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自己紹介
 名前: 森 啓介 (Keisuke MORI)Keisuke MORI))

 twitter: @ksk_ha

 Linux-HA Japanプロジェクトの関連の活動の活動
 Pacemakerリポジトのリパッケージのリリース
 http://linux-ha.osdn.jp/

 ClusterLabs プロジェクトののコミッタ
 Pacemaker、resource-agents などHAクラスタ関連の活動の開発コミュニティコミュニティ
 https://github.com/ClusterLabs/

 本業
 普段の業務の業務: NTT OSSセンタ

 NTTグループ内におけるにおけるPacemaker/Heartbeatの導入支援・サポートサポートの
 バグ報告・サポートパッチ作成などによる作成などによるなどによるNTTから開発コミュニティコミュニティへのフィードバック・サポート貢献

http://linux-ha.osdn.jp/
https://github.com/ClusterLabs/
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本日のトのピックを続ける一言で言うと…で言で言うと…うと…

Linux-HA JapanLinux-HA Japan  プロジェクトののプロジェクトのの
活動方針が少し変わります！が少し変わります！少し変わります！し変わります！変わります！わります！活動方針が少し変わります！が少し変わります！少し変わります！し変わります！変わります！わります！

Linux-HA JapanLinux-HA Japan  プロジェクトののプロジェクトのの
活動方針が少し変わります！が少し変わります！少し変わります！し変わります！変わります！わります！活動方針が少し変わります！が少し変わります！少し変わります！し変わります！変わります！わります！
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もくじ
 Pacemakerとは

 Linux-HA Japan プロジェクトののこれまでと今後

 使い方はどう変わるい方はどう変わる方はどう変わります！わる?

 Pacemaker/HAクラスタの未来
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Pacemaker？なにそれおいしいの？なにそれおい方はどう変わるし変わります！い方はどう変わるの？なにそれおいしいの？

 Pacemakerとは、
オープンソースのHAクラスタソフトのウェアです。です。

HHigh AAvailability = 高可用性
サービスを続けるできる限りり
「止めない！」こと止めない！」ことめない方はどう変わる！」こと
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Pacemakerの概要

サーバ#1 サーバ#2

サービスの監視・制御の監視・制御監視・制御

サーバ間の監視・制御間の監視・制御の監視・制御監視・制御

 サーバ・サポートアです。プリケーションの故障監視
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Pacemakerの概要

サーバ#1 サーバ#2

サービスの監視・制御の監視・制御フェイルオーバ間の監視・制御

 故障検知時、自動的にフェイルオーバにフェイルオーバ
 ダウンタイムの最小化の最小化を続ける
 STONI)THによるデータの安全性確保

STONITH(強制電源断)
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Pacemakerを続ける詳しく知りたかったら…し変わります！く知りたかったら…

Linux-HA Japan プロジェクト 〇F 〇〇〇教室にてデモ展示中！にてデモ展示中！デモ展示中！展示中！
※OSC2020 Tokyo/Springは展示中止となりました展示中止となりましたとなりました
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もくじ
 Pacemakerとは

 Linux-HA Japan プロジェクトののこれまでと今後
 過去: プロジェクトのの発コミュニティ端と目的と目的にフェイルオーバ
 現在: 取り巻く状況の変化り巻く状況の変化く状況の変化の変わります！化を続ける
 未来: 今後の方針が少し変わります！

 使い方はどう変わるい方はどう変わる方はどう変わります！わる?

 Pacemaker/HAクラスタの未来
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過去: Linux-HA Japanプロジェクトのの発コミュニティ端と目的
 そもそもい方はどう変わるつ、なぜ、何の目的で活動を始めたかの目的にフェイルオーバで活動を続ける始めたかめたか

 設立日:
 2007年10月4日

(*1) https://enterprise.watch.impress.co.jp/cda/topic/2007/10/04/11299.html
      Copyright (c) 2007 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved. 
(*2) https://www.ntt.co.jp/news/news07/0710/071004a.html
      Copyright(c) 2007 日本電信電話株式会社

