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1. はじめに 

 

本ドキュメントに含まれる情報は、公表の日付におけるサイオステクノロジー株式会社の考え

方に基づいています。サイオステクノロジー株式会社は記載されている内容をお約束している

わけではありません。また、それらの内容を保証するものでもありません。本ドキュメントは

情報提供のみを目的としております。また、記載内容は予告無く変更する場合があります。予

めご了承ください。 

 

なお、特にお断りのない限り、本文書に記載の内容は LifeKeeper for Linux v8.1.1 および

VMware vSphere 5.1 を対象としています。 

 

本ドキュメントを作成するにあたり動作検証を実施しておりますが、LifeKeeper for Linux お

よび VMware vSphereの全機能・全パラメータの組み合わせにつきましては行っておりませ

ん。お客様のご要件に沿った動作や結果が得られるかについては、必要に応じて十分な検証を

実施いただくことを推奨いたします。 

 

2. 本ドキュメントについて 

 

本ドキュメントは、VMware vSphere 環境上の仮想マシン (GuestOS) に対して HAクラス

タシステムを LifeKeeper for Linux を用いて行う場合の構成ガイドです。クラスタシステムの

運用における詳細な情報は含まれておりません。 

 

また、製品に関する詳細は米国のSIOS Technology Corp.より提供されている各種技術ドキュ

メント(Release Notes, Technical Documentation)をご参照ください。 
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3. サポート要件について 

 

3.1. サポートされる仮想環境 

 

LifeKeeper for Linux の各バージョンがサポートする仮想環境は、“SPS サポートマトリクス”

の“サポート対象の仮想環境”に記載しています。 

 

3.2. サポートされるストレージ 

 

LifeKeeper for Linux としてサポートされるストレージは、テクニカルドキュメント内の“プ

ランニング環境”セクション内の“ストレージとアダプタのオプション”に記載しています。 

 

http://jpdocs.us.sios.com/Linux/8.1.1/LK4L/SupportMatrix/index.htm
http://jpdocs.us.sios.com/Linux/8.1.1/LK4L/TechDoc/index.htm#installation/storage_adapter_options.htm%3FTocPath%3DInstallation%7CPlanning%20Environment%7C_____3
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4. 仮想マシン構成について 

 

クラスタノード（仮想マシン）に共有データをどのように持たせるかにより、留意すべき事項

に違いがあります。 

 

4.1. 仮想マシン構成の概要 

 

 共有ディスク構成 

本ドキュメントにおいて示す「共有ディスク」とは仮想マシン間で共有するディスクまた

は領域を指します。 

 

 RDM (Raw Device Mapping) 

物理互換モードにより直接、ストレージ上の LU を仮想マシンに割り当てて利用しま

す。 

 

 iSCSI 

仮想マシン上の OSの iSCSI イニシエータから、iSCSI ストレージ（ターゲット）を

利用します。 

 

 NAS (Network Atacched Storage) 

仮想マシン上の OSの NFS クライアントから、NAS 上の領域を利用します。 

 

 データレプリケーション構成 

各仮想マシンに対して仮想ディスク(VMDK)をローカルディスクとして割り当て、ネット

ワーク越しに同期したディスクを共有領域として利用します。 
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4.2. 共有ディスク構成 (RDM) 

 

 共有ディスク構成 (RDM) の構成例 

 
 

上図においては VMFS データストア LU と Raw LU を個別のストレージ筐体としていますが、

同一のストレージ筐体とすることも可能です。ただし、同一のストレージ筐体とした場合、仮

想ホストとストレージとの接続が切断した際に、VMFSデータストア LU と Raw LU の双方へ

の接続が切断する二重障害となり LifeKeeper の正常な動作を保証する事ができません。予め

ご了承ください。 

 

4.2.1. 共有ディスク構成 (RDM) の留意点 

 

 ゾーニングや LUN マスキングを適切に設定してください 

ハイパーバイザが使用する共有ストレージには適切にゾーニングや LUN マスキングを設

定し、不要なハイパーバイザからアクセスしないように構成してください。これはハイパー

バイザが起動時に認識する共有ストレージに対して走査を行い、SCSI RESERVE が設定

されている事によりアクセスできない場合に BUS_DEVICE_RESET を実施することによ

り、一時的に LifeKeeper が設定している SCSI RESERVE が解除される場合があるため

です。 

 

