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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います。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。 

 

本文書に記載の内容は LifeKeeper for Linux 9.5.0 以降および VMware vSphere 7 の構

成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いますが、

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

きましての動作検証は行っていません。お客様の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 (Guest OS) 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いません。 

 

また、LifeKeeper for Linux / Single Server Protection 製品に関する詳細は SIOS 

Technology , Inc. より提供されている各種技術ドキュメント(リリースノート, テクニカ

ルドキュメンテーション)を参照してください。 
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SIOS Protection Suite for Linux リリースノート バージョン 9.5.0 

http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/sios-protection-suite-for-linux-

release-notes 

 

LifeKeeper Single Server Protection リリースノート バージョン 9.5.0 

http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/lifekeeper-single-server-

protection-release-notes 

 

SIOS Protection Suite for Linux v9.5.0 テクニカルドキュメンテーション 

http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/sios-protection-suite-for-linux-

technical-documentation 

 

LifeKeeper Single Server Protection v9.5.0 テクニカルドキュメンテーション 

http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/lifekeeper-single-server-

protection-technical-documentation 

 

http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/sios-protection-suite-for-linux-release-notes
http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/sios-protection-suite-for-linux-release-notes
http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/lifekeeper-single-server-protection-release-notes
http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/lifekeeper-single-server-protection-release-notes
http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/sios-protection-suite-for-linux-technical-documentation
http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/sios-protection-suite-for-linux-technical-documentation
http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/lifekeeper-single-server-protection-technical-documentation
http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/lifekeeper-single-server-protection-technical-documentation
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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 

 

以下の情報を参考にして、それぞれの構成で必要なストレージを選択してください。 

 

 SCSI Reservation によるフェンシングが可能な共有型ストレージ(SAN（RDM）, 

iSCSI ターゲット) 

サポートストレージ一覧 

 NAS ストレージ 

NFS サーバーまたは NAS デバイス(NFS v2、v3、v4 でマウント可能な NFS ファ

イルシステム) 

 VMDK 構成(Quorum, Witness + STONITH によるフェンシングもしくは VMDK 

RK の提供する共有ストレージ) 

VMware でサポートするストレージ 

http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/sios-protection-for-linux-support-matrix
http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/sios-protection-for-linux-support-matrix
http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/supported-storage-list
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=san
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4. 仮想マシン構成について 

 

共有ディスク型構成 

以下に紹介する仮想マシンの構成は、サーバー2 台、共有ストレージ 1 台で構成を行い、共

有ストレージに VMFS 用 LUN、RDM 用 LUN を作成しています。共有ディスク内の VMFS

に、各 VM を配置することを前提に紹介しています。また、NAS ストレージ、iSCSI ター

ゲット、Quorum/Witness サーバーは、図にあるように外部ネットワークを経由した先の

サーバーに設置されている事を前提としています。 
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具体的なストレージの構成は、以下の図のようになります。VMFS データストア

（VMFS1,VMFS2）には VMDK が保管されます。RDM には、別に LUN（LUN0 から 14）

を作成し、各 VM に対して割り当て可能な状態にします。 
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ネットワーク構成は、ESXi サーバーの内部で使用する以下の 4 つの vSwitch(仮想スイッ

チ)を作成して、それぞれに以下の様な役割を設定しています。 

 

 

 

vSwitch 番号 vSphere システム用ポート 仮想 NIC 名(ネットワーク) 

vSwitch0 Management - 

vSwitch1 vMotion private1(172.16.1.0/24) 

vSwitch2 FT private2(192.168.1.0/24) 

vSwitch3 - public(10.1.0.0/16) 
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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。 

 

 SAN（Raw Device Mapping(RDM)） 

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 ターゲット 

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

ト）を利用します。 

 

 Network Attached Storage(NAS) 

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。 

 

 VMDK 

VMDK ファイルを複数の VM で共有する構成です。RDM のように SCSI 

Reservation に よ る 排 他 制 御 は 利 用 で き ま せ ん の で 、 Quorum/Witness, 

STONITH を使用した排他制御を行います。 

 

 DataKeeper 構成（DK） 

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。 

 

 VMDK as Shared Storage 構成 (VMDK ARK) 

LifeKeeper ユーザに対し、従来の VMDK 共有ストレージとデータレプリケーション

に代わる代替ストレージ方式を提供します。共有データストア上に配置した仮想ハー

ドディスクをゲスト OS 間で共有することで、擬似的に共有領域を実現します。 

仮想ディスクを接続したノードで障害が検出されると、VMDK Recovery Kit は、事前

判別されたバックアップ・ノードへのフェイルオーバーを開始し、バックアップ・ノー

ドに同じ仮想ハードディスクを再接続します。そのため、仮想ディスク上に構成された

ファイルシステムが LifeKeeper サーバーまたはクライアントにマウントされたら、

それを LifeKeeper 階層のストレージの基礎として安全に使用できます。 
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 Single Server Protection 構成（SSP） 