(*1) (*2)

https://enterprise.watch.impress.co.jp/cda/topic/2007/10/04/11299.html
https://www.ntt.co.jp/news/news07/0710/071004a.html
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Linux-HA Japan プロジェクトの設立の目的にフェイルオーバ
 Linux-HA 日本語コミュニティの開設コミュニティの開設

 利用ノウハウの情報交換(Keisuke MORI)Webサイトの・サポートメーリングリストの)
 日本国内におけるでのHAクラスタソフトのウェアです。の知名度向上
 オープンソースでも商用レベルのサービスが少し変わります！できる!ことのアです。ピール

 すぐ使えるバイナリパッケージのリリース使い方はどう変わるえるバイナリパッケージのリリース
 開発コミュニティコミュニティからはソースコードリリースのみ(Keisuke MORI)当時)
必要なコンポーネントのを続ける集めてビルド・バイナリパッケージを提供めてビルド・バイナリパッケージを提供ビルド・サポートバイナリパッケージを続ける提供
さらに使い方はどう変わるい方はどう変わるやすくするための運用補助ツールを提供ツールを続ける提供

Heartbeat (Keisuke MORI)当時) Pacemaker (Keisuke MORI)現在)
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管理コマンドコマンド
追加機能

Heartbeat / Pacemakerの発コミュニティ展

pacemaker-1.0.*

heartbeat-2.*

CRM

(corosync-1.*)

通信・サポートノード
管理コマンド機能

リソース
制御機能パッケージを続ける分割、再構成などによる

2007年10月～
RHEL4/5対応

cluster-glue

resource-agents

Linux-HA Japan
追加ツール類ツール類

heartbeat-3.*

crmsh

pacemaker-1.1.*

corosync-2.*

resource-agents

Linux-HA Japan
追加ツール類ツール類

(pcs)

fence-agents
cluster-glue

crmsh

Heartbeat2 
パッケージ

Pacemaker-1.0系
リポジトのリパッケージ

Pacemaker-1.1系
リポジトのリパッケージ

Corosync
への移行、
機能拡充

2010年9月～
RHEL5対応

2014年12月～
RHEL6対応

2011年7月～
RHEL6対応

2015年6月～
RHEL7対応

libqb
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RHEL HAクラスタ製品との関連との関連の活動

Heartbeat2 
パッケージ Pacemaker-1.0系

リポジトのリパッケージ Pacemaker-1.1系
リポジトのリパッケージ

pacemaker-1.0.*
heartbeat-3.*

crmsh
pacemaker-1.1.*

corosync-2.*

～RHEL 5～RHEL 5 RHEL 6RHEL 6 RHEL 7RHEL 7 RHEL 8～RHEL 8～

Red Hat
Cluster Suite 5

RHEL 6
HA add-on

cman
RHEL 7

HA add-on
RHEL 8

HA add-on

rgmanager
corosync / cman

rgmanager

pacemaker-1.1.*
(テクノロジープレビュー)

corosync-1.* / cman
rgmanager

corosync-2.*
pacemaker-1.1.*

pcs

corosync-3.*
pacemaker-2.*

pcs

※コンポーネントのは主要なもののみ記載

Heartbeat-2Heartbeat-2

Pacemaker-1.0系Pacemaker-1.0系

Pacemaker-1.1系Pacemaker-1.1系

heartbeat-2.*

● RHEL7以降Pacemakerを続ける正式に採用
● ユーザインタフェースはpcsを続ける採用

● RHEL7以降Pacemakerを続ける正式に採用
● ユーザインタフェースはpcsを続ける採用

pcs
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現在: 取り巻く状況の変化り巻く状況の変化く状況の変化の変わります！化を続ける
 RHEL7以降 HA add-on にPacemakerを続ける正式採用済みみ

 CentOS 7 を続ける含めすでに広く利用されはじめているめすでに広く利用されはじめているく利用されはじめてビルド・バイナリパッケージを提供い方はどう変わるる

他の一般的なディストリビューションでも採用済みの一般的にフェイルオーバなディストのリビューションでも採用済みみ
 SLES, Ubuntu

 Linux-HA Japan 当初の目的の一つの目的にフェイルオーバの一つ
「止めない！」ことすぐ使えるバイナリパッケージのリリース使い方はどう変わるえるバイナリパッケージの提供」はその役目を続ける終
えつつある
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未来: Linux-HA Japan プロジェクトの今後の方針が少し変わります！

