーバの契機にしな

い場合は、作成する必要はありません。 

それぞれのプロシジャの作成例を説明します。以降で説明するプロシジャは、

すべてサンプルが提供されています。サンプルをバックアップするか、複写し

た後、環境に応じて変更してご利用ください。 

 

4.1.1.1 デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャの作成 

ジョブスケジューラ、ジョブ実行制御のデーモンの動作を制御する、状態遷

移プロシジャを作成します。 

デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャは、以下にサンプルが提供さ

れています。 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR.proc 

 

サンプルの状態遷移プロシジャは、1:1運用待機(サブシステムなし)用です。 

1:1運用待機(サブシステムあり)、N:1運用待機および2ノード相互待機の場

合は、状態遷移プロシジャの変更が必要です。 

また、サンプルの状態遷移プロシジャでは、共用ディスク名を“/disk1”と

しています。共用ディスク名が違う場合はサンプルの“/disk1”を実際の共用

ディスク名に変更してください。 
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4.1 SafeCLUSTERシステムへの登録 

サンプルを複写後、クラスタシステムの運用に合わせて変更してご利用くだ

さい。1:1運用待機(サブシステムなし)の場合は、バックアップを取った上で、

サンプルをそのまま使用してもかまいません。 

以下に状態遷移プロシジャの変更例を説明します。 

 

 1:1運用待機(サブシステムあり)の場合の変更例 
1:1運用待機(サブシステムあり)の場合、サブシステムごとにジョブスケジ

ューラ、ジョブ実行制御のデーモンを起動/停止します。 

以下はサブシステム0とサブシステム1を運用している場合の例です。 

1. 状態遷移プロシジャの、“SUBSYSTEM”変数を“PLU_SUBSYSTEM”とし、

値はサブシステム番号に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="0" 

[変更後] 

PLU_SUBSYSTEM ="0 1" 

2. ジョブスケジューラとジョブ実行制御がサブシステムごとに起動する

ように、START-RUN-AFTERの 後にfor文、do文、done文を追加します。 

[変更前] 

# Starts Job Scheduler & Job Execution Control 

# - 1:1 standby, N:1 standby, 2 nodes mutual standby 

   sh /etc/opt/FJSVMJS/etc/rc3.d/S99MJS -sys $SUBSYSTEM 

   sh /opt/FJSVJOBSC/etc/rc3.d/S99JOBSCH -sys $SUBSYSTEM 

   ;; 

[変更後] 

# Starts Job Scheduler & Job Execution Control 

# - 1:1 standby, N:1 standby, 2 nodes mutual standby 

   for SUBSYSTEM in $PLU_SUBSYSTEM 

   do 

   sh /etc/opt/FJSVMJS/etc/rc3.d/S99MJS -sys $SUBSYSTEM 

   sh /opt/FJSVJOBSC/etc/rc3.d/S99JOBSCH -sys $SUBSYSTEM 

   done 

   ;; 

3. ジョブスケジューラとジョブ実行制御がサブシステムごとに終了する

ように、STOP-RUN-BEFOREの 初にfor文、do文を追加します。 

[変更前] 

'BEFORE') 

  # Job Execution Control Server 

  MJSDAEMON=`ps -eo pid,args | grep "/usr/lib/mjes/mjsdaemon 

-sys $SUBSYSTEM" | grep -v "grep" | wc -l ` 
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第4章 SafeCLUSTERシステム固有の手順 

[変更後] 

'BEFORE') 

  # Job Execution Control Server 

  for SUBSYSTEM in $PLU_SUBSYSTEM 

  do 

  MJSDAEMON=`ps -eo pid,args | grep "/usr/lib/mjes/mjsdaemon 

-sys $SUBSYSTEM" | grep -v "grep" | wc -l ` 

 

4. STOP-RUN-BEFOREの 後にdone文を追加します。 

[変更前] 

  done 

  ;;  

'AFTER') 

[変更後] 

  done 

  done 

  ;;  

'AFTER') 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

      

 

 



     

 

 

4.1 SafeCLUSTERシステムへの登録 

 N:1運用待機の場合の変更例 
1. START-RUN-AFTER時の“Make symbolic links.(if N:1 standby)”の部

分のコメントを外します(“#”を削除します)。 

[変更前] 

# Make symbolic links.(if N:1 standby) 

# ACL Manager 

#if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVfwseo/JM" -o -f "/var/opt/FJSVfwse

o/JM" ")" ] 

#then 

#  ln -s /disk1/FJSVfwseo/JM /var/opt/FJSVfwseo/JM 

#fi 

# Job Scheduler 

#if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVJOBSC" -o -f "/var/opt/FJSVJOBSC" 

")"] 

#then 

#  ln -s /disk1/FJSVJOBSC /var/opt/FJSVJOBSC 

#fi 

# Job Execution Control 

#if [ ! "(" -h "/var/spool/mjes" -o -f "/var/spool/mjes" ")" ] 

#then 

# ln -s /disk1/FJSVMJS/var/spool/mjes /var/spool/mjes 

#fi 

#if [ ! "(" -h "/etc/mjes" -o -f "/etc/mjes" ")" ] 

#then 

# ln -s /disk1/FJSVMJS/etc/mjes /etc/mjes 

#fi 

# Calendar 

#if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVjmcal/post" -o -f "/var/opt/FJSVjm

cal/post" ")" ] 

#then 

# ln -s /disk1/FJSVjmcal/post /var/opt/FJSVjmcal/post 

#fi 

# Stem 

#if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVstem" -o -f "/var/opt/FJSVstem" ")

" ] 

#then 

# ln -s /disk1/FJSVstem /var/opt/FJSVstem 

#fi 

# - 1:1 standby, N:1 standby 
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第4章 SafeCLUSTERシステム固有の手順 

[変更後] 

# Make symbolic links.(if N:1 standby) 

# ACL Manager 

if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVfwseo/JM" -o -f "/var/opt/FJSVfwseo

/JM" ")" ] 

then 

  ln -s /disk1/FJSVfwseo/JM /var/opt/FJSVfwseo/JM 

fi 

# Job Scheduler 

if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVJOBSC" -o -f "/var/opt/FJSVJOBSC" 

")"] 

then 

  ln -s /disk1/FJSVJOBSC /var/opt/FJSVJOBSC 

fi 

# Job Execution Control 

if [ ! "(" -h "/var/spool/mjes" -o -f "/var/spool/mjes" ")" ] 

then 

 ln -s /disk1/FJSVMJS/var/spool/mjes /var/spool/mjes 

fi 

if [ ! "(" -h "/etc/mjes" -o -f "/etc/mjes" ")" ] 

then 

 ln -s /disk1/FJSVMJS/etc/mjes /etc/mjes 

fi 

# Calendar 

if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVjmcal/post" -o -f "/var/opt/FJSVjmc

al/post" ")" ] 

then 

 ln -s /disk1/FJSVjmcal/post /var/opt/FJSVjmcal/post 

fi 

# Stem  (注) 

if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVstem" -o -f "/var/opt/FJSVstem" ")"

 ] 

then 

 ln -s /disk1/FJSVstem /var/opt/FJSVstem 

fi 

# - 1:1 standby, N:1 standby 

注) スケジュール分散機能が有効な場合のみコメントを外します。 
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4.1 SafeCLUSTERシステムへの登録 

2. STOP-RUN-AFTER時の“remove symbolic links.(if N:1 standby)”の部

分のコメントを外します (“#”を削除します) 。 

[変更前] 

# remove symbolic links.(if N:1 standby) 

# Job Scheduler 

#if [ -h "/var/opt/FJSVJOBSC" ] 

#then 

#   rm /var/opt/FJSVJOBSC 

#fi 

# Job Execution Control 

#if [ -h "/var/spool/mjes" ] 

#then 

#   rm /var/spool/mjes 

#fi 

#if [ -h "/etc/mjes" ] 

#then 

#   rm /etc/mjes 

#fi 

# ACL Manager 

#/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls -u 

#if [ -h "/var/opt/FJSVfwseo/JM" ] 

#then 

#   rm /var/opt/FJSVfwseo/JM 

#fi 

# Calendar 

#if [ -h "/var/opt/FJSVjmcal/post" ] 

#then 

#   rm /var/opt/FJSVjmcal/post 

#fi 

# Stem 

#if [ -h "/var/opt/FJSVstem" ] 

#then 

#   rm /var/opt/FJSVstem 

#fi 

;; 
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第4章 SafeCLUSTERシステム固有の手順 

[変更後] 

# remove symbolic links.(if N:1 standby) 

# Job Scheduler 

if [ -h "/var/opt/FJSVJOBSC" ] 

then 

   rm /var/opt/FJSVJOBSC 

fi 

# Job Execution Control 

if [ -h "/var/spool/mjes" ] 

then 

   rm /var/spool/mjes 

fi 

if [ -h "/etc/mjes" ] 

then 

   rm /etc/mjes 

fi 

# ACL Manager 

/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls -u 

if [ -h "/var/opt/FJSVfwseo/JM" ] 

then 

   rm /var/opt/FJSVfwseo/JM 

fi 

# Calendar 

if [ -h "/var/opt/FJSVjmcal/post" ] 

then 

   rm /var/opt/FJSVjmcal/post 

fi 

# Stem (注) 

if [ -h "/var/opt/FJSVstem" ] 

then 

   rm /var/opt/FJSVstem 

fi 

;; 

注) スケジュール分散機能が有効な場合のみコメントを外します。 

 

3. 状態遷移プロシジャを、ファイル名を変更して運用系の数(N個)だけ用

意し、それぞれの共用ディスクに合わせて、シンボリックリンクを作成

するディレクトリ(例では“disk1”)を変更します。 

4. N個の状態遷移プロシジャを、それぞれの運用系に配置し、待機系にはN

個の状態遷移プロシジャすべて、運用系と同じディレクトリパス上に複

写します。 

3ノード存在する場合の配置例を以下に示します。 
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4.1 SafeCLUSTERシステムへの登録 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR1.proc 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR2.proc 

運用系3：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR3.proc 

待機系 ：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR1.proc 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR2.proc 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR3.proc 

 

 2ノード相互待機の場合の変更例 

1. 状態遷移プロシジャの、“SUBSYSTEM”の変数を“1”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="0" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="1" 

 

2. START-RUN-AFTER時の“- 1:1 standby, N:1 standby”の部分を、2ノー

ド相互待機用に変更します (“#”の位置を変更します)。 

[変更前] 

# - 1:1 standby, N:1 standby 

  /opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls 

  sh /opt/FJSVfwseo/bin/jmacltrn.sh 

# - 2 nodes mutual standby 

  #/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls -s $SUBSYSTEM 

  #sh /opt/FJSVfwseo/bin/jmacltrn.sh $SUBSYSTEM 

# Starts Job Scheduler & Job Execution Control 

[変更後] 

# - 1:1 standby, N:1 standby 

  #/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls 

  #sh /opt/FJSVfwseo/bin/jmacltrn.sh 

# - 2 nodes mutual standby 

  /opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls -s $SUBSYSTEM 

  sh /opt/FJSVfwseo/bin/jmacltrn.sh $SUBSYSTEM 

# Starts Job Scheduler & Job Execution Control 

 

3. 変更後と同じ内容で、ファイル名を変更した状態遷移プロシジャをもう

1個用意して、“SUBSYSTEM”の変数を“2”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="1" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="2" 
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第4章 SafeCLUSTERシステム固有の手順 

 

4. 2個の状態遷移プロシジャを、同じディレクトリパス上の運用系および

待機系に配置します。 

配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR1.proc 

 (待機系2)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR2.proc 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR2.proc 

 (待機系1)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR1.proc 

 

4.1.1.2 監視スクリプトの作成 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャから呼び出される、監視スクリプト

を作成します。 

監視スクリプトは、以下にサンプルが提供されています。 

 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor 

 

サンプルの監視スクリプトは、1:1運用待機(サブシステムなし)用です。1:1

運用待機(サブシステムあり)、N:1運用待機および2ノード相互待機の場合は、

監視スクリプトの変更が必要です。 

サンプルを複写後、クラスタシステムの運用に合わせて変更してご利用くだ

さい。1:1運用待機(サブシステムなし)の場合は、バックアップを取った上で、

サンプルをそのまま使用してもかまいません。 

以下に監視スクリプトの変更例を説明します。 

 

 1:1運用待機(サブシステムあり)の場合の変更例 

複数サブシステム運用を実施している場合、サブシステムごとにデーモン監

視を行います。以下はサブシステム0とサブシステム1を運用している場合の例

です。 

1. 監視スクリプトの、“SUBSYSTEM”変数を“PLU_SUBSYSTEM”とし、値は

サブシステム番号に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="0" 

[変更後] 

PLU_SUBSYSTEM ="0 1" 

 

2. サブシステムごとにデーモン監視するように、while doのすぐ後にfor

文とdo文を追加します。 
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4.1 SafeCLUSTERシステムへの登録 

[変更前] 

while /bin/true 

do 

  MJSDAEMON=`ps -eo pid,args | grep "/usr/lib/mjes/mjsdaemon 

-sys $SUBSYSTEM" | grep -v "grep" | wc -l ` 

 [変更後] 

while /bin/true 

do 

  for SUBSYSTEM in $PLU_SUBSYSTEM 

  do 

  MJSDAEMON=`ps -eo pid,args | grep "/usr/lib/mjes/mjsdaemon 

-sys $SUBSYSTEM" | grep -v "grep" | wc -l ` 

 

3. sleep 10 の前にdone文を追加します。 

[変更前] 

  sleep 10 

done 

 [変更後] 

  done 

  sleep 10 

done 

 

 N:1運用待機の場合の変更例 

1. 監視スクリプトを、ファイル名を変更して運用系の数(N個)だけ用意し

ます。 

2. N個の監視スクリプトを、それぞれの運用系に配置し、待機系にはN個の

監視スクリプトをすべて、運用系と同じディレクトリパス上に複写しま

す。 

3ノード存在する場合の配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor1 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor2 

運用系3：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor3 

待機系 ：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor1 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor2 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor3 

 

 2ノード相互待機の場合の変更例 
1. “SUBSYSTEM”の変数を“1”に変更します。 
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[変更前] 

SUBSYSTEM="0" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="1" 

 

2. 変更後と同じ内容で、名前を変更した状態遷移プロシジャをもう1個用

意して、“SUBSYSTEM”の変数を“2”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="1" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="2" 

 

3. 2個の状態遷移プロシジャを、同じディレクトリパス上の運用系および

待機系に配置します。 

配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor1 

 (待機系2)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor2 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor2 

 (待機系1)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor1 

 

4.1.1.3 デーモンを監視する状態遷移プロシジャの作成 

ジョブスケジューラ、ジョブ実行制御のデーモンを監視する状態遷移プロシ

ジャを作成します。 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャは、以下にサンプルが提供されてい

ます。 

 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor.proc 

 

サンプルの状態遷移プロシジャは、1:1運用待機用です。N:1運用待機および

2ノード相互待機の場合は、状態遷移プロシジャの変更が必要です。 

サンプルを複写後、クラスタシステムの運用に合わせて変更してご利用くだ

さい。1:1運用待機の場合は、バックアップを取った上で、サンプルをそのま

ま使用してもかまいません。 

以下に状態遷移プロシジャの変更例を説明します。 

 N:1運用待機の場合の変更例 
デーモンを監視する状態遷移プロシジャを、ファイル名を変更してN個作成

します。デーモンを監視する状態遷移プロシジャ内に記載された、監視スクリ

プトのファイル名を変更します。“4.1.1.2 監視スクリプトの作成”で作成し

たファイル名を記載します。 
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4.1 SafeCLUSTERシステムへの登録 

1. 状態遷移プロシジャを、ファイル名を変更して運用系の数(N個)だけ用

意します。環境に合わせてそれぞれのファイルで情報を変更します。 

3ノード存在する場合の変更例を以下に示します。 

- デーモンを監視する状態遷移プロシジャ：omgr_monitor1.proc 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smo

nitor1 -c 0 

- デーモンを監視する状態遷移プロシジャ：omgr_monitor2.proc 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smo

nitor2 -c 0 

- デーモンを監視する状態遷移プロシジャ：omgr_monitor3.proc 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smo

nitor3 -c 0 

2. N個の状態遷移プロシジャを、それぞれの運用系に配置し、待機系にはN

個の状態遷移プロシジャすべて、運用系と同じディレクトリパス上に複

写します。 

3ノード存在する場合の配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor1.proc 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor2.proc 

運用系3：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor3.proc 

待機系 ：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor1.proc 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor2.proc 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor3.proc 

 

 2ノード相互待機の場合の変更例 
デーモンを監視する状態遷移プロシジャを、ファイル名を変更して2個作成

します。デーモンを監視する状態遷移プロシジャ内に記載された、監視スクリ

プトのファイル名を変更します。“4.1.1.2 監視スクリプトの作成”で作成し

たファイル名を記載します。 

1. 1個の状態遷移プロシジャの、監視スクリプトのファイル名を変更しま

す。 

[変更前] 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor 

-c 0 

[変更後] 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor1

 -c 0 

 

2. もう1個の状態遷移プロシジャの、監視スクリプトのファイル名を変更

します。 
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[変更前] 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor 

-c 0 

[変更後] 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor2

 -c 0 

 

3. 2個の状態遷移プロシジャを、同じディレクトリパス上の運用系および

待機系に配置します。 

配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor1.proc 

 (待機系2)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor2.proc 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor2.proc 

 (待機系1)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor1.proc 

 

4.1.2 状態遷移プロシジャの登録 

作成した状態遷移プロシジャを、クラスタシステムの“clsetproc”コマン

ドを使用してクラスタシステムに登録します。 

1:1運用待機の場合は、運用系、待機系の両方で実行して状態遷移プロシジ

ャを登録してください。 

N:1運用待機の場合は、それぞれの運用系で実行して状態遷移プロシジャを

登録し、さらに待機系ではN個の状態遷移プロシジャを登録してください。 

2ノード相互待機の場合は、各ノードでそれぞれ2種類の状態遷移プロシジャ

を登録してください。 

 

状態遷移プロシジャのファイル名は、登録時には実際に存在する状態遷移プ

ロシジャファイル名を指定してください。また、状態遷移プロシジャ名は、ク

ラスタシステム上で一意にしてください。 

 

デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャの登録 

デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャファイル 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR.proc を、状態遷移プロシジャ名

omgr として、システムステート3クラス配下に登録する場合の実行例を以下に

示します。 

 

# /etc/opt/FJSVcluster/bin/clsetproc -c SystemState3 -m omgr /opt/FJS

VJMCMN/etc/script/OperationMGR.proc 
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4.1 SafeCLUSTERシステムへの登録 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャの登録 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャファイル  

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor.procを、状態遷移プロシジャ名

omgrmonitorとして、システムステート3クラス配下に登録する場合の実行例を

以下に示します。 

# /etc/opt/FJSVcluster/bin/clsetproc -c SystemState3 -m omgrmonitor /

opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor.proc 

4.1.3 リソースの登録 

クラスタシステムの“claddprocrsc”コマンドを使用して、状態遷移プロシ

ジャをプログラムとしてクラスタシステムにリソース登録します。 

1:1運用待機の場合は、運用系、待機系の両方で実行してリソース登録して

ください。 

N:1運用待機の場合は、それぞれの運用系で実行してリソース登録し、待機

系ではN個の状態遷移プロシジャをリソース登録してください。 

2ノード相互待機の場合は、各ノードでそれぞれ2種類の状態遷移プロシジャ

をリソース登録してください。 

 

デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャの登録 

状態遷移プロシジャファイル omgr を指定し、状態遷移指示種別のSTART RUN

にAFTER、STOP RUNにBEFORE,AFTERを設定する場合 (リソースキー名:OMGR、リ

ソースクラス名:SystemState3、起動優先度:100とする)の実行例を以下に示し

ます。 

 

# /etc/opt/FJSVcluster/bin/claddprocrsc  -k OMGR -m omgr -c SystemSta

te3 -p 100 -K AFTER -S BEFORE,AFTER 

 

登録が完了すると、リソースIDが表示されます。 

 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャの登録 

状態遷移プロシジャファイル omgrmonitor を指定し、状態遷移指示種別の

START RUNにAFTER、STOP RUNにBEFOREを設定する場合 (リソースキー

名:OMGRMONITOR、リソースクラス名:SystemState3、起動優先度:150とする)の

実行例を以下に示します。 

 

# /etc/opt/FJSVcluster/bin/claddprocrsc -k OMGRMONITOR -m omgrmonitor

 -c SystemState3 -p 150 -K AFTER -S BEFORE 

登録が完了すると、リソースIDが表示されます。 
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4.1.4 サービスの登録 

SafeCLUSTERのクラスタ運用管理の画面から、Systemwalker Operation 

Managerを、サービスとしてクラスタシステムに登録します。 

 登録手順を以下に示します。 

1. SafeCLUSTERを選択 

[SafeCLUSTER]を選択します。 

2. クラスタサービス設定を起動する。 

SafeCLUSTER操作メニューで[クラスタ運用設定]を起動し、クラスタ

運用メニューで、[クラスタサービス設定]を選択します。 

3. サービス名を設定する。 

[サービス名・運用形態設定]ウィンドウで、サービス名・運用形態を

設定します。 

サービス名:サービスの名前を指定します。例:OperationMGR 

運用形態: Stanby(スタンバイクラス)を指定してください。 

4. ノードを設定する。 

[ノード設定(standbyクラス)]ウィンドウで、スタンバイクラスのサ

ービスを構成するノードを設定します。 

ドメイン:サービスの設定を行うドメインを選択します。 

運用ノード:運用インスタンスを登録するノードを指定します。 

待機ノード:待機インスタンスを登録するノードを指定します。 

5. リソースを設定する。 

[リソース設定]ウィンドウで、サービスで使用するリソースを設定し

ます。 

以下のリソースを選択してください。 

- リソース登録したデーモンの動作を制御する状態遷移プロシジ

ャのプログラム 

- リソース登録したデーモンを監視する状態遷移プロシジャのプ

ログラム 

- 共用ディスク装置 

- 引き継ぎIPアドレス 

6. 共用ディスク装置の使用種別を設定する。 

[共用ディスク装置使用種別設定]ウィンドウで、設定した共用ディス

ク装置をどのような用途で使用するかを設定します。 

[全ての共用ディスクを切替ディスクとして使用する]が選択されて

いることを確認してください。 

7. サービスを登録する。 

[サービス設定情報確認と登録]ウィンドウで、[登録]ボタンを押して、

サービスを登録します。設定処理終了後、設定情報を反映するかどうか

のメッセージダイアログが表示されますので、必ず反映を行ってくださ

い。 

N:1運用待機の場合は、N個のサービスを登録してください。 

2ノード相互待機の場合は、2個のサービスを登録してください。 
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4.2 SafeCLUSTERシステムからのアンインストール 

