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操作を始める
PowerVault Manager は、ストレージ システムを構成、モニタリング、および管理するための Web ベースのインターフェイスです。

ストレージ システムの各コントローラー モジュールには Web サーバーがあり、PowerVault Manager にサイン インするとアクセス
できます。デュアルコントローラー システムでは、いずれのコントローラーからもすべての機能にアクセスできます。1 台のコン
トローラーが使用できなくなった場合、パートナー コントローラーからストレージ システムの管理を続行できます。

ストレージ システムの各コントローラー モジュールには、PowerVault Manager に加えて、SNMP、FTP、SFTP、SMI-S、SLP、コ
マンドライン インターフェイスがあります。コマンドライン インターフェイス以外のすべてのインターフェイスの詳細について
は、このガイドを参照してください。コマンドライン インターフェイス（CLI）の使用方法の詳細については、『Dell EMC PowerVault
ME4 シリーズ ストレージ システム CLI ガイド』を参照してください。

このドキュメントには、Dell EMC の管理下にないサード パーティーのコンテンツが含まれている場合があります。サード パーテ
ィーのコンテンツの言語が、Dell EMC コンテンツの現在のガイドラインと一致していない可能性があります。Dell EMC は、関連す
るサード パーティーによってコンテンツが更新された後、このドキュメントを更新する権利を有します。

トピック：

• 新規ユーザーのセットアップ
• Configure and provision a new storage system
• PowerVault Manager インターフェイスを使用する
• システムの概念

新規ユーザーのセットアップ
ファームウェア バージョン G280 以降を実行している ME4 Series のストレージ システムには、デフォルトのユーザーは含まれま
せん。

導入されていないストレージ システムに初めて接続する場合は、新規ユーザーをセット　アップするよう求められます。

メモ: PowerVault Manager と CLI は、新しいユーザーが作成されるまでにストレージ システムにアクセス可能な唯一のインタ
ーフェイスです。

Configure and provision a new storage system
The PowerVault Manager offers two ways for you to set up and provision your storage system:

● Guided setup and provisioning
● Manual setup and provisioning

The guided setup and provisioning process provides options for you to quickly set up your system by guiding you through the configuration
and provisioning process. It provides you with limited, yet optimal storage configuration options to quickly enable I/O operations.

Manual setup and provisioning process provides more provisioning options and greater flexibility, but with the added complexity of
selecting all settings and provisioning options. These include creating disk groups and pools, creating volumes, and mapping volumes to
initiators.

メモ: If you choose to use guided setup, you can still manually provision the system after the system is set up.

To access guided setup for the first time:
1. Configure your web browser to access the PowerVault Manager as described in Web ブラウザー要件およびセットアップ 、p. 11.
2. Temporarily set the management host NIC to a 10.0.0.x address or to the same IPv6 subnet to enable communication with the storage

system.
3. In a supported web browser:

● For an IPv4 network, type https://10.0.0.2 to access controller module A.
● For an IPv6 network, type https://fd6e:23ce:fed3:19d1::1 to access controller module A.

1
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4. If the storage system is running G275 firmware, sign in to the PowerVault Manager using the user name manage and password !
manage.

For more information about signing in, see Signing in and signing out 、p. 14. For more information about using these options, see ガイ
ド付きセットアップ 、p. 35.

If the storage system is running G280 firmware:

a. Click ［Get Started］.
b. Read the Commercial Terms of Sale and End User License Agreement (EULA), and click ［Accept］.
c. Specify a new user name and password for the system, and click ［Apply and Continue］.

The user name and password requirements are described in ユーザー オプション 、p. 43.

The Welcome panel that is displayed provides options to set up and provision your system. For more information about using these
options, see ガイド付きセットアップ 、p. 35.

メモ: If you are unable to use the 10.0.0.x network to configure the system, see the Setting network port IP addresses using the

CLI port and serial cable appendix in the Dell EMC PowerVault ME4 Series Storage System Deployment Guide.

To manually set up and provision a storage system for the first time:
1. Configure your web browser to access the PowerVault Manager as described in Web ブラウザー要件およびセットアップ 、p. 11.
2. Temporarily set the management host NIC to a 10.0.0.x address or to the same IPv6 subnet to enable communication with the storage

system.
3. In a supported web browser:

● Type https://10.0.0.2 to access controller module A on an IPv4 network.
● Type https://fd6e:23ce:fed3:19d1::1 to access controller module A on an IPv6 network.

4. If the storage system is running G275 firmware, sign in to the PowerVault Manager using the user name manage and password !
manage.

For more information about signing in, see Signing in and signing out 、p. 14. For more information about using these options, see ガイ
ド付きセットアップ 、p. 35.

If the storage system is running G280 firmware:

a. Click ［Get Started］.
b. Read the Commercial Terms of Sale and End User License Agreement (EULA), and click ［Accept］.
c. Specify a new user name and password for the system, and click ［Apply and Continue］.

The user name and password requirements are described in ユーザー オプション 、p. 43.

5. Be sure that the controller modules and expansion modules have the latest firmware as described in ファームウェアのアップデー
ト 、p. 163.

6. Configure your system settings as described in システム設定パネル 、p. 62.
7. Create disk groups and pools, and add dedicated spares to linear disk groups, as described in ディスク グループの追加 、p. 86 and 専

用スペア 、p. 93.
8. Create volumes and map them to initiators, as described in ボリュームの作成 、p. 93.
9. From hosts, verify volume mappings by mounting the volumes and performing read/write tests to the volumes.
10. Optionally, for replication of virtual volumes and snapshots, create peer connections and replication sets as described in ピア接続を作

成する 、p. 128, レプリケーションのトピックからレプリケーション セットを作成する 、p. 130, and ボリューム トピックからレ
プリケーション セットを作成する 、p. 110.

メモ: If you are unable to use the 10.0.0.x network to configure the system, see the Setting network port IP addresses using the

CLI port and serial cable appendix in the Dell EMC PowerVault ME4 Series Storage System Deployment Guide.

PowerVault Manager インターフェイスを使用する

Web ブラウザー要件およびセットアップ
● Dell EMC PowerVault ME4 Series のシリーズ ストレージ システムは、Mozilla Firefox 57 以降、Google Chrome 57 以降、Microsoft

Internet Explorer 10 と 11、または Apple Safari 10.1 以降を使用します。
メモ:

PowerVault Manager のヘルプ コンテンツは、Windows 10 に付属して配送される Microsoft Edge ブラウザーを使用している
場合は表示されません。
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● ヘルプ ウィンドウを表示するには、ポップアップ ウィンドウを有効にする必要があります。
● ディスプレイを 適化するには、カラー モニタを使用し、カラー品質を 高設定に設定します。
● サインイン ページを超えて（有効なユーザー アカウントで）ナビゲートする場合

○ Internet Explorer の場合、ローカルイントラネット セキュリティ オプションを中または中低に設定します。
○ Internet Explorer の場合、各コントローラーの各ネットワーク IP アドレスを信頼済みサイトとして追加します。
○ ブラウザーが Cookie を許可する設定になっていることを確認します（少なくともストレージ システムのネットワーク ポー

トの IP アドレスについて）。
○ PowerVault Manager が HTTPS を使用するように構成されている場合は、Internet Explorer が TLS 1.2 を使用するように設定

されていることを確認します。

PowerVault Manager の使用に関するヒント
次のリストは、PowerVault Manager を使用するうえでのヒントを示しています。
● ブラウザーの［戻る］、［進む］、［再読み込み］、［更新］ボタンを使用しないでください。PowerVault Manager には、タスクの
実行に伴ってコンテンツが変更され、現在のデータを表示するように自動的に更新される、単一のページがあります。

● 赤色のアスタリスク（ ）は、必須の設定を示しています。
● アクション パネルでオプションを設定すると、PowerVault Manager は、値が無効であるか、必須のオプションが設定されてい

ないかを通知します。必須のオプションをすべて設定した後に［適用］または［OK］ボタンが非アクティブのままである場合
は、［タブ］キーを押すか、パネルの空白欄をクリックしてボタンをアクティブにします。

● アクション パネルに［適用］ボタンと［OK］ボタンがある場合は、［適用］をクリックして変更を適用し、そのパネルを開い
たままにするか、［OK］をクリックして変更を適用し、パネルを閉じます。［適用］をクリックした後、［閉じる］をクリックす
ると、すでに適用された変更を失うことなくパネルを閉じることができます。

● アクション パネルまたは確認パネルは、上の境界をドラッグして移動することができます。
● PowerVault Manager にサイン インしていて、アクセスしているコントローラーがオフラインになっている場合は、システムが

使用できない、または通信が失われたことを通知するメッセージがシステムに表示されます。コントローラーがオンラインに
戻った後、ブラウザーを閉じて再度開き、新規で PowerVault Manager セッションを開始します。

● セッションの非アクティブ時間が長すぎる場合は、自動的にサイン アウトされます。このタイマーは、各アクションの実行後
にリセットされます。自動サインアウトの 1 分前に、PowerVault Manager の使用を続行するプロンプトが表示されます。

● パネルでアクションの実行を開始し（テーブルに新しいエントリーを追加するなど）、アクションを中断するアイテムまたはボ
タンを選択した場合、確認パネルにて、ページを移動して変更を破棄するかどうかを尋ねる画面が表示されます。元のアクシ
ョンの実行を続行する場合は、［いいえ］をクリックします。元のアクションの実行を停止する場合は、［はい］をクリックし
ます。

● バナーやフッターの または は、パネルにメニューがあることを示しています。メニューを表示するには、パネル内のいずれ
かの場所をクリックします。

● トピック テーブルの行を右クリックして、［アクション］メニューを表示します。このアクションにより、熟練したユーザーが
より迅速にメニュー項目にアクセスすることができます。無効なメニュー アイテムの上にカーソルを合わせると、そのアイテ
ムが無効化されている理由を示すツールチップが表示されます。

表の使用に関するヒント
イニシエーター、ホスト、ボリューム、マッピングなどのアイテムが表にリスト表示されます。次の方法を単独または一緒に使用
して、作業する項目を迅速に検索します。

アイテムの選択
● アイテムを選択するには、その行をクリックします。
● 隣接する一連のアイテムを選択するには、範囲内の 初のアイテムをクリックして、［Shift キー+クリック］で範囲の 後のア

イテムまで選択します。
● 1 つまたは複数のアイテムを選択または選択解除するには、［Ctrl キー+クリック］でそれぞれのアイテムをクリックします。

アイテムの並べ替え

特定の列でアイテムを並べ替えるには、列の見出しをクリックしてアイテムを低から高の順に並べ替えます（ ）。もう一度クリ

ックすると、アイテムが高から低の順に並べ替えられます（ ）。
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複数の列でアイテムをソートするには、次を実行します。

1. ソートする 初の列で、見出しを 1 回または 2 回クリックしてアイテムを並べ替えます。
2. ソートする 2 番目の列で、見出しで Shift キーを押しながら 1 回または 2 回クリックし、アイテムを並べ替えます。Shift キーを

押しながら 3 回クリックすると、列の選択が解除されます。
3. 追加の列それぞれについて、同様の手順を実行します。

フィルターを使用して、指定されたテキストを含むアイテムを検索する

複数列のテーブルをフィルタリングするには、テーブル上部の［フィルター］フィールドに、検索するテキストを入力します。入
力すると、指定したテキストを含むアイテムのみが表示されたままになります。フィルターでは大文字と小文字は区別されませ
ん。

列フィルターを使用するには、次を実行します。

1. 列の見出しで、フィルター アイコン（ ）をクリックします。フィルターのメニューが表示されます。
2. 次の手順のいずれか 1 つを実行します。

● ［フィルター］フィールドに、検索するテキストを入力します。入力すると、指定したテキストを含むアイテムのみが表示

されたままになります。フィルターがアクティブであるため、アイコンが変更されます（ ）。フィールドの下には、以前
の検索用語がリスト表示されます。表示された値と一致する以前の検索用語は太字で表示されます。

● 検索するテキストのエントリーがフィルター リストにある場合は、そのエントリーを選択します。
● 列内のすべてのアイテムを表示するには、フィルター アイコンをクリックし、［すべて］を選択します。

すべてのフィルターをクリアしてすべてのアイテムを表示するには、［フィルターのクリア］をクリックします。

表示されるアイテム数の制限

複数列のテーブルにて一度に特定の数のアイテムを表示するには、［表示］メニューから値を選択します。追加のアイテムがある
場合は、次のボタンを使用してページを表示することができます。

次のアイテム セットを表示します。

リストの 後に到達しました。

以前のアイテム セットを表示します。

リストの先頭に到達しました。

ヘルプの使用に関するヒント
次のリストは、PowerVault Manager でヘルプを使用するうえでのヒントを示しています。

● ［トピック］ペインのコンテンツのヘルプを表示させるには、バナーの［ヘルプ］アイコン をクリックします。
メモ:

PowerVault Manager のヘルプ コンテンツは、Windows 10 に付属して配送される Microsoft Edge ブラウザーを使用している
場合は表示されません。

● ［ヘルプ］ウィンドウで［目次］アイコン をクリックし、［コンテンツ］ペインを表示または非表示にします。
● メイン パネルのコンテキストが変更されると、対応する［ヘルプ］トピックが［ヘルプ］ウィンドウに表示されます。この自

動でのコンテキスト切り替えを防止するには、ピン アイコン をクリックします。［ヘルプ］ウィンドウがピン留めされてい
る場合でも、ウィンドウ内の他のトピックを参照して、新しいウィンドウを開くことができます。［ヘルプ］ウィンドウのピン
留めを解除することはできず、閉じることのみ可能です。

● 複数の［ヘルプ］トピックを表示している場合は、矢印アイコンをクリックして、以前または次のトピックを表示することが
できます。

● ［ヘルプ］ウィンドウを閉じるには、［閉じる］アイコン をクリックします。
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CSV ファイルにイベントのエクスポート

テーブルに表示されるイニシエーター、ホスト、ボリューム、マッピング、レプリケーション　データを、ダウンロード可能な
CSV（カンマ区切り値）ファイルにエクスポートできます。これらのファイルは、後で分析するためにスプレッドシートで表示で
きます。データは、テーブル全体または選択された 1 行以上に対してエクスポートすることができ、行形式または列形式で表示で
きます。エクスポートされた CSV ファイルには、ホバー パネルに表示される情報を含む、テーブル内のすべてのデータが含まれ
ています。

1. ［CSV にエクスポート］ボタンがあるテーブルから、エクスポートするデータを 1 行以上選択します。
2. ［CSV にエクスポート］をクリックします。［データを CSV にエクスポート］パネルが開きます。
3. ［すべて］をクリックして、選択したテーブル内のすべてのデータをエクスポートするか、［選択済み］をクリックして、選択

したファイルのみエクスポートします。
4. ［行］をクリックして、行の形式でデータをエクスポートするか、［列］をクリックして、列の形式でデータをエクスポートし

ます。
5. ［OK］をクリックします。データは CSV ファイルにエクスポートされます。

Signing in and signing out

Multiple users can be sign in to each controller simultaneously.