単一 VM で構成し、アプリケーション障害を検出した場合に自動的に復旧させること

が出来ます。vSphere HA と連携する事で、アプリケーション障害、OS の障害を

vSphere HA によって検出して復旧させることが出来ます。 
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4.1.1. 各構成に共通する留意点 

 

 クラスター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サポートさ

れません。 

単一の仮想ホストでクラスター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ー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

はサポートされません。 

 

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ー 

 

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

クラスター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ーノードを稼動させてください。 

 

vSphere 7のクラスター機能からvSphere DRSの機能である“仮想マシン/ホストルー

ル”を使用すると、自動的に同じホスト上で稼働しないよう VM を制御させることが出

来ます。 

具体的には、vSphere Web Client からログインして、以下のように操作を行ってくだ

さい。 

1. vSphere クラスターの“設定“タブから、“仮想マシン/ホストルール”を選択する。 

2. ”仮想マシンの分割“を選択して、別々のホストで稼働したいノードを登録する。 
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4.2. 共有ディスク構成 (SAN (RDM)) 

 

 共有ディスク構成 (SAN (RDM)) の構成例 

 
 

共有ディスク構成は、別々の ESXi サーバー(ホスト)で稼働する各 VM から、SCSI バスの

共有を利用して RDM にアクセスを行い実現します。Life Keeper が行う SCSI Reservation

による排他制御を vSphere7 で行うためには、上記の様に RDM を共有ディスクとして、

各 VM を別々のホストに配置する必要があります。 

 

4.2.1. 共有ディスク構成 (SAN (RDM)) の留意点 

 

 オプションのマルチパス Recovery Kitが不要です。 

ストレージ接続がマルチパスの環境であっても、パスの制御は VMware vSphere 側の

マルチパスドライバーが実施するため、仮想マシン上に導入する LifeKeeper for Linux

ではオプションのマルチパス Recovery Kit が不要です。サポートされるストレージに

ついては、サポートストレージ一覧を参考にしてください。 

 ゾーニングや LUNマスキングを適切に設定してください。 

ハイパーバイザー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

http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/supported-storage-list
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を設定し、不要なハイパーバイザーからアクセスしないように構成してください。これ

はハイパーバイザー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

を実施して、一時的に LifeKeeper による 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。 

単一のホストで LifeKeeper のクラスターノードを稼動させた場合は、LifeKeeper の

共有ストレージを使用した SCSI Reservation による排他制御が行われません。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。必ず、複数のホストで構成された vSphere の環境で、別々のホ

ストで各ノードが稼働するようスケジュールしてください。 

なお、この挙動は RDM を使用した共有ディスク構成のみで起こる事象です。iSCSI ター

ゲットをはじめ、他の構成では発生しません。 

 

また単一ホストで稼働する構成は、SCSI Reservation による排他制御を使用しない

構成においても非サポートとなります。理由は、単一ホストが単一障害点となる為、ク

ラスター構成による冗長化構成が保てなくなる為です。 
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4.3. 共有ディスク構成 (iSCSI ターゲット) 

 

 共有ディスク構成 (iSCSI) の構成例 

 
iSCSI 接続の共有ディスクを使用して共有ディスク構成を実現する場合、各 VM から iSCSI

イニシエーターを使用して iSCSI ターゲットに接続を行います。この接続方式の場合、RDM

を使用した共有ディスク接続が不要であり、SCSI バス共有を行う必要がありません。 
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4.3.1. 共有ディスク構成 (iSCSI ターゲット) 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 が必要となります。 

RDM としての登録を行わないため、VM の OS は直接 iSCSI ストレージへ接続を行います。

そのため、サポートストレージ一覧に記載のあるように、iSCSI モデルには vSphere(RDM)

の項目は無く、Multi Path もしくは Single Path の項目に記載のある ARK が必要となりま

す。 

 

 iSCSIストレージによる RDM 構成はサポートしていません。 

現在 LifeKeeper for Linux では、iSCSI ストレージによる RDM 構成をサポートして

いません。 

 

 
  

http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/supported-storage-list
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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 

 
NAS ARK を使用して保護する NAS ストレージ（NFS Client）を共有ディスクとして

設定する事が可能です。VM で共有ディスクの設定を行わない構成となりますので、

SCSI バスの共有を行う必要がありません。 
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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 が必要です。 

 NFS サーバーのバージョンを確認してください。 

NAS 接続のストレージは、NAS ARK がサポートする NFS サーバーまたは NAS デバ

イス(NFS v2、v3、v4 でマウント可能な NFS ファイルシステム)である必要があり

ます。 
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4.5. 共有ディスク構成 (VMDK) 

 