4.2 SafeCLUSTERシステムからのアンインスト

ール 
SafeCLUSTERシステムからSystemwalker Operation Managerをアンインスト

ールする場合は、以下の手順に従ってください。 

1. クラスタシステムで管理されているデーモンの停止 

クラスタシステムを構成するノードで、クラスタシステムの管理機能

を使用して、クラスタシステムで管理されているSystemwalker 

Operation Managerの各デーモンを停止します。 

1) SafeCLUSTER操作メニューで[クラスタ運用管理]を起動します。 

2) ナビゲーションエリアのサービスビュー、または構成表示エリア

のドメインの、サービス構成の画面でOperation Managerのサー

ビスを選択し、[操作]-[停止]を選択します。 

→クラスタシステムで管理されているSystemwalker Operation 

Managerのデーモンが停止します。 

2. クラスタシステムからの削除 

“4.1 SafeCLUSTERシステムへの登録”で設定した、Systemwalker 

Operation Managerのサービスの登録、リソース登録に関する設定を削

除します。 

3. クラスタシステムで管理されていないデーモンの停止 

クラスタシステムを構成するノードで、クラスタシステムで管理され

て い な い Systemwalker Operation Manager の 各 デ ー モ ン を

poperationmgrコマンドで停止します。poperationmgrコマンドの詳細は、

“Systemwalker Operation Manager リファレンスマニュアル”を参照

してください。 

4. シンボリックリンクの削除 

共用ディスクへ移動した資源に対して作成したシンボリックリンク

を削除します。運用系/待機系の各ノードで行います。 

5. 共用ディスクからローカルディスクへの資源の移動 

クラスタシステムの構築時に共用ディスクへ移動した資源を、ローカ

ルディスクに戻します。各運用系で行います。 

6. 待機系への資源の複写 

運用系のローカルディスクに戻した情報を、待機系へ複写します。N:1

運用待機の場合、待機系へはN個の運用系のうちいずれか1つから複写し

ます。 

7. シンボリックリンクの作成 

1:1運用待機、N:1運用待機の場合は、資源の移動時に削除した、シン

ボリックリンクを作成します。 

- “/var/spool/mjes”は、“/var/opt/FJSVMJS/var/spool/mjes”

へシンボリックリンクします。 

- “/etc/mjes”は、“/etc/opt/FJSVMJS/etc/mjes”へシンボリッ

クリンクします。 
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運用系/待機系の各ノードで行います。 

8. デーモンの自動起動・停止を設定 

“2.2.3 デーモンの自動起動・停止設定の解除”で解除した自動起

動・停止の設定、およびプロセスの監視対象を、解除・変更する前の設

定に戻します。 

9. 自動反映の設定解除 

1) セキュリティ情報の設定を以下のコマンドで解除します。 

mpaclcls -u 

2) カレンダおよびサービス・アプリケーション起動情報の自動反映

の設定を以下のコマンドで解除します。 

/opt/FJSVjmcal/bin/calsetcluster -d 

10. クラスタ情報の削除 

クラスタシステムを構成するすべてのノードで、-dオプションを指定

したmpsetclusterコマンドを実行し、Systemwalker Operation Manager

のインストール後に登録したクラスタ情報を削除します。 

# /opt/systemwalker/bin/mpsetcluster -d 

mpsetclusterコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager 

リファレンスマニュアル”を参照してください。 

11. 共用ディスクの不要なディレクトリの削除 

“2.6 資源の共用ディスクへの移動”で移動した資源のうち、共用デ

ィスクに残っている、不要なディレクトリを削除します。 

 

ここまでの手順で、Systemwalker Operation Managerが、クラスタシ

ステムに適用した状態から解除されます。 

 

12. アンインストール 

Systemwalker Operation Managerをアンインストールします。アンイ

ンストールの詳細は、“Systemwalker Operation Manager 導入手引書”

を参照してください。 

 

再インストールを行う場合は、上記の手順に従ってアンインストールした後、

新規にクラスタシステムへの導入を行ってください。 

 

アップグレードインストールを行う場合は、上記の11.までの手順に従って

Systemwalker Operation Managerをクラスタシステムへの適用から解除した後、

アップグレードインストールし、“2.2.3 デーモンの自動起動・停止設定の解

除”から再度クラスタシステムに適用します。 
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4.2 SafeCLUSTERシステムからのアンインストール 

 
アンインストール時には、上記の手順に従い、必ず、 

/opt/FJSVjmcal/bin/calsetcluster -dコマンドでカレンダの自動反映

の設定を解除してください。解除しなかった場合は、以下にシンボリッ

クファイルが残るため、手動で削除してください。 

- /etc/rc3.d/S28JMCAL 

 

89 

 

 

 

  

 

 



      

 

 

第4章 SafeCLUSTERシステム固有の手順 

4.3 SafeCLUSTERシステムにおけるデーモンの

起動/停止 
 

SafeCLUSTERシステム運用における、Systemwalker Operation Managerの起

動・停止について説明します。 

 

デーモンの起動 

Systemwalker Operation Managerのデーモンを起動する手順を説明します。 

1. soperationmgr コ マ ン ド で 、 SafeCLUSTER に 登 録 さ れ て い な い

Systemwalker Operation Managerのデーモンを起動します。 

# /opt/systemwalker/bin/soperationmgr 

2. クラスタシステムに登録されたOperation Managerサービスを起動する

ことで、クラスタシステムに登録されたSystemwalker Operation 

Managerのデーモンを起動します。 

1) SafeCLUSTER操作メニューで[クラスタ運用管理]を起動します。 

2) ナビゲーションエリアのサービスビュー、または構成表示エリア

のドメインの、サービス構成の画面でOperation Managerのサー

ビスを選択し、[操作]-[起動]を選択します。 

→クラスタシステムで管理されているSystemwalker Operation 

Managerのデーモンが起動します。 

 

デーモンの停止 

Systemwalker Operation Managerのデーモンを停止する手順を説明します。 

1. クラスタシステムに登録されたOperation Managerサービスを停止する

ことで、クラスタシステムに登録されたSystemwalker Operation 

Managerのデーモンを停止します。 

1) SafeCLUSTER操作メニューで[クラスタ運用管理]を起動します。 

2) ナビゲーションエリアのサービスビュー、または構成表示エリア

のドメインの、サービス構成の画面でOperation Managerのサー

ビスを選択し、[操作]-[停止]を選択します。 

→クラスタシステムで管理されているSystemwalker Operation 

Managerのデーモンが停止します。 

2. poperationmgr コ マ ン ド で 、 SafeCLUSTER に 登 録 さ れ て い な い

Systemwalker Operation Managerのデーモンを停止します。 

# /opt/systemwalker/bin/poperationmgr 

 

90 

 

 

 

      

 

 



     

 

 

4.3 SafeCLUSTERシステムにおけるデーモンの起動/停止 

91 

 

 

 

  

 

 

 
- soperationmgrコマンド、poperationmgrコマンドは、共用ディス

クをカレントディレクトリにした状態で実行しないでください。

フェールオーバが正常に行われない場合があります。 

- [Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウ－[サー

ビス制御]でのサービスの起動・停止は行わないでください。 

- クラスタシステムに登録されたSystemwalker Operation Manager

を停止するときは、Systemwalker Operation Managerのリソース

が登録されているサービスを停止する必要があります。 

そのため、サービスに登録された、共用ディスク、論理IPアド

レス、Operation Managerのリソースおよび一緒に登録したアプ

リケーション(Oracle、Interstageなど)が停止します。デーモン

を監視する状態遷移プロシジャのリソースを作成し、サービスに

登録している場合は、状態遷移プロシジャのリソースも停止しま

す。 

- ジョブスケジューラデーモンが動作するためには、カレンダデー

モンがジョブスケジューラデーモンよりも先に起動している必

要があります。 
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第5章 PRIMECLUSTER Solaris版システム固有の手順 

5.1 PRIMECLUSTERシステムへの登録 
PRIMECLUSTERシステムへのSystemwalker Operation Managerの登録は、以下

の手順で行います。 

1. 状態遷移プロシジャファイルを作成する 

2. 状態遷移プロシジャを登録する 

3. 状態遷移プロシジャを使用するリソースを登録する 

4. クラスタアプリケーションおよびリソースを登録する 

それぞれの作業について説明します。 

 

5.1.1 状態遷移プロシジャの作成 

PRIMECLUSTERシステムへ登録する以下の状態遷移プロシジャを作成します。 

 デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャ(必須) 

 監視スクリプト(任意。デーモンを監視する状態遷移プロシジャが存在

する場合に必須) 

 デーモンを監視する状態遷移プロシジャ(任意) 

上記のプロシジャは、運用系、待機系のそれぞれに作成し、同じディレクト

リパス上に配置してください。共有ディスクには作成しないでください。プロ

シジャの作成後、実行権を必ず設定してください。 

監視スクリプトおよびデーモンを監視する状態遷移プロシジャは、運用系の

ノード上で動作するデーモンを監視し、デーモンの終了をフェールオーバの契

機にしたい場合に作成します。デーモンの終了をフェールオーバの契機にしな

い場合は、作成する必要はありません。 

それぞれのプロシジャの作成例を説明します。以降で説明するプロシジャは、

すべてサンプルが提供されています。サンプルをバックアップするか、複写し

た後、環境に応じて変更してご利用ください。 

 

5.1.1.1 デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャファイルの

作成 

ジョブスケジューラ、ジョブ実行制御のデーモンの動作を制御する、状態遷

移プロシジャを作成します。 

デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャは、以下にサンプルが提供さ

れています。 

 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR.proc 

 

サンプルの状態遷移プロシジャは、1:1運用待機(サブシステムなし)および

カスケード用です。 

1:1運用待機(サブシステムあり)の場合、N:1運用待機および2ノード相互待

機の場合は、状態遷移プロシジャの変更が必要です。 

また、サンプルの状態遷移プロシジャでは、共有ディスク名を“/disk1”と
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しています。共有ディスク名が違う場合はサンプルの“/disk1”を実際の共有

ディスク名に変更してください。 

サンプルを複写後、クラスタシステムの運用に合わせて変更してご利用くだ

さい。1:1運用待機(サブシステムなし)およびカスケードの場合は、バックア

ップを取った上で、サンプルをそのまま使用してもかまいません。 

以下に状態遷移プロシジャの変更例を説明します。 

 

 1:1運用待機(サブシステムあり)の場合の変更例 

複数サブシステム運用を実施している場合、サブシステムごとにジョブスケ

ジューラ、ジョブ実行制御のデーモンを起動/停止します。 

以下はサブシステム0とサブシステム1を運用している場合の例です。 

1. 状態遷移プロシジャの、“SUBSYSTEM”変数を“PLU_SUBSYSTEM”とし、

値はサブシステム番号に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="0" 

[変更後] 

PLU_SUBSYSTEM ="0 1" 

2. ジョブスケジューラとジョブ実行制御をサブシステムごとに起動する

ように、START-RUN-AFTERの 後にfor文、do文、done文を追加します。 

[変更前] 

# Starts Job Scheduler & Job Execution Control 

# - 1:1 standby, N:1 standby, 2 nodes mutual standby 

   /bin/sh /etc/opt/FJSVMJS/etc/rc3.d/S99MJS -sys $SUBSYSTEM 

   /bin/sh /opt/FJSVJOBSC/etc/rc3.d/S99JOBSCH -sys $SUBSYSTE

M 

   ;; 

[変更後] 

# Starts Job Scheduler & Job Execution Control 

# - 1:1 standby, N:1 standby, 2 nodes mutual standby 

   for SUBSYSTEM in $PLU_SUBSYSTEM 

   do 

   /bin/sh /etc/opt/FJSVMJS/etc/rc3.d/S99MJS -sys $SUBSYSTEM 

   /bin/sh /opt/FJSVJOBSC/etc/rc3.d/S99JOBSCH -sys $SUBSYSTE

M 

   done 

   ;; 
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3. ジョブスケジューラとジョブ実行制御がサブシステムごとに終了する

ように、STOP-RUN-BEFOREの 初にfor文、do文を追加します。 

[変更前] 

'BEFORE') 

  # Job Execution Control Server 

  MJSDAEMON=`/bin/ps -eo pid,args | /bin/grep "/usr/lib/mjes/

mjsdaemon -sys $SUBSYSTEM" | /bin/grep -v "grep" | /usr/bin/wc 

-l ` 

 

[変更後] 

'BEFORE') 

  # Job Execution Control Server 

  for SUBSYSTEM in $PLU_SUBSYSTEM 

  do 

  MJSDAEMON=`/bin/ps -eo pid,args | /bin/grep "/usr/lib/mjes/

mjsdaemon -sys $SUBSYSTEM" | /bin/grep -v "grep" | /usr/bin/wc 

-l ` 

 

4. STOP-RUN-BEFOREの 後にdone文を追加します。 

[変更前] 

  done 

  ;; 

'AFTER') 

 [変更後] 

  done 

  done 

  ;; 

'AFTER') 
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 N:1運用待機の場合の変更例 

1. START-RUN-AFTER時の“Make symbolic links.(if N:1 standby)”の部

分のコメントを外します(“#”を削除します)。 

 [変更前] 

# Make symbolic links.(if N:1 standby) 

# ACL Manager 

#if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVfwseo/JM" -o -f "/var/opt/FJSVfwse

o/JM" ")" ] 

#then 

#  ln -s /disk1/FJSVfwseo/JM /var/opt/FJSVfwseo/JM 

#fi 

# Job Scheduler 

#if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVJOBSC" -o -f "/var/opt/FJSVJOBSC" 

")"] 

#then 

#  ln -s /disk1/FJSVJOBSC /var/opt/FJSVJOBSC 

#fi 

# Job Execution Control 

#if [ ! "(" -h "/var/spool/mjes" -o -f "/var/spool/mjes" ")" ] 

#then 

# ln -s /disk1/FJSVMJS/var/spool/mjes /var/spool/mjes 

#fi 

#if [ ! "(" -h "/etc/mjes" -o -f "/etc/mjes" ")" ] 

#then 

# ln -s /disk1/FJSVMJS/etc/mjes /etc/mjes 

#fi 

# Calendar 

#if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVjmcal/post" -o -f "/var/opt/FJSVjm

cal/post" ")" ] 

#then 

# ln -s /disk1/FJSVjmcal/post /var/opt/FJSVjmcal/post 

#fi 

# Stem 

#if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVstem" -o -f "/var/opt/FJSVstem" ")

" ] 

#then 

# ln -s /disk1/FJSVstem /var/opt/FJSVstem 

#fi 

# - 1:1 standby, N:1 standby 
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 [変更後] 

# Make symbolic links.(if N:1 standby) 

# ACL Manager 

if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVfwseo/JM" -o -f "/var/opt/FJSVfwseo

/JM" ")" ] 

then 

  ln -s /disk1/FJSVfwseo/JM /var/opt/FJSVfwseo/JM 

fi 

# Job Scheduler 

if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVJOBSC" -o -f "/var/opt/FJSVJOBSC" 

")"] 

then 

  ln -s /disk1/FJSVJOBSC /var/opt/FJSVJOBSC 

fi 

# Job Execution Control 

if [ ! "(" -h "/var/spool/mjes" -o -f "/var/spool/mjes" ")" ] 

then 

 ln -s /disk1/FJSVMJS/var/spool/mjes /var/spool/mjes 

fi 

if [ ! "(" -h "/etc/mjes" -o -f "/etc/mjes" ")" ] 

then 

 ln -s /disk1/FJSVMJS/etc/mjes /etc/mjes 

fi 

# Calendar 

if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVjmcal/post" -o -f "/var/opt/FJSVjmc

al/post" ")" ] 

then 

 ln -s /disk1/FJSVjmcal/post /var/opt/FJSVjmcal/post 

fi 

# Stem  (注) 

if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVstem" -o -f "/var/opt/FJSVstem" ")"

 ] 

then 

 ln -s /disk1/FJSVstem /var/opt/FJSVstem 

fi 

# - 1:1 standby, N:1 standby 

注) スケジュール分散機能が有効な場合のみコメントを外します。 
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2. STOP-RUN-AFTER時の“remove symbolic links.(if N:1 standby)”の部

分のコメントを外します (“#”を削除します) 。 

[変更前] 

# remove symbolic links.(if N:1 standby) 

# Job Scheduler 

#if [ -h "/var/opt/FJSVJOBSC" ] 

#then 

#   rm /var/opt/FJSVJOBSC 

#fi 

# Job Execution Control 

#if [ -h "/var/spool/mjes" ] 

#then 

#   rm /var/spool/mjes 

#fi 

#if [ -h "/etc/mjes" ] 

#then 

#   rm /etc/mjes 

#fi 

# ACL Manager 

#/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls -u 

#if [ -h "/var/opt/FJSVfwseo/JM" ] 

#then 

#   rm /var/opt/FJSVfwseo/JM 

#fi 

# Calendar 

#if [ -h "/var/opt/FJSVjmcal/post" ] 

#then 

#   rm /var/opt/FJSVjmcal/post 

#fi 

# Stem 

#if [ -h "/var/opt/FJSVstem" ] 

#then 

#   rm /var/opt/FJSVstem 

#fi 

;; 
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[変更後] 

# remove symbolic links.(if N:1 standby) 

# Job Scheduler 

if [ -h "/var/opt/FJSVJOBSC" ] 

then 

   rm /var/opt/FJSVJOBSC 

fi 

# Job Execution Control 

if [ -h "/var/spool/mjes" ] 

then 

   rm /var/spool/mjes 

fi 

if [ -h "/etc/mjes" ] 

then 

   rm /etc/mjes 

fi 

# ACL Manager 

/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls -u 

if [ -h "/var/opt/FJSVfwseo/JM" ] 

then 

   rm /var/opt/FJSVfwseo/JM 

fi 

# Calendar 

if [ -h "/var/opt/FJSVjmcal/post" ] 

then 

   rm /var/opt/FJSVjmcal/post 

fi 

# Stem (注) 

if [ -h "/var/opt/FJSVstem" ] 

then 

   rm /var/opt/FJSVstem 

fi 

;; 

注) スケジュール分散機能が有効な場合のみコメントを外します。 

 

3. 状態遷移プロシジャを、ファイル名を変更して運用系の数(N個)だけ用

意し、それぞれの共有ディスクに合わせて、シンボリックリンクを作成

するディレクトリ(例では“disk1”)を変更します。 

4. N個の状態遷移プロシジャを、それぞれの運用系に配置し、待機系にはN

個の状態遷移プロシジャすべて、運用系と同じディレクトリパス上に複

写します。 

3ノード存在する場合の配置例を以下に示します。 
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運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR1.proc 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR2.proc 

運用系3：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR3.proc 

待機系 ：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR1.proc 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR2.proc 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR3.proc 

 

 2ノード相互待機の場合の変更例 

1. 状態遷移プロシジャの、“SUBSYSTEM”の変数を“1”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="0" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="1" 

 

2. START-RUN-AFTER時の“- 1:1 standby, N:1 standby”の部分を、2ノー

ド相互待機用に変更します (“#”の位置を変更します)。 

[変更前] 

# - 1:1 standby, N:1 standby 

  /opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls 

  sh /opt/FJSVfwseo/bin/jmacltrn.sh 

# - 2 nodes mutual standby 

  #/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls -s $SUBSYSTEM 

  #sh /opt/FJSVfwseo/bin/jmacltrn.sh $SUBSYSTEM 

# Starts Job Scheduler & Job Execution Control 

[変更後] 

# - 1:1 standby, N:1 standby 

  #/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls 

  #sh /opt/FJSVfwseo/bin/jmacltrn.sh 

# - 2 nodes mutual standby 

  /opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls -s $SUBSYSTEM 

  sh /opt/FJSVfwseo/bin/jmacltrn.sh $SUBSYSTEM 

# Starts Job Scheduler & Job Execution Control 
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3. 変更後と同じ内容で、ファイル名を変更した状態遷移プロシジャをもう

1個用意して、“SUBSYSTEM”の変数を“2”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="1" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="2" 

 

4. 2個の状態遷移プロシジャを、同じディレクトリパス上の運用系および

待機系に配置します。 

配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR1.proc 

 (待機系2)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR2.proc 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR2.proc 

 (待機系1)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR1.proc 

 

5.1.1.2 監視スクリプトの作成 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャから呼び出される、監視スクリプト

を作成します。 

監視スクリプトは、以下にサンプルが提供されています。 

 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor 

 

サンプルの監視スクリプトは、1:1運用待機(サブシステムなし)およびカス

ケード用です。1:1運用待機(サブシステムあり)、N:1運用待機および2ノード

相互待機の場合は、監視スクリプトの変更が必要です。 

サンプルを複写後、クラスタシステムの運用に合わせて変更してご利用くだ

さい。1:1運用待機(サブシステムなし)およびカスケードの場合は、バックア

ップを取った上で、サンプルをそのまま使用してもかまいません。 

以下に監視スクリプトの変更例を説明します。 

 

 1:1運用待機(サブシステムあり)の場合の変更例 
複数サブシステム運用を実施している場合、サブシステムごとにデーモン監

視を行います。以下はサブシステム0とサブシステム1を運用している場合の例

です。 

1. 監視スクリプトの、“SUBSYSTEM”変数を“PLU_SUBSYSTEM”とし、値は

サブシステム番号に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="0" 

[変更後] 

PLU_SUBSYSTEM ="0 1" 
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2. サブシステムごとにデーモン監視するように、while doのすぐ後にfor

文とdo文を追加します。 

[変更前] 

while /bin/true 

do 

  MJSDAEMON=`ps -eo pid,args | grep "/usr/lib/mjes/mjsdaemon 

-sys $SUBSYSTEM" | grep -v "grep" | wc -l ` 

[変更後] 

while /bin/true 

do 

  for SUBSYSTEM in $PLU_SUBSYSTEM 

  do 

  MJSDAEMON=`ps -eo pid,args | grep "/usr/lib/mjes/mjsdaemon 

-sys $SUBSYSTEM" | grep -v "grep" | wc -l ` 

 

3. sleep 10 の前にdone文を追加します。 

[変更前] 

  sleep 10 

done 

[変更後] 

  done 

  sleep 10 

done 

 

 

 N:1運用待機の場合の変更例 
1. 監視スクリプトを、ファイル名を変更して運用系の数(N個)だけ用意し

ます。 

2. N個の監視スクリプトを、それぞれの運用系に配置し、待機系にはN個の

監視スクリプトをすべて、運用系と同じディレクトリパス上に複写しま

す。 

3ノード存在する場合の配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor1 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor2 

運用系3：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor3 

待機系 ：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor1 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor2 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor3 
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 2ノード相互待機の場合の変更例 

1. “SUBSYSTEM”の変数を“1”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="0" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="1" 

 

2. 変更後と同じ内容で、名前を変更した状態遷移プロシジャをもう1個用

意して、“SUBSYSTEM”の変数を“2”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="1" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="2" 

 

3. 2個の状態遷移プロシジャを、同じディレクトリパス上の運用系および

待機系に配置します。 

配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor1 

 (待機系2)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor2 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor2 

 (待機系1)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor1 

 

5.1.1.3 デーモンを監視する状態遷移プロシジャの作成 

ジョブスケジューラ、ジョブ実行制御のデーモンを監視する状態遷移プロシ

ジャを作成します。 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャは、以下にサンプルが提供されてい

ます。 

 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor.proc 

 

サンプルの状態遷移プロシジャは、1:1運用待機およびカスケード用です。

N:1運用待機および2ノード相互待機の場合は、状態遷移プロシジャの変更が必

要です。 

サンプルを複写後、クラスタシステムの運用に合わせて変更してご利用くだ

さい。1:1運用待機およびカスケードの場合は、バックアップを取った上で、

サンプルをそのまま使用してもかまいません。 

以下に状態遷移プロシジャの変更例を説明します。 
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 N:1運用待機の場合の変更例 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャを、ファイル名を変更してN個作成

します。デーモンを監視する状態遷移プロシジャ内に記載された、監視スクリ

プトのファイル名を変更します。“5.1.1.2 監視スクリプトの作成”で作成し

たファイル名を記載します。 

1. 状態遷移プロシジャを、ファイル名を変更して運用系の数(N個)だけ用

意します。環境に合わせてそれぞれのファイルで情報を変更します。 

3ノード存在する場合の変更例を以下に示します。 

- デーモンを監視する状態遷移プロシジャ：omgr_monitor1.proc 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smo

nitor1 -c 0 

- デーモンを監視する状態遷移プロシジャ：omgr_monitor2.proc 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smo

nitor2 -c 0 

- デーモンを監視する状態遷移プロシジャ：omgr_monitor3.proc 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smo

nitor3 -c 0 

2. N個の状態遷移プロシジャを、それぞれの運用系に配置し、待機系にはN

個の状態遷移プロシジャすべて、運用系と同じディレクトリパス上に複

写します。 

3ノード存在する場合の配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor1.proc 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor2.proc 