For each active PowerVault Manager session, an identifier is stored in the browser. Depending on how your browser treats this session
identifier, you might be able to run multiple independent sessions simultaneously. For example, each instance of Internet Explorer can run a
separate PowerVault Manager session. However, all instances of Firefox, Chrome, and Safari share the same session.

メモ: For best security, Sign out when you are ready to end your session. Do not close the browser window unless you are certain

that it is the only browser instance.

Sign in

1. In the web browser address field, type https://<IP address of a controller network port> and press ［Enter］.

The Sign In page opens. If the Sign In page is not displayed, verify that you have typed the correct IP address.

メモ: HTTPS is enabled by default. To enable HTTP, see Enable or disable system-management settings.

2. Type the username of a PowerVault Manager user in the ［User name］ field.

3. Type the password of the PowerVault Manager user in the ［Password］ field.

4. To display the interface in a language different than the one configured for the user, select the language from the language drop-down
menu.

Language preferences can be configured for the system and for individual users. The default language is English.

5. Click ［Sign In］.

The Home page or the Welcome panel is displayed.

Sign out

1. Click ［Sign Out］, located in the upper right of the PowerVault Manager window.

2. In the confirmation panel, click ［Sign Out］.

システムの概念
バーチャル ストレージとリニア ストレージについて

この製品は、共通のユーザー インターフェイスを共有する 2 つの異なるストレージ テクノロジーを使用します。1 個はバーチャル
メソッドを使用し、もう 1 個についてはリニア メソッドを使用します。
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バーチャル ストレージは、論理ストレージ リクエストを物理ストレージ（ディスク）にマッピングする方法です。論理ホストの
I/O リクエストがストレージのページにマッピングされるように、仮想化のレイヤーを挿入します。各ページは物理ストレージに
ママッピングされます。各ページ内でマッピングはリニアですが、隣接する論理ページとその物理ストレージ間には直接の関係は
ありません。

ページは、ディスクグループ内の連続する LBA（論理ブロックアドレス）の範囲です。これは、プールにグループ化された 大 16
個の RAID セットの 1 つです。したがって、ホストから見たバーチャル ボリュームは、プール内のストレージの一部を表します。
プール内に複数のバーチャル ボリュームを作成し、リソースを共有することができます。これにより、高度な柔軟性と利用可能な
物理リソースの も効率的な使用が可能になります。

バーチャル ストレージを使用すると、いくつかのメリットがあります。
● プール内のディスクの数が増えるにつれてパフォーマンスが向上します。
● 物理ストレージを仮想化し、ボリュームが高効率で利用可能なリソースを共有できるようにします。
● ボリュームを 16 個以上のディスクで構成することができます。

バーチャル ストレージは、シン プロビジョニング、自動階層型ストレージ、SSD リード キャッシュ、クイック リビルド機能など
のデータ管理機能の基盤を提供します。

リニア メソッドは、論理ホスト要求を直接物理ストレージにマッピングします。場合によっては、マッピングは一対一ですが、ほ
とんどの場合、マッピングは物理ストレージ デバイスまたはスライスのグループ全体にわたって行われます。このリニア マッピ
ング法は非常に効率的です。リニア マッピングの難点は柔軟性に欠けることです。そのため、物理レイアウトが確立された後に変
更することが困難になります。

ディスク グループについて
ディスク グループは、ボリューム データを格納する目的で、プールのコンポーネントとして組み込まれている特定の RAID レベル
を使用して、同じタイプのディスクを集約したものです。ディスク グループは、仮想ストレージ環境とリニア ストレージ環境の
両方で使用されます。仮想ディスク、リニア キャッシュ、またはリード キャッシュのディスク グループをプールに追加できます。

メモ: 1 つのストレージ タイプを使用してディスク グループを作成した後、システムは追加のディスク グループにそのストレ
ージ タイプを使用します。他のストレージ タイプに切り替えるには、 初にすべてのディスク グループを削除する必要があ
ります。詳細については、「ディスク グループを削除する 、p. 90」を参照してください。

ディスク グループ内のすべてのディスクは、同じタイプの SSD でなければなりません。エンタープライズ SAS またはミッドライ
ン SAS です。たとえば、ディスク グループには異なるモデルのディスクと、容量とセクタフォーマットが異なるディスクを含め
ることができます。容量の異なるディスクを混在させる場合、 小ディスクは、ADAPT を除くすべての RAID レベルについて、デ
ィスクグループ内の他のすべてのディスクの論理容量を決定します。たとえば、1 つの 500 GB ディスクと 1 つの 750 GB ディスク
で構成されるディスク グループの容量は、2 つの 500 GB ディスクで構成されるディスク グループに相当します。容量を 大にす
るには、同様のサイズのディスクを使用してください。

セクタ フォーマット

システムは、512 バイトのネイティブ セクタ サイズのディスク、512 バイトのエミュレートされたセクタ サイズのディスク、また
はこれらのセクタ フォーマットの組み合わせをサポートしています。システムは、次のようにディスク、ディスク グループ、ま
たはプールで使用されるセクタ フォーマットを識別します。
● 512n - すべてのディスクが 512 バイトのネイティブ セクタ サイズを使用します。各論理ブロックおよび物理ブロックは 512 バ

イトです。
● 512e - すべてのディスクは 512 バイトのエミュレートされたセクタ サイズを使用します。各論理ブロックは 512 バイトであ

り、各物理ブロックは 4096 バイトです。8 個の論理ブロックは、各物理ブロックにシーケンシャルに格納されます。論理ブロ
ックは、物理ブロック境界と位置合わせされている場合も、位置合わせされていない場合もあります。

● 混在 - ディスク グループには 512n と 512e のディスクが混在しています。一貫した予測可能なパフォーマンスを得るには、異
なるセクタ サイズ タイプ（512n、512e）のディスクを混在させないでください。

ディスク グループをプールに追加することによってストレージをプロビジョニングできます。ボリュームをプール内に作成する
こともできます。

仮想ディスク グループ

仮想ディスク グループでは、ディスクのセット、RAID レベル、ディスク グループ タイプ、プール ターゲット（A または B）、名
前を指定する必要があります。ディスク グループの追加時に仮想プールが存在しない場合、システムは自動的に仮想プールを作成
します。複数のディスク グループ（ 大 16 個）を単一の仮想プールに追加できます。
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メモ: 適なパフォーマンスのため、同じ階層内のすべての仮想ディスク グループに、同じ RAID レベル、容量ディスク、ディ
スクの物理番号を割り当てる必要があります。

アクティブなボリューム データを含む仮想ディスク グループが削除された場合、そのボリューム データが空になるか、プール内
の他のディスク グループ メンバー（存在する場合）へ移動されます。ディスク グループは、すべてのボリューム データをディス
ク グループから完全に消去できる場合のみ削除できます。 後のディスク グループが削除されると、プールは存在しなくなり、
システムから自動的に削除されます。

メモ: 後のディスク グループにデータが含まれている場合、警告が表示され、ディスク グループの削除を確認するよう求め
られます。

仮想ディスク グループの RAID レベルは、フォールト トレラントにする必要があります。仮想ディスク グループでサポートされる
RAID レベルは、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、ADAPT です。RAID 10 を指定した場合、ディスク グループに少なくとも 2 個の
サブ グループが存在する必要があります。

リニア ディスク グループ

リニア ディスク グループには、一連のディスクの仕様、RAID レベル、ディスク グループ タイプ、および名前が必要です。システ
ムがリニア ディスク グループを作成するたびに、同時に同じ名前のリニア プールも作成されます。リニア プールには、それ以上
のディスク グループを追加することはできません。

大限のパフォーマンスを実現するには、リニア ディスク グループ内のすべてのディスクが、ディスク タイプ、サイズ、および
速度によって決定される同じ分類を共有する必要があります。これにより、そのディスク グループでアクセスされるデータに一貫
性のあるパフォーマンスが提供されます。リニア ディスク グループを解消するには、ディスク グループを削除し、含まれている
ボリュームを自動的に削除します。そのリニア ディスク グループを構成するディスクは、その後他の目的で使用することができ
ます。

PowerVault Manager を介して作成されたリニア ディスク グループの RAID レベルは、フォールト トレランスを有している必要が
あります。インターフェイスのリニア ディスク グループに対してサポートされている RAID レベルは、RAID 1、RAID 5、RAID 6、
RAID 10、RAID 50、ADAPT です。RAID 10 および RAID 50 は、システムのディスク構成でサポートされている場合にのみ、インタ
ーフェイスに表示されます。RAID 10 を指定した場合、ディスク グループには少なくとも 2 つのサブグループがあります。RAID 50
が選択されている場合は、選択したディスクの数に応じて、異なる数のサブグループを作成することができます。さらに、CLI を
使用して、フォールト トレランスのある RAID 3 または非フォールト トレラントの NRAID または RAID-0 ディスク グループを作成
することもできます。

メモ: 階層化、スナップショット、レプリケーションは、リニア プールでは使用できません。

リード キャッシュ ディスク グループ

リード キャッシュ ディスクグループは、読み取りパフォーマンスを向上させるために仮想ページをキャッシュするために使用さ
れる特殊なタイプの仮想ディスク グループです。リード キャッシュは、追加されたプールの全体的な容量に追加されません。読
み取りアクセスのパフォーマンスに影響を与える以外に、プールのボリュームとそのデータに悪影響を及ぼすことなくプールに追
加または削除することができます。

システムで SSD を使用している際、SSD で構成されるプールの仮想ディスク グループがない場合は、仮想プール用のリード キャ
ッシュ ディスク グループを作成できます。仮想プールには、リード キャッシュとパフォーマンス階層の両方を含めることはでき
ません。

プール内には、1 個のリード キャッシュ ディスク グループのみが存在することがあります。プール内のリード キャッシュのサイ
ズを大きくするには、ユーザーがリード キャッシュ ディスク グループを削除してから、大きなリード キャッシュ ディスク グル
ープを再度追加する必要があります。フォールト トレラントでない RAID レベルの 1 個または 2 個のディスクで構成されるリード
キャッシュ ディスク グループを持つことは可能です。リード キャッシュの詳細については、「SSD リード キャッシュについて」
を参照してください。

RAID レベルについて

RAID コントローラにより、複数ディスクに分散したストレージであるディスク グループのセット アップと管理が可能になります。
これは、RAID コントローラに常駐するファームウェアによって実行されます。RAID とは、ストレージ容量の一部に冗長データを
保存することにより、フォールト トレランスを達成するディスク グループのことです。ディスク グループ内のディスクに障害が
発生した場合、システムは冗長データを使用してデータを再構築できます。

ADAPT データ保護レベルの説明については、「ADAPT について」を参照してください。
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メモ: アプリケーションに 適な RAID レベルを選択することにより、パフォーマンスを向上させます。

後述の表には次の目的があります。
● 異なるアプリケーションに適した RAID レベルの例を提供します。
● 異なる RAID レベルの機能を比較します。
● 異なる RAID レベルの拡張機能について説明します（リニア ディスク グループ）。
● 異なる RAID レベルで選択するディスクの数を提案します（仮想ディスク グループ）。
● 異なる RAID レベルの拡張機能について説明します。

メモ: NRAID、RAID 0、RAID 3（リニアのみ）のディスク グループを作成するには、CLI の add disk-group コマンドを使用
する必要があります。このコマンドの詳細については、『Dell EMC PowerVault ME4 Series Storage System CLI Guide』を参照し
てください。

メモ: RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、ADAPT 仮想ディスク グループのみ作成できます。