SCSI RESERVEが解除された場合でもLifeKeeperが行う共有ストレージの監視処理実行
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時に再度 SCSI RESERVE が設定されるため、運用上の影響はありません。 

 

 単一仮想ホストで稼動させた場合は排他制御が不可となります 

単一の仮想ホスト上で LifeKeeper のクラスタノードを稼動させた場合は、LifeKeeper に

よる排他制御が共有ストレージにおいて行われません。これにより、コミュニケーション

パスの全断にともない両ノードでリソースがアクティブとなった場合、両ノードからファ

イルシステムの変更を行い、ファイルシステムを破損する恐れがあります。 

 

 vSphere vMotion の実行が不可となります 

RDMを割り当てると VMwareの制限として、その仮想マシンは vSphere vMotionによ

る仮想マシンのライブマイグレーションを実行できません。 
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4.3. 共有ディスク構成 (iSCSI) 

 

 共有ディスク構成 (iSCSI) の構成例 

 
 

上図においてはVMFSデータストア LUと iSCSIターゲットを個別のストレージ筐体としてい

ますが、同一のストレージ筐体とすることも可能です。ただし、同一のストレージ筐体とした

場合、仮想ホストとストレージとの接続が切断した際に、VMFS データストア LUと iSCSIター

ゲットの双方への接続が切断する二重障害となりLifeKeeperの正常な動作を保証できません。

予めご了承ください。 

 

4.3.1. 共有ディスク構成 (iSCSI) の留意点 

 

 ストレージモデルによりオプションのマルチパス Recovery Kitが必須となります 

LifeKeeper for Linuxにおいて認定済みのストレージモデルによりシングルパス・マルチ

パスの違いによらず、マルチパスドライバやオプションのマルチパス Recovery Kit が必

須となる場合があります。詳細はテクニカルドキュメント内の“インストールおよび構成”

セクション内の“ストレージとアダプタの設定”に記載しています。 

 

http://jpdocs.us.sios.com/Linux/8.1.1/LK4L/TechDoc/index.htm#configuration/storage_adapter_configuration.htm
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4.4. 共有ディスク構成 (NAS) 

 

 共有ディスク構成 (NAS) の構成例 

 
 

4.4.1. 共有ディスク構成 (NAS) の留意点 

 

 オプションのNAS Recovery Kit が必須です 

オプションの NAS (Network Attached Storage) Recovery Kit が必須です。ご使用い

ただく NAS接続のストレージモデルに制限はございません。ただし、使用可能な NFSの

バージョンにつきましては、“SPS サポートマトリクス”内の“サポート対象のアプリケー

ション”の表中に記載されている NAS ARK の項目をご参照ください。 

 

http://jpdocs.us.sios.com/Linux/8.1.1/LK4L/SupportMatrix/index.htm
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4.5. データレプリケーション構成 

 

 データレプリケーション構成の構成例 

 
 

 

上図においては VMFS データストア LU 内のファイルシステム上に OS の起動ディスクとなる

仮想ディスクと、データレプリケーションで使用する仮想ディスクを作成しています。 

 

なお、個別の仮想ホストに搭載されたディスクアレイ上に各仮想ディスクを作成し、データレ

プリケーションを行う事も可能です。この場合は、仮想ホスト間で共有するストレージは不要

です。 

 

4.5.1. データレプリケーション構成の留意点 

 

 オプションの DataKeeper for Linuxが必須です 

LifeKeeper for Linux においてデータレプリケーションを実施する場合、オプションの

DataKeeper for Linux (旧 SteelEye Data Replication) が必須です。 

 

ただし、Protection Suite for Linux には Coreと DataKeeper for Linux が同梱されて

いるため、別途購入いただく必要はありません。 
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 デバイス ID を取得するために device_pattern ファイルへの追記が必要です 

VMware vSphere 環境において DataKeeper for Linux を使用してデータレプリケー

ションを行う場合、データレプリケーションに使用する仮想ディスクのデバイス ID を取

得するために、DataKeeper for Linux が使用する以下の device_pattern ファイルへの

追記が必要です。 

 

 追記先ファイル 

/opt/LifeKeeper/subsys/scsi/resources/DEVNAME/device_pattern 

 

 追記内容 

/dev/sd* 

 

本対応が実施されていない場合は、Data Replication リソース作成時に以下のメッセージ

が LifeKeeper GUI 上に表示され、リソース作成に失敗します。 

 