運用系3：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor3.proc 

待機系 ：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor1.proc 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor2.proc 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor3.proc 

 

 2ノード相互待機の場合の変更例 
デーモンを監視する状態遷移プロシジャを、ファイル名を変更して2個作成

します。デーモンを監視する状態遷移プロシジャ内に記載された、監視スクリ

プトのファイル名を変更します。“5.1.1.2 監視スクリプトの作成”で作成し

たファイル名を記載します。 

1. 1個の状態遷移プロシジャの、監視スクリプトのファイル名を変更しま

す。 

[変更前] 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor 

-c 0 
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[変更後] 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor1

 -c 0 

 

2. もう1個の状態遷移プロシジャの、監視スクリプトのファイル名を変更

します。 

[変更前] 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor 

-c 0 

[変更後] 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor2

 -c 0 

 

3. 2個の状態遷移プロシジャを、同じディレクトリパス上の運用系および

待機系に配置します。 

配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor1.proc 

 (待機系2)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor2.proc 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor2.proc 

 (待機系1)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor1.proc 

 

5.1.2 状態遷移プロシジャの登録 

作成した状態遷移プロシジャを、クラスタシステムの“clsetproc”コマン

ドを使用してクラスタシステムに登録します。 

1:1運用待機の場合は、運用系、待機系の両方で実行して状態遷移プロシジ

ャを登録してください。 

N:1運用待機の場合は、それぞれの運用系で実行して状態遷移プロシジャを

登録し、さらに待機系ではN個の状態遷移プロシジャを登録してください。 

2ノード相互待機の場合は、各ノードでそれぞれ2種類の状態遷移プロシジャ

を登録してください。 

カスケードの場合は、運用系およびすべての待機系で実行して状態遷移プロ

シジャを登録してください。 

 

状態遷移プロシジャのファイル名は、登録時には実際に存在する状態遷移プ

ロシジャファイル名を指定してください。また、状態遷移プロシジャ名は、ク

ラスタシステム上で一意にしてください。 
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デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャの登録 

デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャファイル 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR.procを、状態遷移プロシジャ名

omgrとして、システムステート3クラス配下に登録する場合の実行例を以下に

示します。 

 

# /etc/opt/FJSVcluster/bin/clsetproc -c SystemState3 -m omgr /opt/FJS

VJMCMN/etc/script/OperationMGR.proc 

 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャの登録 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャファイル  

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor.procを、状態遷移プロシジャ名

omgrmonitorとして、システムステート3クラス配下に登録する場合の実行例を

以下に示します。 

 

# /etc/opt/FJSVcluster/bin/clsetproc -c SystemState3 -m omgrmonitor /

opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor.proc 

 

5.1.3 状態遷移プロシジャを使用するリソースの登録 

クラスタシステムの“claddprocrsc”コマンドを使用して、状態遷移プロシ

ジャをプログラムとしてクラスタシステムにリソース登録します。 

1:1運用待機の場合は、運用系、待機系の両方で実行してリソース登録して

ください。 

N:1運用待機の場合は、それぞれの運用系で実行してリソース登録し、待機

系ではN個の状態遷移プロシジャをリソース登録してください。 

2ノード相互待機の場合は、各ノードでそれぞれ2種類の状態遷移プロシジャ

をリソース登録してください。 

カスケードの場合は、運用系およびすべての待機系で実行して状態遷移プロ

シジャをリソース登録してください。 

 

デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャの登録 

状態遷移プロシジャファイル omgrを指定し、状態遷移指示種別のSTART RUN

にAFTER、STOP RUNにBEFORE,AFTERを設定する場合 (リソースキー名:OMGR、リ

ソースクラス名:SystemState3、起動優先度:100とする)の実行例を以下に示し

ます。 

 

# /etc/opt/FJSVcluster/bin/claddprocrsc  -k OMGR -m omgr -c SystemSta

te3 -p 100 -K AFTER -S BEFORE,AFTER 
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登録が完了すると、リソースIDが表示されます。 

 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャの登録 

状態遷移プロシジャファイル omgrmonitorを指定し、状態遷移指示種別の

START RUNにAFTER、STOP RUNにBEFOREを設定する場合 (リソースキー

名:OMGRMONITOR、リソースクラス名:SystemState3、起動優先度:150とする)の

実行例を以下に示します。 

 

# /etc/opt/FJSVcluster/bin/claddprocrsc -k OMGRMONITOR -m omgrmonitor

 -c SystemState3 -p 150 -K AFTER -S BEFORE 

 

登録が完了すると、リソースIDが表示されます。 

5.1.4 クラスタアプリケーションおよびリソースの登録 

PRIMECLUSTERのWeb-Based Admin Viewの画面から、Systemwalker Operation 

Managerをクラスタシステムに登録します。 

登録する手順を以下に示します。 

 
ノードを選択する順序で運用系、待機系が決定するものがあります。

順序を間違えないようにしてください。 

1) userApplication Configuration Wizardの起動 

PRIMECLUSTERのWeb-Based Admin Viewのトップメニューを起動し、トップメ

ニューから[Global Cluster Service]を選択します。 

[Global Cluster Service]画面で、[userApplication Configuration Wizard]

を選択します。 

→[userApplication Configuration Wizard]画面が表示されます。 

2) リソースの作成 

[userApplication Configuration Wizard]画面で、[リソースの作成]を選択

します。以下のリソースを作成します。 

- Fsystemリソース 

- 引継ぎネットワークリソース 

- プロシジャリソース 

 

1. Fsystemリソースを作成します。 

表示される画面で、以下のように設定します。 

1) [Resourceの作成]画面 

‐ [Resource Type]：“Fsystem”を選択 

‐ [Resource名]：任意のリソース名 
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2) [SysNodeの選択]画面 

運用系と待機系のノードを選択します。 

初に選択したノードが運用系、次に選択したノードが待機系

となります。 

3) [マウントポイントの選択]画面 

共有ディスクのマウントポイントを選択します。 

4) [属性の選択]画面 

デフォルトの値とします。 

5) [登録情報の確認]画面 

登録内容を確認し、[登録]ボタンを押します。 

 

2. 引継ぎネットワークリソースを作成します。 

表示される画面で、以下のように設定します。 

1) [Resourceの作成]画面 

‐ [Resource Type]：“Ipadress”を選択 

‐ [Resource名]：任意のリソース名 

2) [SysNodeの選択]画面 

運用系と待機系のノードを選択します。 

初に選択したノードが運用系、次に選択したノードが待機系

となります。 

3) [ネットワーク種別の選択]画面 

“IPAdress Takeover”を選択します。 

4) [インタフェースの選択]画面 

論理IPアドレスに割り当てられているネットワークインター

フェースのインターフェース名を選択します。 

5)  [IPアドレス/ホスト名の選択]画面 

論理IPアドレスとホスト名を指定します。 

6) [登録情報の確認]画面 

登録内容を確認し、[登録]ボタンを押します。 

 

3. プロシジャリソースを作成します。 

表示される画面で、以下のように設定します。 

1) [Resourceの作成]画面 

‐ [Resource Type]：“Procedure”を選択 

‐ [Resource名]：任意のリソース名 

2) [SysNodeの選択]画面 

運用系と待機系のノードを選択します。 

初に選択したノードが運用系、次に選択したノードが待機系

となります。 

3) [プロシジャのクラス選択]画面 

“5.1.2 状態遷移プロシジャの登録”で指定したリソースクラ

ス“SystemState3”を選択します。 
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4) [プロシジャのリソースの選択]画面 

“5.1.3 状態遷移プロシジャを使用するリソースの登録”で、

-kオプションで指定したリソースキーを選択します。 

5) [登録情報の確認]画面 

登録内容を確認し、[登録]ボタンを押します。 

 

3)クラスタアプリケーションの作成 

[userApplication Configuration Wizard]画面で、[userApplicationの作成]

を選択します。 

表示される画面で、以下のように設定します。 

1) [userApplication名と運用形態の設定]画面 

‐ [userApplication名]：クラスタアプリケーションの名称

を設定 

‐ [Resource名]：standby 

2) [SysNodeの選択]画面 

運用系と待機系のノードを選択します。 

初に選択したノードが運用系、次に選択したノードが待機系

となります。 

3) [属性の設定]画面 

[AutoSwitchOver]を、“HostFailure|ResourceFailure”に設定

することを推奨します。この値は、実際のクラスタシステムの運

用によって変更してください。 

4) [Resourceの選択]画面 

ユーザアプリケーションに登録するリソースをすべて選択し

ます。 

5) [登録情報の確認]画面 

登録内容を確認し、[登録]ボタンを押します。 

 

登録されたユーザアプリケーションが、ノードごとに画面左上のリストに表

示されます。 

N:1運用待機の場合は、“2) リソースの作成”、“3) クラスタアプリケーショ

ンの作成”の手順を繰り返し、N個のクラスタアプリケーションを運用環境に

合わせて登録してください。 

2ノード相互待機の場合は、“2) リソースの作成”、“3) クラスタアプリケー

ションの作成”の手順を再度実行し、2個のクラスタアプリケーションを登録

してください。[SysNodeの選択]で運用系と待機系の優先順位を間違えないよ

うに登録してください。 

 

4)クラスタアプリケーションの依存関係の設定 

この手順は、N:1運用待機の場合のみ実施します。 

複数の運用系のノードが同一のクラスタノード上で同時に運用状態になら

ないように排他制御の設定を行います。 
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1. [userApplication Configuration Wizard]画面で、[userApplication

間の依存関係を設定]を選択します。 

2. [userApplicationの排他設定]を指定します。 

登録したN個のOperation Managerのクラスタアプリケーションをグループへ

追加します。 
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5.2 PRIMECLUSTERシステムからのアンインス

トール 
PRIMECLUSTERシステムからSystemwalker Operation Managerをアンインスト

ールする手順を説明します。 

 

PRIMECLUSTERに登録された、Systemwalker Operation Managerのアプリケー

ション名を“omgr”、共有ディスクへのマウントポイントを“/disk1”とした

場合を例として手順を説明します。 

 

1. クラスタシステムに登録されたアプリケーションの停止 

1) PRIMECLUSTERのWeb-Based Admin Viewのトップメニューから、

[Global Cluster Service]を選択して表示される画面で、

[Cluster Admin]を選択します。 

→接続するノードを選択するポップアップが表示されます。 

2) ポップアップで、ノードを選択します。 

→ RMSメインウィンドウが表示されます。 

3)  RMSメインウィンドウの、RMSツリーから、運用系の停止する

Systemwalker Operation Managerのクラスタアプリケーションを

右クリックし、ポップアップメニューから [オフライン]を選択

します。N:1運用待機および2ノード相互待機の場合は、動作して

いるすべてのクラスタアプリケーションを右クリックし、ポップ

アップメニューから[オフライン]を選択します。 

→Systemwalker Operation Managerのクラスタアプリケーショ

ン、すなわちクラスタシステムで管理されているSystemwalker 

Operation Managerのデーモンが停止します。 

2. ユーザアプリケーションおよびリソースの削除 

“5.1 PRIMECLUSTERシステムへの登録”で設定した、Systemwalker 

Operation Managerのユーザアプリケーションおよびリソースを削除し

ます。 

1) PRIMECLUSTERのWeb-Based Admin Viewのトップメニューから、

[Global Cluster Service]を選択して表示される画面で、

[userApplication Configuration Wizard]を選択します。 

→[userApplication Configuration Wizard]のトップメニュー

が表示されます。 

2) 画面左のツリーから、削除したいSystemwalker Operation 

Managerのユーザアプリケーションを選択し、マウスの右ボタン

を ク リ ッ ク し て 表 示 さ れ る ポ ッ プ ア ッ プ メ ニ ュ ー で

[userApplicationやresourceの削除]メニューを選択します。 

→確認画面が表示されます。 
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3) [全て]を選択します。 

→選択したSystemwalker Operation Managerのユーザアプリケ

ーションおよびユーザアプリケーション配下のリソースがすべ

て削除されます。 

N:1運用待機および2ノード相互待機の場合は、上記の手順を繰り替え

し、登録したすべてのSystemwalker Operation Managerのユーザアプリ

ケーションおよびリソースを削除します。 

3. 状態遷移プロシジャを使用するリソースの削除 

“cldelprocrsc”コマンドを使用して、状態遷移プロシジャを使用す

るリソースを削除します。リソースIDが113の場合の削除例を示します。 

登録されたリソースIDは、“clgettree”コマンドで参照可能です。 

“cldelprocrsc”コマンドおよび“clgettree”コマンドの詳細は、

PRIMECLUSTERのマニュアルを参照してください。 

# /etc/opt/FJSVcluster/bin/cldelprocrsc  -r 113 

4. 状態遷移プロシジャの削除 

運用系/待機系の各ノードで、“cldelproc”コマンドを使用して、状

態遷移プロシジャを削除します。プロシジャ名が“omgr”の場合の例を

示します。 

# /etc/opt/FJSVcluster/bin/cldelproc -c SystemState3 omgr 

5. デーモンの停止 

クラスタシステムを構成するノードで、Systemwalker Operation 

Managerの各デーモンをpoperationmgrコマンドで停止します。

poperationmgrコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager 

リファレンスマニュアル”を参照してください。 

6. シンボリックリンクの削除 

共有ディスクへ移動した資源に対して作成したシンボリックリンク

を削除します。クラスタシステムを構成するすべての運用系/待機系の

各ノードで行います。 

7. 共有ディスクからローカルディスクへの資源の複写 

クラスタシステムの構築時に共有ディスクへ移動した資源を、ローカ

ルディスクに戻します。各運用系で行います。 

8. 待機系への資源の複写 

運用系のローカルディスクに戻した情報を、待機系へ複写します。N:1

運用待機の場合、待機系へはN個の運用系のうちいずれか1つから複写し

ます。カスケードの場合は、すべての待機系へ複写します。 

9. シンボリックリンクの作成 

1:1運用待機、N:1運用待機およびカスケードの場合は、資源の移動時

に削除した、シンボリックリンクを作成します。 

- “/var/spool/mjes”は、“/var/opt/FJSVMJS/var/spool/mjes”

へシンボリックリンクします。 

- “/etc/mjes”は、“/etc/opt/FJSVMJS/etc/mjes”へシンボリッ

クリンクします。 
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運用系/待機系の各ノードで行います。2ノード相互待機の場合は必要

ありません。 

10. デーモンの自動起動・停止を設定 

“2.2.3 デーモンの自動起動・停止設定の解除”で解除した自動起

動・停止の設定、およびプロセスの監視対象を、解除・変更する前の設

定に戻します。 

11. 自動反映の設定解除 

1) セキュリティ情報の設定を以下のコマンドで解除します。 

mpaclcls -u 

2) カレンダおよびサービス・アプリケーション起動情報の自動反映

の設定を以下のコマンドで解除します。 

/opt/FJSVjmcal/bin/calsetcluster -d 

mpaclclsコマンド、calsetclusterコマンドの詳細は、“Systemwalker 

Operation Manager リファレンスマニュアル”を参照してください。 

12. クラスタ情報の削除 

クラスタシステムを構成するすべてのノードで、-dオプションを指定

したmpsetclusterコマンドを実行し、Systemwalker Operation Manager

のインストール後に登録したクラスタ情報を削除します。 

# /opt/systemwalker/bin/mpsetcluster -d 

mpsetclusterコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager 

リファレンスマニュアル”を参照してください。 

13. 共有ディスクの不要なディレクトリの削除 

“2.6 資源の共有ディスクへの移動”で移動した資源のうち、共有デ

ィスクに残っている、不要なディレクトリを削除します。 

 

ここまでの手順で、Systemwalker Operation Managerが、クラスタシ

ステムに適用した状態から解除されます。 

 

14. アンインストール 

Systemwalker Operation Managerをアンインストールします。アンイ

ンストールの詳細は、“Systemwalker Operation Manager 導入手引書”

を参照してください。 

 

再インストールを行う場合は、上記の手順に従ってアンインストールした後、

新規にクラスタシステムへの導入を行ってください。 

 

アップグレードインストールを行う場合は、上記の13.までの手順に従って

Systemwalker Operation Managerをクラスタシステムへの適用から解除した後、

アップグレードインストールし、“2.2.3 デーモンの自動起動・停止設定の解

除”から再度クラスタシステムに適用します。 
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5.2 PRIMECLUSTERシステムからのアンインストール 

 
アンインストール時には、上記の手順に従い、必ず、 

/opt/FJSVjmcal/bin/calsetcluster -dコマンドでカレンダの自動反映

の設定を解除してください。解除しなかった場合は、以下にシンボリッ

クファイルが残るため、手動で削除してください。 

- /etc/rc3.d/S28JMCAL 
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5.3 PRIMECLUSTERシステムにおけるデーモン

の起動/停止 
PRIMECLUSTERシステム運用における、Systemwalker Operation Managerの起

動・停止について説明します。 

 

デーモンの起動 

Systemwalker Operation Managerのデーモンを起動する手順を説明します。 

1. soperationmgr コ マ ン ド で 、 PRIMECLUSTER に 登 録 さ れ て い な い

Systemwalker Operation Managerのデーモンを起動します。 

# /opt/systemwalker/bin/soperationmgr 

2. クラスタシステムに登録されたアプリケーションをオンラインにする

ことで、クラスタシステムに登録されたSystemwalker Operation 

Managerのデーモンを起動します。 

1) PRIMECLUSTERのWeb-Based Admin Viewのトップメニューから、

[Global Cluster Service]を選択して表示される画面で、

[Cluster Admin]を選択します。 

→接続するノードを選択するポップアップが表示されます。 

2) ポップアップでノードを選択します。 

→ RMSメインウィンドウが表示されます。 

3)  RMSメインウィンドウの、RMSツリーから、起動するSystemwalker 

Operation Managerのクラスタアプリケーションを右クリックし、

ポップアップメニューから [オンライン]を選択します。 

→Systemwalker Operation Managerのクラスタアプリケーショ

ン、すなわちクラスタシステムで管理されているSystemwalker 

Operation Managerのデーモンが起動されます。 

 

デーモンの停止 

Systemwalker Operation Managerのデーモンを停止する手順を説明します。 

1. クラスタシステムに登録されたアプリケーションをオフラインにする

ことで、クラスタシステムに登録されたSystemwalker Operation 

Managerのデーモンを停止します。 

1) PRIMECLUSTERのWeb-Based Admin Viewのトップメニューから、

[Global Cluster Service]を選択して表示される画面で、

[Cluster Admin]を選択します。 

→接続するノードを選択するポップアップが表示されます。 

2) ポップアップでノードを選択します。 

→ RMSメインウィンドウが表示されます。 
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5.3 PRIMECLUSTERシステムにおけるデーモンの起動/停止 
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3)  RMSメインウィンドウの、RMSツリーから、運用系の停止する

Systemwalker Operation Managerのクラスタアプリケーションを

右クリックし、ポップアップメニューから [オフライン]を選択

します 

→Systemwalker Operation Managerのクラスタアプリケーショ

ン、すなわちクラスタシステムで管理されているSystemwalker 

Operation Managerのデーモンが停止します。 

2. poperationmgr コ マ ン ド で 、 PRIMECLUSTER に 登 録 さ れ て い な い

Systemwalker Operation Managerのデーモンを停止します。 

# /opt/systemwalker/bin/poperationmgr 

 

 
- soperationmgrコマンド、poperationmgrコマンドは、共有ディス

クをカレントディレクトリにした状態で実行しないでください。

フェールオーバが正常に行われない場合があります。 

-  [Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウ－[サー

ビス制御]でのサービスの起動・停止は行わないでください。 

- クラスタシステムに登録されたSystemwalker Operation Manager

を停止するときは、Systemwalker Operation Managerのリソース

が登録されているクラスタアプリケーションを停止する必要が

あります。 

そのため、クラスタアプリケーションに登録された、共有ディ

スク、論理IPアドレス、Operation Managerのリソースおよび一

緒に登録したアプリケーション(Oracle、Interstageなど)が停止

します。デーモンを監視する状態遷移プロシジャのリソースを作

成し、クラスタアプリケーションに登録している場合は、状態遷

移プロシジャのリソースも停止します。 

- ジョブスケジューラデーモンが動作するためには、カレンダデー

モンがジョブスケジューラデーモンよりも先に起動している必

要があります。 
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固有の手順 

本章は、PRIMECLUSTER Linux版システム(以降、PRIMECLUSTER システムと略

しています)の固有の手順について説明します。 
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第6章 PRIMECLUSTER Linux版システム固有の手順 

6.1 PRIMECLUSTERシステムへの登録 
PRIMECLUSTERシステムへのSystemwalker Operation Managerの登録は、以下

の手順で行います。 

1. 状態遷移プロシジャファイルを作成する 

2. 状態遷移プロシジャを登録する 

3. 状態遷移プロシジャを使用するリソースを登録する 

4. クラスタアプリケーションおよびリソースを登録する 

それぞれの作業について説明します。 

 

6.1.1 状態遷移プロシジャの作成 

PRIMECLUSTERシステムへ登録する以下の状態遷移プロシジャを作成します。 

 デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャ(必須) 

 監視スクリプト(任意。デーモンを監視する状態遷移プロシジャが存在

する場合に必須) 

 デーモンを監視する状態遷移プロシジャ(任意) 

上記のプロシジャは、運用系、待機系のそれぞれに作成し、同じディレクト

リパス上に配置してください。共有ディスクには作成しないでください。プロ

シジャの作成後、実行権を必ず設定してください。 

監視スクリプトおよびデーモンを監視する状態遷移プロシジャは、運用系の

ノード上で動作するデーモンを監視し、デーモンの終了をフェールオーバの契

機にしたい場合に作成します。デーモンの終了をフェールオーバの契機にしな

い場合は、作成する必要はありません。 

それぞれのプロシジャの作成例を説明します。以降で説明するプロシジャは、

すべてサンプルが提供されています。サンプルをバックアップするか、複写し

た後、環境に応じて変更してご利用ください。 

 

6.1.1.1 デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャファイルの

作成 

ジョブスケジューラ、ジョブ実行制御のデーモンの動作を制御する、状態遷

移プロシジャを作成します。 

デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャは、以下にサンプルが提供さ

れています。 

 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR.proc 

 

サンプルの状態遷移プロシジャは、1:1運用待機(サブシステムなし)用です。 

1:1運用待機(サブシステムあり)の場合、N:1運用待機および2ノード相互待

機の場合は、状態遷移プロシジャの変更が必要です。 

また、サンプルの状態遷移プロシジャでは、共有ディスク名を“/disk1”と

しています。共有ディスク名が違う場合はサンプルの“/disk1”を実際の共有
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6.1 PRIMECLUSTERシステムへの登録 

ディスク名に変更してください。 

サンプルを複写後、クラスタシステムの運用に合わせて変更してご利用くだ

さい。1:1運用待機(サブシステムなし)の場合は、バックアップを取った上で、

サンプルをそのまま使用してもかまいません。 

以下に状態遷移プロシジャの変更例を説明します。 

 

 1:1運用待機(サブシステムあり)の場合の変更例 
複数サブシステム運用を実施している場合、サブシステムごとにジョブスケ

ジューラ、ジョブ実行制御のデーモンを起動/停止します。 

以下はサブシステム0とサブシステム1を運用している場合の例です。 

1. 状態遷移プロシジャの、“SUBSYSTEM”変数を“PLU_SUBSYSTEM”とし、

値はサブシステム番号に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="0" 