 共有ディスク構成 (VMDK) の構成例 

 
LifeKeeper for Linux で共有ディスクを構成する場合は、SCSI Reservation による I/O

フェンシングが可能な構成（共有ディスクを RDM として VM に認識させる方法、もしく

は、iSCSI ストレージを VM から接続する方法）とすることをお勧めしていますが、SCSI 

Reservation 以外の I/O フェンシングを用いる事で、VMDK を共有ディスクとして利用す

る事も出来ます。 

VMDK の共有ディスク構成では、以下に紹介するような I/O フェンシング機能を利用して

スプリットブレインを未然に防いでください。 
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4.5.1. 共有ディスク構成 (VMDK) の留意点 

 

 SCSI Reservation 以外のフェンシング機能が必要です。 

VMDK をノード間で使用する共有ディスクとする為には、SCSI Reservation による

I/O フェンシング機能が利用できなくなる為、代替え手段が必要となります。 

LifeKeeperでは代替えの I/Oフェンシング機能として、Quorum/Witness, STONITH, 

Watchdog の機能を利用頂けます。それぞれの機能には長所/短所がありますので、シ

ステム要件に応じて Quorum/Witness と STONITH、の様に組み合わせて利用してく

ださい。LifeKeeper の I/O フェンシングについては、以下のドキュメントに詳細を掲

載しています。 

 

LifeKeeper I-O フェンシングの概要 

http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/lifekeeper-i-o-fencing-

introduction 

 

 Quorum/Witness Server Support Package for LifeKeeper(steeleye-

lkQWK) が必要です。 

Quorum/Witness によるフェンシングを実現する場合は、Quorum/Witness Server 

Support Package for LifeKeeper (steeleye-lkQWK) を各ノード、および Witness

サーバーを利用する場合は Witness サーバーにそれぞれ追加インストールする必要が

あります。ライセンスは Core ライセンスで稼働しますので、オプションとしてライセ

ンスを追加購入する必要はありません。 

steeleye-lkQWK はインストールした直後からフェンシング機能が有効になります。そ

のため、設定する直前にパッケージをインストールしてください。また使用しなくなっ

た場合はアンインストールを行ってください。 

 

 majority モードでは、３台以上のクラスター構成が必要です。 

majority モードを使用する場合は quorum check を使用しますので、3 台以上で

クラスターを構成し、それぞれに steeleye-lkQWK をインストールする必要があ

ります。そのため、2 台構成のクラスターの場合、さらに Witness サーバーを用

意する必要があります。Witness サーバーには、LifeKeeper Core をインストー

http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/lifekeeper-i-o-fencing-introduction
http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/lifekeeper-i-o-fencing-introduction
http://jpdocs.us.sios.com/Linux/9.3/LK4L/TechDoc/index.htm#configuration/lifekeeper_io_fencing/introduction.htm
http://jpdocs.us.sios.com/Linux/9.3/LK4L/TechDoc/index.htm#configuration/lifekeeper_io_fencing/introduction.htm
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ルする必要がありますが、ライセンスは Core ライセンスで稼働しますので、オプ

ションとしてライセンスを追加購入する必要はありません。 

Remote_tcp モードを利用する場合は、Quorum チェックのためにクラスター構

成外の他のサーバーが必要です。３台目以降のサーバーをクラスターとしてシス

テムに組み込まなくても構成が可能です。設定の詳細は、以下を参照してください。 

Quorum/Witness 

http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/quorum-witness 

 

 ”vSphere CLI” が必要です。 

vSphere7 を使用した STONITH を使用する場合、”vSphere CLI” を OS にインストー

ルする必要があります。VMware のサイトからダウンロードして、各ノードにインス

トールを行ってください。 

 vSphere CLI を使用した STONITH の設定について 

 

STONITH は、クラスター内のノードの電源をリモートから切断するフェンシング

方式です。vSphere CLI の vmware-cmd コマンドを使用する事で、vSphere7 で

も STONITH を利用することが出来ます。ただし VM は vMotion や vSphere HA

によって稼働するホストが変更されますので、現在稼働するホストに対して VM を

停止するようコマンドを実行する設定が必要となります。そのため、VM が稼働す

るホストに対して VM の停止コマンドを発行するスクリプトを作成して、このス

クリプトを stonith.conf から実行できるよう設定を行ってください。 

 

stonith.conf には、両ノードを停止するコマンドを指定する必要があります。そ

のため、例えば、以下の様にノード毎のスクリプトファイルを作成し、ESXi1, 

ESXi2 の両方のホストに対して実行できるようにします。（スクリプトに実行権限

も与えてください） 

 

/opt/LifeKeeper/config/shutdownA.sh(VM1 を停止するスクリプトファイ

ル) 

#! /bin/bash 

vmware-cmd -H ESXi1 -U root -P password VM1.vmx stop hard 

vmware-cmd -H ESXi2 -U root -P password VM1.vmx stop hard 

http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/quorum-witness
http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/quorum-witness
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/opt/LifeKeeper/config/shutdownB.sh(VM2 を停止するスクリプトファイ

ル) 