表 1. アプリケーション例と RAID レベル 

アプリケーション RAID レベル

複数のオペレーティング システムのテストまたはソフトウェ
ア開発（冗長性が問題とならない場合）

NRAID

高速一時ストレージまたはグラフィック、ページ レイアウト、
およびイメージ レンダリング用のスクラッチ ディスク

0

ワークグループ サーバ 1 または 10

ビデオの編集と制作 3

ネットワーク オペレーティング システム、データベース、高可
用性アプリケーション、ワークグループ サーバ

5

非常に大規模なデータベース、Web サーバ、ビデオ オン デマ
ンド

50

高可用性が要求され、大規模でシーケンシャルな作業負荷を使
用するミッション クリティカルな環境

6

柔軟なストレージおよび高速な再構築が必要な環境 ADAPT

表 2. RAID レベルの比較 

RAID レベル 小ディスク数 説明 長所 短所

NRAID 1 非 RAID、単一ディスク
へのストライピングさ
れていないマッピング

単一ディスクを使用し
て追加データを保存可
能

保護されておらず、パフ
ォーマンスも低い（スト
ライピングなし）

0 2 冗長性のないデータ ス
トライピング

高度のパフォーマン
ス

データ保護なし：1 台の
ディスクで障害が発生
した場合、すべてのデー
タが失われる

1 2 ディスクミラーリング 非常に高度なパフォー
マンスとデータ保護が
可能、書き込みパフォー
マンスへの 小ペナル
ティ、単一ディスク障害
に対する保護

高い冗長性コストのオ
ーバーヘッド：すべての
データが複製されるた
め、2 倍のストレージ容
量が必要

3 3 専用パリティ ディスク
を使用したブロック レ
ベルのデータ ストライ
ピング

大規模でシーケンシャ
ルなデータ要求（高速読
み取り）に対する優れた
パフォーマンス、単一デ
ィスク障害に対する保
護

トランザクション指向
のネットワーク アプリ
ケーションには不向き、
短い書き込み（1 ストラ
イプ未満）では書き込み
パフォーマンスが低下
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表 2. RAID レベルの比較 （続き）

RAID レベル 小ディスク数 説明 長所 短所

5 3 分散パリティを使用し
たブロック レベルのデ
ータ ストライピング

トランザクション指向
のネットワークに 適
なコスト パフォーマン
ス、非常に高度なパフォ
ーマンスとデータ保護、
複数の同時読み取り/書
き込みをサポート、大規
模でシーケンシャルな
要求にも 適化可能、単
一ディスク障害に対す
る保護

書き込みパフォーマン
スは RAID 0 または RAID
1 よりも低速

6 4 二重分散パリティを使
用したブロック レベル
のデータ ストライピン
グ

大規模のシーケンシャ
ルな作業負荷に 適、非
シーケンシャル読み取
りとシーケンシャル読
み取り/書き込みパフォ
ーマンスは RAID 5 に匹
敵、デュアル ディスク障
害に対する保護

パリティ オーバーヘッ
ドが RAID 5 の 2 倍であ
るため RAID 5 よりも高
い冗長性コスト、トラン
ザクション指向のネッ
トワーク アプリケーシ
ョンに不向き、RAID 5 よ
りも遅い非シーケンシ
ャル書き込みパフォー
マンス

10

（1+0）

4 複数の RAID 1 サブグル
ープ間でデータをスト
ライピング

高度のパフォーマン
スとデータ保護（複数の
ディスク障害に対する
保護）

高い冗長性コストのオ
ーバーヘッド：すべての
データが複製されるた
め、2 倍のストレージ容
量が必要、 低 4 台のデ
ィスクが必要

50

（5+0）

6 複数の RAID 5 サブグル
ープ間でデータをスト
ライピング

RAID 5 よりも優れたラ
ンダム読み取り/書き取
りパフォーマンスとデ
ータ保護、RAID 5 よりも
多くのディスクをサポ
ート、複数のディスク障
害に対する保護

RAID 5 より少ないスト
レージ容量

ADAPT 12 デュアル ディスク障害
保護による分散イレー
ジャー コーディング

非常に高速な再構築、ス
ペア ディスクなし（スペ
ア容量内蔵）、大規模ス
トレージ プール、簡素化
された初期導入と拡張

低 12 台のディスクが
必要

表 3. 仮想ディスク グループのパフォーマンスを 適化するために必要な RAID レベルごとのディスク数 

RAID レベル ディスクの数（データとパリティ）

1 計 2 台（パリティなし）

5 計 3 台（データ ディスク 2 台、パリティ ディスク 1 台）、計 5
台（データ ディスク 4 台、パリティ ディスク 1 台）、計 9 台（デ
ータ ディスク 8 台、パリティ ディスク 1 台）

6 計 4 台（データ ディスク 2 台、パリティ ディスク 2 台）、計 6
台（データ ディスク 4 台、パリティ ディスク 2 台）、計 10 台
（データ ディスク 8 台、パリティ ディスク 2 台）

10 計 4～16 台

ADAPT 計 12～128 台
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表 4. RAID レベルによるリニア ディスク グループの拡張 

RAID レベル 拡張機能 大ディスク数

NRAID 拡張できません。 1

0、3、5、6 一度に 1～4 台のディスクを追加できま
す。

16

1 拡張できません。 2

10 一度に 2 台または 4 台のディスクを追加
できます。

16

50 一度に 1 個のサブ グループを追加できま
す。追加されたサブ グループには、既存
の各サブ グループと同じ数のディスクを
含める必要があります。

32

ADAPT 一度に 大で 68 台のディスクを追加で
きます。

128

ADAPT について
ADAPT は RAID ベースのデータ保護レベルであり、柔軟性を 大限に高め、組み込み型のスペア容量を提供し、非常に高速な再構
築、大規模なストレージ プール、シンプルな拡張を可能にします。ADAPT ディスク グループ内のすべてのディスクは、同じ階層
内の同じタイプ（エンタープライズ SAS など）である必要がありますが、異なる容量にすることができます。管理インターフェイ
スでは、ADAPT は RAID レベルとして表示されます。

ADAPT ディスク グループでは、フォールト トレランスを維持するために使用可能なすべての領域が使用され、データはすべての
ディスクに均等に分散されます。新しいデータが追加される、新しいディスクが追加される、またはデータがディスク全体にバラ
ンスが取れた形で分散されていないとシステムによって認識されると、ディスク グループ全体のバランスを維持するためにデータ
を移動します。

スペアリング専用のディスク領域はシステム内のすべてのディスクに分散されるため、ADAPT ディスク グループのスペア容量の
予約は自動的に行われます。ディスクに障害が発生した場合、データはディスク グループ内の多くのディスクに移動されるため、
迅速に再構築し、I/O の停止を 小限に抑えることができます。

システムのデフォルトのターゲット スペア容量は、自動的にディスク グループ内で容量が 大の 2 台のディスクの合計となりま
す。これは、ディスク グループ内でどの 2 台のディスクが損失してもフォールト トレランスを完全にリカバリするのに十分な容
量です。実際のスペア容量の値は、ディスク グループ内で現在使用可能なスペア容量に応じて変化する可能性があります。スペア
容量は、ディスクがディスク グループに追加されるとき、またはディスク グループが作成、拡張、リバランスされるときに、シ
ステムによって決定されます。詳細については、『Dell EMC PowerVault ME4 Series Storage System CLI Guide』の add disk-group
コマンドに関するトピックを参照してください。

ADAPT ディスク グループを拡張して、現在のターゲット スペア容量を補充するか、有効容量を増やすことができます。詳細につ
いては、「ディスク グループを拡張する 、p. 91」を参照してください。

ADAPT ディスク グループを使用しているシステムは、ADAPT をサポートしていないシステムにダウングレードすることはできま
せん。

SSD について
SSD（ソリッド ステート ドライブ）を使用することで、システムのパフォーマンスを大幅に向上させることができます。SSD には
可動部品がないため、本質的にランダムなデータに対して、はるかに高速にアクセスすることができます。仮想ディスク グループ
には SSD を使用できます。他のクラスのディスクで構成される仮想ディスク グループと組み合わせると、階層化された自動スト
レージによって読み取りパフォーマンスとライト パフォーマンスが向上します。または、読み取りキャッシュ ディスク グループ
内の 1 個または 2 個の SSD を使用して、パフォーマンス階層のないプールの読み取りパフォーマンスを向上させることもできま
す。システムのアプリケーション ワークロードは、 高のパフォーマンスを得るために必要な総ディスク容量の SSD の割合を決
定します。

自動階層化ストレージの詳細については、「自動階層型ストレージについて 、p. 25」を参照してください。リード キャッシュ デ
ィスク グループの詳細については、「リード キャッシュ ディスク グループ 、p. 16」を参照してください。すべてのディスク グル
ープ内の SSD の使用の詳細については、「オール フラッシュ アレイ 、p. 20」を参照してください。
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SSD の残り寿命の割合を測定する

SSD の書き込みと消去の回数は限られています。［SSD の残り寿命］ディスク プロパティで、残りのディスク寿命の割合を測定で
きます。この値は 5 分ごとにポーリングされます。値が 20%に減少した場合、イベントのログが記録され、重大度を強調します。
値が 5%、2%、1%、0%に減少した場合も、このイベントのログが再度記録され、警告を発します。ディスクにポーリング期間中
にディスクが 1 つ以上の閾値を超えた場合、 小の割合だけが報告されます。値が 0%に減少した場合、データの整合性は保証さ
れません。データの整合性の問題を回避するため、残り寿命の値が 5%に減少したら SSD を交換してください。

［ディスクの情報］パネルから［SSD の残り寿命］プロパティの値を表示できます。［システム］トピックのエンクロージャの前面
図で、いずれかのディスク上にカーソルを置いてプロパティを表示します。［プール］トピックからも［ディスクの情報］パネル
を表示できます。［プール］テーブルでディスク グループのプールを選択してから、［関連するディスク グループ］テーブルでデ
ィスク グループを選択し、［関連するディスク］テーブルのディスク上にカーソルを置きます。

オール フラッシュ アレイ

デフォルトで有効になっているオール フラッシュ アレイ機能は、SSD で構成されたディスク グループでシステムを排他的に実行
できるため、同種の SSD のみの構成が可能になります。オール フラッシュ アレイを使用するシステムでは、SSD のみで構成され
る 1 個の階層があります。システムにスピン ディスクを含むディスク グループが含まれている場合は、ディスク グループを削除
してから、オール フラッシュ アレイ機能を使用する必要があります。

SSD とスピン ディスクを使用し、 初のディスク グループにスピン ディスクをプロビジョニングすると、仮想ディスク グループ
内のスピン ディスクを使用し、仮想ディスク グループまたは読み取りキャッシュとして、SSD を使用するようにシステムをプロ
ビジョニングできます。

内蔵ディスクの管理

SSD は複数のアルゴリズムを使用して SSD の耐久性機能を管理しています。これには、ウェア レベリング、Unmap コマンドのサ
ポート、増幅書き込みを 小化するオーバー プロビジョニングが含まれます。

ウェア レベリング

ウェア レベリングは、SSD で使用されるフラッシュ メモリのような、いくつかの種類の消去可能なコンピュータ記憶媒体の寿命
を延ばすための技術です。いくつかのセルが他の場所よりも速く使い果たされる、ホット スポット（負荷の高い部分）を避けるた
めに、すべてのフラッシュ セルができるだけ均等に書き込まれるようにすることを試みます。フラッシュ メモリ システムには、
いくつかの異なるウェア レベリング機構があり、それぞれが異なるレベルの成功を収めています。

ベンダーは、 適なウェア レベリングを達成するために、さまざまなアルゴリズムを備えています。ウェア レベリング管理は SSD
内部で行われます。SSD はウェア レベリングを自動的に管理するため、ユーザーの操作は必要ありません。

オーバープロビジョニング

SSD の書き込み増幅率は、書き込みが要求されたホストまたはユーザー データの量に対する SSD によって実際に書き込まれたデ
ータの量の比として定義されます。これは、ウェア レベリングのようなユーザー データとアクティビティを説明するために使用
されます。これはウェアレベリング計算に影響し、SSD に書き込まれたり、読み込まれたデータの特性の影響を受けます。4KB 境
界で整列されたシーケンシャル LBA で書かれたデータは、 良の書き込み増幅率をもたらします。 悪の書き込み増幅率は、通
常、ランダムに書かれた 4KB 未満の転送サイズの LBA と、4KB 境界にない LBA に由来する転送サイズの LBA で発生します。お使
いのデータを 4KB の境界に揃えてください。

TRIM と UNMAP コマンド

コマンド（ATA コマンド セットの TRIM と SCSI コマンド セットの UNMAP）により、オペレーティング システムは、使用中と見
なされずに内部的に消去できる SSD のデータ ブロックに通知することができます。

データ保持
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SSD のもう 1 つの主要な特徴であるデータ保持は、実行中にすべての SSD アルゴリズムが考慮されます。電源投入時に、セル レ
ベルが予期しないレベルに低下すると、SSD セルのデータ保持が監視され、書き換えられます。ドライブの電源がオフのときのデ
ータ保持は、PE（プログラムと消去）サイクルと保存時におけるドライブの温度の影響を受けます。

毎日、ドライブに書き込む

DWD または DWPD は、1 日あたりのドライブの書き込み数を参考にします。ディスク ベンダーは、SSD の耐用期間を、SSD の存
続期間中に何回書き込みが行われるかによって評価します。1 日あたりのドライブ書き込み回数を減らす低コストの SSD が利用可
能になるため、使用する SSD のコスト メリット分析は、従来のドライブに対する SSD の比率と同じように、アプリケーションと
I/O ワークロードに大きく依存します。一部の環境では、10％の SSD と 90％の従来型ドライブの比率を Dell EMC リアルタイム階
層化と組み合わせることで、大幅なパフォーマンス向上を実現できます。

データは 5 秒ごとに特性評価され、適切なストレージ デバイスに移動されるため、どの SSD が使用されているかを決定するため
の固定ルールは使用されません。このため、同じ DWPD 値を持つ SSD を使用することをお勧めします。