[変更後] 

PLU_SUBSYSTEM ="0 1" 

2. ジョブスケジューラとジョブ実行制御をサブシステムごとに起動する

ように、START-RUN-AFTERの最後にfor文、do文、done文を追加します。 

[変更前] 

# Starts Job Scheduler & Job Execution Control 

# - 1:1 standby, N:1 standby, 2 nodes mutual standby 

   /bin/sh /etc/opt/FJSVMJS/etc/rc3.d/S99MJS -sys $SUBSYSTEM 

   /bin/sh /opt/FJSVJOBSC/etc/rc3.d/S99JOBSCH -sys $SUBSYSTE

M 

   ;; 

[変更後] 

# Starts Job Scheduler & Job Execution Control 

# - 1:1 standby, N:1 standby, 2 nodes mutual standby 

   for SUBSYSTEM in $PLU_SUBSYSTEM 

   do 

   /bin/sh /etc/opt/FJSVMJS/etc/rc3.d/S99MJS -sys $SUBSYSTEM 

   /bin/sh /opt/FJSVJOBSC/etc/rc3.d/S99JOBSCH -sys $SUBSYSTE

M 

   done 

   ;; 
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第6章 PRIMECLUSTER Linux版システム固有の手順 

3. ジョブスケジューラとジョブ実行制御がサブシステムごとに終了する

ように、STOP-RUN-BEFOREの最初にfor文、do文を追加します。 

[変更前] 

'BEFORE') 

  # Job Execution Control Server 

  MJSDAEMON=`/bin/ps -eo pid,args | /bin/grep "/usr/lib/mjes/

mjsdaemon -sys $SUBSYSTEM" | /bin/grep -v "grep" | /usr/bin/wc 

-l ` 

 

 [変更後] 

'BEFORE') 

  # Job Execution Control Server 

  for SUBSYSTEM in $PLU_SUBSYSTEM 

  do 

  MJSDAEMON=`/bin/ps -eo pid,args | /bin/grep "/usr/lib/mjes/

mjsdaemon -sys $SUBSYSTEM" | /bin/grep -v "grep" | /usr/bin/wc 

-l ` 

 

4. STOP-RUN-BEFOREの最後にdone文を追加します。 

[変更前] 

  done 

  ;; 

'AFTER') 

[変更後] 

  done 

  done 

  ;; 

'AFTER') 
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6.1 PRIMECLUSTERシステムへの登録 

 N:1運用待機の場合の変更例 
1. START-RUN-AFTER時の“Make symbolic links.(if N:1 standby)”の部

分のコメントを外します(“#”を削除します)。 

[変更前] 

# Make symbolic links.(if N:1 standby) 

# ACL Manager 

#if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVfwseo/JM" -o -f "/var/opt/FJSVfwse

o/JM" ")" ] 

#then 

# /bin/ln -s /disk1/FJSVfwseo/JM /var/opt/FJSVfwseo/JM 

#fi 

# Job Scheduler 

#if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVJOBSC" -o -f "/var/opt/FJSVJOBSC" 

")"] 

#then 

# /bin/ln -s /disk1/FJSVJOBSC /var/opt/FJSVJOBSC 

#fi 

# Job Execution Control 

#if [ ! "(" -h "/var/spool/mjes" -o -f "/var/spool/mjes" ")" ] 

#then 

# /bin/ln -s /disk1/FJSVMJS/var/spool/mjes /var/spool/mjes 

#fi 

#if [ ! "(" -h "/etc/mjes" -o -f "/etc/mjes" ")" ] 

#then 

# /bin/ln -s /disk1/FJSVMJS/etc/mjes /etc/mjes 

#fi 

# Calendar 

#if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVjmcal/post" -o -f "/var/opt/FJSVjm

cal/post" ")" ] 

#then 

# /bin/ln -s /disk1/FJSVjmcal/post /var/opt/FJSVjmcal/post 

#fi 

# Stem 

#if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVstem" -o -f "/var/opt/FJSVstem" ")

" ] 

#then 

# /bin/ln -s /disk1/FJSVstem /var/opt/FJSVstem 

#fi 

# - 1:1 standby, N:1 standby 
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[変更後] 

# Make symbolic links.(if N:1 standby) 

# ACL Manager 

if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVfwseo/JM" -o -f "/var/opt/FJSVfwseo

/JM" ")" ] 

then 

 /bin/ln -s /disk1/FJSVfwseo/JM /var/opt/FJSVfwseo/JM 

fi 

# Job Scheduler 

if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVJOBSC" -o -f "/var/opt/FJSVJOBSC" 

")"] 

then 

 /bin/ln -s /disk1/FJSVJOBSC /var/opt/FJSVJOBSC 

fi 

# Job Execution Control 

if [ ! "(" -h "/var/spool/mjes" -o -f "/var/spool/mjes" ")" ] 

then 

 /bin/ln -s /disk1/FJSVMJS/var/spool/mjes /var/spool/mjes 

fi 

if [ ! "(" -h "/etc/mjes" -o -f "/etc/mjes" ")" ] 

then 

 /bin/ln -s /disk1/FJSVMJS/etc/mjes /etc/mjes 

fi 

# Calendar 

if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVjmcal/post" -o -f "/var/opt/FJSVjmc

al/post" ")" ] 

then 

 /bin/ln -s /disk1/FJSVjmcal/post /var/opt/FJSVjmcal/post 

fi 

# Stem (注) 

if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVstem" -o -f "/var/opt/FJSVstem" ")"

 ] 

then 

 /bin/ln -s /disk1/FJSVstem /var/opt/FJSVstem 

fi 

# - 1:1 standby, N:1 standby 

注) スケジュール分散機能が有効な場合のみコメントを外します。 
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6.1 PRIMECLUSTERシステムへの登録 

2. STOP-RUN-AFTER時の“remove symbolic links.(if N:1 standby)”の部

分のコメントを外します (“#”を削除します) 。 

[変更前] 

# remove symbolic links.(if N:1 standby) 

# Job Scheduler 

#if [ -h "/var/opt/FJSVJOBSC" ] 

#then 

#   /bin/rm /var/opt/FJSVJOBSC 

#fi 

# Job Execution Control 

#if [ -h "/var/spool/mjes" ] 

#then 

#   /bin/rm /var/spool/mjes 

#fi 

#if [ -h "/etc/mjes" ] 

#then 

#   /bin/rm /etc/mjes 

#fi 

# ACL Manager 

#/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls -u 

#if [ -h "/var/opt/FJSVfwseo/JM" ] 

#then 

#   /bin/rm /var/opt/FJSVfwseo/JM 

#fi 

# Calendar 

#if [ -h "/var/opt/FJSVjmcal/post" ] 

#then 

#   /bin/rm /var/opt/FJSVjmcal/post 

#fi 

# Stem 

#if [ -h "/var/opt/FJSVstem" ] 

#then 

#   /bin/rm /var/opt/FJSVstem 

#fi 

;; 
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[変更後] 

# remove symbolic links.(if N:1 standby) 

# Job Scheduler 

if [ -h "/var/opt/FJSVJOBSC" ] 

then 

   /bin/rm /var/opt/FJSVJOBSC 

fi 

# Job Execution Control 

if [ -h "/var/spool/mjes" ] 

then 

   /bin/rm /var/spool/mjes 

fi 

if [ -h "/etc/mjes" ] 

then 

   /bin/rm /etc/mjes 

fi 

# ACL Manager 

/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls -u 

if [ -h "/var/opt/FJSVfwseo/JM" ] 

then 

   /bin/rm /var/opt/FJSVfwseo/JM 

fi 

# Calendar 

if [ -h "/var/opt/FJSVjmcal/post" ] 

then 

   /bin/rm /var/opt/FJSVjmcal/post 

fi 

# Stem (注) 

if [ -h "/var/opt/FJSVstem" ] 

then 

   /bin/rm /var/opt/FJSVstem 

fi 

;; 

注) スケジュール分散機能が有効な場合のみコメントを外します。 

3. 状態遷移プロシジャを、ファイル名を変更して運用系の数(N個)だけ用

意し、それぞれの共有ディスクに合わせて、シンボリックリンクを作成

するディレクトリ(例では“disk1”)を変更します。 

4. N個の状態遷移プロシジャを、それぞれの運用系に配置し、待機系にはN

個の状態遷移プロシジャすべて、運用系と同じディレクトリパス上に複

写します。 

3ノード存在する場合の配置例を以下に示します。 
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6.1 PRIMECLUSTERシステムへの登録 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR1.proc 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR2.proc 

運用系3：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR3.proc 

待機系 ：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR1.proc 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR2.proc 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR3.proc 

 

 2ノード相互待機の場合の変更例 

1. 状態遷移プロシジャの、“SUBSYSTEM”の変数を“1”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="0" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="1" 

 

2. START-RUN-AFTER時の“- 1:1 standby, N:1 standby”の部分を、2ノー

ド相互待機用に変更します (“#”の位置を変更します)。 

[変更前] 

# - 1:1 standby, N:1 standby 

  /opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls 

  /bin/sh /opt/FJSVfwseo/bin/jmacltrn.sh 

# - 2 nodes mutual standby 

  #/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls -s $SUBSYSTEM 

  #/bin/sh /opt/FJSVfwseo/bin/jmacltrn.sh $SUBSYSTEM 

# Starts Job Scheduler & Job Execution Control 

[変更後] 

# - 1:1 standby, N:1 standby 

  #/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls 

  #/bin/sh /opt/FJSVfwseo/bin/jmacltrn.sh 

# - 2 nodes mutual standby 

  /opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls -s $SUBSYSTEM 

  /bin/sh /opt/FJSVfwseo/bin/jmacltrn.sh $SUBSYSTEM 

# Starts Job Scheduler & Job Execution Control 

 

3. 変更後と同じ内容で、ファイル名を変更した状態遷移プロシジャをもう

1個用意して、“SUBSYSTEM”の変数を“2”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="1" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="2" 
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第6章 PRIMECLUSTER Linux版システム固有の手順 

 

4. 2個の状態遷移プロシジャを、同じディレクトリパス上の運用系および

待機系に配置します。 

配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR1.proc 

 (待機系2)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR2.proc 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR2.proc 

 (待機系1)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR1.proc 

 

6.1.1.2 監視スクリプトの作成 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャから呼び出される、監視スクリプト

を作成します。 

監視スクリプトは、以下にサンプルが提供されています。 

 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor 

 

サンプルの監視スクリプトは、1:1運用待機(サブシステムなし)用です。1:1

運用待機(サブシステムあり)、N:1運用待機および2ノード相互待機の場合は、

監視スクリプトの変更が必要です。 

サンプルを複写後、クラスタシステムの運用に合わせて変更してご利用くだ

さい。1:1運用待機(サブシステムなし)の場合は、バックアップを取った上で、

サンプルをそのまま使用してもかまいません。 

以下に監視スクリプトの変更例を説明します。 

 

 1:1運用待機(サブシステムあり)の場合の変更例 

複数サブシステム運用を実施している場合、サブシステムごとにデーモン監

視を行います。以下はサブシステム0とサブシステム1を運用している場合の例

です。 

1. 監視スクリプトの、“SUBSYSTEM”変数を“PLU_SUBSYSTEM”とし、値は

サブシステム番号に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="0" 

[変更後] 

PLU_SUBSYSTEM ="0 1" 
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2. サブシステムごとにデーモン監視するように、while doのすぐ後にfor

文、do文を追加します。 

[変更前] 

while /bin/true 

do 

  MJSDAEMON=`/bin/ps -eo pid,args | /bin/grep "/usr/lib/mjes/

mjsdaemon -sys $SUBSYSTEM" | /bin/grep -v "grep" | /usr/bin/wc 

-l ` 

 [変更後] 

while /bin/true 

do 

  for SUBSYSTEM in $PLU_SUBSYSTEM 

  do 

  MJSDAEMON=`/bin/ps -eo pid,args | /bin/grep "/usr/lib/mjes/

mjsdaemon -sys $SUBSYSTEM" | /bin/grep -v "grep" | /usr/bin/wc 

-l ` 

3. sleep 10 の前にdone文を追加します。 

[変更前] 

 /bin/sleep 10 

done 

 [変更後] 

 done 

 /bin/sleep 10 

done 

 

 N:1運用待機の場合の変更例 
1. 監視スクリプトを、ファイル名を変更して運用系の数(N個)だけ用意し

ます。 

2. N個の監視スクリプトを、それぞれの運用系に配置し、待機系にはN個の

監視スクリプトをすべて、運用系と同じディレクトリパス上に複写しま

す。 

3ノード存在する場合の配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor1 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor2 

運用系3：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor3 

待機系 ：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor1 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor2 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor3 
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 2ノード相互待機の場合の変更例 
1. “SUBSYSTEM”の変数を“1”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="0" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="1" 

 

2. 変更後と同じ内容で、名前を変更した状態遷移プロシジャをもう1個用

意して、“SUBSYSTEM”の変数を“2”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="1" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="2" 

 

3. 2個の状態遷移プロシジャを、同じディレクトリパス上の運用系および

待機系に配置します。 

配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor1 

 (待機系2)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor2 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor2 

 (待機系1)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor1 

 

6.1.1.3 デーモンを監視する状態遷移プロシジャの作成 

ジョブスケジューラ、ジョブ実行制御のデーモンを監視する状態遷移プロシ

ジャを作成します。 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャは、以下にサンプルが提供されてい

ます。 

 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor.proc 

 

サンプルの状態遷移プロシジャは、1:1運用待機用です。N:1運用待機および

2ノード相互待機の場合は、状態遷移プロシジャの変更が必要です。 

サンプルを複写後、クラスタシステムの運用に合わせて変更してご利用くだ

さい。1:1運用待機の場合は、バックアップを取った上で、サンプルをそのま

ま使用してもかまいません。 

以下に状態遷移プロシジャの変更例を説明します。 

 N:1運用待機の場合の変更例 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャを、ファイル名を変更してN個作成

します。デーモンを監視する状態遷移プロシジャ内に記載された、監視スクリ
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プトのファイル名を変更します。“6.1.1.2 監視スクリプトの作成”で作成し

たファイル名を記載します。 

1. 状態遷移プロシジャを、ファイル名を変更して運用系の数(N個)だけ用

意します。環境に合わせてそれぞれのファイルで情報を変更します。 

3ノード存在する場合の変更例を以下に示します。 

- デーモンを監視する状態遷移プロシジャ：omgr_monitor1.proc 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smo

nitor1 -c 0 

- デーモンを監視する状態遷移プロシジャ：omgr_monitor2.proc 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smo

nitor2 -c 0 

- デーモンを監視する状態遷移プロシジャ：omgr_monitor3.proc 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smo

nitor3 -c 0 

2. N個の状態遷移プロシジャを、それぞれの運用系に配置し、待機系にはN

個の状態遷移プロシジャすべて、運用系と同じディレクトリパス上に複

写します。 

3ノード存在する場合の配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor1.proc 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor2.proc 

運用系3：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor3.proc 

待機系 ：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor1.proc 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor2.proc 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor3.proc 

 

 2ノード相互待機の場合の変更例 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャを、ファイル名を変更して2個作成

します。デーモンを監視する状態遷移プロシジャ内に記載された、監視スクリ

プトのファイル名を変更します。“6.1.1.2 監視スクリプトの作成”で作成し

たファイル名を記載します。 

1. 1個の状態遷移プロシジャの、監視スクリプトのファイル名を変更しま

す。 

[変更前] 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor 

-c 0 

[変更後] 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor1

 -c 0 
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2. もう1個の状態遷移プロシジャの、監視スクリプトのファイル名を変更

します。 

[変更前] 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor 

-c 0 

[変更後] 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor2

 -c 0 

 

3. 2個の状態遷移プロシジャを、同じディレクトリパス上の運用系および

待機系に配置します。 

配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor1.proc 

 (待機系2)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor2.proc 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor2.proc 

 (待機系1)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor1.proc 

 

6.1.2 状態遷移プロシジャの登録 

作成した状態遷移プロシジャを、クラスタシステムの“clsetproc”コマン

ドを使用してクラスタシステムに登録します。 

1:1運用待機の場合は、運用系、待機系の両方で実行して状態遷移プロシジ

ャを登録してください。 

N:1運用待機の場合は、それぞれの運用系で実行して状態遷移プロシジャを

登録し、さらに待機系ではN個の状態遷移プロシジャを登録してください。 

2ノード相互待機の場合は、各ノードでそれぞれ2種類の状態遷移プロシジャ

を登録してください。 

 

状態遷移プロシジャのファイル名は、登録時には実際に存在する状態遷移プ

ロシジャファイル名を指定してください。また、状態遷移プロシジャ名は、ク

ラスタシステム上で一意にしてください。 

 

デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャの登録 

デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャファイル 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR.procを、状態遷移プロシジャ名

omgrとして、システムステート3クラス配下に登録する場合の実行例を以下に

示します。 

 

# /etc/opt/FJSVcluster/bin/clsetproc -c SystemState3 -m omgr /opt/FJS

VJMCMN/etc/script/OperationMGR.proc 
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デーモンを監視する状態遷移プロシジャの登録 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャファイル 

 /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor.procを、状態遷移プロシジャ名

omgrmonitorとして、システムステート3クラス配下に登録する場合の実行例を

以下に示します。 

 

# /etc/opt/FJSVcluster/bin/clsetproc -c SystemState3 -m omgrmonitor /

opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor.proc 

 

6.1.3 状態遷移プロシジャを使用するリソースの登録 

クラスタシステムの“claddprocrsc”コマンドを使用して、状態遷移プロシ

ジャをプログラムとしてクラスタシステムにリソース登録します。 

1:1運用待機の場合は、運用系、待機系の両方で実行してリソース登録して

ください。 

N:1運用待機の場合は、それぞれの運用系で実行してリソース登録し、待機

系ではN個の状態遷移プロシジャをリソース登録してください。 

2ノード相互待機の場合は、各ノードでそれぞれ2種類の状態遷移プロシジャ

をリソース登録してください。 

 

デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャの登録 

状態遷移プロシジャファイル omgrを指定し、状態遷移指示種別のSTART RUN

にAFTER、STOP RUNにBEFORE,AFTERを設定する場合 (リソースキー名:OMGR、リ

ソースクラス名:SystemState3、起動優先度:100とする)の実行例を以下に示し

ます。 

 

# /etc/opt/FJSVcluster/bin/claddprocrsc  -k OMGR -m omgr -c SystemSta

te3 -p 100 -K AFTER -S BEFORE,AFTER 

 

登録が完了すると、リソースIDが表示されます。 

 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャの登録 

状態遷移プロシジャファイル omgrmonitorを指定し、状態遷移指示種別の

START RUNにAFTER、STOP RUNにBEFOREを設定する場合 (リソースキー

名:OMGRMONITOR、リソースクラス名:SystemState3、起動優先度:150とする)の

実行例を以下に示します。 
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# /etc/opt/FJSVcluster/bin/claddprocrsc -k OMGRMONITOR -m omgrmonitor

 -c SystemState3 -p 150 -K AFTER -S BEFORE 

 

登録が完了すると、リソースIDが表示されます。 

 

6.1.4 クラスタアプリケーションおよびリソースの登録 

Systemwalker Operation Managerをクラスタアプリケーションとして登録す

る手順を説明します。 

1) RMSの停止とRMS Wizardの起動 

クラスタアプリケーションを登録する前に、RMSが起動していないことを

ClusterAdminまたは“hvdisp”コマンドで確認します。RMSが動作している場

合は、クラスタシステムを構成するすべてのノードでClusterAdminまたは

“hvshut”コマンドを実行してRMSを停止してください。 

“hvdisp”コマンドおよび“hvshut”コマンドの詳細は、PRIMECLUSTERのマ

ニュアルを参照してください。 

 

“hvshut”コマンドを起動し、RMSを停止する例： 

# /opt/SMAW/SMAWRrms/bin/hvshut -a 

“hvw”コマンドを実行し、RMS Wizardを起動します。 

 

“hvw”コマンドの詳細は、PRIMECLUSTERのマニュアルを参照してください。 

configurationファイル名を“testconf”としてRMS Wizardを起動する例： 

# /opt/SMAW/SMAWRrms/bin/hvw -n testconf 

→“Main configuration menu”が表示されます。 

 

 
他製品と共存している場合、Configurationファイルは各製品共通の

ものを指定してください。異なる指定をするとすでに設定済の他製品の

設定情報が消去される場合があります。 
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2) userApplication(クラスタアプリケーション)の設定 

以下の手順に従ってクラスタアプリケーションの設定をします。 

1. “Application-Create”を選択します。 

 

2. “CRM”を選択します。 

 

3. “ApplicationName”を選択し、userApplication名を設定します。 

 

“FREECHOICE”を設定します。 

 

“ApplicationName”を設定します。アプリケーション名は任意です。

“OPERATIONMGR”を指定した例を示します。 

 

4. “Machines+Basics”を選択し、ノード設定と基本設定を行います。 
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“AdditionalMachine”を選択します。 

 

“linux02RMS”を選択します。運用ノードをMachines[0]、待機ノー

ドをMachines[1]に設定します。 

 

“AutoSwitchOver”を選択します。 

 

“HOSTFAILURE”と“RESOURCEFAILURE”を選択します。 

ここでは、ノード故障時、リソース故障時にフェールオーバさせる

“HOSTFAILURE”と“RESOURCEFAILURE”を設定しています。この値は、

実際のクラスタシステムの運用によって変更してください。 
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設定後、“SAVE+RETURN”を選択します。 

 

5. 設定後、“SAVE+EXIT”を選択します。 

ここでは、RMS起動時にクラスタアプリケーションを自動起動しない

ように“AutoStartUp”を“no”に設定しています。この値は、実際の

クラスタシステムの運用によって変更してください。その他の値につい

ても同様に、実際のクラスタシステムの運用によって変更してください。 

 

3)リソースの設定 

クラスタアプリケーションにリソースを登録します。ここでは、以下のリソ

ースを用いてクラスタアプリケーションを設定する手順を説明します。 

- Fsystemリソース(共有ディスクリソース) 

- Glsリソース(引継ぎIPアドレスリソース) 

- プロシジャリソース(状態遷移プロシジャ) 

 
- クラスタアプリケーションを構成するすべてのノードの

/etc/fstabに、リソースとして使用するマウントポイントを事前

に定義しておく必要があります。詳細については、PRIMECLUSTER

マニュアルを参照してください。 

- “clcreate-iprsc”コマンドを用いて引継ぎIPアドレスを事前に
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定義しておく必要があります。詳細については、PRIMECLUSTERマ

ニュアルを参照してください。 

 

[Fsystemリソースの設定] 

1. “LocalFileSystem”を選択し、Fsystemリソース(共有ディスク)を設定

します。 

 

“AdditionalMountPoint”を選択します。 

 

2. マウントポイントが表示されます。 

 

3. クラスタアプリケーションに登録するマウントポイントを選択します。

ここでは、“/disk1”を選択した例を示します。 

 

4. “SAVE+RETURN”を選択します。 

 

5. “SAVE+EXIT”を選択します。 
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[Glsリソースの設定] 

1. “Gls”を選択し、Glsリソース(引継ぎIPアドレス)を設定します。 

 

2. “AdditionalTakeoverIpaddress”を選択します。 

 

3. 引継ぎIPアドレスが表示されます。クラスタアプリケーションに登録す

る引継ぎIPアドレスを選択します。000.000.000.00xを選択した例を示

します。 

 

4. “SAVE+RETURN”を選択します。 

 

5. “SAVE+EXIT”を選択します。 
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[プロシジャリソースの設定] 

1. “CRM”を選択し、プロシジャリソース(状態遷移プロシジャ)を設定し

ます。 

 