#! /bin/bash 

vmware-cmd -H ESXi1 -U root -P password VM2.vmx stop hard 

vmware-cmd -H ESXi2 -U root -P password VM2.vmx stop hard 

“-H” はホスト（ESXi サーバー）、-U は OS のログインユーザ、-P はユーザの

パスワードを指定します。 

実際に停止する VM のイメージファイルをフルパスで指定して、最後に処理内

容を記入します。 

 

作成したスクリプトファイルを両ノードに保存して、以下の様に stonith.conf 

ファイルから読み込まれるよう設定します。 

 

/opt/LifeKeeper/config/stonith.conf 

: 

VM1  /opt/LifeKeeper/config/shutdownA.sh 

VM2  /opt/LifeKeeper/config/shutdownB.sh 

＊VM1,VM2 は、LifeKeeper が認識している OS のホストネームです。 

 

STONITH の設定の詳細については、以下を参照してください。 

STONITH 

http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/stonith 

  

http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/stonith
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 オプションのマルチパス Recovery Kit が不要です。 

ストレージ接続がマルチパスの環境であっても、パスの制御は VMware vSphere 側の

マルチパスドライバーが実施するため、仮想マシン上に導入する LifeKeeper for Linux

ではオプションのマルチパス Recovery Kit が不要です。 

 

 サポートストレージ一覧に掲載されている以外のストレージを利用できます。 

サポートストレージ一覧に掲載されたストレージは、SCSI Reservation によるフェン

シングが可能である事を確認したストレージとなります。VMDK の構成では SCSI 

Reservation によるフェンシングを利用しませんので、vSphere ESXi サーバーでサ

ポートするストレージであれば利用できます。 

 

 

  

http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/supported-storage-list
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4.6. DataKeeper (DK) 構成 

 

 DataKeeper 構成の構成例 

 
 

DataKeeper 構成は、システム領域以外に別のパーティションを設けて、パーティション単

位でブロックレベルのデータレプリケーションを行い、クラスターノード間でデータの共

有を行います。別パーティションに分かれれば良いので、共通の VMDK 内にシステム、デー

タ領域を共存する事も可能です。データレプリケーションは専用のネットワーク経路を指

定して行います。 
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4.6.1. DataKeeper 構成の留意点 

 

 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構成を実施する場合、

DataKeeper for Linux が必須です。 

 

 GUID Partition（GPT）を作成し一意の ID をパーティションに割り当てるか、LVM 

を使用する必要があります。 

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、標準の設定ではストレージの識別に使用する ID を取得できないた

め、GUID Partition（GPT）を作成し一意の ID をパーティションに割り当てるか、

LVM を使用する必要があります。詳細については、オンラインマニュアルのトラブル

シューティングを参照してください。 

 

 

  

http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/datakeeper-for-linux-troubleshooting
http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/datakeeper-for-linux-troubleshooting


LifeKeeper for Linux 仮想環境構成ガイド (VMware vSphere7 編) 

27 

©2020 SIOS Technology, Inc. 
    

4.7. VMDK as Shared Storage 構成 (VMDK ARK) 

 

 VMDK as Shared Storage 構成 (VMDK ARK)の構成例 

 
VMDK as Shared Storage 構 成  (VMDK ARK) は 、 LifeKeeper か ら VMware 

PowerCLI を用いて vSphere ESXi ハイパーバイザーを直接制御することにより、仮想

ハードディスクを LifeKeeper の共有ストレージとして安全に使用できます。これによ

り、VMDK による共有ディスク構成でも待機系からのアクセス制限を行い、

Quorum/Witness モード で必 要な第 三の サー バー を立て るこ とな く、 SCSI 

Reservation と同じレベルの堅牢度を実現する事が可能となります。 
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4.7.1. VMDK as Shared Storage 構成 (VMDK ARK) の留意点 

 

 オプションの VMDK Recovery Kit が必須です。 

LifeKeeper for Linux において VMDK as Shared Storage 構成 (VMDK ARK)を実

施する場合、オプションの VMDK Recovery Kit のインストールが必要です。 

詳細については、オンラインマニュアルの VMDK ARK を参照してください。 

 

 フェイルオーバーからの復旧時にゲストの起動ができないことがあります。 

ホスト障害などで LifeKeeper によるフェイルオーバーが発生した場合、仮想ハード

ディスクの切り離しが行えないと復旧後にゲスト OS が起動できないことがあります。

この状態になった場合、vSphere Client を利用して VM から仮想ハードディスクを切

り離すことでゲスト OS が起動できるようになります。 

  

http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/vmdk-as-shared-storage-recovery-kit-administration-guide
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4.8. Single Server Protection (SSP) 

 