SSD リード キャッシュについて
特定のデータ ブロックの 1 個のコピーがスピニング ディスクまたは SSD に存在する階層化とは異なり、RFC（Read Flash Cache）
機能は、プールごとに 1 個の SSD読み取りキャッシュ ディスク グループを頻繁にアクセスされるデータの読み取りキャッシュと
して使用します。各リード キャッシュ ディスク グループは、 大使用可能容量が 4TB の 1 個または 2 個の SSD で構成されていま
す。データの別のコピーもスピニング ディスクに保存されます。コントローラのリスタートまたはフェールオーバーが発生する
と、リード キャッシュの内容が失われます。まとめると、これらの属性にはいくつかの利点があります。
● リード キャッシュにデータを移動する場合のパフォーマンス コストは、下位階層から上位階層への完全な移行よりも低くなり

ます。
● リード キャッシュがフォールト トレラントに潜在的にシステムのコストを削減する必要はありません。
● コントローラのリード キャッシュは事実上 2 桁以上拡張されます。

リード キャッシュ グループが 1 個の SSD で構成される場合、自動的に NRAID が使用されます。リード キャッシュ グループが 2
個の SSD で構成される場合、自動的に RAID 0 が使用されます。

CHAP の詳細については、「SSD について 、p. 19」を参照してください。

スペアについて

スペア ディスクは、システム内の使用されていないディスクで、障害の発生したディスクを自動的に置き換えるように指定し、シ
ステム内のディスク グループにフォールト トレランスを復元します。スペアの種類は次のとおりです。
● 専用スペア。障害が発生したディスクを交換するために、特定のリニア ディスク グループで使用するために予約されていま

す。ディスク グループにスペアを提供する も安全な方法ですが、各ディスク グループにスペアを予約するのは高価になりま
す。

● グローバル スペア。フォールト トレラント ディスク グループが障害の発生したディスクを置き換えるために予約されていま
す。

● ダイナミック スペア。フォールト トレラント ディスク グループ内の故障したディスクを交換するために自動的に割り当てら
れる、使用可能な互換ディスクです。

メモ: スペアを ADAPT ディスク グループの指定することはできません。スペアリングに適応するディスク グループを管理す
る方法については、「RAID レベルについて」を参照してください。

1 個以上のディスクに障害が発生し、互換性のあるスペア ディスクが使用可能な場合、コントローラはフォールト トレラント ディ
スク グループ（RAID 1、3、5、6、10、 50）を自動的に再構築します。ディスクは、故障したディスクを交換するのに十分な容量
を備え、速度とタイプが同じであれば互換性があります（エンタープライズ SAS など）。一つのディスク グループに 10k と 15k の
ディスクを混在させることはお勧めしません。システム内のディスクが FDE対応で、システムが安全である場合、スペアも FDE
対応である必要があります。

ディスクに障害が発生すると、システムは 初に専用スペアを探します。専用スペアが見つからない場合は、グローバル スペアを
探します。互換性のあるグローバル スペアが見つからず、ダイナミック スペア オプションが有効になっている場合は、使用可能
な互換性のあるディスクが使用されます。互換性のあるディスクが利用できない場合、再構築は開始できません。

メモ: ディスクが故障した場合に使用するスペアを指定することをお勧めします。スペアをディスク グループに割り当てるこ
とは も安全な方法ですが、ディスク グループごとにスペアを予約するにはコストがかかります。または、ダイナミック ス
ペアを有効にするか、グローバル スペアを割り当てることができます。
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プールについて

プールは、ボリュームのコンテナとして機能する 1 個または複数のディスク グループの集まりです。バーチャル ストレージ シス
テムとリニア ストレージ システムは両方ともプールを使用します。ディスク グループは、ボリューム データを格納するプールの
コンポーネントとして組み込まれている特定の RAID レベルを使用した、同じタイプのディスクのグループです。仮想プールの場
合、ボリュームがプールに追加されると、データはプールのディスク グループ全体に分散されます。プールごとに 1 個のディスク
グループのみを持つことができるリニア プールの場合、ボリューム データもプールに追加されます。

バーチャル ストレージとリニア ストレージの両方で、所有コントローラに障害が発生した場合、パートナー コントローラは、失
敗したコントローラが所有するプールとリソースの一時所有権を引き継ぎます。フォールト トレラント配線構成は、適切なマッピ
ングで、ホストにコントローラを接続するために使用されている場合は、ボリュームへの I/O を中断することなく継続することが
できるため、両方のコントローラ用の LUN は、パートナー コントローラからアクセスできます。

ディスク グループにディスクをプロビジョニングすることができます。プロビジョニング ディスクの仕組みの詳細については、
「ディスク グループを追加する」を参照してください。

仮想プールおよびディスク グループ

仮想プール内のボリュームは仮想的に割り当てられ、固定サイズのページに分割されます。各ページは、プール内の任意の場所か
らランダムに割り当てられます。仮想プール内のボリュームは、シン プロビジョニングもされています。つまり、ボリュームは
初はエンティティとして存在しますが、物理ストレージは割り当てられていません。シン プロビジョニングされたボリュームは、
データがページに書き込まれたときに、オンデマンドで割り当てられます。

各コントローラーで 512 TiB を超える仮想プールを作成する場合は、set advanced-settings コマンド ライン インターフェイ
ス（CLI）コマンドの large-pools パラメーターを使用して、大規模なプール機能を有効にすることができます。大規模なプー
ル機能がデフォルトのまま無効になっている場合、仮想プールの 大サイズは 512 TiB、スナップショット ツリーあたりの 大ボ
リューム数は 255（ベース ボリューム+254 個のスナップショット）です。大規模なプール機能を有効化すると、仮想プールの
大サイズが 1024 TiB（1 PiB）に増加し、スナップショット ツリーあたりの 大ボリューム数が 9（ベースボリューム+8 個のスナッ
プショット）に低減します。スナップショット ツリーのボリュームに対して 3 個を超えるレプリケーション セットが定義されて
いる場合、スナップショットあたりの 大ボリューム数は 9 未満に減少します。set advanced-settings コマンド ライン イン
ターフェイス（CLI）コマンドの large-pools パラメーターの詳細については、『Dell EMC PowerVault ME4 シリーズ ストレージ
システム CLI ガイド』を参照してください。

メモ: 仮想プールの物理容量の制限は、512 TiB です。オーバーコミットが有効化されている場合は、論理容量の制限は 1 PiB で
す。

● オーバーコミット機能が無効になっている場合、プールが上限しきい値に達したまたは超過した場合、ホストがプール ボリュ
ームに対する読み取りまたは書き込みアクセスが失われることはありません。

● オーバーコミット機能が有効になっている場合、プールが上限しきい値に達したまたは超過したとき、ストレージ システムは
データ保護センス キー Add, Sense: Space allocation failed write protect をホストに送信します。プールが上
限しきい値に達したまたは超過した後にホストが再起動された場合、ホストはプール ボリュームに対する読み取りおよび書き
込みアクセスを失います。プール ボリュームに対する読み取りおよび書き込みアクセスを回復する唯一の方法は、プールにス
トレージを追加することです。

データを格納できる十分なスペースが残りのディスク グループにある場合、データを喪失することなく、仮想プールから 1 つまた
は複数のディスク グループを削除することができますが、すべて削除することはできません。 後のディスク グループが削除さ
れると、プールは存在しなくなり、自動的にシステムから削除されます。または、プール全体を削除することもできます。この場
合、プールに存在するすべてのボリュームとディスク グループが自動的に削除されます。

システムに 1 台以上の SSD がある場合は、各仮想プールに読み取りキャッシュ ディスク グループを割り当てることもできます。
他のディスク グループ タイプとは異なり、読み取りキャッシュ ディスク グループはシステムによって内部で使用されるため、読
み取りパフォーマンスが向上しますが、プールの使用可能な容量は増加しません。

リニア プールとディスク グループ

システムがリニア ディスク グループを追加するたびに、ディスク グループに対して対応するプールも作成されます。リニア ディ
スク グループとプールが存在すると、ボリュームをプールに追加できます。リニア プール内のボリュームは、ディスク ブロック
がディスク グループにシーケンシャルに格納されるように、リニア形式で割り当てられます。

リニア ストレージは、論理ホスト要求を、直接、物理ストレージにマッピングします。場合によっては、マッピングは一対一です
が、ほとんどの場合、マッピングは物理ストレージ デバイスや、そのスライスのグループ全体にわたって行われます。
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ボリュームとボリューム グループについて

ボリュームは、仮想プールまたはリニア プールの論理的な細分化であり、ホスト ベースのアプリケーションにマッピングできま
す。マッピングされたボリュームは、ホスト（オペレーティング システムまたはサード パーティのツールで作成したファイル シ
ステム パーティション）にアドレス指定可能なストレージを提供します。マッピングの詳細については、「ボリュームのマッピン
グについて」を参照してください。

仮想ボリューム

仮想ボリュームは、仮想化されたページにユーザー データを格納する方法を利用します。これらのページは、基本的な物理ストレ
ージ全体にランダムに分散され、必要に応じて割り当てられます。したがって、従来型ストレージは、論理ブロックと物理ブロッ
クとの間の動的マッピングを備えます。

ボリュームとスナップショットは同じ基礎構造を共有するため、ボリュームだけでなくスナップショット ツリーを作成する他のス
ナップショットのスナップショットを作成することもできます。

システムごとに 大 1024 個の仮想ボリュームが存在できます。

ボリューム グループ

ボリューム グループには、 大 1024 個のボリューム（標準ボリューム、スナップショット、またはその両方）をグループ化する
ことができます。これにより、各ボリュームを個々にではなく、グループ内のすべてのボリュームのマッピング操作を一度に実行
できるようになります。

ボリュームは、1 つのグループのメンバーにのみすることができます。グループ内のすべてのボリュームは、同じ仮想プール内に
存在する必要があります。ボリューム グループは、別のボリューム グループと同じ名前を有することはできませんが、任意のボ
リュームと同じ名前とすることはできます。システムあたり 大 256 個のボリューム グループが存在できます。ボリューム グル
ープがレプリケートされている場合、グループに存在させることのできるボリュームの 大数は 16 個です。

メモ: ボリューム グループは、仮想ボリュームにのみ適用されます。ボリューム グループにリニア ボリュームを追加すること
はできません。

リニア ボリューム

リニア ボリュームは、完全に割り当てられたシーケンシャルな物理ブロックにユーザー データを格納する方法を使用します。ホ
ストに提示された論理データと、それが格納されている物理的な場所との間のマッピングは、固定されているか、静的です。

ボリューム キャッシュ オプションについて

各ボリュームに対して実行される読み取りと書き込みを 適化するオプションを設定できます。デフォルトの設定を使用するこ
とをお勧めします。

ライトバックまたはライトスルーのキャッシュを使用する

注意: ホスト オペレーティング システム、アプリケーション、アダプタがデータをどのように移動するかを完全に理解してい
る場合にのみ、ライトバック キャッシュを無効にしてください。間違って使用されると、ライトバック キャッシュはシステ
ムのパフォーマンスを妨げる可能性があります。

ボリュームを変更するときは、ライトバック キャッシュ設定を変更できます。ライトバックは、コントローラがディスクに書き込
まれるデータを受け取り、メモリ バッファに格納し、実際にディスクに書き込まれるまで待機することなく、書き込み操作が完了
したことを示す信号をホスト オペレーティング システムに直ちに送信するキャッシュ書き込み戦略です。ライトバック キャッシ
ュは、すべてのデータを 1 個のコントローラ モジュール キャッシュから別のコントローラ モジュール キャッシュにミラーリング
します。ライトバック キャッシュは、書き込み操作のパフォーマンスとコントローラのスループットを向上させます。

ライトバック キャッシュを無効にすると、ライトスルーがキャッシュ書き込み戦略になります。ライトスルー キャッシュを使用
して、コントローラは、ホストオペレーティング システムにプロセスが完了したことを通知する前に、データをディスクに書き込
みます。ライトスルー キャッシュはライトバックよりもライト スループット性能が低くなりますが、停電時のデータ損失のリス
クを 小限に抑えてより安全な方法です。ただし、ライトスルー キャッシュは、コマンド完了をポストする前にデータがディスク
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に書き込まれ、ミラーリングが必要ないため、書き込みデータをミラーリングしません。コントローラをライトバック キャッシュ
からライトスルー キャッシュに変更する条件を設定できます。詳細については、「システムのキャッシュ設定を変更する」を参照
してください。

両方のキャッシング戦略では、コントローラのアクティブ/アクティブ フェールオーバーが有効になっています。

各ボリュームのライトバック キャッシュを有効または無効にすることができます。デフォルトでは、ボリュームのライトバック
キャッシュが有効になっています。コントローラ キャッシュはスーパー キャパシタ技術によってバックアップされているため、
システムの電源が切れてもデータは失われません。ほとんどのアプリケーションでは、この設定が優先されます。

メモ: フォールト トレラント設定のベスト プラクティスは、ライトバック キャッシュを使用することです。

キャッシュ 適化モード

注意: I/O がアクティブな間にキャッシュの 適化設定を変更すると、データが破損したり、失われたりする可能性がありま
す。この設定を変更する前に、すべてのイニシエーターからの I/O を停止してください。

適化モードを変更することもできます。
● 標準。このコントローラ キャッシュ モードは、シーケンシャル I/O とランダム I/O に対して 適化されており、ほとんどのワ

ークロードで 適な選択です。このモードでは、キャッシュはパートナ コントローラの一貫性を保ちます。このモードでは、
高いパフォーマンスと高い冗長性が得られます。これがデフォルト設定です。