2. “SystemState3”を選択します。“6.1.3 状態遷移プロシジャを使用す

るリソースの登録”で指定したリソースクラス“SystemState3”を選択

します。 

 

3. “AdditionalResource”を選択します。 

 

4. “6.1.3 状態遷移プロシジャを使用するリソースの登録”で指定した状

態遷移プロシジャ“OMGR”が表示されます。クラスタアプリケーション

に登録する“OMGR”を選択します。 

 

5. “AdditionalResource”を選択します。 
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6. “状態遷移プロシジャを使用するリソースの登録”で指定した状態遷移

プロシジャ“OMGRMONITOR”が表示されます。クラスタアプリケーショ

ンに登録する“OMGRMONITOR”を選択します。 

 

7. “SAVE+RETURN”を選択します。 

 

8. “SAVE+EXIT”を選択します。 

 

 

[リソース設定] 

設定後、“SAVE+EXIT”を選択し、クラスタアプリケーションにリソースを設

定します。 
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4)GenerateとActivate 

GenerateとActivateの手順について説明します。GenerateとActivateの作業

は、作成したクラスタアプリケーションが正しいことを確認した後、実行して

ください。 

1. “Configuration-Generate”を選択します。 

 

2. “Configuration-Activate”を選択します。 

 

3. “QUIT”を選択し、終了します。 

 

N:1運用待機の場合は、2)、3)、4)の手順を繰り返し、N個のクラスタアプリ

ケーションを運用環境に合わせて登録してください。 

 

2ノード相互待機の場合は、2)、3)、4)の手順を再度実行し、2個のクラスタ

アプリケーションを登録してください。“Machines+Basics”における 

“Machines[0]”、“Machines[1]”で運用系と待機系の優先順位を間違えないよ

うに登録してください。 

 

 

 

142 

 

 

 

      

 

 



     

 

 

6.1 PRIMECLUSTERシステムへの登録 

5)クラスタアプリケーション間の排他関係の設定 

この手順は、N:1運用待機の場合のみ実施します。 

複数のクラスタアプリケーションが同一のクラスタノード上で同時に運用

状態にならないように排他制御の設定を行います。排他関係を設定するには、

クラスタアプリケーションのグループを作成します。 

1. “LicenseToKill”を選択します。 

 

2. “FREECHOICE”を設定します。 

 

3. “A20X”を設定します。 

ここでは、グループを“A”、また、業務優先度が高いクラスタアプリ

ケーションとして“20X”を設定しています。この値は、実際のクラス

タシステムの運用によって変更してください。詳細については、

PRIMECLUSTERマニュアルを参照してください。 
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第6章 PRIMECLUSTER Linux版システム固有の手順 

 

4. 設定後、“SAVE+EXIT”を選択します。 

 

“4)GenerateとActivate”の手順を再度実行します。 
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6.2 PRIMECLUSTERシステムからのアンインストール 

6.2 PRIMECLUSTERシステムからのアンインス

トール 
PRIMECLUSTERシステムからSystemwalker Operation Managerをアンインスト

ールする手順を説明します。 

 

PRIMECLUSTERに登録された、Systemwalker Operation Managerのconfiguration

ファイル名を“testconf”、アプリケーション名を“OPERATIONMGR”共有ディ

スクへのマウントポイントを“/disk1”とした場合を例として手順を説明しま

す。 

 

1) RMSの停止とRMS Wizardの起動 

クラスタアプリケーションおよびリソースの削除を行う前に、RMSが起動し

ていないことをClusterAdminまたは“hvdisp”コマンドで確認します。RMSが

動作している場合は、クラスタシステムを構成するすべてのノードで

ClusterAdminまたは“hvshut”コマンドを実行してRMSを停止してください。 

“hvdisp”コマンドおよび“hvshut”コマンドの詳細は、PRIMECLUSTERのマ

ニュアルを参照してください。 

 

“hvshut”コマンドを起動し、RMSを停止する例： 

# /opt/SMAW/SMAWRrms/bin/hvshut -a 

 

“hvw”コマンドを実行し、RMS Wizardを起動します。 

“hvw”コマンドの詳細は、PRIMECLUSTERのマニュアルを参照してください。 

configurationファイル名を“testconf”としてRMS Wizardを起動する例： 

# /opt/SMAW/SMAWRrms/bin/hvw -n testconf 

→“Main configuration menu”が表示されます。 

 

2) リソースの削除 

リソースを削除する手順について説明します。 

1. “Application-Edit”を選択します。 
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2. 削除するリソースが登録されているuserApplication名を選択します。 

 

3.  “CRM”を選択します。 

 

4.  “REMOVE+EXIT”を選択し、プロシジャリソースを設定解除します。 

 

5.  “yes”を入力します。 

 

6.  “Gls”を選択します。 
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6.2 PRIMECLUSTERシステムからのアンインストール 

7.  “REMOVE+EXIT”を選択し、Glsリソースを設定解除します。 

 

8.  “yes”を入力します。 

 

9.  “LocalFileSystems”を選択します。 

 

10.  “REMOVE+EXIT”を選択、Fsystemリソースを設定解除します。 

 

11.  “yes”を入力します。 

 

12.  “SAVE+EXIT”を選択します。 
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13.  “RETURN”を選択します。 

 

14.  “Configuration-Generate”を選択します。 

 

15.  “Configuration-Activate”を選択します。 

 

 

3) userApplication(クラスタアプリケーション)の削除 

クラスタアプリケーションを削除する手順について説明します。 

1. “Application-Remove”を選択します。 
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6.2 PRIMECLUSTERシステムからのアンインストール 

2. 削除するuserApplication名を選択し、クラスタアプリケーションを削

除します。 

 

3.  “yes”を入力します。 

 

4.  “Configuration-Generate”を選択します。 

 

5. “Configuration-Activate”を選択します。 

 

6. “QUIT”を選択し、終了します。 

 

 

N:1運用待機の場合は、2)、3)の手順を繰り返し、N個のクラスタアプリケー

ションを削除してください。 
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2ノード相互待機の場合は、2)、3)の手順を再度実行し、2個のクラスタアプ

リケーションを削除してください。 

4)状態遷移プロシジャを使用するリソースの削除 

“cldelprocrsc”コマンドを使用して、状態遷移プロシジャを使用するリソ

ースを削除します。リソースIDが113の場合の削除例を示します。 

登録されたリソースIDは、“clgettree”コマンドで参照可能です。 

“cldelprocrsc”コマンドおよび“clgettree”コマンドの詳細は、

PRIMECLUSTERのマニュアルを参照してください。 

# /etc/opt/FJSVcluster/bin/cldelprocrsc  -r 113 

N:1運用待機の場合は、N個のリソースを、2ノード相互待機の場合は、2個の

リソースを削除してください。 

5)状態遷移プロシジャの削除 

運用系/待機系の各ノードで、“cldelproc”コマンドを使用して、状態遷移

プロシジャを削除します。プロシジャ名が“omgr”の場合の例を示します。 

# /etc/opt/FJSVcluster/bin/cldelproc -c SystemState3 omgr 

6)デーモンの停止 

クラスタシステムを構成するノードで、Systemwalker Operation Managerの

各デーモンをpoperationmgrコマンドで停止します。poperationmgrコマンドの

詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンスマニュアル”を参照

してください。 

7)シンボリックリンクの削除 

共有ディスクへ移動した資源に対して作成したシンボリックリンクを削除

します。クラスタシステムを構成するすべての運用系/待機系の各ノードで行

います。 

8)共有ディスクからローカルディスクへの資源の複写 

クラスタシステムの構築時に共有ディスクへ移動した資源を、ローカルディ

スクに戻します。各運用系で行います。 

9)待機系への資源の複写 

運用系のローカルディスクに戻した情報を、待機系へ複写します。N:1運用

待機の場合、待機系へはN個の運用系のうちいずれか1つから複写します。 

10)シンボリックリンクの作成 

1:1運用待機、およびN:1運用待機の場合は、資源の移動時に削除した、シン

ボリックリンクを作成します。 

 “/var/spool/mjes”は、“/var/opt/FJSVMJS/var/spool/mjes”へシン

ボリックリンクします。 

 “/etc/mjes”は、“/etc/opt/FJSVMJS/etc/mjes”へシンボリックリン

クします。 

運用系/待機系の各ノードで行います。2ノード相互待機の場合は必要ありま

せん。 
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6.2 PRIMECLUSTERシステムからのアンインストール 

11)デーモンの自動起動・停止を設定 

“2.2.3 デーモンの自動起動・停止設定の解除”で解除した自動起

動・停止の設定、およびプロセスの監視対象を、解除・変更する前の設

定に戻します。 

12)自動反映の設定解除 

1. セキュリティ情報の設定を以下のコマンドで解除します。 

mpaclcls -u 

2. カレンダおよびサービス・アプリケーション起動情報の自動反映の設定

を以下のコマンドで解除します。 

/opt/FJSVjmcal/bin/calsetcluster -d 

mpaclcls コ マ ン ド お よ び calsetcluster コ マ ン ド の 詳 細 は 、

“Systemwalker Operation Manager リファレンスマニュアル”を参照

してください。 

13)クラスタ情報の削除 

クラスタシステムを構成するすべてのノードで、-dオプションを指定

したmpsetclusterコマンドを実行し、Systemwalker Operation Manager

のインストール後に登録したクラスタ情報を削除します。 

# /opt/systemwalker/bin/mpsetcluster -d 

mpsetclusterコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager 

リファレンスマニュアル”を参照してください。 

14)共有ディスクの不要なディレクトリの削除 

“2.6 資源の共有ディスクへの移動”で移動した資源のうち、共有ディスク

に残っている、不要なディレクトリを削除します。 

 

ここまでの手順で、Systemwalker Operation Managerが、クラスタシステム

に適用した状態から解除されます。 

 

15)アンインストール 

Systemwalker Operation Managerをアンインストールします。アンインスト

ールの詳細は、“Systemwalker Operation Manager 導入手引書”を参照してく

ださい。 

 

再インストールを行う場合は、上記の手順に従ってアンインストールした後、

新規にクラスタシステムへの導入を行ってください。 

 

アップグレードインストールを行う場合は、上記の14)までの手順に従って

Systemwalker Operation Managerをクラスタシステムへの適用から解除した後、

アップグレードインストールし、“2.2.3 デーモンの自動起動・停止設定の解

除”から再度クラスタシステムに適用します。 
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第6章 PRIMECLUSTER Linux版システム固有の手順 

 
アンインストール時には、上記の手順に従い、必ず、 

/opt/FJSVjmcal/bin/calsetcluster -dコマンドでカレンダの自動反映

の設定を解除してください。解除しなかった場合は、以下にシンボリッ

クファイルが残るため、手動で削除してください。 

- /etc/rc3.d/S28JMCAL 
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6.3 PRIMECLUSTERシステムにおけるデーモンの起動/停止 

6.3 PRIMECLUSTERシステムにおけるデーモン

の起動/停止 
 

PRIMECLUSTERシステム運用における、Systemwalker Operation Managerの起

動・停止について説明します。 

 

デーモンの起動 

Systemwalker Operation Managerのデーモンを起動する手順を説明します。 

1. soperationmgr コ マ ン ド で 、 PRIMECLUSTER に 登 録 さ れ て い な い

Systemwalker Operation Managerのデーモンを起動します。 

# /opt/systemwalker/bin/soperationmgr 

2. クラスタシステムに登録されたアプリケーションをオンラインにする

ことで、クラスタシステムに登録されたSystemwalker Operation 

Managerのデーモンを起動します。 

1) PRIMECLUSTERのWeb-Based Admin Viewのトップメニューから、

[Global Cluster Service]を選択して表示される画面で、

[Cluster Admin]を選択します。 

→接続するノードを選択するポップアップが表示されます。 

2) ポップアップでノードを選択します。 

→ RMSメインウィンドウが表示されます。 

3)  RMSメインウィンドウの、RMSツリーから、起動するSystemwalker 

Operation Managerのクラスタアプリケーションを右クリックし、

ポップアップメニューから [オンライン]を選択します。 

→Systemwalker Operation Managerのクラスタアプリケーショ

ン、すなわちクラスタシステムで管理されているSystemwalker 

Operation Managerのデーモンが起動されます。 

 

デーモンの停止 

Systemwalker Operation Managerのデーモンを停止する手順を説明します。 

1. クラスタシステムに登録されたアプリケーションをオフラインにする

ことで、クラスタシステムに登録されたSystemwalker Operation 

Managerのデーモンを停止します。 

1) PRIMECLUSTERのWeb-Based Admin Viewのトップメニューから、

[Global Cluster Service]を選択して表示される画面で、

[Cluster Admin]を選択します。 

→接続するノードを選択するポップアップが表示されます。 

2) ポップアップでノードを選択します。 

→ RMSメインウィンドウが表示されます。 
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3)  RMSメインウィンドウの、RMSツリーから、運用系の停止する

Systemwalker Operation Managerのクラスタアプリケーションを

右クリックし、ポップアップメニューから [オフライン]を選択

します 

→Systemwalker Operation Managerのクラスタアプリケーショ

ン、すなわちクラスタシステムで管理されているSystemwalker 

Operation Managerのデーモンが停止します。 

2. poperationmgr コ マ ン ド で 、 PRIMECLUSTER に 登 録 さ れ て い な い

Systemwalker Operation Managerのデーモンを停止します。 

# /opt/systemwalker/bin/poperationmgr 

 

 
- soperationmgrコマンド、poperationmgrコマンドは、共有ディス

クをカレントディレクトリにした状態で実行しないでください。

フェールオーバが正常に行われない場合があります。 

-  [Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウ－[サー

ビス制御]でのサービスの起動・停止は行わないでください。 

- クラスタシステムに登録されたSystemwalker Operation Manager

を停止するときは、Systemwalker Operation Managerのリソース

が登録されているクラスタアプリケーションを停止する必要が

あります。 

そのため、クラスタアプリケーションに登録された、共有ディ

スク、論理IPアドレス、Operation Managerのリソースおよび一

緒に登録したアプリケーション(Oracle、Interstageなど)が停止

します。デーモンを監視する状態遷移プロシジャのリソースを作

成し、クラスタアプリケーションに登録している場合は、状態遷

移プロシジャのリソースも停止します。 

- ジョブスケジューラデーモンが動作するためには、カレンダデー

モンがジョブスケジューラデーモンよりも先に起動している必

要があります。 



      

 

 

 
 

第7章 PRIMECLUSTER Linux for 

Itanium版システム固有の手順 

本章は、PRIMECLUSTER Linux for Itanium版システム(以降、PRIMECLUSTER シ

ステムと略しています)の固有の手順について説明します。 
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第7章 PRIMECLUSTER Linux for Itanium版システム固有の手順 

7.1 PRIMECLUSTERシステムへの登録 
PRIMECLUSTERシステムへのSystemwalker Operation Managerの登録は、以下

の手順で行います。 

1. 状態遷移プロシジャファイルを作成する 

2. 状態遷移プロシジャを登録する 

3. 状態遷移プロシジャを使用するリソースを登録する 

4. クラスタアプリケーションおよびリソースを登録する 

それぞれの作業について説明します。 

 

7.1.1 状態遷移プロシジャの作成 

PRIMECLUSTERシステムへ登録する以下の状態遷移プロシジャを作成します。 

 デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャ(必須) 

 監視スクリプト(任意。デーモンを監視する状態遷移プロシジャが存在

する場合に必須) 

 デーモンを監視する状態遷移プロシジャ(任意) 

上記のプロシジャは、運用系、待機系のそれぞれに作成し、同じディレクト

リパス上に配置してください。共有ディスクには作成しないでください。プロ

シジャの作成後、実行権を必ず設定してください。 

監視スクリプトおよびデーモンを監視する状態遷移プロシジャは、運用系の

ノード上で動作するデーモンを監視し、デーモンの終了をフェールオーバの契

機にしたい場合に作成します。デーモンの終了をフェールオーバの契機にしな

い場合は、作成する必要はありません。 

それぞれのプロシジャの作成例を説明します。以降で説明するプロシジャは、

すべてサンプルが提供されています。サンプルをバックアップするか、複写し

た後、環境に応じて変更してご利用ください。 

 

7.1.1.1 デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャファイルの

作成 

ジョブスケジューラ、ジョブ実行制御のデーモンの動作を制御する、状態遷

移プロシジャを作成します。 

デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャは、以下にサンプルが提供さ

れています。 

 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR.proc 

 

サンプルの状態遷移プロシジャは、1:1運用待機(サブシステムなし)用です。 

1:1運用待機(サブシステムあり)の場合、N:1運用待機および2ノード相互待

機の場合は、状態遷移プロシジャの変更が必要です。 

また、サンプルの状態遷移プロシジャでは、共有ディスク名を“/disk1”と

しています。共有ディスク名が違う場合はサンプルの“/disk1”を実際の共有
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ディスク名に変更してください。 

サンプルを複写後、クラスタシステムの運用に合わせて変更してご利用くだ

さい。1:1運用待機(サブシステムなし)の場合は、バックアップを取った上で、

サンプルをそのまま使用してもかまいません。 

以下に状態遷移プロシジャの変更例を説明します。 

 

 1:1運用待機(サブシステムあり)の場合の変更例 
複数サブシステム運用を実施している場合、サブシステムごとにジョブスケ

ジューラ、ジョブ実行制御のデーモンを起動/停止します。 

以下はサブシステム0とサブシステム1を運用している場合の例です。 

1. 状態遷移プロシジャの、“SUBSYSTEM”変数を“PLU_SUBSYSTEM”とし、

値はサブシステム番号に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="0" 

[変更後] 

PLU_SUBSYSTEM ="0 1" 

2. ジョブスケジューラとジョブ実行制御をサブシステムごとに起動する

ように、START-RUN-AFTERの最後にfor文、do文、done文を追加します。 

[変更前] 

# Starts Job Scheduler & Job Execution Control 

# - 1:1 standby, N:1 standby, 2 nodes mutual standby 

   /bin/sh /etc/opt/FJSVMJS/etc/rc3.d/S99MJS -sys $SUBSYSTEM 

   /bin/sh /opt/FJSVJOBSC/etc/rc3.d/S99JOBSCH -sys $SUBSYSTE

M 

   ;; 

[変更後] 

# Starts Job Scheduler & Job Execution Control 

# - 1:1 standby, N:1 standby, 2 nodes mutual standby 

   for SUBSYSTEM in $PLU_SUBSYSTEM 

   do 

   /bin/sh /etc/opt/FJSVMJS/etc/rc3.d/S99MJS -sys $SUBSYSTEM 

   /bin/sh /opt/FJSVJOBSC/etc/rc3.d/S99JOBSCH -sys $SUBSYSTE

M 

   done 

   ;; 
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3. ジョブスケジューラとジョブ実行制御がサブシステムごとに終了する

ように、STOP-RUN-BEFOREの最初にfor文、do文を追加します。 

[変更前] 

'BEFORE') 

  # Job Execution Control Server 

  MJSDAEMON=`/bin/ps -eo pid,args | /bin/grep "/usr/lib/mjes/

mjsdaemon -sys $SUBSYSTEM" | /bin/grep -v "grep" | /usr/bin/wc 

-l ` 

 

 [変更後] 

'BEFORE') 

  # Job Execution Control Server 

  for SUBSYSTEM in $PLU_SUBSYSTEM 

  do 

  MJSDAEMON=`/bin/ps -eo pid,args | /bin/grep "/usr/lib/mjes/

mjsdaemon -sys $SUBSYSTEM" | /bin/grep -v "grep" | /usr/bin/wc 

-l ` 

 

4. STOP-RUN-BEFOREの最後にdone文を追加します。 

[変更前] 

  done 

  ;; 

'AFTER') 

[変更後] 

  done 

  done 

  ;; 

'AFTER') 
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 N:1運用待機の場合の変更例 
1. START-RUN-AFTER時の“Make symbolic links.(if N:1 standby)”の部

分のコメントを外します(“#”を削除します)。 

[変更前] 

# Make symbolic links.(if N:1 standby) 

# ACL Manager 

#if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVfwseo/JM" -o -f "/var/opt/FJSVfwse

o/JM" ")" ] 

#then 

# /bin/ln -s /disk1/FJSVfwseo/JM /var/opt/FJSVfwseo/JM 

#fi 

# Job Scheduler 

#if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVJOBSC" -o -f "/var/opt/FJSVJOBSC" 

")"] 

#then 

# /bin/ln -s /disk1/FJSVJOBSC /var/opt/FJSVJOBSC 

#fi 

# Job Execution Control 

#if [ ! "(" -h "/var/spool/mjes" -o -f "/var/spool/mjes" ")" ] 

#then 

# /bin/ln -s /disk1/FJSVMJS/var/spool/mjes /var/spool/mjes 

#fi 

#if [ ! "(" -h "/etc/mjes" -o -f "/etc/mjes" ")" ] 

#then 

# /bin/ln -s /disk1/FJSVMJS/etc/mjes /etc/mjes 

#fi 

# Calendar 

#if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVjmcal/post" -o -f "/var/opt/FJSVjm

cal/post" ")" ] 

#then 

# /bin/ln -s /disk1/FJSVjmcal/post /var/opt/FJSVjmcal/post 

#fi 

# Stem 

#if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVstem" -o -f "/var/opt/FJSVstem" ")

" ] 

#then 

# /bin/ln -s /disk1/FJSVstem /var/opt/FJSVstem 

#fi 

# - 1:1 standby, N:1 standby 
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[変更後] 

# Make symbolic links.(if N:1 standby) 

# ACL Manager 

if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVfwseo/JM" -o -f "/var/opt/FJSVfwseo

/JM" ")" ] 

then 

 /bin/ln -s /disk1/FJSVfwseo/JM /var/opt/FJSVfwseo/JM 

fi 

# Job Scheduler 

if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVJOBSC" -o -f "/var/opt/FJSVJOBSC" 

")"] 

then 

 /bin/ln -s /disk1/FJSVJOBSC /var/opt/FJSVJOBSC 

fi 

# Job Execution Control 

if [ ! "(" -h "/var/spool/mjes" -o -f "/var/spool/mjes" ")" ] 

then 

 /bin/ln -s /disk1/FJSVMJS/var/spool/mjes /var/spool/mjes 

fi 

if [ ! "(" -h "/etc/mjes" -o -f "/etc/mjes" ")" ] 

then 

 /bin/ln -s /disk1/FJSVMJS/etc/mjes /etc/mjes 

fi 

# Calendar 

if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVjmcal/post" -o -f "/var/opt/FJSVjmc

al/post" ")" ] 

then 

 /bin/ln -s /disk1/FJSVjmcal/post /var/opt/FJSVjmcal/post 

fi 

# Stem (注) 

if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVstem" -o -f "/var/opt/FJSVstem" ")"

 ] 

then 

 /bin/ln -s /disk1/FJSVstem /var/opt/FJSVstem 

fi 

# - 1:1 standby, N:1 standby 

注) スケジュール分散機能が有効な場合のみコメントを外します。 
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2. STOP-RUN-AFTER時の“remove symbolic links.(if N:1 standby)”の部

分のコメントを外します (“#”を削除します) 。 

[変更前] 

# remove symbolic links.(if N:1 standby) 

# Job Scheduler 

#if [ -h "/var/opt/FJSVJOBSC" ] 

#then 

#   /bin/rm /var/opt/FJSVJOBSC 

#fi 

# Job Execution Control 

#if [ -h "/var/spool/mjes" ] 

#then 

#   /bin/rm /var/spool/mjes 

#fi 

#if [ -h "/etc/mjes" ] 

#then 

#   /bin/rm /etc/mjes 

#fi 

# ACL Manager 

#/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls -u 

#if [ -h "/var/opt/FJSVfwseo/JM" ] 