 RHEL 8 / CentOS 8 以降は…
 HA add-on 版 Pacemaker パッケージの利用を続ける推奨していきます。し変わります！てビルド・バイナリパッケージを提供い方はどう変わるきます。

 利用手順・サポート設定も も Red Hat社のドキュメントの・サポートナレッジに極力沿った利用方法を推奨しった利用方法を推奨しを続ける推奨していきます。し変わります！
ます。

 Linux-HA Japan からは、追加ツール類のみリリースを行います。のみリリースを続ける行い方はどう変わるます。
 ただし変わります！内における容は は RHEL 8 HA add-on の利用条件の範囲に限定し見直します。の範囲に限定し見直します。に限り定も し変わります！見直します。し変わります！ます。

以下は今後も変わりません！は今後も変わります！わりません！
 RHEL 7 / CentOS 7 向けのPacemaker-1.1リポジトのリパッケージは、

今後も継続けるし変わります！てビルド・バイナリパッケージを提供リリースし変わります！てビルド・バイナリパッケージを提供い方はどう変わるきます。
 もちろん、HAクラスタに関する情報交換の場として、 とし変わります！てビルド・バイナリパッケージを提供、 Linux-HA Japan 

コミュニティは引き続き活動を継続していきます！き続けるき活動を続ける継続けるし変わります！てビルド・バイナリパッケージを提供い方はどう変わるきます！

★変わります！わります！

★変わります！わりません！
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もくじ
 Pacemakerとは

 Linux-HA Japan プロジェクトののこれまでと今後

 使い方はどう変わるい方はどう変わる方はどう変わります！わる?
 コンポーネントのの差分
 pcsによる構築手順例
 STONI)TH機能の差分
 Linux-HA Japan 追加パッケージ内における容は (Keisuke MORI)予定も )

 Pacemaker/HAクラスタの未来
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管理コマンドコマンド

今後の Pacemaker の利用イメージ

通信・サポートノード
管理コマンド機能

リソース
制御機能

pacemaker-1.1.*

corosync-2.*

resource-agents

Linux-HA Japan
追加ツール類ツール類

(pcs)

fence-agents
cluster-glue

crmsh

Pacemaker-1.1系
リポジトのリパッケージ

libqb

RHEL 7 / CentOS 7RHEL 7 / CentOS 7 RHEL 8 / CentOS 8 ～RHEL 8 / CentOS 8 ～

pacemaker-2.*

corosync-3.*

resource-agents
fence-agents

libqb

pcs

sbd

Linux-HA Japan
追加ツール類ツール類

RHEL 8 HA add-on
CentOS 8 同梱パッケージパッケージ

Linux-HA Japan
から提供(Keisuke MORI)予定も )

追加機能
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コンポーネントのの差分
機能 コンポーネントの Pacemaker-1.1系

リポジトのリパッケージ
RHEL8.1 
HA add-on

主な差異

ユーザインタフェース crmsh 2.1.9 － ユーザインタフェースのコンポーネントのが少し変わります！大きき
く異なり、構築時の手順、前提となる設定も が少し変わります！
大ききく異なる。

pcs (Keisuke MORI)0.9.167) 0.10.2-4

リソース管理コマンド機能 pacemaker 1.1.21-1 2.0.2-3 前提となる設定も が少し変わります！大ききく異なるため、故障時
の詳しく知りたかったら…細動作にさまざまな差異が少し変わります！ある。

通信・サポートノード管理コマンド機能 corosync 2.4.4-2 3.0.2-3

kronosnet － 1.10-1 片系切断検知、多重化を続ける方式が少し変わります！改善

libqb 1.0.5-1 1.0.3-10

リソースエージェントの resource-agents 4.3.0-1 4.1.1-33 同梱されるリソースエージェントに差異ありされるリソースエージェントのに差異あり