 Single Server Protection(SSP)の構成例 

 
SSP はクラスターではないのですが、LifeKeeper のようにサービスをリソースとして

保護します。保護したサービスで障害が発生した場合、監視機能とリカバリ機能が稼働

して自動的に保護したサービスを復旧します。また vSphere HA と連携する事で、ア

プリケーション障害のみではなく、カーネルパニック等で VM の OS が稼働しなくなっ

た場合でも、vSphere HA を使用した VM の強制再起動による復旧を行うことが出来

ます。 
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4.8.1. Server Protection (SSP) 構成の留意点 

 

 vSphere HA が利用できる環境ではない場合、カーネルパニック等のノード障害の復  

旧は行えません。 

 

 vSphere HA と連携して稼働する場合は、“仮想マシンとアプリケーションの監視”に 

設定変更し、/etc/default/LifeKeeper に“HA_DISABLE=0”のパラメータを追加設定

する必要があります。 

 

 vSphere7 では、vCenter と連携する SteelEye 管理コンソール（SMC）をサポートし

ていません。SMC による vCenter との連携が可能なのは vSphere5.5 以前のバージョ

ンとなります。 
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5. 障害発生時の LifeKeeper の動作について 

 

VMware vSphere 環境で稼働する LifeKeeper では、以下の様なサービス障害に発生した

場合、正常にサービスのリカバリが行われます。 

 

 LifeKeeper for Linux SSP 

RDM iSCSI NAS DK VMDK VMDK as 

Shared 

Storage 

OS 上のアプリケーション

障害 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

*1 

VM 障害（カーネルパニッ

ク、VM のフリーズ、リセッ

ト等） 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

(要 VHA) 

ネットワーク障害(サービス

LAN 障害) 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 

*2 

ネットワーク障害(コミュニ

ケーションパス 1 本切断) 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― 

*3 

ネットワーク障害(コミュニ

ケーションパス全て切断) 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― 

*3 

マネージメントネットワー

ク障害 

影響なし 影響なし 影響なし 影響なし 影響なし VMware 側

の状況によ

る 

影響なし 

全パスダウン(APD) 
〇 

(要VHA) 

〇 

(要VHA) 

〇 

(要VHA) 

〇 

(要VHA) 

〇 

(要VHA) 

〇 

(要 VHA) 

× 

*4 

ホスト(ESXi サーバー)障害 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

(要 VHA) 

*1. vSphere HA と連携する事で、よりサービスの継続性を高めることが出来ます。 

*2. SSP ではネットワーク障害を検出できますが、他の経路を使用するローカルリカバリ

で復旧できない場合、同じホスト上で VM を再起動する挙動のみとなります。そのため、物

理的にネットワークの通信が行えない経路障害の場合、復旧できなくなります。 

*3. SSP にはコミュニケーションパスがないため、該当の障害は発生しません。そのため、”-” 

としています。 

*4. SSP は VM 単体で稼働します。APD が発生した場合は、同じノードでの再起動しか自

動的に行えないため、APD を復旧する、もしくは vMotion 等で他のホストにサービスを切

り替えない限り、起動は行えません。 
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 OS 上のアプリケーション障害 

アプリケーション障害とは、ハートビートによるノード監視は正常であるが、保護するサービス

の監視で障害を検出する事です。vSphere7 自体にはアプリケーションの障害を検出する機能が

ありませんので、LifeKeeper, SSP を使用する事で、保護するサービスの障害を自動的に復旧し

て、サービスの継続性を高めることが出来ます。 

 

また SSP では、ローカルリカバリで復旧が行えなかった場合のシステムリセットを、OS による

システムリセットではなく、vSphere HA によるシステムのリセットに変更することが出来ま

す。これは、OS によるシステムリセットが行えないようなアプリケーション障害（システム負

荷が高く、サービスの提供やコマンドの受け付けは行えないが、ハートビートへの応答は可能な

状態など）が発生した場合に有効です。この機能を利用する場合は、vSphere HA が有効である

必要があります。 

 

 VM 障害（カーネルパニック、VM のフリーズ、リセット等） 

VM 障害とは、VM がフリーズやカーネルパニック等を引き起こす障害です。その結果、待機ノー

ドがハートビートによるノード監視が行えなくなり、障害を検出します。この場合、vSphere HA

による”VM の監視”機能を使用する事で自動的にリカバリ（VM のリセット）する事が可能です。

vSphere HA による VM の監視では、障害を検出してから 1 分程度でリセットが行われます。

対して LifeKeeper では、VM の障害を検出してサービスの切り替えを開始するまでに 15 秒程

度となりますので、vSphere HA の VM 監視より早くサービスを復旧する事が可能です。 

 

 ネットワーク障害(サービス LAN 障害) 

サービス LAN のネットワーク障害が発生した場合、VIP,もしくはサービスがアプリケーション

障害を検出します。そのため、“OS 上のアプリケーション障害”と同等の動作となります。ただ

し SSP の場合、1 台の VM で障害検出し復旧する必要がありますので、ネットワークが物理的

に切断されている場合は、自動的な復旧が望めません。そのため、ネットワークの冗長化等を推

奨します。 

 