#then 

#   /bin/rm /var/opt/FJSVfwseo/JM 

#fi 

# Calendar 

#if [ -h "/var/opt/FJSVjmcal/post" ] 

#then 

#   /bin/rm /var/opt/FJSVjmcal/post 

#fi 

# Stem 

#if [ -h "/var/opt/FJSVstem" ] 

#then 

#   /bin/rm /var/opt/FJSVstem 

#fi 

;; 
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[変更後] 

# remove symbolic links.(if N:1 standby) 

# Job Scheduler 

if [ -h "/var/opt/FJSVJOBSC" ] 

then 

   /bin/rm /var/opt/FJSVJOBSC 

fi 

# Job Execution Control 

if [ -h "/var/spool/mjes" ] 

then 

   /bin/rm /var/spool/mjes 

fi 

if [ -h "/etc/mjes" ] 

then 

   /bin/rm /etc/mjes 

fi 

# ACL Manager 

/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls -u 

if [ -h "/var/opt/FJSVfwseo/JM" ] 

then 

   /bin/rm /var/opt/FJSVfwseo/JM 

fi 

# Calendar 

if [ -h "/var/opt/FJSVjmcal/post" ] 

then 

   /bin/rm /var/opt/FJSVjmcal/post 

fi 

# Stem (注) 

if [ -h "/var/opt/FJSVstem" ] 

then 

   /bin/rm /var/opt/FJSVstem 

fi 

;; 

注) スケジュール分散機能が有効な場合のみコメントを外します。 

3. 状態遷移プロシジャを、ファイル名を変更して運用系の数(N個)だけ用

意し、それぞれの共有ディスクに合わせて、シンボリックリンクを作成

するディレクトリ(例では“disk1”)を変更します。 

4. N個の状態遷移プロシジャを、それぞれの運用系に配置し、待機系にはN

個の状態遷移プロシジャすべて、運用系と同じディレクトリパス上に複

写します。 

3ノード存在する場合の配置例を以下に示します。 
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運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR1.proc 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR2.proc 

運用系3：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR3.proc 

待機系 ：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR1.proc 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR2.proc 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR3.proc 

 

 2ノード相互待機の場合の変更例 

1. 状態遷移プロシジャの、“SUBSYSTEM”の変数を“1”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="0" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="1" 

 

2. START-RUN-AFTER時の“- 1:1 standby, N:1 standby”の部分を、2ノー

ド相互待機用に変更します (“#”の位置を変更します)。 

[変更前] 

# - 1:1 standby, N:1 standby 

  /opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls 

  /bin/sh /opt/FJSVfwseo/bin/jmacltrn.sh 

# - 2 nodes mutual standby 

  #/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls -s $SUBSYSTEM 

  #/bin/sh /opt/FJSVfwseo/bin/jmacltrn.sh $SUBSYSTEM 

# Starts Job Scheduler & Job Execution Control 

[変更後] 

# - 1:1 standby, N:1 standby 

  #/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls 

  #/bin/sh /opt/FJSVfwseo/bin/jmacltrn.sh 

# - 2 nodes mutual standby 

  /opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls -s $SUBSYSTEM 

  /bin/sh /opt/FJSVfwseo/bin/jmacltrn.sh $SUBSYSTEM 

# Starts Job Scheduler & Job Execution Control 

 

3. 変更後と同じ内容で、ファイル名を変更した状態遷移プロシジャをもう

1個用意して、“SUBSYSTEM”の変数を“2”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="1" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="2" 
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4. 2個の状態遷移プロシジャを、同じディレクトリパス上の運用系および

待機系に配置します。 

配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR1.proc 

 (待機系2)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR2.proc 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR2.proc 

 (待機系1)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR1.proc 

 

7.1.1.2 監視スクリプトの作成 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャから呼び出される、監視スクリプト

を作成します。 

監視スクリプトは、以下にサンプルが提供されています。 

 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor 

 

サンプルの監視スクリプトは、1:1運用待機(サブシステムなし)用です。1:1

運用待機(サブシステムあり)、N:1運用待機および2ノード相互待機の場合は、

監視スクリプトの変更が必要です。 

サンプルを複写後、クラスタシステムの運用に合わせて変更してご利用くだ

さい。1:1運用待機(サブシステムなし)の場合は、バックアップを取った上で、

サンプルをそのまま使用してもかまいません。 

以下に監視スクリプトの変更例を説明します。 

 

 1:1運用待機(サブシステムあり)の場合の変更例 

複数サブシステム運用を実施している場合、サブシステムごとにデーモン監

視を行います。以下はサブシステム0とサブシステム1を運用している場合の例

です。 

1. 監視スクリプトの、“SUBSYSTEM”変数を“PLU_SUBSYSTEM”とし、値は

サブシステム番号に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="0" 

[変更後] 

PLU_SUBSYSTEM ="0 1" 
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2. サブシステムごとにデーモン監視するように、while doのすぐ後にfor

文、do文を追加します。 

[変更前] 

while /bin/true 

do 

  MJSDAEMON=`/bin/ps -eo pid,args | /bin/grep "/usr/lib/mjes/

mjsdaemon -sys $SUBSYSTEM" | /bin/grep -v "grep" | /usr/bin/wc 

-l ` 

 [変更後] 

while /bin/true 

do 

  for SUBSYSTEM in $PLU_SUBSYSTEM 

  do 

  MJSDAEMON=`/bin/ps -eo pid,args | /bin/grep "/usr/lib/mjes/

mjsdaemon -sys $SUBSYSTEM" | /bin/grep -v "grep" | /usr/bin/wc 

-l ` 

3. sleep 10 の前にdone文を追加します。 

[変更前] 

 /bin/sleep 10 

done 

 [変更後] 

 done 

 /bin/sleep 10 

done 

 

 N:1運用待機の場合の変更例 
1. 監視スクリプトを、ファイル名を変更して運用系の数(N個)だけ用意し

ます。 

2. N個の監視スクリプトを、それぞれの運用系に配置し、待機系にはN個の

監視スクリプトをすべて、運用系と同じディレクトリパス上に複写しま

す。 

3ノード存在する場合の配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor1 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor2 

運用系3：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor3 

待機系 ：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor1 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor2 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor3 
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 2ノード相互待機の場合の変更例 
1. “SUBSYSTEM”の変数を“1”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="0" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="1" 

 

2. 変更後と同じ内容で、名前を変更した状態遷移プロシジャをもう1個用

意して、“SUBSYSTEM”の変数を“2”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="1" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="2" 

 

3. 2個の状態遷移プロシジャを、同じディレクトリパス上の運用系および

待機系に配置します。 

配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor1 

 (待機系2)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor2 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor2 

 (待機系1)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor1 

 

7.1.1.3 デーモンを監視する状態遷移プロシジャの作成 

ジョブスケジューラ、ジョブ実行制御のデーモンを監視する状態遷移プロシ

ジャを作成します。 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャは、以下にサンプルが提供されてい

ます。 

 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor.proc 

 

サンプルの状態遷移プロシジャは、1:1運用待機用です。N:1運用待機および

2ノード相互待機の場合は、状態遷移プロシジャの変更が必要です。 

サンプルを複写後、クラスタシステムの運用に合わせて変更してご利用くだ

さい。1:1運用待機の場合は、バックアップを取った上で、サンプルをそのま

ま使用してもかまいません。 

以下に状態遷移プロシジャの変更例を説明します。 

 N:1運用待機の場合の変更例 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャを、ファイル名を変更してN個作成

します。デーモンを監視する状態遷移プロシジャ内に記載された、監視スクリ
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プトのファイル名を変更します。“7.1.1.2 監視スクリプトの作成”で作成し

たファイル名を記載します。 

1. 状態遷移プロシジャを、ファイル名を変更して運用系の数(N個)だけ用

意します。環境に合わせてそれぞれのファイルで情報を変更します。 

3ノード存在する場合の変更例を以下に示します。 

- デーモンを監視する状態遷移プロシジャ：omgr_monitor1.proc 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smo

nitor1 -c 0 

- デーモンを監視する状態遷移プロシジャ：omgr_monitor2.proc 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smo

nitor2 -c 0 

- デーモンを監視する状態遷移プロシジャ：omgr_monitor3.proc 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smo

nitor3 -c 0 

2. N個の状態遷移プロシジャを、それぞれの運用系に配置し、待機系にはN

個の状態遷移プロシジャすべて、運用系と同じディレクトリパス上に複

写します。 

3ノード存在する場合の配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor1.proc 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor2.proc 

運用系3：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor3.proc 

待機系 ：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor1.proc 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor2.proc 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor3.proc 

 

 2ノード相互待機の場合の変更例 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャを、ファイル名を変更して2個作成

します。デーモンを監視する状態遷移プロシジャ内に記載された、監視スクリ

プトのファイル名を変更します。“7.1.1.2 監視スクリプトの作成”で作成し

たファイル名を記載します。 

1. 1個の状態遷移プロシジャの、監視スクリプトのファイル名を変更しま

す。 

[変更前] 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor 

-c 0 

[変更後] 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor1

 -c 0 
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2. もう1個の状態遷移プロシジャの、監視スクリプトのファイル名を変更

します。 

[変更前] 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor 

-c 0 

[変更後] 

$CLMONPROC -s -r $4 -a /opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_smonitor2

 -c 0 

 

3. 2個の状態遷移プロシジャを、同じディレクトリパス上の運用系および

待機系に配置します。 

配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor1.proc 

 (待機系2)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor2.proc 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor2.proc 

 (待機系1)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor1.proc 

 

7.1.2 状態遷移プロシジャの登録 

作成した状態遷移プロシジャを、クラスタシステムの“clsetproc”コマン

ドを使用してクラスタシステムに登録します。 

1:1運用待機の場合は、運用系、待機系の両方で実行して状態遷移プロシジ

ャを登録してください。 

N:1運用待機の場合は、それぞれの運用系で実行して状態遷移プロシジャを

登録し、さらに待機系ではN個の状態遷移プロシジャを登録してください。 

2ノード相互待機の場合は、各ノードでそれぞれ2種類の状態遷移プロシジャ

を登録してください。 

 

状態遷移プロシジャのファイル名は、登録時には実際に存在する状態遷移プ

ロシジャファイル名を指定してください。また、状態遷移プロシジャ名は、ク

ラスタシステム上で一意にしてください。 

 

デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャの登録 

デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャファイル 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/OperationMGR.procを、状態遷移プロシジャ名

omgrとして、システムステート3クラス配下に登録する場合の実行例を以下に

示します。 

 

# /etc/opt/FJSVcluster/bin/clsetproc -c SystemState3 -m omgr /opt/FJS

VJMCMN/etc/script/OperationMGR.proc 
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デーモンを監視する状態遷移プロシジャの登録 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャファイル  

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor.procを、状態遷移プロシジャ名

omgrmonitorとして、システムステート3クラス配下に登録する場合の実行例を

以下に示します。 

 

# /etc/opt/FJSVcluster/bin/clsetproc -c SystemState3 -m omgrmonitor /

opt/FJSVJMCMN/etc/script/omgr_monitor.proc 

 

7.1.3 状態遷移プロシジャを使用するリソースの登録 

クラスタシステムの“claddprocrsc”コマンドを使用して、状態遷移プロシ

ジャをプログラムとしてクラスタシステムにリソース登録します。 

1:1運用待機の場合は、運用系、待機系の両方で実行してリソース登録して

ください。 

N:1運用待機の場合は、それぞれの運用系で実行してリソース登録し、待機

系ではN個の状態遷移プロシジャをリソース登録してください。 

2ノード相互待機の場合は、各ノードでそれぞれ2種類の状態遷移プロシジャ

をリソース登録してください。 

 

デーモンの動作を制御する状態遷移プロシジャの登録 

状態遷移プロシジャファイル omgrを指定し、状態遷移指示種別のSTART RUN

にAFTER、STOP RUNにBEFORE,AFTERを設定する場合 (リソースキー名:OMGR、リ

ソースクラス名:SystemState3、起動優先度:100とする)の実行例を以下に示し

ます。 

 

# /etc/opt/FJSVcluster/bin/claddprocrsc  -k OMGR -m omgr -c SystemSta

te3 -p 100 -K AFTER -S BEFORE,AFTER 

 

登録が完了すると、リソースIDが表示されます。 

 

デーモンを監視する状態遷移プロシジャの登録 

状態遷移プロシジャファイル omgrmonitorを指定し、状態遷移指示種別の

START RUNにAFTER、STOP RUNにBEFOREを設定する場合 (リソースキー

名:OMGRMONITOR、リソースクラス名:SystemState3、起動優先度:150とする)の

実行例を以下に示します。 
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# /etc/opt/FJSVcluster/bin/claddprocrsc -k OMGRMONITOR -m omgrmonitor

 -c SystemState3 -p 150 -K AFTER -S BEFORE 

 

登録が完了すると、リソースIDが表示されます。 

 

7.1.4 クラスタアプリケーションおよびリソースの登録 

Systemwalker Operation Managerをクラスタアプリケーションとして登録す

る手順を説明します。 

1) RMSの停止とRMS Wizardの起動 

クラスタアプリケーションを登録する前に、RMSが起動していないことを

ClusterAdminまたは“hvdisp”コマンドで確認します。RMSが動作している場

合は、クラスタシステムを構成するすべてのノードでClusterAdminまたは

“hvshut”コマンドを実行してRMSを停止してください。 

“hvdisp”コマンドおよび“hvshut”コマンドの詳細は、PRIMECLUSTERのマ

ニュアルを参照してください。 

 

“hvshut”コマンドを起動し、RMSを停止する例： 

# /opt/SMAW/SMAWRrms/bin/hvshut -a 

“hvw”コマンドを実行し、RMS Wizardを起動します。“hvw”コマンドの詳

細は、PRIMECLUSTERのマニュアルを参照してください。 

configurationファイル名を“config”としてRMS Wizardを起動する例： 

# /opt/SMAW/SMAWRrms/bin/hvw -n config 

→“Main configuration menu”が表示されます。 

 

 
他製品と共存している場合、Configurationファイルは各製品共通の

ものを指定してください。異なる指定をするとすでに設定済の他製品の

設定情報が消去される場合があります。 
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2) userApplication(クラスタアプリケーション)の設定 

以下の手順に従ってクラスタアプリケーションの設定をします。 

1. “Application-Create”を選択します。 

 

2. “STANDBY”を選択します。 

 

3. “ApplicationName”を選択し、userApplication名を設定します。 

 

 “FREECHOICE”を設定します。 

 

 “ApplicationName”を設定します。アプリケーション名は任意です。

“OP1”を指定した例を示します。 
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4. “Machines+Basics”を選択し、ノード設定と基本設定を行います。 

 

 “AdditionalMachine”を選択します。 

 

“pl0pid1RMS”を選択します。運用ノードをMachines[0]、待機ノー

ドをMachines[1]に設定します。 
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7.1 PRIMECLUSTERシステムへの登録 

 “AutoSwitchOver”を選択します。 

 

 “HOSTFAILURE”と“RESOURCEFAILURE”を選択します。 

ここでは、ノード故障時、リソース故障時にフェールオーバさせる

“HOSTFAILURE”と“RESOURCEFAILURE”を設定しています。この値は、

実際のクラスタシステムの運用によって変更してください。 

 

 

設定後、“SAVE+RETURN”を選択します。 

 

 

5. 設定後、“SAVE+EXIT”を選択します。 

ここでは、RMS起動時にクラスタアプリケーションを自動起動しない

ように“AutoStartUp”を“no”に設定しています。この値は、実際の

クラスタシステムの運用によって変更してください。その他の値につい

ても同様に、実際のクラスタシステムの運用によって変更してください。 
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3)リソースの設定 

クラスタアプリケーションにリソースを登録します。ここでは、以下のリソ

ースを用いてクラスタアプリケーションを設定する手順を説明します。 

- Fsystemリソース(共有ディスクリソース) 

- Glsリソース(引継ぎIPアドレスリソース) 

- プロシジャリソース(状態遷移プロシジャ) 

 
- クラスタアプリケーションを構成するすべてのノードの

/etc/fstabに、リソースとして使用するマウントポイントを事前

に定義しておく必要があります。詳細については、PRIMECLUSTER

マニュアルを参照してください。 

- “clcreate-iprsc”コマンドを用いて引継ぎIPアドレスを事前に

定義しておく必要があります。詳細については、PRIMECLUSTERマ

ニュアルを参照してください。 
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7.1 PRIMECLUSTERシステムへの登録 

[Fsystemリソースの設定] 

1. “LocalFileSystem”を選択し、Fsystemリソース(共有ディスク)を設定

します。 

 

“AdditionalMountPoint”を選択します。 

 

2. クラスタアプリケーションに登録するマウントポイントを選択します。

ここでは、“/disk1”を選択した例を示します。 

 

3.  “SAVE+RETURN”を選択します。 

 

4.  “SAVE+EXIT”を選択します。 
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[Glsリソースの設定] 

1. “Gls”を選択し、Glsリソース(引継ぎIPアドレス)を設定します。 

 

2.  “AdditionalTakeoverIpaddress”を選択します。 

 

3. 引継ぎIPアドレスが表示されます。クラスタアプリケーションに登録す

る引継ぎIPアドレスを選択します。000.000.000.00xを選択した例を示

します。 

 

4.  “SAVE+RETURN”を選択します。 

 

5.  “SAVE+EXIT”を選択します。 
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7.1 PRIMECLUSTERシステムへの登録 

 

 [プロシジャリソースの設定] 

1.  “SystemState3”を選択します。“7.1.3 状態遷移プロシジャを使用す

るリソースの登録”で指定したリソースクラス“SystemState3”を選択

します。 

 

2.  “AdditionalProcedureResource”を選択します。 

 

3.  “7.1.3 状態遷移プロシジャを使用するリソースの登録”で指定した

状態遷移プロシジャ“OMGR”が表示されます。クラスタアプリケーショ

ンに登録する“OMGR”を選択します。 

 

4.  “SAVE+RETURN”を選択します。 
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5.  “AdditionalProcedureResource”を選択します。 

 

6.  “7.1.3 状態遷移プロシジャを使用するリソースの登録”で指定した

状態遷移プロシジャ“OMGRMONITOR”が表示されます。クラスタアプリ

ケーションに登録する“OMGRMONITOR”を選択します。 

 

7.  “SAVE+RETURN”を選択します。 

 

8.  “SAVE+EXIT”を選択します。 
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7.1 PRIMECLUSTERシステムへの登録 

[リソース設定] 

1. 設定後、“SAVE+EXIT”を選択し、クラスタアプリケーションにリソース

を設定します。 

 

2. “RETURN”を選択します。 

 

 

4)GenerateとActivate 

GenerateとActivateの手順について説明します。GenerateとActivateの作業

は、作成したクラスタアプリケーションが正しいことを確認した後、実行して

ください。 

1. “Configuration-Generate”を選択します。 
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2. “Configuration-Activate”を選択します。 

 

3. “QUIT”を選択し、終了します。 

 

N:1運用待機の場合は、2)、3)、4)の手順を繰り返し、N個のクラスタアプリ

ケーションを運用環境に合わせて登録してください。 

 

2ノード相互待機の場合は、2)、3)、4)の手順を再度実行し、2個のクラスタ

アプリケーションを登録してください。“Machines+Basics”における 

“Machines[0]”、“Machines[1]”で運用系と待機系の優先順位を間違えないよ

うに登録してください。 

 

5)クラスタアプリケーション間の排他関係の設定 

この手順は、N:1運用待機の場合に実施します。 

複数のクラスタアプリケーションが同一のクラスタノード上で同時に運用

状態にならないように排他制御の設定を行います。排他関係を設定するには、

クラスタアプリケーションのグループを作成します。 
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7.1 PRIMECLUSTERシステムへの登録 

1. RMS Wizardを起動し、“Application-Edit”を選択します。 

 

2. 排他関係を設定するアプリケーションを選択します。 

 

3. “Machines+Basics”を選択します。 
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4.  “LicenseToKill”を選択します。 

 

5.  “FREECHOICE”を選択します。 

 

6.  “A20X”を設定します。 

ここでは、グループを“A”、また、業務優先度が高いクラスタアプリ

ケーションとして“20X”を設定しています。この値は、実際のクラス

タシステムの運用によって変更してください。詳細については、

PRIMECLUSTERマニュアルを参照してください。 
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7.1 PRIMECLUSTERシステムへの登録 

7. 設定後、“SAVE+EXIT”を選択します。 

 

 

8.  “SAVE+EXIT”を選択します。 

 

9. 手順2～8をすべてのアプリケーションについて繰り返し実施します。 

10.  “4)GenerateとActivate”の手順を再度実行します。 
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7.2 PRIMECLUSTERシステムからのアンインス

トール 
PRIMECLUSTERシステムからSystemwalker Operation Managerをアンインスト

ールする手順を説明します。 

 

PRIMECLUSTERに登録された、Systemwalker Operation Managerのconfiguration

ファイル名を“config”、アプリケーション名を“OP1”共有ディスクへのマウ

ントポイントを“/disk1”とした場合を例として手順を説明します。 

 

1) RMSの停止とRMS Wizardの起動 

クラスタアプリケーションおよびリソースの削除を行う前に、RMSが起動し

ていないことをClusterAdminまたは“hvdisp”コマンドで確認します。RMSが

動作している場合は、クラスタシステムを構成するすべてのノードで

ClusterAdminまたは“hvshut”コマンドを実行してRMSを停止してください。 

“hvdisp”コマンドおよび“hvshut”コマンドの詳細は、PRIMECLUSTERのマ

ニュアルを参照してください。 

 

“hvshut”コマンドを起動し、RMSを停止する例： 

# /opt/SMAW/SMAWRrms/bin/hvshut -a 

 

“hvw”コマンドを実行し、RMS Wizardを起動します。 

“hvw”コマンドの詳細は、PRIMECLUSTERのマニュアルを参照してください。 

configurationファイル名を“config”としてRMS Wizardを起動する例： 

# /opt/SMAW/SMAWRrms/bin/hvw -n config 

→“Main configuration menu”が表示されます。 
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7.2 PRIMECLUSTERシステムからのアンインストール 

2) リソースの削除 

リソースを削除する手順について説明します。 

1. “Application-Edit”を選択します。 

 

2. 削除するリソースが登録されているuserApplication名を選択します。 

 

3.  “Procedure:SystemState3”を選択します。 
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4.  “REMOVE+EXIT”を選択し、プロシジャリソースを設定解除します。 

 

5.  “yes”を入力します。 

 

6.  “Gls”を選択します。 

 

7.  “REMOVE+EXIT”を選択し、Glsリソースを設定解除します。 

 

8.  “yes”を入力します。 
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7.2 PRIMECLUSTERシステムからのアンインストール 

9.  “LocalFileSystems”を選択します。 

 

10.  “REMOVE+EXIT”を選択、Fsystemリソースを設定解除します。 

 

11.  “yes”を入力します。 

 

12.  “SAVE+EXIT”を選択します。 

 

13.  “RETURN”を選択します。 
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14.  “Configuration-Generate”を選択します。 

 

15.  “Configuration-Activate”を選択します。 
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7.2 PRIMECLUSTERシステムからのアンインストール 

3) userApplication(クラスタアプリケーション)の削除 

クラスタアプリケーションを削除する手順について説明します。 

1. “Application-Remove”を選択します。 

 

2. 削除するuserApplication名を選択し、クラスタアプリケーションを削

除します。 

 

3.  “yes”を入力します。 

 

4.  “Configuration-Generate”を選択します。 
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5. “Configuration-Activate”を選択します。 

 

6. “QUIT”を選択し、終了します。 

 

N:1運用待機の場合は、2)、3)の手順を繰り返し、N個のクラスタアプリケー

ションを削除してください。 

 