STONI)THエージェン
トの

cluster-glue 1.0.12-5 － STONI)TH有効化を続けるが少し変わります！必須
代替機能への移行が少し変わります！必要

fence-agents 4.4.0 4.2.1-30

sbd － 1.4.0-15
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crmsh と pcs の違いい方はどう変わる
作業

Pacemaker-1.1系
リポジトのリパッケージ RHEL 8 HA add-on

ユーザインタ
フェース crmsh pcs

インストのール・サポート
初の目的の一つ期設定も 

● 両ノードでパッケージをインストールノードでパッケージを続けるインストのール
● 両ノードでパッケージをインストールノードで各種設定も ファイルを続ける編集めてビルド・バイナリパッケージを提供

 (Keisuke MORI)corosync.conf等) 

● 両ノードでパッケージをインストールノードでパッケージを続けるインストのール・サポート初の目的の一つ期設定も 
● 一方のノードでクラスタ初の目的の一つ期設定も コマンドを続ける実行
●  デフォルトので利用する場として、 合設定も ファイルの編集めてビルド・バイナリパッケージを提供は不要

クラスタ起動・サポート
終了

● 両ノードでパッケージをインストールノードで systemctl コマンドを続ける実行し変わります！
サービス起動

● 一方のノードで pcs  コマンドを続ける実行し変わります！サービス起動
●  一つのpcsコマンドでクラスタ全体の起動・停止が可能の起動・サポート停止めない！」ことが少し変わります！可能

リソース設定も ● crmsh形式の設定も ファイルを続ける作成などによる
● 設定も ファイルには全てビルド・バイナリパッケージを提供のリソース設定も を続ける記
載

● crm コマンドでクラスタ全体の起動・停止が可能の設定も を続ける反映

● 一つの設定も 項目ごとに一つのpcsコマンドを続ける実行し変わります！てビルド・バイナリパッケージを提供リ
ソース設定も を続ける追加

● クラスタ全体の起動・停止が可能の設定も は複数ののpcsコマンドを続ける実行するシェ
ルスクリプトのとし変わります！てビルド・バイナリパッケージを提供作成などによる

●  設定も 途中は一時的に意図しない起動状態となる場合ありは一時的にフェイルオーバに意図しない起動状態となる場合ありし変わります！ない方はどう変わる起動状態となる場合ありとなる場として、 合あり
クラスタ全体の起動・停止が可能の一括設定も には一時ファイルを続ける作成などによるする手順
が少し変わります！必要

●  構築済みみのクラスタ設定も からpcsコマンドを続ける逆生成などによるするこ
とは現状不可
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pcsによるインストのール・サポート初の目的の一つ期設定も 
(全てのノードで実行ての監視・制御ノードで実行で実行実行)

■インスの監視・制御トール
# dnf install pcs pacemaker fence-agents-all

■クラスの監視・制御タが利用するポートの許可が利用するポートの許可利用するポートの許可するポートの許可ポートの監視・制御許可
# firewall-cmd --permanent --add-service=high-availability
# firewall-cmd --add-service=high-availability

■クラスの監視・制御タが利用するポートの許可ユーザの認証設定の監視・制御認証設定
# passwd hacluster
新しいパスワードしいパスワードパスの監視・制御ワードで実行:

■pcsdサービスの監視・制御の監視・制御有効化
# systemctl start pcsd.service 
# systemctl enable pcsd.service

(いパスワードずれか一つ一つつの監視・制御ノードで実行で実行実行)

■ クラスの監視・制御タが利用するポートの許可の監視・制御認証設定
# pcs cluster auth centos8-1 addr=192.168.0.1 centos8-2 addr=192.168.0.2
Username: hacluster
Password:

■クラスの監視・制御タが利用するポートの許可の監視・制御初期設定および起動起動
# pcs cluster setup my_cluster centos8-1 addr=192.168.101.1 addr=192.168.102.1 \
   centos8-2 addr=192.168.101.2 addr=192.168.102.2
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pcsによるクラスタ起動・サポート停止めない！」こと

(いパスワードずれか一つ一つつの監視・制御ノードで実行で実行実行)