 ネットワーク障害(コミュニケーションパス 1 本切断) 

ハートビート通信を行うコミュニケーションパス 1 本が切断した場合、LifeKeeper ではそれぞ

れコミュニケーションパスの障害を検出します。コミュニケーションパスは複数本で構成しま

すので、1 本途切れても、稼働するサービスには影響しません。 

 

 ネットワーク障害(コミュニケーションパス全て切断) 

コミュニケーションパスが全断した場合、ハートビートによるノード監視が行えなくなります。

そのため、各ノードがサービス復旧を試みますが、LifeKeeper の排他制御を行う機能により、

両ノードでのサービスの起動を防ぐことが出来ます。 
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 マネージメントネットワーク障害 

vSphere HA のマネージメントネットワークに障害が発生しましても、LifeKeeper, SSP の各構

成では、保護するサービスや OS には影響しません。ただ、vSphere7 による vCenter や ESX

サーバーを経由した VM の管理が行えなくなります。VMDK as Shared Storage 構成において、

スイッチオーバーやフェイルオーバーに失敗することがあります。なお、vSphere HA の設定

で、マネージメントネットワーク障害が発生した場合のホストの対応として、VM に対して再起

動や停止を促す設定も可能です。 

 

 全パスダウン(APD) 

VM を保存する VMFS へのパスが全てダウンした場合の挙動です。この場合、ホストのメモリ上

で OS が起動した状態で、読込先のディスク(VMDK)にアクセスできなくなるという状況に陥り

ます。LifeKeeper や SSP では、この状況に陥ったシステムやアプリケーションの障害の検出は

殆ど行えません。そのため、vSphere HA の設定によって、APD となった VM を強制再起動さ

せることお勧めします。強制再起動を行う事で、稼働しているノードで VM の障害を検出しま

す。アクティブノードが強制再起動された場合は、スタンバイノードにサービスを切り替えます。 

 

 ホスト(ESXi サーバー)障害 

VM が稼働する ESXi サーバー(ホスト)が障害となり停止や再起動を起こした場合、vSphere HA

によって、別のホストに VM を切り替えることが出来ます。LifeKeeper で構成する RDM、

iSCSI,NAS,DK,VMDK,SSP のいずれの構成でも、vSphere HA による別ホストへの切り替えは

可能であり、LifeKeeper としても正常に稼働します。なお LifeKeeper は、vSphere HA による

ノードの切り替えよりも早くハードビートによるノードの障害を検出し切り替えを開始します

ので、アクティブノードが稼働するホストで障害が発生した場合は、別のホストで稼働するスタ

ンバイノードにサービスを切り替えます。  
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6. vSphere の機能利用について 

 

 構成別 vSphere 機能対応表 

 LifeKeeper for Linux SSP 

RDM iSCSI NAS DK VMDK VMDK as 

Shared 

Storage 

vSphere HA(ホスト障害)*3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

vSphere HA (VM 監視) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇*1 

vSphere FT ×*2 〇 〇 〇 ×*2 × 〇 

vMotion 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Storage vMotion ×*2 〇 〇 〇 ×*2 △*4 〇 

*1 SSP は OS の強制再起動によるリカバリの他に、vSphere HA のアプリケーション監視

と連動した VM の強制再起動によるリカバリを使用する事も可能です。具体的な設定方法

については P37 の 6.1.1 をご確認ください。 

*2 該当の構成は、全て“SCSI バスの共有“を意味します。この場合、各機能が利用できな

くなるため、×としています。 

*3 vSphere HA のホスト障害によって単一ホストにクラスターノードが集まった場合、

P38 の 6.1.2 を参考に対応を行う必要があります。 

*4 機能の利用に制限があります。詳しくは P43 の 6.4.2 を参考にしてください。 
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6.1. vSphere HA 

 

 
 

6.1.1. vSphere HA 機能の利用について 

 

vSphere HA で実現される機能としては、ESXiサーバー自体の障害によって他のESXiサー

バーに VM を切り替えるサービスと、仮想マシン、アプリケーションの監視やネットワー

ク、ストレージパスの監視など多岐に渡ります。LifeKeeper では、これらのそれぞれの機

能と共存して稼働する事が可能です。 

 

仮想ホスト障害時は、vSphere HA よる障害検出(60 秒程度)より、LifeKeeper のコミュニ

ケーションパスによるノード障害検知(15 秒)が先に行われます。そのため、LifeKeeper に

よるリカバリ処理が早く行われます。 

また何らかの影響で LifeKeeper によるノードの障害の検出に、vSphere HA による障害検

出、リカバリより時間を要したとしても、vSphere HA によるシステムの復旧が先に行われ

るのみです。スタンバイノードは死活監視が正常に行えるように復旧したと判断してその

ままスタンバイノードとして稼働します。 

 