2ノード相互待機の場合は、2)、3)の手順を再度実行し、2個のクラスタアプ

リケーションを削除してください。 

4)状態遷移プロシジャを使用するリソースの削除 

“cldelprocrsc”コマンドを使用して、状態遷移プロシジャを使用するリソ

ースを削除します。リソースIDが113の場合の削除例を示します。 

登録されたリソースIDは、“clgettree”コマンドで参照可能です。 

“cldelprocrsc”コマンドおよび“clgettree”コマンドの詳細は、

PRIMECLUSTERのマニュアルを参照してください。 

# /etc/opt/FJSVcluster/bin/cldelprocrsc  -r 113 

N:1運用待機の場合は、N個のリソースを、2ノード相互待機の場合は、2個の

リソースを削除してください。 
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7.2 PRIMECLUSTERシステムからのアンインストール 

5)状態遷移プロシジャの削除 

運用系/待機系の各ノードで、“cldelproc”コマンドを使用して、状態遷移

プロシジャを削除します。プロシジャ名が“omgr”の場合の例を示します。 

# /etc/opt/FJSVcluster/bin/cldelproc -c SystemState3 omgr 

6)デーモンの停止 

クラスタシステムを構成するノードで、Systemwalker Operation Managerの

各デーモンをpoperationmgrコマンドで停止します。poperationmgrコマンドの

詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンスマニュアル”を参照

してください。 

7)シンボリックリンクの削除 

共有ディスクへ移動した資源に対して作成したシンボリックリンクを削除

します。クラスタシステムを構成するすべての運用系/待機系の各ノードで行

います。 

8)共有ディスクからローカルディスクへの資源の複写 

クラスタシステムの構築時に共有ディスクへ移動した資源を、ローカルディ

スクに戻します。各運用系で行います。 

9)待機系への資源の複写 

運用系のローカルディスクに戻した情報を、待機系へ複写します。N:1運用

待機の場合、待機系へはN個の運用系のうちいずれか1つから複写します。 

10)シンボリックリンクの作成 

1:1運用待機、およびN:1運用待機の場合は、資源の移動時に削除した、シン

ボリックリンクを作成します。 

 “/var/spool/mjes”は、“/var/opt/FJSVMJS/var/spool/mjes”へシン

ボリックリンクします。 

 “/etc/mjes”は、“/etc/opt/FJSVMJS/etc/mjes”へシンボリックリン

クします。 

運用系/待機系の各ノードで行います。2ノード相互待機の場合は必要ありま

せん。 

11)デーモンの自動起動・停止を設定 

“2.2.3 デーモンの自動起動・停止設定の解除”で解除した自動起

動・停止の設定、およびプロセスの監視対象を、解除・変更する前の設

定に戻します。 

12)自動反映の設定解除 

1. セキュリティ情報の設定を以下のコマンドで解除します。 

mpaclcls -u 

2. カレンダおよびサービス・アプリケーション起動情報の自動反映の設定

を以下のコマンドで解除します。 

/opt/FJSVjmcal/bin/calsetcluster -d 

191 

 

 

 

  

 

 



      

 

 

第7章 PRIMECLUSTER Linux for Itanium版システム固有の手順 

mpaclcls コ マ ン ド お よ び calsetcluster コ マ ン ド の 詳 細 は 、

“Systemwalker Operation Manager リファレンスマニュアル”を参照

してください。 

13)クラスタ情報の削除 

クラスタシステムを構成するすべてのノードで、-dオプションを指定

したmpsetclusterコマンドを実行し、Systemwalker Operation Manager

のインストール後に登録したクラスタ情報を削除します。 

# /opt/systemwalker/bin/mpsetcluster -d 

mpsetclusterコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager 

リファレンスマニュアル”を参照してください。 

14)共有ディスクの不要なディレクトリの削除 

“2.6 資源の共有ディスクへの移動”で移動した資源のうち、共有ディスク

に残っている、不要なディレクトリを削除します。 

 

ここまでの手順で、Systemwalker Operation Managerが、クラスタシステム

に適用した状態から解除されます。 

 

15)アンインストール 

Systemwalker Operation Managerをアンインストールします。アンインスト

ールの詳細は、“Systemwalker Operation Manager 導入手引書”を参照してく

ださい。 

 

再インストールを行う場合は、上記の手順に従ってアンインストールした後、

新規にクラスタシステムへの導入を行ってください。 

 

アップグレードインストールを行う場合は、上記の14)までの手順に従って

Systemwalker Operation Managerをクラスタシステムへの適用から解除した後、

アップグレードインストールし、“2.2.3 デーモンの自動起動・停止設定の解

除”から再度クラスタシステムに適用します。 

 

 
アンインストール時には、上記の手順に従い、必ず、 

/opt/FJSVjmcal/bin/calsetcluster -dコマンドでカレンダの自動反映

の設定を解除してください。解除しなかった場合は、以下にシンボリッ

クファイルが残るため、手動で削除してください。 

- /etc/rc3.d/S28JMCAL 

 

192 

 

 

 

      

 

 



     

 

 

7.3 PRIMECLUSTERシステムにおけるデーモンの起動/停止 

7.3 PRIMECLUSTERシステムにおけるデーモン

の起動/停止 
 

PRIMECLUSTERシステム運用における、Systemwalker Operation Managerの起

動・停止について説明します。 

 

デーモンの起動 

Systemwalker Operation Managerのデーモンを起動する手順を説明します。 

1. soperationmgr コ マ ン ド で 、 PRIMECLUSTER に 登 録 さ れ て い な い

Systemwalker Operation Managerのデーモンを起動します。 

# /opt/systemwalker/bin/soperationmgr 

2. クラスタシステムに登録されたアプリケーションをオンラインにする

ことで、クラスタシステムに登録されたSystemwalker Operation 

Managerのデーモンを起動します。 

1) PRIMECLUSTERのWeb-Based Admin Viewのトップメニューから、

[Global Cluster Service]を選択して表示される画面で、

[Cluster Admin]を選択します。 

→接続するノードを選択するポップアップが表示されます。 

2) ポップアップでノードを選択します。 

→ RMSメインウィンドウが表示されます。 

3)  RMSメインウィンドウの、RMSツリーから、起動するSystemwalker 

Operation Managerのクラスタアプリケーションを右クリックし、

ポップアップメニューから [オンライン]を選択します。 

→Systemwalker Operation Managerのクラスタアプリケーショ

ン、すなわちクラスタシステムで管理されているSystemwalker 

Operation Managerのデーモンが起動されます。 

 

デーモンの停止 

Systemwalker Operation Managerのデーモンを停止する手順を説明します。 

1. クラスタシステムに登録されたアプリケーションをオフラインにする

ことで、クラスタシステムに登録されたSystemwalker Operation 

Managerのデーモンを停止します。 

1) PRIMECLUSTERのWeb-Based Admin Viewのトップメニューから、

[Global Cluster Service]を選択して表示される画面で、

[Cluster Admin]を選択します。 

→接続するノードを選択するポップアップが表示されます。 

2) ポップアップでノードを選択します。 

→ RMSメインウィンドウが表示されます。 
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3)  RMSメインウィンドウの、RMSツリーから、運用系の停止する

Systemwalker Operation Managerのクラスタアプリケーションを

右クリックし、ポップアップメニューから [オフライン]を選択

します 

→Systemwalker Operation Managerのクラスタアプリケーショ

ン、すなわちクラスタシステムで管理されているSystemwalker 

Operation Managerのデーモンが停止します。 

2. poperationmgr コ マ ン ド で 、 PRIMECLUSTER に 登 録 さ れ て い な い

Systemwalker Operation Managerのデーモンを停止します。 

# /opt/systemwalker/bin/poperationmgr 

 

 
- soperationmgrコマンド、poperationmgrコマンドは、共有ディス

クをカレントディレクトリにした状態で実行しないでください。

フェールオーバが正常に行われない場合があります。 

-  [Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウ－[サー

ビス制御]でのサービスの起動・停止は行わないでください。 

- クラスタシステムに登録されたSystemwalker Operation Manager

を停止するときは、Systemwalker Operation Managerのリソース

が登録されているクラスタアプリケーションを停止する必要が

あります。 

そのため、クラスタアプリケーションに登録された、共有ディ

スク、論理IPアドレス、Operation Managerのリソースおよび一

緒に登録したアプリケーション(Oracle、Interstageなど)が停止

します。デーモンを監視する状態遷移プロシジャのリソースを作

成し、クラスタアプリケーションに登録している場合は、状態遷

移プロシジャのリソースも停止します。 

- ジョブスケジューラデーモンが動作するためには、カレンダデー

モンがジョブスケジューラデーモンよりも先に起動している必

要があります。 
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手順 

本章は、Sun Clusterシステムの固有の手順について説明します。 
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第8章 Sun Clusterシステム固有の手順 

8.1 Sun Clusterシステムへの登録 
Systemwalker Operation Manager のデータサービスを、Sun Clusterのイベ

ントに応じて起動、停止、再起動させるためのアプリケーションを作成し、Sun 

Clusterシステムにデータサービスリソースを登録する方法を説明します。 

8.1.1 アプリケーションの作成 

Systemwalker Operation Managerの各デーモンの起動/停止を制御する、以

下のアプリケーションを作成します。 

 リソースタイプ登録ファイル(RTRファイル。必須) 

 STARTコールバックメソッド(必須) 

 STOPコールバックメソッド(必須) 

 障害モニター(任意) 

以下のプログラムを作成します。 

- リソースの動作を確認するプログラム 

- リソースを起動するプログラム 

- リソースを停止するプログラム 

- フェールオーバするとき、リソースが動いていないか確認するプ

ログラム 

上記のアプリケーションファイルは、運用系、待機系のそれぞれに作成し、

同じディレクトリパス上に配置してください。共有ディスクには作成しないで

ください。アプリケーションの作成後、実行権を必ず設定してください。 

障害モニターは、クラスタシステムの運用ノード上で動作するデーモンを監

視し、デーモンの終了をフェールオーバの契機にしたい場合に作成します。デ

ーモンの終了をフェールオーバの契機にしない場合は、作成する必要はありま

せん。 

それぞれのアプリケーションの作成例を説明します。以降で説明するアプリ

ケーションは、すべてサンプルが提供されています。サンプルをバックアップ

するか、複写した後、環境に応じて変更してご利用ください。 

 

8.1.1.1 リソースタイプ登録ファイルの作成 

データサービスの静的なプロパティを定義する、リソースタイプ登録ファイ

ル(RTRファイル)を作成します。リソースタイプ登録ファイルの作成は必須で

す。リソースタイプ登録ファイルは、以下にサンプルが提供されています。 

 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/resource 

 

サンプルのリソースタイプ登録ファイルは、1:1運用待機用です。N:1運用待

機および2ノード相互待機の場合は、変更が必要です。 

サンプルを複写後、クラスタシステムの運用に合わせて変更してご利用くだ

さい。1:1運用待機の場合は、バックアップを取った上で、サンプルをそのま

ま使用してもかまいません。 
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8.1 Sun Clusterシステムへの登録 

以下にリソースタイプ登録ファイルの変更方法を説明します。 

 N:1運用待機の場合の変更例 

1. N:1運用待機の場合は、ファイル名を変更してリソースタイプ登録ファ

イルをN個作成し、環境に合わせてそれぞれのファイルで情報を変更し

ます。 

3ノード存在する場合の変更例を以下に示します。 

- リソースタイプ登録ファイル1：resource1 

RESOURCE_TYPE = "OMGR1"; 

 

(中略) 

 

RT_BASEDIR=/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0; 

 

START         = omgr_start1; 

STOP          = omgr_stop1; 

 

MONITOR_START = omgr_fstart1; 

MONITOR_STOP  = omgr_fstop1; 

MONITOR_CHECK = omgr_check1; 

 

- リソースタイプ登録ファイル2：resource2 

RESOURCE_TYPE = "OMGR2"; 

 

(中略) 

 

RT_BASEDIR=/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0; 

 

START         = omgr_start2; 

STOP          = omgr_stop2; 

 

MONITOR_START = omgr_fstart2; 

MONITOR_STOP  = omgr_fstop2; 

MONITOR_CHECK = omgr_check2; 
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- リソースタイプ登録ファイル3：resource3 

RESOURCE_TYPE = "OMGR3"; 

 

(中略) 

 

RT_BASEDIR=/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0; 

 

START         = omgr_start3; 

STOP          = omgr_stop3; 

 

MONITOR_START = omgr_fstart3; 

MONITOR_STOP  = omgr_fstop3; 

MONITOR_CHECK = omgr_check3; 

 

障 害 モ ニ タ ー を 作 成 し な い 場 合 は 、“ MONITOR_START ”、

“MONITOR_STOP”“MONITOR_CHECK”をコメントにします。 

ア プ リ ケ ー シ ョ ン フ ァ イ ル の 格 納 場 所 を 変 え る 場 合 は 、

“RT_BASEDIR”を実際の格納場所に合わせて修正してください。 

 

2. N個のリソースタイプ登録ファイルを、それぞれの運用系に配置し、待

機系にはN個のリソースタイプ登録ファイルすべて、運用系と同じディ

レクトリパス上に複写します。 

3ノード存在する場合の配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/resource1 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/resource2 

運用系3：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/resource3 

待機系 ：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/resource1 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/resource2 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/resource3 
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8.1 Sun Clusterシステムへの登録 

 2ノード相互待機の場合の変更例 
1. 2ノード相互待機の場合は、ファイル名を変更してリソースタイプ登録

ファイルを2個作成し、環境に合わせてそれぞれのファイルで情報を変

更します。 

変更例を以下に示します。 

- リソースタイプ登録ファイル1：resource1 

RESOURCE_TYPE = "OMGR1"; 

 

(中略) 

 

RT_BASEDIR=/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0; 

 

START         = omgr_start1; 

STOP          = omgr_stop1; 

 

MONITOR_START = omgr_fstart1; 

MONITOR_STOP  = omgr_fstop1; 

MONITOR_CHECK = omgr_check1; 

 

- リソースタイプ登録ファイル2：resource2 

RESOURCE_TYPE = "OMGR2"; 

 

(中略) 

 

RT_BASEDIR=/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0; 

 

START         = omgr_start2; 

STOP          = omgr_stop2; 

 

MONITOR_START = omgr_fstart2; 

MONITOR_STOP  = omgr_fstop2; 

MONITOR_CHECK = omgr_check2; 

 

障 害 モ ニ タ ー を 作 成 し な い 場 合 は 、“ MONITOR_START ”、

“MONITOR_STOP”“MONITOR_CHECK”をコメントにします。 

ア プ リ ケ ー シ ョ ン フ ァ イ ル の 格 納 場 所 を 変 え る 場 合 は 、

“RT_BASEDIR”を実際の格納場所に合わせて修正してください。 

 

2. 2個のリソースタイプ登録ファイルを、それぞれの運用系、待機系の同

じディレクトリパス上に複写します。 

配置例を以下に示します。 
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運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/resource1 

 (待機系2)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/resource2 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/resource2 

 (待機系1)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/resource1 

 

 

8.1.1.2 STARTコールバックメソッドの作成 

ジョブスケジューラ、ジョブ実行制御のそれぞれのデーモンを起動する、

STARTコールバックメソッドを作成します。STARTコールバックメソッドは、以

下にサンプルが提供されています。 

 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_start 

 

サンプルのSTARTコールバックメソッドは、1:1運用待機用です。N:1運用待

機および2ノード相互待機の場合は、STARTコールバックメソッドの変更が必要

です。 

また、サンプルのSTARTコールバックメソッドでは、共有ディスク名を

“/disk1”としています。共有ディスク名が違う場合はサンプルの“/disk1”

を実際の共有ディスク名に変更してください。 

サンプルを複写後、クラスタシステムの運用に合わせて変更してご利用くだ

さい。1:1運用待機の場合は、バックアップを取った上で、サンプルをそのま

ま使用してもかまいません。 

以下にSTARTコールバックメソッドの変更例を説明します。 

 

 

 N:1運用待機の場合の変更例 

1. “Make symbolic links.(if N:1 standby)”の部分のコメントを外しま

す(“#”を削除します)。 
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 [変更前] 

# Make symbolic links.(if N:1 standby) 

# ACL Manager 

#if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVfwseo/JM" -o -f "/var/opt/FJSVfwse

o/JM" ")" ] 

#then 

#   ln -s /disk1/FJSVfwseo/JM /var/opt/FJSVfwseo/JM 

#fi 

# Job Scheduler 

#if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVJOBSC" -o -f "/var/opt/FJSVJOBSC" 

")" ] 

#then 

#   ln -s /disk1/FJSVJOBSC /var/opt/FJSVJOBSC 

#fi 

# Job Execution Control 

#if [ ! "(" -h "/var/spool/mjes" -o -f "/var/spool/mjes" ")" ] 

#then 

#   ln -s /disk1/FJSVMJS/var/spool/mjes /var/spool/mjes 

#fi 

#if [ ! "(" -h "/etc/mjes" -o -f "/etc/mjes" ")" ] 

#then 

#   ln -s /disk1/FJSVMJS/etc/mjes /etc/mjes 

#fi 

# Calendar 

#if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVjmcal/post" -o -f "/var/opt/FJSVjm

cal/post" ")" ] 

#then 

#   ln -s /disk1/FJSVjmcal/post /var/opt/FJSVjmcal/post 

#fi 

# Stem 

#if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVstem" -o -f "/var/opt/FJSVstem" ")

" ] 

#then 

#   ln -s /disk1/FJSVstem /var/opt/FJSVstem 

#fi 

# - 1:1 standby, N:1 standby 
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[変更後] 

# Make symbolic links.(if N:1 standby) 

# ACL Manager 

if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVfwseo/JM" -o -f "/var/opt/FJSVfwseo

/JM" ")" ] 

then 

   ln -s /disk1/FJSVfwseo/JM /var/opt/FJSVfwseo/JM 

fi 

# Job Scheduler 

if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVJOBSC" -o -f "/var/opt/FJSVJOBSC" 

")" ] 

then 

   ln -s /disk1/FJSVJOBSC /var/opt/FJSVJOBSC 

fi 

# Job Execution Control 

if [ ! "(" -h "/var/spool/mjes" -o -f "/var/spool/mjes" ")" ] 

then 

   ln -s /disk1/FJSVMJS/var/spool/mjes /var/spool/mjes 

fi 

if [ ! "(" -h "/etc/mjes" -o -f "/etc/mjes" ")" ] 

then 

   ln -s /disk1/FJSVMJS/etc/mjes /etc/mjes 

fi 

# Calendar 

if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVjmcal/post" -o -f "/var/opt/FJSVjmc

al/post" ")" ] 

then 

   ln -s /disk1/FJSVjmcal/post /var/opt/FJSVjmcal/post 

fi 

# Stem  (注) 

if [ ! "(" -h "/var/opt/FJSVstem" -o -f "/var/opt/FJSVstem" ")"

 ] 

then 

   ln -s /disk1/FJSVstem /var/opt/FJSVstem 

fi 

# - 1:1 standby, N:1 standby 

注) スケジュール分散機能が有効な場合のみコメントを外します。 

2. STARTコールバックメソッドのファイル名を変更して運用系の数(N個)

だけ用意し、それぞれの共有ディスクに合わせて、シンボリックリンク

を作成するディレクトリ(例では“/disk1”)を変更します。 

ファイル名は、リソースタイプ登録ファイルに記載したファイル名と

合わせてください。 
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3. N個のSTARTコールバックメソッドを、それぞれの運用系に配置し、待機

系にはN個のSTARTコールバックメソッドすべて、運用系と同じディレク

トリパス上に複写します。 

3ノード存在する場合の配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_start1 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_start2 

運用系3：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_start3 

待機系 ：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_start1 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_start2 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_start3 

 2ノード相互待機の場合の変更例 
1. サンプルを複写しファイル名を変更したSTARTコールバックメソッドを

作成し、“SUBSYSTEM”の変数を“1”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="0" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="1" 

 

2. START-RUN-AFTER時の“- 1:1 standby, N:1 standby”の部分を、2ノー

ド相互待機用に変更します (“#”の位置を変更します)。 

[変更前] 

# - 1:1 standby, N:1 standby 

/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls 

sh /opt/FJSVfwseo/bin/jmacltrn.sh 

# - 2 nodes mutual standby 

#/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls -s $SUBSYSTEM 

#sh /opt/FJSVfwseo/bin/jmacltrn.sh $SUBSYSTEM 

 

# - 1:1 standby, N:1 standby, 2 nodes mutual standby 

[変更後] 

# - 1:1 standby, N:1 standby 

#/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls 

#sh /opt/FJSVfwseo/bin/jmacltrn.sh 

# - 2 nodes mutual standby 

/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls -s $SUBSYSTEM 

sh /opt/FJSVfwseo/bin/jmacltrn.sh $SUBSYSTEM 

 

# - 1:1 standby, N:1 standby, 2 nodes mutual standby 
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3. ファイル名を変更したSTARTコールバックメソッドをもう1個作成し、

“SUBSYSTEM”の変数を“2”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="1" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="2" 

 

4. 2個のSTARTコールバックメソッドを、同じディレクトリパス上の運用系

および待機系に配置します。 

ファイル名は、リソースタイプ登録ファイルに記載したファイル名と

合わせてください。 

配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_start1 

 (待機系2)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_start2 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_start2 

 (待機系1)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_start1 

 

8.1.1.3 STOPコールバックメソッドの作成 

ジョブスケジューラ、ジョブ実行制御のそれぞれのデーモンを停止する、

STOPコールバックメソッドを作成します。STOPコールバックメソッドは、以下

にサンプルが提供されています。 

 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_stop 

 

サンプルのSTOPコールバックメソッドは、1:1運用待機用です。N:1運用待機

および2ノード相互待機の場合は、STOPコールバックメソッドの変更が必要で

す。 

また、サンプルのSTOPコールバックメソッドでは、共有ディスク名を

“/disk1”としています。共有ディスク名が違う場合はサンプルの“/disk1”

を実際の共有ディスク名に変更してください。 

サンプルを複写後、クラスタシステムの運用に合わせて変更してご利用くだ

さい。1:1運用待機の場合は、バックアップを取った上で、サンプルをそのま

ま使用してもかまいません。 

以下にSTOPコールバックメソッドの変更例を説明します。 

 

 N:1運用待機の場合の変更例 
1. “remove symbolic links.(if N:1 standby)”の部分のコメントを外し

ます(“#”を削除します)。 
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8.1 Sun Clusterシステムへの登録 

 

[変更前] 

# remove symbolic links.(if N:1 standby) 

# Job Scheduler 

#if [ -h "/var/opt/FJSVJOBSC" ] 

#then 

#   rm /var/opt/FJSVJOBSC 

#fi 

# Job Execution Control 

#if [ -h "/var/spool/mjes" ] 

#then 

#   rm /var/spool/mjes 

#fi 

#if [ -h "/etc/mjes" ] 

#then 

#   rm /etc/mjes 

#fi 

# ACL Manager 

#/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls -u 

#if [ -h "/var/opt/FJSVfwseo/JM" ] 

#then 

#   rm /var/opt/FJSVfwseo/JM 

#fi 

# Calendar 

#if [ -h "/var/opt/FJSVjmcal/post" ] 

#then 

#   rm /var/opt/FJSVjmcal/post 

#fi 

# Stem 

#if [ -h "/var/opt/FJSVstem" ] 

#then 

#   rm /var/opt/FJSVstem 

#fi 

 

exit 0 
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[変更後] 