● ミラーなし。この動作モードでは、コントローラ キャッシュは、キャッシュ　メタデータがパートナーにミラーリングされて
いないことを除いて、標準モードと同じ処理を実行します。このオプションは、書き込み I/O の応答時間を改善しますが、冗
長性を犠牲にしています。このオプションを使用すると、ユーザーはより高い書き込みパフォーマンスを期待できますが、コ
ントローラに障害が発生するとデータが失われる可能性があります。

先読みキャッシュを 適化する

メモ: ホスト オペレーティング システム、アプリケーション、アダプタがデータを移動させる方法を十分に理解してから、先
読みキャッシュ設定を変更してください。これにより、設定を適切に調整できます。

先読みキャッシュ設定を変更することにより、シーケンシャルな読み取りまたはストリーミング データのボリュームを 適化でき
ます。

事前にデータ読み取りの量を変更できます。先読みキャッシュのサイズを増やすと、複数のシーケンシャルな読み取りストリーム
のパフォーマンスを大幅に向上できます。
● ［適応］オプションは、ほとんどのアプリケーションに効果的です。このオプションは、適応先読みを有効にし、コントローラ

が現在の作業負荷に対して 適な先読みサイズを動的に計算できるようにします。
● ［ストライプ］オプションは、1 個のストライプの先読みサイズを設定します。コントローラは、本来ストライピングされてい

ない NRAID および RAID 1 ディスク グループを、内部ではストライプ サイズが 512 KB であるかのように扱います。
● 特定のサイズのオプションを使用して、すべてのアクセスのデータ量を選択できます。
● ［無効］オプションは、先読みキャッシュをオフにします。これは、ホストがランダム アクセスに対して先読みをトリガーする

のに便利です。これは、ホストがランダム I/O を 2 個の読み取りに分割し、先読みをトリガーする場合に発生します。

シン プロビジョニングについて

シン プロビジョニングは、バーチャル ストレージ機能であり、システム管理者は物理ストレージ リソースをオーバーコミットで
きます。これにより、ホスト システムは、実際に割り当てられているストレージよりも多くのストレージを使用しているかのよう
に動作します。物理リソースがいっぱいになると、必要に応じてディスク グループを追加して物理ストレージを追加できます。

リニア マッピングに関連する柔軟性の欠如を解消するために、ページングが必要です。リニア マッピングは、シン プロビジョニ
ング ボリュームのバックグランドにある物理ストレージを容易に拡張する能力を制限します。ページングされたマッピングは、物
理リソースを異種かつ不連続にすることを可能にし、その場でストレージを追加する方が、ずっと容易です。

たとえば、Microsoft Exchange Server データ用のボリュームを作成する方法とは対照的です。
● 通常、管理者は Exchange のストレージ側のボリュームを作成し、そのボリュームを割り当てられた LUN（論理ユニット番号）

でホストにマップし、LUN 用の Microsoft Windows ボリュームを作成します。各ボリュームのサイズは固定です。ストレージ側
ボリュームとそれに関連する Windows ボリュームのサイズを増やす方法はありますが、多くの場合、面倒です。管理者は、当
初のディスク コストと将来の拡張のための容量を提供するボリューム サイズとの間でトレードオフを行う必要があります。

● シン プロビジョニングを使用すると、管理者は Windows が許可する 大サイズまで、非常に大きなボリュームを作成できま
す。管理者は少数のディスクで始めて、物理ストレージのニーズが増えるにつれて追加することができます。Windows のボリ
ュームを拡張するプロセスが排除されます。
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メモ: ホストにマッピングされたシン プロビジョニング ボリュームの場合、すべてのページではなくボリュームからデータが
削除されるか、そのデータに関連付けられたスペースが割り当て解除または解放されます。これは特に小さなファイルの場合
に当てはまります。Windows でページの割り当てを解除するには、マッピングされたボリュームを選択し、次のいずれかの操
作を行います。
● クイック フォーマットを実行します。

● プロパティを表示し、［ツール］タブを選択して、［デフラグメンテーション］の下にある［ 適化］をクリックします。

プール オーバーコミットの動作

シン プロビジョニングの標準的な動作は、プール オーバーコミット機能が無効になっているか有効になっているかによって異な
ります。

● オーバーコミット機能が無効になっている場合、プールが上限しきい値に達したまたは超過した場合、ホストがプール ボリュ
ームに対する読み取りまたは書き込みアクセスが失われることはありません。

● オーバーコミット機能が有効になっている場合、プールが上限しきい値に達したまたは超過したとき、ストレージ システムは
データ保護センス キー Add, Sense: Space allocation failed write protect をホストに送信します。プールが上
限しきい値に達したまたは超過した後にホストが再起動された場合、ホストはプール ボリュームに対する読み取りおよび書き
込みアクセスを失います。プール ボリュームに対する読み取りおよび書き込みアクセスを回復する唯一の方法は、プールにス
トレージを追加することです。

自動階層型ストレージについて
自動階層化ストレージはバーチャル ストレージ機能で、ディスクの 1 つのクラスにあるデータを、データ アクセス パターンに基
づいて、より適切なディスク クラスに移動します。手動設定は必要ありません。
● 頻繁にアクセスするデータは、より高いパフォーマンスのディスクに移動できます
● 頻繁にアクセスしないデータは、低いパフォーマンスで低いコストのディスクに移動できます。

使用するディスクのタイプに応じて、各仮想ディスク グループには、以下の階層の 1 個が自動的に割り当てられます

● パフォーマンス - この 上位階層では SSD を使用します。パフォーマンスは 高レベルですが、コストが もかかります。
SSD の詳細については、「SSD について 、p. 19」を参照してください。

● 標準 - この中間階層ではエンタープライズクラスの回転 SAS ディスクを使用します。中級レベルのコストと容量で、良好なパ
フォーマンスを提供します。

● アーカイブ - この 下位階層ではミッドラインの回転 SAS ディスクを使用します。 も低いコストと 大容量で、パフォーマ
ンスが も低くなります。

パフォーマンス層のディスク グループのステータスが CRIT（重大）になると、システムは自動的にデータをディスク グループか
ら縮退ディスク グループにデータを格納できることを前提とする他の階層のスピン ディスクを使用するディスク グループに移動
します。これは、SSD 間で同様の摩耗が起こりやすいために発生し、より多くの障害が発生する可能性があります。

システムにディスクのクラスが 1 個しかない場合、階層化は行われません。ただし、階層化されたストレージの自動再調整は、異
なる階層のディスク グループを追加または削除するときに発生します。

メモ: 階層は単一の仮想プール内に自動的に設定され、複数の仮想プールにはまたがりません。

ボリューム階層の親和性

ボリューム階層の親和性は、ストレージ管理者がストレージ環境のボリュームの QoS（サービス品質）の優先順位を定義するため
の設定です。

3 つのボリューム階層の親和性設定は次のとおりです。

● 親和性なし：この設定では、使用可能な 高位の実行階層が 初に使用され、他の階層のスペースが使い尽くされた場合にの
みアーカイブ階層が使用されます。ボリューム データは、アクセス頻度と階層の空き容量に基づいて、より高位の階層に移動
します。

● パフォーマンス：この設定では、ボリューム データは優先的により高位のサービス階層に移動されます。使用可能なスペース
がない場合は、より低位の実行階層のスペースが使用されます。ボリューム データは、アクセス頻度と階層の空き容量に基づ
いて、より高位の階層に移動します。

メモ: パフォーマンスの親和性の設定には SSD 階層は不要で、使用可能な 高位のパフォーマンス階層を使用します。

● アーカイブ：この設定では、ボリューム データは優先的に 低位のサービス階層に移動されます。ボリューム データは、アク
セス頻度と階層の空き容量に基づいて、より高位の階層に移動できます。
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メモ: ボリューム階層の親和性は固定ということではなく、データは特定の階層と容量に制限されません。アーカイブの親和
性を持つボリュームのデータでも、ホスト アプリケーションでデータが必要になると、パフォーマンス階層に昇格される可能
性があります。

ボリューム階層の親和性戦略
ボリューム階層の親和性は、利用可能な階層にある特定のボリュームのデータを、配置すべきシステムにガイドする機能を果たし
ます。

標準戦略では、新規のシーケンシャル書き込みには 高位の回転式ディスクの階層を、新規のランダム書き込みには利用可能な
高位の階層（SSD を含む）を選択します。ホスト アプリケーションがデータにアクセスする際に、データは必要に応じて も適切
な階層に移動されます。頻繁にアクセスされるデータは 高位のパフォーマンス階層に昇格され、アクセス頻度の低いデータは、
低位の回転式ディスクベースの階層に降格されます。親和性なしに設定されたボリューム上のデータは標準戦略に従います。

パフォーマンスの親和性に設定されたボリュームのデータについては、新規の書き込みはすべて標準戦略に従います。ただし、そ
の後データへのアクセスがあると、昇格の閾値が下げられます。閾値が下がると、そのデータはより高位のパフォーマンス階層で
使用できる可能性が高くなります。SSD 階層のパフォーマンスの親和性を持つデータが頻繁にアクセスされると、優先的に処理さ
れます。パフォーマンスの親和性を持つデータのスペースを確保するために、アーカイブまたは非親和性データは SSD 階層から降
格されます。パフォーマンスの親和性は、ボリューム データを優先的に 高位のパフォーマンス階層に昇格してそのまま維持する
ことを保証したい場合には便利です。

アーカイブの親和性に設定されたボリュームについては、新規の書き込みはすべて 初にアーカイブ階層に配置されます。アーカ
イブ階層に使用可能なスペースがない場合、新規の書き込みは使用可能な次の高位階層に配置されます。その後のデータへのアク
セスで、より頻繁にアクセスされる場合はパフォーマンス階層への昇格が可能になります。ただし、このデータは降格の閾値が低
く設定されます。頻繁にアクセスされるデータを低位の階層から昇格させる必要がある場合、このデータが 高位のパフォーマン
ス SSD 階層から移動されます。

イニシエーター、ホスト、およびホスト グループについて
イニシエーターは、ストレージ システムを接続する外部ポートを指します。サーバー内の FC HBA など、I/O アダプターのポート
が外部ポートになる場合があります。

コントローラーは、inquiry コマンドまたは report luns コマンドをストレージ システムに送信したイニシエーターを自動的
に検出します。これは通常、ホストがデバイスを起動または再スキャンするときに発生します。コマンドを受信すると、システム
ではイニシエーター ID を保存します。また、イニシエーターのエントリーを手動で作成することもできます。たとえば、コントロ
ーラー ポートがスイッチからホストに物理的に接続される前に、イニシエーターを定義することができます。

ボリューム マッピングを容易に識別できるように、イニシエーターにニックネームを割り当てることができます。名前を付けたイ
ニシエーターについては、そのイニシエーターのオペレーティング システムに固有のプロファイルを選択することもできます。名
前は 大 512 個割り当てることができます。

管理を容易にするために、1 つのサーバーで使用するイニシエーターを 1～128 個までホストにグループ化することができます。ま
た、1～256 個のホストをホスト グループにグループ化することもできます。これにより、イニシエーターやホスト個々にではな
く、ホスト内のすべてのイニシエーターに対して、またはグループ内のすべてのイニシエーターとホストに対して、マッピング操
作を実行できます。イニシエーターには、ホストに追加するニックネームを付ける必要があり、1 つのイニシエーターは 1 つのホス
トのメンバーにのみなることができます。ホストは、1 つのグループのメンバーにのみなることができます。ホストは、他のホス
トと同じ名前を有することはできませんが、任意のイニシエーターと同じ名前にすることができます。ホスト グループは、他のホ
スト グループと同じ名前を有することはできませんが、任意のホストと同じ名前にすることができます。ホスト グループは 大
32 個存在させることができます。

iSCSI ポートのあるストレージ システムは、チャレンジ ハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）を有効にすることによって iSCSI
を介して不正アクセスから保護することができます。CHAP 認証は、ホストがシステムへログ インを試行する際に発生します。こ
の認証には、ホストの識別子のほか、ホストとシステム間の共有シークレットが必要です。オプションとして、ホストでストレー
ジ システムを認証する必要がある場合もあります。これは、双方向 CHAP と呼ばれます。CHAP を有効にするには、次の手順が含
まれます。
● ホスト ノード名（識別子）とシークレットを決定します。ホスト ノード名は、iSCSI Qualified Name（IQN）です。シークレッ

トは 12～16 文字である必要があります。
● ストレージ システムで CHAP のエントリーを定義します。
● ストレージ システムで CHAP を有効化します。これは、セキュリティの暴露を回避するために、すべての iSCSI ホストに適用

されることに注意してください。CHAP が有効化されている場合、現在のホスト接続はすべて終了し、CHAP のログインを使用
して再確立する必要があります。

● ホストの iSCSI イニシエーターで CHAP シークレットを定義します。
● CHAP を使用して、ストレージ システムへの新しい接続を確立します。ホストは、システムにて、さらには接続が行われたポ

ートで表示可能である必要があります。
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CHAP が有効になった後にホストを追加する必要が生じた場合は、追加の CHAP ノード名とシークレットを追加できます。ホスト
がストレージ システムへのログ インを試行した場合、CHAP の定義の互換性がないことで完全なログインに失敗した場合でも、シ
ステムで表示されるようになります。この情報は、新しいホストの CHAP エントリーを設定する際に役立つことがあります。スト
レージ システムでは検出セッションを認証する必要がないため、この情報は iSCSI検出セッションが確立されると表示されるよう
になります。フル機能のフェーズに移行するには、CHAP 認証が正常に完了している必要があります。