”仮想マシンの監視” 機能は SSP と連動することが出来ます。SSP と連動する場合は、

vSphere HA の設定にある “仮想マシンの監視” の項目を、“仮想マシンとアプリケーショ

ンの監視”に変更してください。仮想マシンとアプリケーション障害を検出するためのハー

トビートが利用可能となります。実際の障害が発生した場合の動作については、vSphere 

HA の設定にある“ホスト隔離への対応” と “仮想マシンの感度” の項目を変更してくださ

い。 
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また SSP の設定として、/etc/default/LifeKeeper に“HA_DISABLE=0”のパラメータを追

加する必要があります。 

 

“全パスダウン(APD)“に掲載した VMFS との接続が全てダウンする APD の様な状態に陥っ

た場合の挙動についても、vSphere HA の設定にある“障害状態と仮想マシンの対応”から設

定を変更して頂く事が出来ます。 

 

6.1.2. vSphere HA 機能利用時の留意点 

 

 LifeKeeper for Linux用のノードが、同一 ESXi サーバー（ホスト）上で稼働する可

能性があります。 

ホストが 2 台構成で、1 台のホストで障害が発生した場合、全てのノードが 1 台のホ

スト上で稼働する事になります。また RDM を使用した共有ディスク構成は、障害時の

一時的な構成ではありますが、SCSI Reservation によるフェンシング機能が利用でき

ない構成となります。LifeKeeper では、VM を同一ホストで稼働する事は、単一障害点

となる構成であり、SCSI Reservation によるフェンシング機能が利用できない構成と

なるため、サポートしていない構成となります。そのため、速やかに障害の発生したホ

ストを復旧してください。 

 

 vSphere DRS による”仮想マシンの分割“構成を利用できます。 

vSphere HA によって同一ホストでクラスターノードが稼働する構成となった場合で

も、ホストが復旧した後、自動的に別々のホストへ vMotion を行う事が出来ます。こ

の設定を行う事で、リカバリ後に手動で vMotion する手間が省けます。 

 

具体的な設定は、vSphere Web Client からログインして、以下のように操作を行って

ください。 

1. vSphere クラスターの“設定“タブから、“仮想マシン/ホストルール”を選択する。 

2. ”仮想マシンの分割“を選択して、別々のホストで稼働したいノード（クラスタノー

ドの要件）を登録する。 
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6.2. vSphere FT 
 

 
 

6.2.1. vSphere FT機能の利用について 

 

vSphere FT は HA とは異なり、ホストの障害発生時にシームレスに稼働するホストを切り

替えます。この際、LifeKeeper のノードを構成する VM や SSP が稼働する VM も、

LifeKeeper による障害検知やデータ損失はありません。 

vSphere FT を使用する場合、あらかじめプライマリの VM の他に、リアルタイムでデータ

更新の行われるシャドウインスタンスを他のホストに作成します。 
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6.2.2. vSphere FT機能利用時の留意点 

 

 使用するディスクサイズが 2 倍になります。 

vSphere FT を使用する場合、あらかじめプライマリの VM の他に、リアルタイムでデータ

更新の行われるシャドウインスタンスを他のホストに作成します。そのため、2 ノードでク

ラスターを構成している場合、4 ノード分のディスク容量を使用します。 

なお、レガシー Fault Tolerance（レガシーFT）を使用する場合はレガシーFT の仕様に準

じますので、単一ディスクで構成されます。ディスクサイズを 2 倍使用しません。 

 vSphere FT は“SCSIバスの共有“を使用する VM に対して利用できません。 

vSphere FT は“SCSI バスの共有“を使用する VM に対して利用できませんので、RDM を

使用した共有ディスク構成、従来の VMDK を使用する共有ディスク構成のクラスターに対

しては、利用できません。 

 VMDK as Shared Storage 構成では vSphere FT を利用できません。 

vSphere FT がプライマリのインスタンスからシャドウインスタンスへのフェイルオー

バーを実施した際に LifeKeeper が保持しているプライマリインスタンスのディスク情報

と稼働しているシャドウインスタンスのディスク情報が合わなくなり、LifeKeeper が正常

にリソースの保護ができなくなるので VMDK as Shared Storage 構成のクラスターでは

利用できません。 

 10GBps のネットワークポートが必要です。 

vSphere FT を実現するためには、プライマリインスタンスとシャドウインスタンスを保存

するホスト間で 10GBps ネットワークポートを使用したデータ転送が可能な環境が必要と

なります。 

なお、レガシーFT を使用する場合はレガシーFT の仕様に準じますので、1Gbps でも構成

が可能です。 

 

“レガシーFT”については、以下のドキュメント P62 の ”レガシー Fault Tolerance” をご

参照ください。 

https://docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/7.0/vsphere-esxi-vcenter-server-

70-availability-guide.pdf 

 

 

https://docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/7.0/vsphere-esxi-vcenter-server-70-availability-guide.pdf
https://docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/7.0/vsphere-esxi-vcenter-server-70-availability-guide.pdf
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6.3.  vMotion 