■クラスの監視・制御タが利用するポートの許可全てのノードで実行体の起動の監視・制御起動
# pcs cluster start --all

(いパスワードずれか一つ一つつの監視・制御ノードで実行で実行実行)

■クラスの監視・制御タが利用するポートの許可全てのノードで実行体の起動の監視・制御停止
# pcs cluster stop --all
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pcsによるリソース設定も  (Keisuke MORI)1/2)

■ Filesystemリソースの監視・制御設定
# pcs resource create filesystem1 ocf:heartbeat:Filesystem \
   device="/dev/mapper/mpatha2" directory="/pgdata" fstype="xfs" force_unmount="safe" \
   op start timeout=60s on-fail=restart monitor timeout=60s interval=10s on-fail=restart \
   stop timeout=60s on-fail=fence

■ 仮想IPアドで実行レスの監視・制御リソースの監視・制御設定
# pcs resource create ipaddr ocf:heartbeat:IPaddr2 \
   ip="192.168.201.100" nic="eno2" cidr_netmask="24" \
   op start timeout=60s on-fail=restart monitor timeout=60s interval=10s on-fail=restart \
   stop timeout=60s on-fail=fence

■ PostgreSQL リソースの監視・制御設定
# pcs resource create pgsql ocf:heartbeat:pgsql \
   pgctl="/usr/pgsql-11/bin/pg_ctl" psql="/usr/pgsql-11/bin/psql" \
   pgdata="/pgdata/data" pgdba="postgres" pgport="5432" pgdb="template1" \
   op start timeout=300s on-fail=restart monitor timeout=60s interval=10s on-fail=restart \
   stop timeout=300s on-fail=fence

# pcs resource group add pgsql-group filesystem1 ipaddr pgsql

■ ネットワーク監視(ping)リソースの監視・制御設定
# pcs resource create ping ocf:pacemaker:ping \
   name="ping-status" host_list="192.168.201.254" attempts="2" timeout="2" debug="true" \
   op start timeout=60s on-fail=restart monitor timeout=60s interval=10s on-fail=restart \
   stop timeout=60s on-fail=ignore
# pcs resource clone ping

 構成などによる例: PostgreSQL共有ディスク構成などによる
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pcsによるリソース設定も  (Keisuke MORI)2/2)

■ STONITHリソースの監視・制御設定
# pcs stonith create fence1-ipmilan fence_ipmilan \
    delay="5" pcmk_host_list="centos8-1" \
    ip="192.168.0.91" username="ipmiuser" password="xxxxxxxx" lanplus="1" \
    op start timeout=60s on-fail=restart monitor timeout=60s interval=3600s on-fail=restart \
    stop timeout=60s on-fail=ignore

# pcs stonith create fence2-ipmilan fence_ipmilan \
    delay="0" pcmk_host_list="centos8-2" \
    ip="192.168.0.92" username="ipmiuser" password="xxxxxxxx" lanplus="1" \
    op start timeout=60s on-fail=restart monitor timeout=60s interval=3600s on-fail=restart \
    stop timeout=60s on-fail=ignore

■ リソースの監視・制御動作制御
# pcs resource defaults resource-stickiness=200
# pcs resource defaults migration-threshold=1

■ リソースの監視・制御配置・順序制約
# pcs constraint location pgsql-group prefers centos8-1=200
# pcs constraint location pgsql-group prefers centos8-2=100

# pcs constraint colocation add pgsql-group with ping-clone score=INFINITY
# pcs constraint location pgsql-group rule score=-INFINITY \
    ping-status lt 1 or not_defined ping-status
# pcs constraint order ping-clone then pgsql-group symmetrical=false kind=Optional

# pcs constraint location fence1-ipmilan avoids centos8-1
# pcs constraint location fence2-ipmilan avoids centos8-2

 構成などによる例: PostgreSQL共有ディスク構成などによる
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クラスタ起動後の状態となる場合あり
# pcs status --full
Cluster name: my_cluster
Stack: corosync
Current DC: centos8-1 (1) (version 2.0.1-4.el8-0eb7991564) - partition with quorum
Last updated: Tue Sep  3 16:56:42 2019
Last change: Tue Sep  3 16:55:45 2019 by hacluster via crmd on centos8-1