BEGIN create of “<リソース名>” 

Cannnot get the hardware ID of device “<ソースディスク名>” 
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4.6. 各構成に共通する留意点 

 

 クラスタを構成する仮想マシンを単一の仮想ホストで稼動させることは推奨されません 

単一の仮想ホストでクラスタを構成する仮想マシンを稼動させた場合、その仮想ホストが

単一障害点 (SPOF) となる事により高可用性システムとはならないため、高可用性の観点

からクラスタを構成する仮想マシンは単一の仮想ホストで稼動させる事は推奨されません。 

 

仮想マシンが単一のホストで動作する要因として、以下の要因が考えられます。 

 vSphere vMotion によるライブマイグレーション 

 仮想マシン停止中の移行操作 

 vSphere HA による仮想マシンのフェイルオーバ 

 

システムの障害やメンテナンス等に伴い、仮想マシンを一時的に単一の仮想ホストでクラ

スタノードを稼動させる事は可能ですが、メンテナンス完了後は仮想マシンを個別の仮想

ホストでクラスタノードを稼動させてください。 
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5. 障害発生時の LifeKeeper の動作について 

 

LifeKeeper においてリソースがアクティブである仮想マシンにおいてカーネルパニックや仮

想ホストにおける電源断等の障害が発生した場合、基本的に LifeKeeper においてリソースが

スタンバイである仮想マシンにおいてコミュニケーションパスの全断を検知し、ノード障害と

してフェイルオーバを開始しますが、LifeKeeper サポートにおいて実施した検証結果を基に作

成した以下の表に示すように、発生した障害により LifeKeeper では障害を検知できない場合

があります。 

 

 構成別障害検知対応表 

 

共有ディスク構成 データレプリ

ケーション構成 RDM iSCSI NAS 

共有ディスク断 

 
○ ○ ○ ― 

VMFS 断 ×（※1） ×（※1） ×（※1） ×（※2） 

全パス断 

（APD設定なし） 
×（※3） ×（※3） ×（※3） N/A 

全パス断 

（APD設定あり） 
○ N/A N/A N/A 

 

各米印については以下に示す項目をご参照ください。なお「N/A」となっている障害について

は検証は現在実施されていません。必要に応じて事前検証を実施されることを推奨いたします。 

 

※1 について 

「5.1. 各構成において共通に見られる動作」 

「5.2. 各共有ディスク構成 (RDM/iSCSI/NAS) において見られる動作」 

※2 について 

「5.1. 各構成において共通に見られる動作」 

「5.3. データレプリケーション構成において見られる動作」 

※3 について 

「5.2. 各共有ディスク構成 (RDM/iSCSI/NAS) において見られる動作」 

「5.4. ストレージ接続の全パスダウン時の対処について」 
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5.1. 各構成において共通に見られる動作 

 

 仮想ホストから仮想ディスクが保存される VMFSデータストア LU への経路が断線した場

合、LifeKeeper の正常な動作を保証できず障害検知ができないため、フェイルオーバは発

生しません。 

 

5.2. 各共有ディスク構成 (RDM/iSCSI/NAS) において見られる動作 

 

 LifeKeeper においてリソースがアクティブである仮想マシンから共有ディスクへの経路

のみが断線した場合、LifeKeeper においてリソース障害を検知し、フェイルオーバが開始

されます。 

 

 LifeKeeper においてリソースがアクティブである仮想マシンから共有ディスクおよび

VMFSデータストアLUへの双方の経路が同時に断線した場合は、断線状態においてはフェ

イルオーバが発生しませんが、双方の経路を復旧させた後にリソース障害を検知し、フェ

イルオーバが発生します。 

 

5.3. データレプリケーション構成において見られる動作 

 

 LifeKeeper においてリソースがスタンバイ（ターゲット）である仮想マシンから VMFS

データストア LU への接続が断線した場合、リソースがアクティブ（ソース）である仮想

マシンにおいてデータレプリケーションの縮退動作が実施できず、サービス提供が正常に

行えなくなります。この時、LifeKeeper のログにおいてデータレプリケーションリソース

の監視処理のタイムアウトを示すログが LKCHECKINTERVALパラメータに指定された秒

数間隔で出力されます。 

 

 ログ出力例 (# /opt/LifeKeeper/bin/lk_log log) 