ボリュームのマッピングについて

ボリュームと 1 個以上のイニシエーター、ホスト、またはホスト グループ ホスト間のマッピングによって、ホストはボリュームを
表示し、アクセスできます。作成できるマップには、デフォルト マップと明示的マップの 2 種類があります。デフォルト マップ
では、すべてのホストが、指定された LUN とアクセス権を使用してボリュームを表示できます。デフォルト マッピングは、異な
る設定を使用して明示的にマッピングされていないホストに適用されます。明示的なマップは、特定のホストのボリュームのデフ
ォルト マップをオーバーライドします。

デフォルト マッピングの利点は、接続されたすべてのホストが、管理者による追加作業なしでボリュームを検出できることです。
欠点は、接続されたすべてのホストが制限なしでボリュームを検出できることです。したがって、このプロセスは、制限されたア
クセスを必要とする特別なボリュームには推奨されません。

複数のホストが協調管理されていないボリュームをマウントすると、ボリューム データは破損する危険があります。特定のホスト
によるアクセスを制御するには、明示的なマッピングを作成します。明示的なマッピングでは、異なるアクセスモード、LUN、ポ
ート設定を使用して、ホストによるボリュームへのアクセスを許可または禁止します。デフォルト マッピングがある場合、明示的
なマッピングがデフォルト マップをオーバーライドします。

ボリュームが作成されると、デフォルトではマッピングされません。デフォルトのマッピングまたは明示的なマッピングを作成で
きます。ボリュームのデフォルトのマッピングを変更したり、明示的なマッピングを作成、変更、削除することができます。マッ
ピングは、1 つまたは複数のコントローラ ホスト ポートを介してボリュームへの読み取り/書き込み、読み取り専用、アクセスな
しを指定できます。マッピングがアクセスを指定しない場合、ボリュームはマスクされます。

たとえば、給与計算ボリュームをヒューマン リソース ホストの読み書きアクセスでマップし、他のすべてのホストでマスクする
ことができます。エンジニアリング ボリュームは、エンジニアリング ホストの読み書きアクセスと他の部門のホストの read-only
アクセスでマッピングできます。

LUN は、マップされたボリュームをホストに識別します。どちらのコントローラも LUN のセットを共有し、未使用の LUN はマッ
ピングに割り当てることができます。ただし、通常、各 LUN はデフォルト LUN として一度だけ使用されます。たとえば、LUN 5
が Volume1 のデフォルトである場合、ストレージ システム内の他のボリュームは、デフォルトの LUN と同じポート上で LUN 5 を
使用することはできません。明示的なマッピングの場合、ルールが異なります。デフォルトのマッピングで使用される LUN は、他
のボリュームや他のホストの明示的なマッピングで再利用できます。

メモ: 明示的なマッピングが削除されると、ボリュームのデフォルト マッピングが有効になります。特定のインストールでは
デフォルト マッピングを使用できますが、ほとんどのインストールでは、ホストおよびホストグループとの明示的なマッピン
グを使用することをお勧めします。

ストレージ システムは ULP（Unified LUN Presentation）を使用し、両方のコントローラのすべてのホスト ポートを介して、すべて
の LUN を公開することができます。相互接続情報は、コントローラ ファームウェアで管理されます。ULP は、ホストがアクティ
ブ - アクティブ ストレージ システムとして認識し、ディスク グループの所有権に関係なく、ホストが LUN にアクセスするために
使用可能なパスを選択できるようになります。ULP が使用されている場合、コントローラの動作冗長モードはアクティブ - アクテ
ィブ ULP として表示されます。ULP は、SPC-3 の INCITS ALUA（非対称論理ユニットアクセス）拡張の T10 技術委員会を使用し
て、認識しているホスト システムとのパスをネゴシエートします。認識されないホスト システムは、すべてのパスが等しいとみ
なします。

シングル コントローラによるオペレーティングについて

コントローラ モジュールが 1 個の 2U コントローラ エンクロージャを購入した場合は、冗長構成が提供されていないことに注意し
てください。コントローラに障害が発生した場合、システムはデータを使用できない危険性があります。詳細については、「シン
グル コントローラによるデータ保護について」を参照してください。

メモ: 1 台のコントローラでシステムを操作している場合は、ドキュメントに記載されている一部の機能が使用できないか、ご
使用のシステムに該当しない可能性があります。たとえば、ストレージ プールが 1 個しか存在せず、コントローラのフェール
オーバーと復旧に関するテキストは適用されない場合があります。
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スナップショットについて
仮想ボリュームのスナップショットを、お使いのシステムでサポートされる 大数まで作成できます。スナップショットにより、
スナップショット作成時点のソース ボリュームのデータ状態が作成されて保存されるため、データ保護機能が提供されます。スナ
ップショットは手動で作成するか、または作成をスケジュールすることができます。スナップショットの作成後にソース ボリュー
ムを拡張することはできません。

システムのスナップショットの 大数に達すると、既存のスナップショットを削除するまで新規のスナップショットを作成できな
くなります。システムのスナップショットの 大数を表示するには、PowerVault Manager のヘルプの「［システム構成の制限事
項］」トピックを参照してください。

システムは、他のボリュームと同様にスナップショットを処理します。スナップショットの目的に応じて、読み取り専用アクセ
ス、読み書きアクセス、またはアクセスなしのホストにスナップショットをマッピングできます。

スナップショットは、ソース ボリュームまたはスナップショットのデータを、スナップショットから作成されたスナップショット
のデータで置き換えるロールバック機能を使用します。

また、スナップショットはスナップショットのリセット機能も使用しており、スナップショット内のデータをソース ボリューム内
の現在のデータに置き換えることができます。スナップショットをリセットする際、スナップショットの名前とマッピングは変更
されません。

set snapshot-space CLI コマンドを使用すると、スナップショットに使用できるプールの割合（スナップショット領域）を設
定できます。オプションとして、スナップショット領域がその割合に達したときに実行される制限ポリシーを指定できます。この
ポリシーを設定して、割合に達したことをイベント ログで通知する（この場合、システムはスナップショットの作成を続けるた
め、一般的なプール領域が使用されます）か、通知してスナップショットの自動削除をトリガーすることができます。自動削除が
トリガーされると、設定された保存優先度に従ってスナップショットが削除されます。詳細については、『Dell EMC PowerVault ME4
Series Storage System CLI Guide』を参照してください。

スナップショットの作成とレベル

スナップショットの作成は、ソース ボリュームまたはスナップショットがポイントするものと同一のデータをポイントするだけで
実行可能な、高速かつ効率的なプロセスです。スナップショットではボリュームを参照するため、これらのボリュームは、ソース
ボリュームまたはソース スナップショットが変更されない限り、スペースを消費しません。

プール内のすべての領域がスナップショットに使用できるため、領域をスナップショット用に確保する必要はありません。簡単に
スナップショットのスナップショットを作成し、ボリュームを使用するのと同じ方法で使用することができます。スナップショッ
トの構造はボリュームと同じであるため、システムではそれらを同じように扱います。

スナップショットは他のスナップショットのソースになる可能性があるため、単一の仮想ボリュームが、多くのレベルのスナップ
ショットの大元となることがあります。元のベース ボリュームからはじまり、複数のレベルのスナップショットが、 大 254 個の
スナップショットを含むスナップショット ツリーを作成します。それぞれのスナップショットは、ツリーの葉と考えることもでき
ます。ツリー内のスナップショットが追加のスナップショットのソースである場合は、スナップショット ツリーの新しい枝が作成
され、子スナップショットの親スナップショット（枝の葉）と見なされます。

ツリーには、ボリュームと同一のスナップショット、または後で変更されたコンテンツが含まれている場合があります。スナップ
ショットの制限数である 254 個に達すると、既存のスナップショットをツリーから手動で削除するまで、ツリー内のアイテムのス
ナップショットを追加で作成することはできません。削除できるのは、子スナップショットを持たないスナップショットのみで
す。

スナップショット ツリーのベース ボリュームまたはツリー内のスナップショットを拡張することはできません。

スナップショットのロールバック機能とリセット機能

ロールバック機能を使用すると、選択したスナップショットの内容が作成以降に変更された場合、変更された内容はソース ボリュ
ームまたはスナップショットの内容をロールバック中に上書します。仮想スナップショットはポイント イン タイムのコピーであ
るため、変更されたスナップショットは元に戻せません。仮想スナップショットがソース ボリュームまたはスナップショットの内
容を元に戻せるようにしたい場合は、専用のスナップショットを作成してアーカイブし、その内容を変更しないようにします。

スナップショットについては、3 階層のすべてのスナップショットにスナップショットのリセット機能がサポートされています。
ただし、スナップショットは直接の親ボリュームまたは作成元のスナップショットへのみリセットできます。

ボリュームのコピーについて
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仮想ストレージでは、この機能を使用して仮想ベース ボリュームまたはスナップショットを新しい仮想ボリュームにコピーするこ
とができます。

ボリューム コピー機能では、ベース ボリュームとスナップショットを新しいボリュームにコピーすることができます。この機能
により、ストレージ システム内のベース ボリュームまたは仮想スナップショットの完全な「物理的」コピーが作成されます。コ
ピー操作が開始された時点で存在していたソースの正確なコピーであり、ソースと同じ量の領域を消費し、I/O の観点から独立し
ています。対照的に、スナップショット機能は、ボリュームのポイント イン タイム論理コピーを作成します。このコピーはソー
ス ボリュームに依存します。

ボリューム コピー機能は、次の利点を提供します。
● 追加のデータ保護：ボリュームの独立したコピーは、完全なソース ボリュームの障害に対する追加のデータ保護を提供します。

ソース ボリュームに障害が発生した場合、そのコピーを使用して、ボリュームをコピー作成時点まで復元することができます
● 実稼働データの無停止：ボリュームの独立したコピーにより、リソースの競合や本番ボリュームへの潜在的なパフォーマンス

の影響が緩和されます。ソースとコピーされたボリューム間のデータ ブロックは、スナップショットと共有されている場合と
異なり、独立しているため、I/O は各ブロックのセットごとに行われます。アプリケーション I/O トランザクションは、同じデ
ータ ブロックにアクセスする場合は、競合しません。

仮想ベース ボリュームまたはスナップショットのコピーを作成する方法の詳細については、「ボリュームまたはスナップショット
をコピーする」を参照してください。

再構築について
ディスク グループ内で 1 つまたは複数のディスクに障害が発生し、適切なサイズ（同一またはそれ以上）とタイプ（障害が発生し
たディスクと同じ）のスペアが存在する場合は、ストレージ システムは自動的にスペアを使用してディスク グループを再構築し
ます。ディスク グループの再構築では、I/O を停止する必要がないため、再構築の進行中にボリュームを引き続き使用することが
できます。

使用可能なスペアがない場合は、再構築は自動的に開始されません。コピーバックのプロセスは、障害が発生したディスクの交換
時に開始されます。CLI を使用して動的スペア機能を構成した場合、ディスク グループの再構築が自動的に開始されます。動的ス
ペアが有効になっている場合、ディスクに障害が発生して互換性のあるディスクに交換すると、ストレージ システムではバスを再
スキャンし、新しいディスクを検出し、自動的にスペアを指定して、ディスク グループの再構築を開始します。「スペアについて」
を参照してください。

仮想ストレージの場合、すべてのディスク グループを再構築する際にクイック リビルド機能を使用します。クイック リビルドの
詳細については、「クイック リビルドについて」を参照してください。

ディスクに障害が発生した場合、障害 LED は橙色に点灯します。スペアを再構築のターゲットとして使用すると、そのアクティビ
ティ LED が緑色に点滅します。再構築時に、ディスク グループ内のすべてのディスクの障害 LED とアクティビティ LED が点滅し
ます。LED のステータスの詳細については、『導入ガイド』を参照してください。

メモ: 再構築は、ディスク グループの RAID レベルとサイズ、ディスク速度、ユーティリティーの優先度、ホスト I/O アクティ
ビティのほか、ストレージ システムで実行されているその他のプロセスに応じて、完了までに数時間または数日かかる場合が
あります。

ディスク障害後はいつでも、障害が発生したディスクを取り外して、同じスロット内の同じタイプの新しいディスクと交換するこ
とができます。

次の手順では、ディスク グループでドライブに障害が発生した場合に発生するドライブの障害プロセスについて説明します。

1. ドライブに障害が発生します。
2. 使用可能な互換性のあるスペア ドライブが、ディスク グループと接合します。
3. 再構築が開始され、ディスク グループのステータスが VRSC/RCON となります。
4. 障害が発生したドライブは、新しいドライブに置き換えられました。
5. スペア ドライブから新しいドライブへのコピーバック操作が開始されます。ディスク グループのステータスは CPYBK です。
6. コピーバック操作が完了すると、元のスペア ドライブがディスク グループを離れ、再度スペア ドライブとなります。

偶発的なドライブが取り外される、あるいはバス/スロットの問題によってドライブが検出されず、ドライブがスロットから欠落
することがあります。次の手順では、ドライブがスロットから欠落した場合に発生するドライブ障害のプロセスについて説明しま
す。

1. ドライブがスロットから欠落しています。
2. 使用可能な互換性のあるスペア ドライブが、ディスク グループと接合します。
3. 再構築が開始され、ディスク グループのステータスが VRSC/RCON となります。
4. 欠落しているドライブがスロットに挿入されているか、欠落しているドライブが検出され、表示されます。ドライブのステー