2 nodes configured
7 resources configured

Online: [ centos8-1 (1) centos8-2 (2) ]

Full list of resources:

 Resource Group: pgsql-group
     filesystem1        (ocf::heartbeat:Filesystem):    Started centos8-1
     ipaddr     (ocf::heartbeat:IPaddr2):       Started centos8-1
     pgsql      (ocf::heartbeat:pgsql): Started centos8-1
 Clone Set: ping-clone [ping]
     ping       (ocf::pacemaker:ping):  Started centos8-2
     ping       (ocf::pacemaker:ping):  Started centos8-1
     Started: [ centos8-1 centos8-2 ]
 fence1-ipmilan (stonith:fence_ipmilan):        Started centos8-2
 fence2-ipmilan (stonith:fence_ipmilan):        Started centos8-1

Node Attributes:
* Node centos8-1 (1):
    + ping-status              : 1
* Node centos8-2 (2):
    + ping-status              : 1

Migration Summary:
* Node centos8-2 (2):
* Node centos8-1 (1):

Fencing History:

PCSD Status:
  centos8-1: Online
  centos8-2: Online

Daemon Status:
  corosync: active/disabled
  pacemaker: active/disabled
  pcsd: active/enabled
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STONI)TH機能(Keisuke MORI)フェンシング)
 RHEL 8 HA add-on ではSTONI)TH機能の利用は必須です

 stonith-enabled=true (Keisuke MORI)デフォルトの設定も )

 STONI)TH機能の目的にフェイルオーバ
 スプリットのブレイン対策(Keisuke MORI)排他の一般的なディストリビューションでも採用済み制御)
制御不能な故障ノードの強制停止めない！」こと
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STONI)TH機能(Keisuke MORI)フェンシング)とは?
 フェンスを続ける立てビルド・バイナリパッケージを提供てビルド・バイナリパッケージを提供隔離することすること

大き事なデータを守る！なデータを続ける守る！る！
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スプリットのブレイン対策機能の代替

制御機能
Pacemaker-1.1系

リポジトのリパッ
ケージ

RHEL 8
 HA add-on 補足

電源制御による
排他の一般的なディストリビューションでも採用済み制御

external/ipmi fence_ipmilan 物理コマンド環境用。I)PMI)による強制電源断
OS側の追加設定の追加設定も (Keisuke MORI) ACPI) Soft-Off の無効化を続ける)が少し変わります！必要

external/libvirtd fence_vmware_rest
他の一般的なディストリビューションでも採用済み

仮想環境用。VMの強制停止めない！」こと
環境に合わせたエージェントのを続ける使い方はどう変わる用

共有ディスクによる
排他の一般的なディストリビューションでも採用済み制御 sfex

fence_sbd sfexよりサービス継続ける性が少し変わります！向上(Keisuke MORI)stop NG故障、切り替え時間)
ハードウェアです。watchdog が少し変わります！必須

fence_scsi ハードウェアです。watchdogが少し変わります！利用不可の環境用(Keisuke MORI)VMware等)

ネットのワーク到達性
による排他の一般的なディストリビューションでも採用済み制御 VI)Pcheck sbd(Keisuke MORI)self-fencing) + 

qdevice
qdeviceノード(Keisuke MORI)もし変わります！くは3ノード以上の構成などによる)が少し変わります！必須
ハードウェアです。watchdogが少し変わります！必須
(Keisuke MORI)利用条件の範囲に限定し見直します。が少し変わります！大ききく異なりそのまま代替とすることは不可)