Apr  2 19:18:08 lk039 quickCheck[3785]: 
NOTIFY:RKActionHandler:quickCheck:datarep-dr:001047:END failed 
quickCheck of "datarep-dr" due to a "ALRM" signal 
Apr  2 19:20:07 lk039 quickCheck[3852]: 
NOTIFY:RKActionHandler:quickCheck:datarep-dr:001047:END failed 
quickCheck of "datarep-dr" due to a "ALRM" signal 
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5.4. ストレージ接続の全パスダウン時の対処について 

 

VMware vSphere において仮想マシンの設定ファイル (.vmx) に対して以下の APD の設定

を追加している場合、RDM を用いた共有ディスク構成において、仮想ホストから VMFS デー

タストア LUおよび Raw LU 双方のストレージ間の全パスダウン (All Path Down : APD) が

発生した際に、LifeKeeper が障害を検知可能な状態となることが確認されています。 

 

scsiY.returnNoConnectDuringAPD = “TRUE” 
scsiY.returnBusyOnNoconnectStatus = “FALSE” 

 

上記の設定でうまく動作しない場合は以下のように修正してください 

 

scsiX.returnNoConnectDuringAPD = “FALSE” 
scsiY.returnNoConnectDuringAPD = “TRUE” 
scsiY.returnBusyOnNoconnectStatus = “FALSE” 

 

scsiXおよび scsiYはそれぞれ以下を示します。また、SCSIコントローラの番号は仮想マシン

の設定の編集から確認できます。 

 

 scsiX : RDMが接続される SCSIコントローラの番号 

 scsiY : OS 起動ディスク（仮想ディスク）が接続される SCSIコントローラの番号 

 

本対処の詳細につきましてはVMwareのKnowledge BaseのKB2002249をご参照ください。 

 

上記の設定を行った場合、LifeKeeper はディスクリソースの監視処理において RDMの無応答

を検知し、リソース障害としてフェイルオーバを開始します。続いて、LifeKeeper の各コマン

ド群やスクリプト群が保存されている仮想ディスクへのアクセスができないことでリソース停

止処理に失敗し、LifeKeeper により仮想マシンの強制再起動が実施されます。これにより、ノー

ド障害としてフェイルオーバが行われます。 

 

なお、実際に各ストレージへの接続が物理的に切断されている場合、強制再起動により仮想マ

シン自体は起動しますが、OS がインストールされている仮想ディスクへの接続性が無いこと

から、仮想マシン上で OS を起動することはできませんので、予めご了承ください。 
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6. vSphere の機能利用について 

 

 構成別 vSphere 機能対応表 

 

共有ディスク構成 データレプリ

ケーション構成 RDM iSCSI NAS 

vSphere 
vMotion 

× ○ ○ ○ 

vSphere HA △ △ △ △ 

 

vSphere HA における△については、「6.2.2. vSphere HA 機能利用時の留意点」をご参照く

ださい。 

 

6.1. vSphere vMotion 

 

 
 

6.1.1. vSphere vMotion 機能の利用について 

 

vSphere vMotion によるライブマイグレーションの実施において、LifeKeeper による障害検

知やデータ損失はありません。 
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6.1.2. vSphere vMotion 機能利用時の留意点 

 

 実施中に LifeKeeper がコミュニケーションパス断を検知する可能性があります 

LifeKeeper においてリソースがアクティブであるノードのライブマイグレーションに長

時間を要する場合は、リソースがスタンバイであるノードにおいてコミュニケーションパ

スの全断を検知し、ノード障害としてフェイルオーバが行われる事が考えられます。 
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6.2. vSphere HA 

 

 
 

6.2.1. vSphere HA 機能の利用について 

 

デフォルトの vSphere HA の設定状態の場合、仮想ホスト障害時に vSphere よりも

LifeKeeper のコミュニケーションパス全断検知によるノード障害検知がより早く、

LifeKeeper のリソースがスタンバイであるノードにフェイルオーバされます。 

 

6.2.2. vSphere HA 機能利用時の留意点 

 

 LifeKeeper for Linuxとの併用については事前検証を推奨します 

仮想ホストの障害時に、LifeKeeper for Linux がインストールされている仮想マシンを

vSphere HAにより別の仮想ホストへフェイルオーバさせること自体に問題はございませ

ん。 

 