タスは LEFTOVER です。
5. LEFTOVER ドライブのメタデータがクリアされ、ドライブがディスク グループと接合します。
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メモ: ディスク グループ内の 1 つ以上のドライブが LEFTOVER のステータスになっている場合は、いずれのアクションを
続行する前に、テクニカル サポートにお問い合わせください。

6. スペア ドライブからディスク グループと接合しているドライブへのコピーバック操作が開始されます。ディスク グループの
ステータスは CPYBK です。

7. コピーバック操作が完了すると、元のスペア ドライブがディスク グループを離れ、再度スペア ドライブとなります。

クイック リビルドについて
クイック リビルドは、ディスク障害が発生した後にフォールトトレラントでなくなった仮想ディスク グループを再構築するため
の方法です。この方法では、仮想ストレージの知識を利用してユーザー データの書き込み先を特定し、ユーザー データが格納さ
れているデータ ストライプのみを再構築しています。

通常、ストレージはボリュームに部分的にのみ割り当てられているため、クイック リビルド プロセスは、標準の RAID 再構築より
も大幅に速く完了します。ユーザー データに割り当てられていないデータ ストライプは、負荷の少ないプロセスを使用してバッ
クグラウンドでスクラブされ、今後のデータ割り当てをより効率化します。

クイック リビルド後、ディスク グループで数分以内にスクラブが開始されます。

パフォーマンス統計について

ストレージ システムのコンポーネントの現在または過去のパフォーマンス統計を表示できます。

ディスク、ディスク グループ、プール、階層、ホスト ポート、コントローラ、ボリュームに関する現在のパフォーマンス統計が
表形式で表示されます。現在の統計には現在のパフォーマンスが表示され、要求に応じてすぐにサンプリングされます。

ディスク、プール、階層に関するパフォーマンス統計履歴は、分析を容易にするグラフを使用して表示されます。統計履歴はディ
スク負荷に焦点を当てています。統計履歴を表示して、I/O のプール間のバランスを見極めたり、エラーまたはパフォーマンスの
低下が発生しているディスクを特定したりできます。

システムは 15 分ごとにディスクの統計履歴をサンプリングし、これらのサンプルを 6 か月間保持します。プールと階層の統計を
5 分ごとにサンプリングし、このデータを 1 週間保持しますが、フェールオーバーやパワーサイクル後は保持されません。デフォ
ルトでは、グラフに 100 個の 新データ サンプルが表示されますが、表示するサンプルの時間範囲またはサンプルの数のどちらか
を指定できます。グラフには、 大 100 個のサンプルを表示できます。

表示するサンプルの時間範囲を指定する場合、システムは時間範囲内のサンプル数が表示可能なサンプル数（100）を超えて統合
が必要になっていないか判断します。この点を判断するために、システムは指定した時間範囲内のサンプル数を 100 で割り算し、
商と余りを出します。商が 1 の場合、100 個の 新サンプルが表示されます。商が 1 を超える場合は、 新サンプルの商の各数が 1
個のサンプルに統合されて表示されます。余りは、表示から除外される古いサンプルの数です。
● 例 1：1 時間の範囲にサンプルが 4 個含まれています。4 は 100 未満なので、4 個のサンプルすべてが表示されます。
● 例 2：30 時間の範囲にサンプルが 120 個含まれています。120 を 100 で割り算すると、商が 1 で余りが 20 になります。したが

って、100 個の 新サンプルが表示され、20 個の古いサンプルは除外されます。
● 例 3：60 時間の範囲にサンプルが 240 個含まれています。240 を 100 で割り算すると、商が 2 で余りが 40 になります。したが

って、各 2 個の 新サンプルが 1 個のサンプルに統合されて表示され、40 個の古いサンプルは除外されます。

統合が必要な場合は、システムは統合されたサンプルの値を計算します。カウントの統計（転送、読み取り、書き込みされたデー
タの合計、I/O、読み取り数、書き込み数の合計）の場合、サンプルの値を追加して、統合したサンプルの値を生成します。レート
の統計（データ スループット、読み取りスループット、書き込みスループットの合計、IOP、読み取り IOPS、書き込み IOPS の合
計）の場合、サンプルの値を追加し、それから結合した間隔で割ります。データ スループットの基本単位はバイト/秒です。
● 例 1：2 個のサンプルの読み取り数の値が 1 個のサンプルに統合されます。サンプル 1 の値が 1060 で、サンプル 2 の値が 2000

の場合、統合されたサンプルの値は 3060 です。
● 例 2：例 1 から続行すると、各サンプルの間隔は 900 秒なので、結合後の間隔は 1800 秒です。読み取り IOPS の合計値は、読

み取りの合計数（3060）を結合後の間隔（1800 秒）で割ったもの、つまり 1.7 です。

パフォーマンス統計履歴をネットワーク上のファイルに CSV 形式でエクスポートして、スプレッドシートまたは他のアプリケーシ
ョンにインポートできます。現在または過去の統計をリセットして、保持データをクリアし、新しいサンプルの収集を続けること
もできます。

パフォーマンス統計の詳細については、「パフォーマンス統計を表示する」、「統計履歴をアップデートする」、「パフォーマンス統
計履歴をエクスポートする」、「パフォーマンス統計をリセットする」を参照してください。
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ファームウェアアップデートについて
コントローラ モジュール、拡張モジュール、ディスク ドライブには、それらを動作させるファームウェアが含まれています。新
しいファームウェア バージョンが利用可能になると、工場またはお客様のメンテナンス デポでインストールされます。お客様の
サイトのストレージ システム管理者によってインストールされる場合もあります。デュアル コントローラ システムについては、
次のファームウェア アップデートのシナリオがサポートされています。
● 管理者が 1 個のコントローラで新しいバージョンのファームウェアをインストールし、そのバージョンをパートナー コントロ

ーラにも転送する場合。
● 特定のファームウェア バージョンを使用するシステムで、管理者が 1 個のコントローラ モジュールを交換し、残りのコントロ

ーラを新しいコントローラ（古いまたは新しいファームウェアが含まれる可能性がある）へ転送する場合。

コントローラ モジュールが工場でエンクロージャにインストールされる場合、エンクロージャのミッドプレーン シリアル番号と
ファームウェア アップデートのタイムスタンプは、コントローラのフラッシュ メモリ内の各ファームウェア コンポーネントに記
録されます。設定が変更されたり、デフォルトにリセットされたりしても消去されません。これら 2 種類のデータは、工場でイン
ストールされていない交換用のコントローラ モジュール内には存在しません。

PFU（パートナー ファームウェア アップデート）オプションを有効にしてコントローラのファームウェアをアップデートすると、
同じバージョンのファームウェアが両方のコントローラ モジュールにインストールされます。PFU は次のアルゴリズムを使用し
て、どのコントローラ モジュールがパートナーをアップデートするかを決定します。
● 両方のコントローラが同じファームウェア バージョンを実行している場合、変更は加えられません。
● 適切なミッドプレーン シリアル番号を所有するファームウェアが 1 個のコントローラだけにしかない場合、ファームウェア、

ミッドプレーン シリアル番号、そのコントローラの属性はパートナー コントローラに転送されます。両方のコントローラに対
するファームウェア アップデートの動作は、システムの設定によって異なります。

● 両方のコントローラのファームウェアに適切なミッドプレーン シリアル番号がある場合、 新のファームウェア アップデート
のタイムスタンプを所有するファームウェアがパートナー コントローラに転送されます。

● どちらのコントローラのファームウェアにも適切なミッドプレーン シリアル番号がない場合、コントローラ A のファームウェ
ア バージョンがコントローラ B に転送されます。

メモ: Dell EMC は、テクニカル サポートによる指示がない限り、PFU オプションを有効にしてコントローラ ファームウェアを
アップデートすることを推奨します。

コントローラ モジュール、拡張モジュール、ディスク ドライブのファームウェアをアップデートする手順の詳細については、「フ
ァームウェア アップデート 、p. 63」を参照してください。このトピックでは、アクティビティ進行状況インタフェイスを使用し
て、ファームウェア アップデートの進行状況に関する詳細情報を表示する方法も説明されています。

管理ログについて

ストレージ システムが動作するにつれて、いくつかのタイプのログ ファイルに診断データが記録されます。ログ ファイルのサイ
ズは制限されているため、時間の経過および活動がアクティブになっている期間中に、これらのログがいっぱいになり、 も古い
データが上書きされます。管理ログ機能を使用すると、ログ データをログ収集システムに転送し、後で検索してデータが失われる
前に保管することができます。ログ収集システムは、ストレージ システムから転送されたログデータを受信するように指定された
ホスト コンピュータです。転送によってストレージ システム内のログからデータが削除されることはありません。この機能はデ
フォルトで無効になっています。

管理ログ機能は、プッシュ モードまたはプル モードで動作するように設定できます。
● プッシュ モードでは、ログ データがかなりのサイズまで蓄積されると、ストレージ システムはログ ファイルが添付された通

知を E メール経由でログ収集システムに送信します。この通知では、ストレージ システムの名前、場所、連絡先、IP アドレス
が指定され、圧縮された zip ファイルにはシングル ログ セグメントが含まれます。ログ セグメントには、ログ ファイルの種
類、作成日時、ストレージ システムを示す一意の名前が付けられます。この情報は E メールの件名にも表示されます。ファイ
ル名の形式は logtype_yyyy_mm_dd__hh_mm_ss.zip です。

● プル モードでは、ログ データがかなりのサイズまで蓄積されると、E メール、SMI-S、SNMP を介してログ収集システムに通
知が送信され、FTP や SFTP を使用してストレージ システムから適切なログが転送されます。この通知では、ストレージ シス
テムの名前、場所、連絡先、IP アドレス、転送が必要なログファイルのタイプまたは地域を指定します。

管理対象のログ機能により、次のコントローラ固有のログ ファイルが監視されます。
● EC（エキスパンダ コントローラ）デバッグ データ、EC リビジョン、PHY 統計情報を含む EC ログ
● SC（ストレージ コントローラ）デバッグ ログおよびコントローラのイベント ログ
● SC ブート ログが含まれる SC クラッシュ ログ
● MC（管理コントローラ）のログ

各ログ ファイル タイプには、システム構成情報も含まれています。各ログ ファイルの容量状況と、すでに転送されたデータのス
テータスが維持されます。各ログ ファイルには、次の 3 種類の容量ステータス レベルが定義されています。

操作を始める 31



● 転送が必要 - ログ ファイルは、コンテンツの転送が必要なしきい値までいっぱいです。このしきい値は、ログ ファイルごとに
異なります。このレベルに達した場合：
○ プッシュ モードでは、情報イベント 400 とすべての未転送データがログ収集システムに送信されます。
○ プルモードでは、情報イベント 400 がログ収集システムに送信され、ログ収集システムは未転送ログ データを要求するこ

とができます。ログ収集システムは、コントローラごとに個別にログファイルを取得できます。
● 警告 - ログファイルにはほとんど転送されないデータがあります。このレベルに達すると、警告イベント 401 がログ収集システ

ムに送信されます。
● ラップ - ログ ファイルが転送されていないデータでいっぱいになり、 も古いデータの上書きが開始されました。このレベル

に達すると、情報イベント 402 がログ収集システムに送られます。

プッシュ モードやプル モードでログ データを転送した後、ログの容量ステータスはゼロにリセットされ、転送されないデータが
ないことを示します。

メモ: プッシュモードでは、1 個のコントローラがオフラインの場合、パートナーは両方のコントローラからログを送信しま
す。

ログ データを取得する別の方法は、FTP インターフェイスや SFTP インターフェイスの PowerVault Manager や get logs コマン
ドでログ保存アクションを使用することです。これらのメソッドは、容量ステータス レベルを変更せずにログ ファイルの内容全
体を転送します。ログの保存または get logs は、テクニカル サポートのリクエストの情報の一部として使用する必要がありま
す。ログの保存アクションの使用については、「ファイルにログ データを保存する」を参照してください。FTP または SFTP イン
ターフェイスの使用方法については、「FTP と SFTP を使用する」を参照してください。

SupportAssist について
SupportAssist では、定期的に設定情報と診断情報をテクニカル サポートに送信することで、ME4 Series ストレージ システムのサ
ポートを改善しています。

テクニカル サポートでは、このデータを分析し、自動的にヘルスチェックを実行します。注意が必要な問題が検出された場合は、
自動的にサポート ケースが開始され、トラブルシューティングと問題解決のプロセスが直ちに始まります。このプロセスは多くの
場合、ストレージ管理者が問題の存在に気付く前に開始されます。

問題に関する支援が必要で、テクニカル サポートに連絡する必要がある場合、テクニカル サポートは SupportAssist によって送信
されたストレージ システムに関する情報を利用できます。この機能により、テクニカル サポートは設定や診断データが収集され
て送信されて来るのを待たずに、適切な方法で支援を始めることができます。

SupportAssist のデータ

SupportAssist から送信されるデータには、 ME4 Series のアレイとの接続に必要なテクニカル サポートおよび情報は含まれておら
ず、パスワードも送信されません。

SupportAssist により送信される設定と診断の情報には次が含まれています。

● ME4 Series の機能
● ME4 Series のログ
● ハードウェア インベントリ（モデル番号やファームウェア バージョンなど）
● サーバ、コントローラー、およびエンクロージャのポートの接続ステータス
● ME4 Series のボリューム属性（名前、サイズ、ボリューム フォルダー、ストレージ プロファイル、スナップショット プロファ