 

 
 

6.3.1. vMotion機能の利用について 

 

vMotion は、VM が稼働するホストをオンラインで切り替えるライブマイグレーション機能

です。vMotion を LifeKeeper のノードを構成する VM や SSP が稼働する VM に対して

行っても LifeKeeper による障害検知やデータ損失はありません。 

 

6.3.2. vMotion機能利用時の留意点 

 RDM を共有ディスクとして構成した VMの vMotion は可能です。 

RDM を共有ディスクとして構成している場合でも、vMotion は可能です。ただし、

LifeKeeper で RDM に対して SCSI Reservation を行う場合は、必ず別々のホスト上

で VM が稼働して、それぞれ別々の経路で RDM に接続できるよう構成してください。

同じホスト上で稼働する VM を使用して RDM を共有ディスクとして保護しても、SCSI 

Reservation が正しく稼働しません。 

 vSphere DRS を利用して頂く事は可能です。 

vSphere DRS を使用して、vMotion をスケジュールすることは可能です。vSphere HA

の留意事項にあるように、別々のホストで VM が稼働するよう vSphere DRS を設定

してください。 
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6.4. Storage vMotion 
 

 
 

 

6.4.1. Storage vMotion機能の利用について 

 

Storage vMotion は、オンラインで VM が稼働する VMFS を変更する機能です。また稼働

するホストとストレージの両方を同時に切り替える事も可能です。そのため、vMotion と

Storage vMotion のどちらも利用可能な構成であれば、LifeKeeper や SSP の稼働には影

響なく、稼働するホストとストレージの両方を同時に切り替える事が可能です。 
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6.4.2. Storage vMotion機能利用時の留意点 

 “SCSI バスの共有“を使用する VM に対して利用できません。 

Storage vMotion は“SCSI バスの共有“を使用する VM に対して利用できません。そ

のため、RDM を使用した共有ディスク構成、VMDK を使用する共有ディスク構成のク

ラスターに対しては利用できません。 

 

 VMDK as Shared Storage 構成では制限があります。 

VMDK as Shared Storage 構成では、LifeKeeper にて保護されているディスクが 

Storage vMotion による VMDK イメージの移動に対応できません。利用する場合は 

“ストレージの選択” の画面で “ディスクごとに設定” から LifeKeeper が保護してい

ないディスクのみを移動してください。 
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7. LifeKeeper for Linux 設定上の考慮点 

 

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

て 

 

LifeKeeper for Linux のインストールおよびクラスター設定は物理サーバーと同じ手順で

インストール可能です。具体的な手順については、以下のスタートアップガイドを確認して

ください。 

 

 LifeKeeper for Linux スタートアップガイド 

http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/sios-protection-suite-for-linux-

getting-started-guide 

 

7.2 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。 

 

7.2.1 リンク監視について 

 

VMware vSphere の環境において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、仮想ホストの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。 

  

http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/sios-protection-suite-for-linux-getting-started-guide
http://docs.us.sios.com/spslinux/9.5.0/ja/topic/sios-protection-suite-for-linux-getting-started-guide
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 クラスター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

ター外部への疎通確認が必要です。 

 

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。 

 

7.2.2 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

部の何れかに存在する 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。 
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 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ーノードの仮想マシ

ンが応答しているため、クラスターノードは「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。 

 



LifeKeeper for Linux 仮想環境構成ガイド (VMware vSphere7 編) 

45 

©2020 SIOS Technology, Inc. 
    

 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、クラスターノードは「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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7.3 vSphere6 からの変更点 

 

vSphere6 からサポート範囲等の変更点について記載します。なお、この情報は改訂履歴に

載っている最新日時点の情報になります。オンラインドキュメント等で最新の情報をご確

認ください。 

 

7.3.1 vSphere7 での新規サポートとなった機能 

 

vSphere7 において新規サポートとなった機能がこちらになります。 

 

 Datakeeper 構成での vMotion の利用がサポートされました。 

 VMDK as Shared Storage 構成での Storage vMotion の利用が制限付きでサポート

されました。 

 

7.3.2 vSphere7 で未サポートの機能 

 

vSphere7 において現在未サポートとなっている機能です。 

 

 vSAN が現在未サポートになります。 

 VMDK as Shared Storage 構成での vSphere FT の利用が未サポートになります。 
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8. 免責事項 

 

 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、その妥当性や正確性についていかなる種類の保証もするものではありません。 

 本書に含まれた誤りに起因して、本書の利用者に生じた損害については、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。 

 第三者による本書の記載事項の変更、削除、ホームページ及び本書等に対する不正な

アクセス、その他第三者の行ため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。 

 システム障害などの原因によりメールフォームからのお問い合せが届かず、または延

着する場合がありますので、あらかじめご了承ください。お問い合せの不着及び延着

に関し、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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の他の二次利用をすることはいずれも禁止されます。またコンテンツの改変、削除につい
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