# remove symbolic links.(if N:1 standby) 

# Job Scheduler 

if [ -h "/var/opt/FJSVJOBSC" ] 

then 

   rm /var/opt/FJSVJOBSC 

fi 

# Job Execution Control 

if [ -h "/var/spool/mjes" ] 

then 

   rm /var/spool/mjes 

fi 

if [ -h "/etc/mjes" ] 

then 

   rm /etc/mjes 

fi 

# ACL Manager 

/opt/FJSVfwseo/bin/mpaclcls -u 

if [ -h "/var/opt/FJSVfwseo/JM" ] 

then 

   rm /var/opt/FJSVfwseo/JM 

fi 

# Calendar 

if [ -h "/var/opt/FJSVjmcal/post" ] 

then 

   rm /var/opt/FJSVjmcal/post 

fi 

# Stem  (注) 

if [ -h "/var/opt/FJSVstem" ] 

then 

   rm /var/opt/FJSVstem 

fi 

 

exit 0 

注) スケジュール分散機能が有効な場合のみコメントを外します。 

2. STOPコールバックメソッドのファイル名を変更して運用系の数(N個)だ

け用意します。 

ファイル名は、リソースタイプ登録ファイルに記載したファイル名と

合わせてください。 

3. N個のSTOPコールバックメソッドを、それぞれの運用系に配置し、待機

系にはN個のSTOPコールバックメソッドすべて、運用系と同じディレク

トリパス上に複写します。 
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3ノード存在する場合の配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_stop1 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_stop2 

運用系3：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_stop3 

待機系 ：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_stop1 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_stop2 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_stop3 

 

 2ノード相互待機の場合の変更例 

1. サンプルを複写しファイル名を変更したSTOPコールバックメソッドの、

“SUBSYSTEM”の変数を“1”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="0" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="1" 

 

2. ファイル名を変更したSTOPコールバックメソッドをもう1個用意して、

“SUBSYSTEM”の変数を“2”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="1" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="2" 

 

3. 2個のSTOPコールバックメソッドを、同じディレクトリパス上の運用系

および待機系に配置します。 

ファイル名は、リソースタイプ登録ファイルに記載したファイル名と

合わせてください。 

配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_stop1 

 (待機系2)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_stop2 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_stop2 

 (待機系1)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_stop1 

 

8.1.1.4 障害モニターの作成 

利用者が障害モニターを作成し登録することによって、クラスタシステムで

動作するアプリケーション固有の任意のプロセス、ネットワークなどのリソー

スを監視し、フェールオーバの契機をクラスタシステムに通知することができ

ます。 
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以下のプログラムを作成します。 

- リソースを監視するプログラム 

- 監視プログラムを起動するコールバックメソッド 

- 監視プログラムを停止するコールバックメソッド 

- フェールオーバ時にリソースが動いていないか確認するコール

バックメソッド 

障害モニターの作成は任意です。アプリケーション固有のフェールオーバの

契機を設定しない場合は、障害モニターを作成する必要はありません。 

 

リソースを監視するプログラム 

リソースを監視するプログラムを作成します。 

以下にサンプルが提供されています。 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fmonitor 

 

サンプルは、ジョブスケジューラおよびジョブ実行制御のデーモンプロセス

の実行状況を監視し、両方のデーモンプロセスが停止した場合に、フェールオ

ーバするように記載しています。どちらかのデーモンプロセスのみ監視する運

用の場合は、運用に合わせてサンプルを変更してください。 

サンプルは、1:1運用待機用です。N:1運用待機および2ノード相互待機の場

合は、リソースを監視するプログラムの変更が必要です。 

サンプルを複写後、クラスタシステムの運用に合わせて変更してご利用くだ

さい。1:1運用待機の場合は、バックアップを取った上で、サンプルをそのま

ま使用してもかまいません。 

以下にリソースを監視するプログラムの変更例を説明します。 

 

 N:1運用待機の場合の変更例 
1. リソースを監視するプログラムのファイル名を変更して運用系の数(N

個)だけ用意します。 

2. N個のリソースを監視するプログラムを、それぞれの運用系に配置し、

待機系にはN個のリソースを監視するプログラムすべて、運用系と同じ

ディレクトリパス上に複写します。 

3ノード存在する場合の配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fmonitor1 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fmonitor2 

運用系3：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fmonitor3 

待機系 ：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fmonitor1 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fmonitor2 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fmonitor3 
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 2ノード相互待機の場合の変更例 
1. サンプルを複写しファイル名を変更したリソースを監視するプログラ

ムの、“SUBSYSTEM”の変数を“1”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="0" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="1" 

 

2. ファイル名を変更したリソースを監視するプログラムをもう1個用意し

て、“SUBSYSTEM”の変数を“2”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="1" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="2" 

 

3. 2個のリソースを監視するプログラムを、同じディレクトリパス上の運

用系および待機系に配置します。 

配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fmonitor1 

 (待機系2)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fmonitor2 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fmonitor2 

 (待機系1)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fmonitor1 

 

監視プログラムを起動するコールバックメソッド 

監視プログラムを起動するコールバックメソッドを作成します。 

以下にサンプルが提供されています。 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstart 

 

サンプルは、1:1運用待機用です。N:1運用待機および2ノード相互待機の場

合は、変更が必要です。 

サンプルを複写後、クラスタシステムの運用に合わせて変更してご利用くだ

さい。1:1運用待機の場合は、バックアップを取った上で、サンプルをそのま

ま使用してもかまいません。 

以下に監視プログラムを起動するコールバックメソッドの変更例を説明し

ます。 

 N:1運用待機の場合の変更例 

1. N:1運用待機の場合は、監視プログラムを起動するコールバックメソッ

ドをN個作成し、環境に合わせてそれぞれのファイルで“OperationMGR”

(任意の文字列)および“omgr_fmonitor”の部分を変更します。 
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ファイル名は、リソースタイプ登録ファイルに記載したファイル名と

合わせてください。 

 

“omgr_fmonitor”のファイル名は、作成したファイル名と合わせて

ください。サンプルでは、監視プログラムが 

“/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/”配下にあるのを想定して記述さ

れています。格納場所を変更した場合は、 

“/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/”を、変更したディレクトリに修

正してください。 

3ノード存在する場合の変更例を以下に示します。 

- コールバックメソッド1：omgr_fstart1 

 

(中略) 

 

pmfadm -c OperationMGR1 /opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/o

mgr_fmonitor1 $* 

 

- コールバックメソッド2：omgr_fstart2 

 

(中略) 

 

pmfadm -c OperationMGR2 /opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/o

mgr_fmonitor2 $* 

 

- コールバックメソッド3：omgr_fstart3 

 

(中略) 

 

pmfadm -c OperationMGR3 /opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/o

mgr_fmonitor3 $* 

 

2. N個の監視プログラムを起動するコールバックメソッドを、それぞれの

運用系に配置し、待機系にはN個の監視プログラムを起動するコールバ

ックメソッドすべて、運用系と同じディレクトリパス上に複写します。 

3ノード存在する場合の配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstart1 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstart2 

運用系3：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstart3 

待機系 ：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstart1 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstart2 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstart3 
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 2ノード相互待機の場合の変更例 
1. ファイル名を変更して監視プログラムを起動するコールバックメソッ

ドを2個作成し、環境に合わせてそれぞれのファイルで情報を変更しま

す。 

変更例を以下に示します。 

- コールバックメソッド1：omgr_fstart1 

 

(中略) 

 

pmfadm -c OperationMGR1 /opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/o

mgr_fmonitor1 $* 

 

- コールバックメソッド2：omgr_fstart2 

 

(中略) 

 

pmfadm -c OperationMGR2 /opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/o

mgr_fmonitor2 $* 

 

2. 2個の監視プログラムを起動するコールバックメソッドを、同じディレ

クトリパス上の運用系および待機系に配置します。 

ファイル名は、リソースタイプ登録ファイルに記載したファイル名と

合わせてください。 

配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstart1 

 (待機系2)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstart2 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstart2 

 (待機系1)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstart1 

 

監視プログラムを停止するコールバックメソッド 

監視プログラムを停止するコールバックメソッドを作成します。 

以下にサンプルが提供されています。 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstop 

 

サンプルは、1:1運用待機用です。N:1運用待機および2ノード相互待機の場

合は、変更が必要です。 

サンプルを複写後、クラスタシステムの運用に合わせて変更してご利用くだ

さい。1:1運用待機の場合は、バックアップを取った上で、サンプルをそのま

ま使用してもかまいません。 

以下に監視プログラムを停止するコールバックメソッドの変更例を説明し

ます。 
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 N:1運用待機の場合の変更例 
1. N:1運用待機の場合は、監視プログラムを停止するコールバックメソッ

ドをN個作成し、環境に合わせてそれぞれのファイルで“OperationMGR”

(任意の文字列)の部分を変更します。 

3ノード存在する場合の変更例を以下に示します。 

- コールバックメソッド1：omgr_fstop1 

 

(中略) 

 

pmfadm -s OperationMGR1 TERM 

 

- コールバックメソッド2：omgr_fstop2 

 

(中略) 

 

pmfadm -s OperationMGR2 TERM 

 

- コールバックメソッド3：omgr_fstop3 

 

(中略) 

 

pmfadm -s OperationMGR3 TERM 

 

2. N個の監視プログラムを停止するコールバックメソッドを、それぞれの

運用系に配置し、待機系にはN個の監視プログラムを停止するコールバ

ックメソッドすべて、運用系と同じディレクトリパス上に複写します。 

3ノード存在する場合の配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstop1 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstop2 

運用系3：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstop3 

待機系 ：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstop1 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstop2 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstop3 

 2ノード相互待機の場合の変更例 

1. ファイル名を変更して監視プログラムを停止するコールバックメソッ

ドを2個作成し、環境に合わせてそれぞれのファイルで情報を変更しま

す。 

変更例を以下に示します。 
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- コールバックメソッド1：omgr_fstop1 

 

(中略) 

 

pmfadm -s OperationMGR1 TERM 

 

- コールバックメソッド2：omgr_fstop2 

 

(中略) 

 

pmfadm -s OperationMGR2 TERM 

 

2. 2個の監視プログラムを停止するコールバックメソッドを、同じディレ

クトリパス上の運用系および待機系に配置します。 

ファイル名は、リソースタイプ登録ファイルに記載したファイル名と

合わせてください。 

配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstop1 

 (待機系2)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstop2 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstop2 

 (待機系1)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_fstop1 

 

フェールオーバ時にリソースが動いていないか確認するコールバ

ックメソッド 

フェールオーバ時にリソースが動いていないか確認するコールバックメソ

ッドを作成します。 

以下にサンプルが提供されています。 

/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_check 

 

サンプルは、1:1運用待機用です。N:1運用待機および2ノード相互待機の場

合は、変更が必要です。 

以下に変更例を説明します。 

 N:1運用待機の場合の変更例 

1. フェールオーバ時にリソースが動いていないか確認するコールバック

メソッドのファイル名を変更して運用系の数(N個)だけ用意します。 

ファイル名は、リソースタイプ登録ファイルに記載したファイル名と

合わせてください。 

2. N個のフェールオーバ時にリソースが動いていないか確認するコールバ

ックメソッドを、それぞれの運用系に配置し、待機系にはN個のフェー

ルオーバ時にリソースが動いていないか確認するコールバックメソッ

ドすべて、運用系と同じディレクトリパス上に複写します。 

213 

 

 

 

  

 

 



      

 

 

第8章 Sun Clusterシステム固有の手順 

3ノード存在する場合の配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_check1 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_check2 

運用系3：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_check3 

待機系 ：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_check1 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_check2 

      /opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_check3 

 

 2ノード相互待機の場合の変更例 

1. サンプルを複写して、“SUBSYSTEM”の変数を“1”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="0" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="1" 

 

2. ファイル名を変更したフェールオーバ時にリソースが動いていないか

確認するコールバックメソッドをもう1個用意して、“SUBSYSTEM”の変

数を“2”に変更します。 

[変更前] 

SUBSYSTEM="1" 

[変更後] 

SUBSYSTEM="2" 

 

3. 2個のフェールオーバ時にリソースが動いていないか確認するコールバ

ックメソッドを、同じディレクトリパス上の運用系および待機系に配置

します。 

ファイル名は、リソースタイプ登録ファイルに記載したファイル名と

合わせてください。 

配置例を以下に示します。 

運用系1：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_check1 

 (待機系2)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_check2 

運用系2：/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_check2 

 (待機系1)/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/omgr_check1 

 

8.1.2 リソースの登録 

Sun Clusterシステムのコマンドを利用し、リソースタイプ、リソースグル

ープ、リソースをSun Clusterシステムに登録します。登録のためのコマンド

の詳細は、Sun Cluster 3.0のマニュアルを参照してください。 
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8.1 Sun Clusterシステムへの登録 

 
リソースを登録する前に、運用系、待機系の各ノードで、作成したリ

ソースタイプ登録ファイル、STARTコールバックメソッド、STOPコール

バックメソッド、障害モニターのすべてに実行権があることを確認して

ください。 

登録するリソース 

以下のリソースを登録します。 

 リソースタイプ 

 リソースグループ 

 共有アドレスリソース 

 データサービスリソース 

 

以降では、以下の名前で登録するものとして例を説明します。 

リソースタイプ名 FJSV.OMGR 

リソースグループ名 OMGR_rg 

共有アドレスリソース名 OMGR_host 

データサービスリソース名 OMGR_rs 

論理ホスト名 host1 

ノード1のノード名 node1 

ノード2のノード名 node2 

 

 登録内容の確認について 

リソースタイプ、リソースグループ、リソースの登録内容は、以下のコマン

ドで確認できます。適宜、確認しながら登録を進めてください。登録の内容を

間違えたときは、Sun Clusterの“scrgadm”コマンドを利用して登録内容を変

更してください。 

# /usr/cluster/bin/scrgadm -p[v[v]] [ -t リソースタイプ名 ] [ -

g リソースグループ ] [ -j リソース名 ] 

[リソースグループを確認する例] 

# /usr/cluster/bin/scrgadm -pv -g OMGR_rg 

 

登録手順 

リソースタイプ、リソースグループ、リソースの登録手順を説明します。 

コマンドは、1:1運用待機、N:1運用待機の場合は、運用系のノードで一連の

コマンドを入力します。2ノード相互待機の場合は、2種類の設定を登録する必

要があります。 
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 1)リソースタイプを登録する 
以下のコマンドで、リソースタイプを登録します。リソースタイプ登録ファ

イルは、“/opt/FJSVJMCMN/etc/script/SC3.0/resource”に存在するとします。 

# /usr/cluster/bin/scrgadm -a -t リソースタイプ名 -f リソースタ

イプ登録ファイル名 

[例]  

# /usr/cluster/bin/scrgadm -a -t FJSV.OMGR -f /opt/FJSVJMCMN/et

c/script/SC3.0/resource 

 

 2)リソースグループを登録する 
以下のコマンドで、リソースグループを登録します。 

# /usr/cluster/bin/scrgadm -a -g リソースグループ名 -h ノード1,

ノード2 

[例] 

# /usr/cluster/bin/scrgadm -a -g OMGR_rg -h node1,node2 

 

 3)リソースグループに共有アドレスリソースを追加する 

以下のコマンドで、リソースグループに共有アドレスリソースを追加します。 

# /usr/cluster/bin/scrgadm -a -S -g リソースグループ名 -l ホス

ト名 -j リソース名 

[例] 

# /usr/cluster/bin/scrgadm -a -S -g OMGR_rg -l host1 -j OMGR_ho

st 

2ノード相互待機の場合は、運用系と待機系とで別のホスト名を登録します。 

 4)リソースグループにデータサービスリソースを登録する 

以下のコマンドで、データサービスリソースを登録します。 

# /usr/cluster/bin/scrgadm -a -j リソース名 -t リソースタイプ名

 -g リソースグループ名 

[例] 

# /usr/cluster/bin/scrgadm -a -j OMGR_rs -t FJSV.OMGR -g OMGR_r

g 
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 5) 登録したリソースを確認する 
以下のコマンドで、リソースが登録されているかを確認します。 

# /usr/cluster/bin/scrgadm -p[v[v]] [ -t リソースタイプ名 ] [ -

g リソースグループ ] [ -j リソース名 ] 

[例] 

# /usr/cluster/bin/scrgadm -pv -g OMGR_rg -t FJSV.OMGR -j OMGR_

rs 

 

これでリソースの登録は完了です。 
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8.2 Sun Clusterシステムからのアンインスト

ール 
Sun ClusterシステムからSystemwalker Operation Managerをアンインスト

ールする手順を説明します。 

 

1. クラスタシステムからの削除 

Sun Clusterで設定した、Systemwalker Operation Managerの各デー

モンの起動/停止を制御する以下の設定を削除します。 

1) リソースの削除 

/usr/cluster/bin/scswitch -n -j データサービスリソース名 

/usr/cluster/bin/scrgadm -r -j データサービスリソース名 

データサービスリソース名がOMGR_rsの場合の例を以下に示し

ます。 

/usr/cluster/bin/scswitch -n -j OMGR_rs 

/usr/cluster/bin/scrgadm -r -j OMGR_rs 

2) 共有アドレスリソース名の削除 

/usr/cluster/bin/scrgadm -r -j 共有アドレスリソース名 

リソースタイプ名がFJSV.hostの場合の例を以下に示します。 

/usr/cluster/bin/scrgadm -r -j FJSV.host 

3) リソースグループの削除 

/usr/cluster/bin/scrgadm -r -g リソースグループ名 

リソースグループ名がOMGR_rgの場合の例を以下に示します。 

/usr/cluster/bin/scrgadm -r -g OMGR_rg 

4) リソースタイプの削除 

/usr/cluster/bin/scrgadm -r -t リソースタイプ名 

リソースタイプ名がFJSV.OMGRの場合の例を以下に示します。 

/usr/cluster/bin/scrgadm -r -t FJSV.OMGR 

2. クラスタシステムで管理されていないデーモンの停止 

クラスタシステムを構成するノードで、クラスタシステムで管理され

て い な い Systemwalker Operation Manager の 各 デ ー モ ン を

poperationmgrコマンドで停止します。poperationmgrコマンドの詳細は、

“Systemwalker Operation Manager リファレンスマニュアル”を参照

してください。 

3. シンボリックリンクの削除 

共有ディスクへ移動した資源に対して作成したシンボリックリンク

を削除します。運用系待機系の各ノードで行います。 
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8.2 Sun Clusterシステムからのアンインストール 

4. 共有ディスクからローカルディスクへの資源の複写 

クラスタシステムの構築時に共有ディスクへ移動した資源を、ローカ

ルディスクに戻します。各運用系で行います。 

5. 待機系への資源の複写 

運用系のローカルディスクに戻した情報を、待機系へ複写します。N:1

運用待機の場合、待機系へはN個の運用系のうちいずれか1つから複写し

ます。 

6. シンボリックリンクの作成 

1:1運用待機、N:1運用待機の場合は、資源の移動時に削除した、シン

ボリックリンクを作成します。 

- “/var/spool/mjes”は、“/var/opt/FJSVMJS/var/spool/mjes”

へシンボリックリンクします。 

- “/etc/mjes”は、“/etc/opt/FJSVMJS/etc/mjes”へシンボリッ

クリンクします。 

運用系/待機系の各ノードで行います。 

7. デーモンの自動起動・停止を設定 

“2.2.3 デーモンの自動起動・停止設定の解除”で解除した自動起

動・停止の設定、およびプロセスの監視対象を、解除・変更する前の設

定に戻します。 

8. 自動反映の設定解除 

1) セキュリティ情報の設定を以下のコマンドで解除します。 

mpaclcls -u 

2) カレンダおよびサービス・アプリケーション起動情報の自動反映

の設定を以下のコマンドで解除します。 

/opt/FJSVjmcal/bin/calsetcluster -d 

9. クラスタ情報の削除 

クラスタシステムを構成するすべてのノードで、-dオプションを指定

したmpsetclusterコマンドを実行し、Systemwalker Operation Manager

のインストール後に登録したクラスタ情報を削除します。 

# /opt/systemwalker/bin/mpsetcluster -d 

mpsetclusterコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager 

リファレンスマニュアル”を参照してください。 

10. 共有ディスクの不要なディレクトリの削除 

“2.6 資源の共有ディスクへの移動”で移動した資源のうち、共有デ

ィスクに残っている、不要なディレクトリを削除します。 

 

ここまでの手順で、Systemwalker Operation Managerが、クラスタシ

ステムに適用した状態から解除されます。 
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11. アンインストール 

Systemwalker Operation Managerをアンインストールします。アンイ

ンストールの詳細は、“Systemwalker Operation Manager 導入手引書”

を参照してください。 

 

再インストールを行う場合は、上記の手順に従ってアンインストールした後、

新規にクラスタシステムへの導入を行ってください。 

 

アップグレードインストールを行う場合は、上記の10.までの手順に従って

Systemwalker Operation Managerをクラスタシステムへの適用から解除した後、

アップグレードインストールし、“2.2.3 デーモンの自動起動・停止設定の解

除”から再度クラスタシステムに適用します。 

 

 
アンインストール時には、上記の手順に従い、必ず、 

/opt/FJSVjmcal/bin/calsetcluster -dコマンドでカレンダの自動反映

の設定を解除してください。解除しなかった場合は、以下にシンボリッ

クファイルが残るため、手動で削除してください。 

- /etc/rc3.d/S28JMCAL 
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8.3 Sun Clusterシステムにおけるデーモンの起動/停止 

8.3 Sun Clusterシステムにおけるデーモンの

起動/停止 
 

Sun Clusterシステム運用における、Systemwalker Operation Managerの起

動・停止について説明します。 

 

デーモンの起動 

Systemwalker Operation Managerのデーモンを起動する手順を説明します。 

1. soperationmgr コ マ ン ド で 、 Sun Cluster に 登 録 さ れ て い な い

Systemwalker Operation Managerのデーモンを起動します。 

# /opt/systemwalker/bin/soperationmgr 

2. クラスタシステムに登録されたSystemwalker Operation Managerのリソ

ースグループをオンラインにすることで、クラスタシステムに登録され

たSystemwalker Operation Managerのデーモンを起動します。 

# /usr/cluster/bin/scswitch -Z -g リソースグループ名 

[例] 

# /usr/cluster/bin/scswitch -Z -g OMGR_rg 

 

デーモンの停止 

Systemwalker Operation Managerのデーモンを停止する手順を説明します。 

1. クラスタシステムに登録されたSystemwalker Operation Managerのリソ

ースグループをオフラインにすることで、クラスタシステムに登録され

たSystemwalker Operation Managerのデーモンを停止します。 

# /usr/cluster/bin/scswitch -F -g リソースグループ名 

[例]  

# /usr/cluster/bin/scswitch -F -g OMGR_rg 

2. poperationmgr コ マ ン ド で 、 Sun Cluster に 登 録 さ れ て い な い

Systemwalker Operation Managerのデーモンを停止します。 

# /opt/systemwalker/bin/poperationmgr 
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- soperationmgrコマンド、poperationmgrコマンドは、共有ディス

クをカレントディレクトリにした状態で実行しないでください。

フェールオーバが正常に行われない場合があります。 

- [Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウ－[サー

ビス制御]でのサービスの起動・停止は行わないでください。 

- クラスタシステムに登録されたSystemwalker Operation Manager

を停止するときは、Systemwalker Operation Managerのデータサ

ービスリソースが登録されているリソースグループを停止する

必要があります。 

そのため、リソースグループに登録された、共有ディスク、論

理IPアドレス、Operation Managerのデータサービスリソースお

よび一緒に登録したアプリケーション(Oracle、Interstageなど)

が停止します。障害モニターのデータサービスリソースを作成し、

リソースグループに登録している場合は、障害モニターのデータ

サービスリソースも停止します。 

- ジョブスケジューラデーモンが動作するためには、カレンダデー

モンがジョブスケジューラデーモンよりも先に起動している必

要があります。 
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