ただし、LifeKeeper for Linux と vSphere HAの 2つの HA 機能を併用された環境にお

いて発生した事象に関するお問い合わせにつきましては、LifeKeeper のサポートにおいて

LifeKeeper の観点から確実な調査やご案内を致しかねる場合もございます。そのため、2

つの HA 機能を併用される場合は十分な事前検証の実施を推奨いたします。 
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7. LifeKeeper for Linux 設定上の考慮点 

 

7.1. IP リソースの監視処理について 

 

仮想環境においては、物理的なネットワークスイッチに加えて仮想ホスト上にも仮想的なネッ

トワークスイッチがあるため、仮想的なネットワークスイッチを含めてネットワーク構成全体

を考える必要があります。 

 

7.1.1. リンク監視について 

 

VMware vSphere の環境においては仮想マシンはすべて、仮想ホスト内の仮想スイッチに接

続されているため、仮想ホストを物理スイッチを介して接続している場合、異なる仮想ホスト

上で稼動する仮想マシン同士は下図の様に 3つのネットワークスイッチを介して接続される形

になります。 

 

 クラスタを構成する仮想マシン間のネットワーク接続概要 

 
 

仮想マシン間の接続は上図の様なネットワーク構成となるため、仮想スイッチ（仮想ホスト）

と物理スイッチのリンクが切断した場合、仮想マシン上の LifeKeeper はこのリンク切断を検

知できないことにより、IP リソースの監視処理においてリンクの切断を検知しません。このた

め、IP リソースではブロードキャストまたはユニキャストによる LifeKeeper クラスタ外部へ

の疎通確認が必要です。 
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仮想マシン上の OS または LifeKeeper において、リンクの切断を検知した場合は、仮想マシ

ンの設定においてネットワーク接続を無効化したことが原因であると考えられます。 

 

7.1.2. 疎通性確認について 

 

ブロードキャストまたはユニキャストによる疎通性確認において、仮想ホストの内部と外部の

何れに存在する IPアドレスが応答したかにより、以下の２つの図において示すネットワーク障

害発生時の疎通性確認の結果に差異が発生します。 

 

 仮想ホスト内部の仮想マシンが応答して疎通確認に成功する例 

 
 

上図に示す例では、仮想ホスト外への通信は不可であるが非クラスタノードの仮想マシンが

応答しているため、クラスタノードは「システムから隔離されていない」という判断のもと、

IP リソースの障害を検知しません。 
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 仮想ホスト外部の Gateway が応答せず疎通確認に失敗する例 

 
 

上図に示す例では、仮想ホスト外への通信が不可であり Gatewayから応答が無いため、ク

ラスタノードは「システムから隔離されている」という判断のもと、IPリソースの障害を検

知します。 

 

疎通性確認においては先の 2つの図のような差異が発生することから、検討事項としては以下

の様な項目があげられます。 

 

 仮想マシンにおいて、ブロードキャスト PING への応答を無効化する 

 IP リソースのプロパティにおいて、Ping List に仮想ホスト外部のホストや機器の IPアド

レスを指定する。 
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8. Appendix 
 

 仮想環境専用ライセンスについて 

仮想マシン上のクラスタノードが 2つ以上ある場合、仮想環境専用ライセンスがお得です。

ただし、仮想環境専用ライセンスは Coreに対してのみ提供されます。そのため、オプショ

ンの Recovery Kit については物理サーバと同じくクラスタノード毎にライセンスが必要

です。 

 

 IPアドレスをキーとしたライセンス取得について 

LifeKeeper for Linux v7.3 以降ではライセンス取得時に指定するキーとして、従来の

HostID (MAC アドレス) のほかに IPv4アドレスが指定可能です。これにより仮想マシン

のバックアップやリストアにより MAC アドレスが変更された場合でも、IP アドレスが変

更されなければライセンスの再取得が不要です。 

 

 LifeKeeper for Linuxのインストールおよびクラスタ設定について 

LifeKeeper for Linuxのインストールおよびクラスタ設定は物理サーバと同じ手順で実施

可能です。 
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 本書に記載された情報は予告なしに変更、削除される場合があります。最新のものをご確

認ください。 

 本書に記載された情報は、全て慎重に作成され、記載されていますが、本書をもって、そ
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セス、その他第三者の行為により本書の利用者に生じた一切の損害について、サイオステ

クノロジー株式会社は一切の責任を負うものではありません。 
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サイオステクノロジー株式会社は一切の責任を負うものではありません。 
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