STONI)TH相撃ちち
防止めない！」こと制御

stonith-helper
(Keisuke MORI)standby-waitパラメ
タ)

delay パラメタ
優先ノードは固定ノードは固定も 
standby-wait相当機能(Keisuke MORI)現用系ノード優先ノードは固定)は現在検討中は一時的に意図しない起動状態となる場合あり
https://github.com/ClusterLabs/fence-agents/pull/308

qdevice qdeviceノード(Keisuke MORI)もし変わります！くは3ノード以上の構成などによる)が少し変わります！必須
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Linux-HA Japan 追加パッケージ内における容は (Keisuke MORI)予定も )
 pm_extra_tools (Keisuke MORI)仮)

 pm_pcsgen (Keisuke MORI)仮): pcs設定も 変わります！換ツール
 pm_crmgen (Keisuke MORI)Pacemaker-1.1系crm設定も 変わります！換ツール)のpcs対応版
 pcsコマンドスクリプトのおよび設定一括投入用の一時ファイルを作成設定も 一括投入用の一時ファイルを続ける作成などによる
 Pacemaker-1.1系までとほぼ同様の使用感で利用可能同様の使用感で利用可能の使い方はどう変わる用感で利用可能で利用可能

 pgsql リソースエージェントの: PostgreSQL 管理コマンド用RA
 PostgreSQL 12 対応、PG-REX(Keisuke MORI)レプリケーション)対応
 開発コミュニティコミュニティ最新版の修正に追随

 hulft リソースエージェントの: HULFT 管理コマンド用RA
 日本でのニーズが高くが少し変わります！高くPacemaker-1.1系のものを続けるほぼ同様の使用感で利用可能そのまま流用可能
 HULFTが少し変わります！RHEL 8 正式対応後に検討予定も 
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pm_pcsgen (Keisuke MORI)仮)
Pacemaker-1.1系

pm_crmgen
RHEL 8 / CentOS 8 

pm_pcsgen

パラメタシートのの作成などによる(xlsx, ods)
CSVでエクスポートの

pm_crmgen pm_pcsgen

Pacemaker

pcs resource ...
pcs resource ...
pcs resource ...

設定も ファイルの変わります！換

設定も の一括反映

crmファイル

crm configure load pcs cluster cib-push

cib.xmlファイル

Pacemaker

pcsコマンドスクリプトのと
設定も 一括反映用の一時
ファイルの両ノードでパッケージをインストール方を続ける出力

pcsコマンドスクリプトのと
設定も 一括反映用の一時
ファイルの両ノードでパッケージをインストール方を続ける出力
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CentOS 8 利用時の補足
 CentOS 8 上の Pacemaker は、CentOS 8.1911以降

(Keisuke MORI)RHEL 8.1ベース)で利用できます。
 CentOS 8.1905 (Keisuke MORI)RHEL 8.0ベース)には Pacemaker は含めすでに広く利用されはじめているまれてビルド・バイナリパッケージを提供い方はどう変わるませ
ん。

 Pacemaker のインストのールにはオンラインリポジトのリを続ける参
照する必要があります。する必要が少し変わります！あります。
 I)SOメディアです。には含めすでに広く利用されはじめているまれてビルド・バイナリパッケージを提供い方はどう変わるません。(Keisuke MORI)8.1911 時点)
 インストのールには HighAvailability リポジトのリを続ける有効にし変わります！ます。

 実行例 

# dnf install pcs pacemaker fence-agents --enablerepo=HighAvailability
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もくじ
 Pacemakerとは

 Linux-HA Japan プロジェクトののこれまでと今後

 使い方はどう変わるい方はどう変わる方はどう変わります！わる?

 Pacemaker/HAクラスタの未来
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クラウド・サポートコンテナ時代のHAクラスタの使い方はどう変わるわれ方
 クラウド上でのサービス監視

 クラウド機能だけでは対応できない方はどう変わる個別のアプリケーション監視のアです。プリケーション監視
 Multi AZ対応 (Keisuke MORI)AWSでの障害事なデータを守る！例)

 クラウド・サポートコンテナ基盤の冗長化の冗長化を続ける
 OpenStack コントのローラノードの冗長化を続けるなど
 Pacemaker bundle 機能によるコンテナの監視

 オンプレミスとクラウドのハイブリッド
 全てビルド・バイナリパッケージを提供のサービスが少し変わります！クラウド化を続けるに適しているとは限らないし変わります！てビルド・バイナリパッケージを提供い方はどう変わるるとは限りらない方はどう変わる

 Statefulコンテナの故障対応
 データベースサーバのみ切り出し変わります！た構成などによるなど
 フェンシングの概念の応用の応用

※ 参考資料: OSC2018 Tokyo/Fall セミナー、bundle機能、Statefulコンテナの課題についてについ方はどう変わるてビルド・バイナリパッケージを提供
  「止めない！」ことコンテナを続ける止めない！」ことめるな! ～Pacemaker によるコンテナHAクラスタリングと Kubernetes との違いい方はどう変わるとは 」
   http://linux-ha.osdn.jp/wp/archives/4751
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 HA Cluster Summit とは
 Pacemaker/Corosyncを続ける中は一時的に意図しない起動状態となる場合あり心としたとし変わります！たHAクラスタ関連の活動の

開発コミュニティ者が一堂に会し、現状の振り返りや今後の方向性が少し変わります！一堂に会し、現状の振り返りや今後の方向性に会し変わります！、現状の振り返りや今後の方向性り返りや今後の方向性りや今後の方向性
を続ける議論する開発者会議。する開発コミュニティ者が一堂に会し、現状の振り返りや今後の方向性会議。2,3年に一度開催。

 開催概要
 期間: 2020年2月5日(Keisuke MORI)水)～2月6日(Keisuke MORI)木)
 場として、 所: Red Hat 社チ作成などによるェコオフィス
 参加者が一堂に会し、現状の振り返りや今後の方向性: 約45名。主に Red Hat, SUSE, LI)NBI)T他の一般的なディストリビューションでも採用済み
 URL: 

 http://plan.alteeve.ca/index.php/HA_Cluster_Summit_2020

 最近の動向の動向
 参加者が一堂に会し、現状の振り返りや今後の方向性が少し変わります！前回の約の約2倍、HAクラスタ自体の起動・停止が可能の関係者が一堂に会し、現状の振り返りや今後の方向性だけでなく、OpenStackや

Kubernetes、運用監視などの応用につい方はどう変わるてビルド・バイナリパッケージを提供コミュニティが少し変わります！拡が少し変わります！りつつある。
 Pacemaker本体の起動・停止が可能に大ききな機能追加はない方はどう変わるが少し変わります！、周辺ツールとの連携ツールとの連の活動携(Keisuke MORI)機械処理コマンドし変わります！やすい方はどう変わる出力

など)が少し変わります！重要視されはじめてビルド・バイナリパッケージを提供い方はどう変わるる。
 Pacemaker関連の活動コンポーネントの(Keisuke MORI)pcs, SBD, Kronosnet等)の細かな改善は継続けるし変わります！てビルド・バイナリパッケージを提供行われ
てビルド・バイナリパッケージを提供い方はどう変わるる。

最新動向: HA Cluster Summit 2020 模様の使用感で利用可能

http://plan.alteeve.ca/index.php/HA_Cluster_Summit_2020


34
Copyright(c) 2011 Linux-HA Japan Project 34

 Metal3 (Keisuke MORI)Metal Kubed)
 概要

 Kubernetes / OpenShift の物理コマンド環境
のための管理コマンド機能

 Power fencing機能によるHAの改善
Pacemakerの元主要開発コミュニティ者が一堂に会し、現状の振り返りや今後の方向性も関与

 Cluster API) (Keisuke MORI)Kubernetes SI)G)を続ける
ベアです。メタル向けに拡張、
I)ronicを続けるベースに作成などによる

主な機能
 Health Check
 Power Fencing

 クラウドでは reboot は意味がないが、物理環境では故障対応として意味があるが少し変わります！ない方はどう変わるが少し変わります！、物理コマンド環境では故障対応とし変わります！てビルド・バイナリパッケージを提供意味がないが、物理環境では故障対応として意味があるが少し変わります！ある
 Maintenance mode

参照する必要があります。情報
 https://wiki.clusterlabs.org/wiki/File:CL2020-slides-Mular-Kubernetes.pdf
 https://github.com/metal3-io

HA Cluster Summit 2020 からの最新トのピック
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おわり
 Linux-HA Japan を続けるこれからもよろし変わります！くお願いしますい方はどう変わるし変わります！ます!