イル、サーバ マッピングなど）
● コントローラーのネットワーク設定
● I/O、ストレージ、およびレプリケーションの使用状況情報

データの安全な送信と格納

SupportAssist は、安全なリンクを使用してデータを転送します。データは、Hypertext Transfer Protocol with Secure Socket Layer
（HTTPS）セッションで、2048 ビット RSA キーを使用して送信されます。

データは、Dell EMC プライバシー ポリシーに従って、SupportAssist データベースに安全に保存されます。Dell EMC プライバシー
ポリシーは、http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/policies-privacy?c=us&l=en&s=corp で入手できます。

SupportAssist を有効にするだけでは、テクニカル サポートはアレイにアクセスして情報を取得できません。データはテクニカル
サポートに常にプッシュされ、プルされることは決してありません。SupportAssist はいつでも無効にできるため、お客様は
SupportAssist のデータ送信を完全に制御できます。
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CloudIQ について
CloudIQ によってストレージのモニタリングとプロアクティブなサービスが実現し、ニーズに合わせてカスタマイズした情報、準
リアルタイム分析へのアクセス、いつどこからでもストレージ システムを監視する機能を利用することができます。CloudIQ では
次の機能が提供されてストレージの監視とサービスが容易になります。

● 環境に影響が出る前に問題に関する情報を提供するプロアクティブな保守性。
● システム正常性スコア、パフォーマンス メトリック、現在の処理能力や傾向などの重要な情報を集約するダッシュボードを使

用した、環境全体の集中型のモニタリング。

CloudIQ には次のものが必要です。

● ME4 Series ストレージ システムは、ファームウェア バージョン G280 以降が必要となります。
● SupportAssist を ME4 Series ストレージ システムで有効にする必要があります。
● ［SupportAssist］の［Enable CloudIQ］チェック ボックス - ［CloudIQ Settings］タブをオンにする必要があります。

メモ: CloudIQ の詳細については、テクニカル サポートにお問い合わせいただくか、または CloudIQ の製品ページを参照してく
ださい。

DNS の設定について
［ドメイン名サービス（DNS）］タブで設定することにより、各コントローラー モジュールで管理用に識別可能なドメイン ホスト
名を設定できます。DNS ネーム サーバーは IPv4 および IPv6 形式をサポートし、システムはコントローラーごとに 大 3 台の
DNS サーバーをサポートしています。ネットワーク内で DNS サーバーと通信するストレージ システムを設定すると、システムか
らユーザーに送信される通知を中断せずにネットワークを変更できます。たとえば、DHCP 環境で IP アドレスを頻繁に変更できま
す。

コントローラーはドメイン ホスト名を DNS サーバーにアドバタイズします。それに対し、DNS サーバーは、コントローラーを識
別する DNS ドメイン文字列にドメイン ホスト名を追加することにより、コントローラーの完全修飾ドメイン名（FQDN）を作成お
よびアドバタイズします。

ホスト名は、コントローラーごとに異なる名前にする必要があります。ホスト名は大文字と小文字を区別せず、1～63 バイトです。
名前は文字で始め、文字または数字で終える必要があります。文字、数字、ハイフンは使用できますが、ピリオドは使用できませ
ん。

アクセス可能な DNS サーバーがシステムで設定されると、mysmtpserver.example.com のような名前の SMTP サーバーを設定
できます。さらに、検索ドメイン example.com と SMTP サーバー mysmtpserver を設定すると、同じ宛先にアクセスできま
す。

DNS にサーバー名の解決が要求される環境で E メールのパラメーターを設定する前に、この機能を使用して DNS パラメーターを
設定する必要があります。ネットワークのパラメーターが DHCP モードに設定されていると、システムは DNS パラメーターの自
動設定をサポートしません。したがって、DHCP の設定に関係なく DNS を手動で設定する必要があります。DNS 設定の詳細につ
いては、DNS の設定 、p. 47 を参照してください。

DNS サーバーの機能がコントローラーの nslookup サービスによって動作し、アクセス可能である場合、各コントローラーの FQDN
も表示されます。nslookup 出力が使用できない場合、ドメイン名は「-」と表示されます。

メモ: DNS の設定は、E メール通知用の SMTP サーバー構成のみに制限されています。

仮想ボリュームの複製について

仮想ストレージのレプリケーションは、リモート コピーを周期的にアップデートして、ソース ボリュームの整合性のとれたポイ
ント イン タイム イメージを保存します。これにより、リモート システム上でボリューム、ボリューム グループ、スナップショッ
トのリモート コピーが提供されます。

仮想ストレージのレプリケーションの詳細については、「レプリケーション トピックでの作業」を参照してください。

フルディスク暗号化機能について

FDE（フルディスク暗号化）は、ディスク上のデータを保護するための方法です。FDE対応ディスクとも呼ばれる SED（自己暗号
化ドライブ）を使用します。セキュリティで保護されたシステムから保護したり削除すると、FDE対応ディスクを他のシステムで
読み取ることはできません。
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ディスクとシステムを保護する機能は、パスフレーズとロック キーに依存しています。パスフレーズは、ユーザーがロック キー
を管理できるようにユーザーが作成したパスワードです。ロック キーは、システムによって生成され、ディスク上のデータの暗号
化と復号化を管理します。ロック キーはストレージ システム上に保持され、ストレージ システム外では使用できません。

システム内のシステムと FDE対応ディスクは、 初はセキュリティ保護されていませんが、いつでも保護することができます。シ
ステムが保護されるまで、FDE対応ディスクは FDE をサポートしていないディスクとまったく同じように機能します。

FDE 保護を有効にするには、パスフレーズを設定してシステムを保護する必要があります。データが保護される前にシステムに存
在していたデータは、データが保護されていないときと同じ方法でアクセスできます。ただし、ディスクがセキュリティ保護され
ていないシステム、または、パスフレーズの異なるシステムに転送された場合、データにアクセスすることはできません。

保護されたディスクとシステムは再利用することができます。ディスクを再利用すると、ディスク上の暗号化キーが変更され、デ
ィスク上のすべてのデータが効果的に消去され、システムとディスクがセキュリティ保護されなくなります。ディスク上のデータ
が不要になった場合にのみ、ディスクの用途を変更してください。

FDE は、ディスク単位の単位ではなく、システム単位で動作します。FDE を使用するには、システム内のすべてのディスクが FDE
対応でなければなりません。FDE の設定と FDE オプションの変更については、「FDE 設定を変更する」を参照してください。

メモ: 保護されたシステムに FDE ディスクを挿入し、ディスクが期待どおりの状態にならない場合は、手動で再スキャンを実
行します。「ディスク チャネルを再スキャンする」を参照してください。

単一のコントローラーを使用したデータ保護について

パートナーがオフラインになったり、削除されたりした場合は、システムを単一のコントローラーで作動できます。単一のコント
ローラーによる作動は冗長構成ではないため、このセクションでは、データ保護に関する考慮事項について記載されています。

ボリュームのキャッシュ モードは、デフォルトではライト スルーではなくライト バックです。ライトバック モードでは、コント
ローラー キャッシュにデータが存在するときに、コントローラーが書き込みを受信したことをホストに通知します。ライトスルー
モードでは、データがディスクに書き込まれたときに、コントローラーが書き込みを受信したことをホストに通知します。したが
って、ライトバック モードでは、データはディスクに書き込まれるまでコントローラー キャッシュに保持されます。

ライトバック モード中にコントローラーに障害が発生した場合は、書き込まれていないキャッシュ データが存在する可能性があ
ります。適切にシャットダウンすることなく、コントローラー エンクロージャまたはターゲット ボリュームのエンクロージャの
電源をオフにする場合も同様です。データはコントローラー キャッシュに残ったままで、関連するボリュームのディスク上にその
データは存在しません。

適切なシャットダウンを実行するのに十分な時間があり、コントローラーをオンラインに戻すことができ、ディスク グループがオ
ンラインの状態の場合、コントローラーはデータ ロスを引き起こすことなく、そのキャッシュをディスクに書き込めるはずです。

キャッシュ データをディスクに書き込むのに十分な時間があり、コントローラーをオンラインに戻すことができない場合は、テク
ニカル サポートにお問い合わせください。

コントローラーに障害が発生した場合にデータ ロスを防ぐために、ボリュームのキャッシュ モードをライト スルーに変更できま
す。これにより、パフォーマンスが大幅に低下する可能性がありますが、この構成によってデータ ロスを防止できます。ライトバ
ック モードでは処理を高速化することができますが、コントローラーに障害が発生した場合、データ ロスに対する保証はありま
せん。データ保護が重要である場合は、ライトスルー キャッシュを使用してください。パフォーマンスが重要である場合は、ライ
トバック キャッシュを使用してください。

ボリューム キャッシュのオプションの詳細については、「ボリューム キャッシュのオプションについて」を参照してください。ボ
リュームのキャッシュ設定の変更に関する詳細については、「ボリュームの変更」を参照してください。システム キャッシュ設定
の変更に関する詳細については、「システム キャッシュ設定の変更」を参照してください。
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［ホーム］トピックでの作業
［ホーム］トピックでは、システムをセット アップおよび構成し、タスクを管理するためのオプションが提供されています。また、

システムによって管理されるストレージの概要を表示しています。表示される内容は、［ようこそ］パネルで必要なすべてのアク
ションが完了しているかどうかによって異なります。標準的な［ホーム］トピックは、必要なすべてのアクションが完了するまで
［ようこそ］パネルに表示されません。

トピック：

• ガイド付きセットアップ
• ディスク グループとプールのプロビジョニング
• ホスト セットアップ ウィザードでホストとボリュームを接続する
• 全体のシステムのステータス
• Configuring system settings
• スケジュールされたタスクの管理

ガイド付きセットアップ
［ようこそ］パネルには、設定およびプロビジョニングのプロセスを案内することでシステムを迅速かつ容易にセット アップでき

るよう支援するオプションが用意されています。

ガイド付きセットアップでは、まず［システム設定］パネルにアクセスし、必要なすべてのオプションを完了することによって、
システム設定を行う必要があります。これらのオプションを完了した後、［ストレージのセットアップ］パネルと［ホストのセッ
トアップ］パネルにアクセスし、ウィザードを完了することによって、システムをプロビジョニングできます。

メモ: manage ロールを持つユーザーが、ガイド付きセットアップのプロセスを完了する必要があります。

［ようこそ］パネルには、システムの正常性も表示されます。システムの正常性が低下しているか、障害が発生している場合は、
［システム情報］をクリックして［システム］トピックにアクセスできます。ここでは、各エンクロージャに関する情報（物理コ

ンポーネントなど）を前面と背面から、また表形式で表示することができます。詳細については、「システムの作業」トピックを
参照してください。コントローラーが 1 つだけであることがシステムによって検出された場合は、正常性が低下した旨が表示され
ます。1 台のコントローラーでシステムを動作させている場合は、このパネルでこれを確認します。システムに 2 台のコントロー
ラーがある場合は、［システム情報］をクリックして問題を診断します。

システムの正常性が低下している場合でも、引き続きシステムを構成してプロビジョニングすることができます。ただし、続行す
る前に、正常性の問題を解決することを推奨します。システムの正常性が不良である場合は、問題が解決されるまでシステムを構
成してプロビジョニングすることはできません。

次の場合に、［ようこそ］パネルが表示されます。

● 新規のシステムがある場合（ストレージがプロビジョニングされておらず、すべてのディスクが空で使用可能であり、設定が
選択されていない状態）。

● 必要なシステム設定すべてが入力されていない、および１・１またはシステムにプールが存在しない場合。
メモ: 必要なすべてのシステム設定を入力した後、［ようこそ画面をスキップ］をクリックすることで、［ようこそ］パネルへ
のアクセスをオフにし、システムの設定とプロビジョニングを手動で行うことができます。確認のウィンドウが表示され、選
択内容の確認を求められます。手動設定の詳細については、Configure and provision a new storage system 、p. 10 を参照してく
ださい。

ガイド付きセットアップを使用するには、次の手順を実行します。

1. ［ようこそ］パネルから、［システム設定］をクリックします。
2. システムを設定するオプションを選択します。特定のオプションの詳細については、「システム設定」を参照してください。

メモ: 横に赤のアスタリスクが付いているタブは、必須の項目です。

3. 設定を保存し、［システム設定］を終了して、［ようこそ］パネルに戻ります。

2

［ホーム］トピックでの作業 35



4. ［ストレージのセットアップ］をクリックして、［ストレージのセットアップ］ウィザードにアクセスし、プロンプトに従って
システムのプロビジョニングを開始し、ディスク グループとプールを作成します。［ストレージのセットアップ］ウィザードの
使用の詳細については、「ディスク グループとプールのプロビジョニング」を参照してください。

5. 設定を保存し、［ストレージのセットアップ］を終了して、［ようこそ］パネルに戻ります。
6. ［ホストのセットアップ］をクリックして、［ホストのセットアップ］ウィザードにアクセスし、プロンプトに従ってシステム

のプロビジョニングを続け、ホストを接続します。詳細については、「ホストとボリュームの接続」を参照してください。

ディスク グループとプールのプロビジョニング
［ストレージのセットアップ］では、ホストとボリュームを接続する準備としてディスク グループおよびプールを作成することを
含め、プロセスの各ステップを確認できます。

メモ: ウィザードはいつでもキャンセルできますが、完了済みのステップで加えられた変更は保存されます。

［ストレージのセットアップ］ウィザードには、［ようこそ］パネルからアクセスします。あるいは、［アクション］ > ［ストレー
ジのセットアップ］の順に選択することでもアクセスできます。ウィザードにアクセスするときは、ご使用の環境向けのストレー
ジ タイプを選択する必要があります。ストレージ タイプを選択した後、ディスク グループとプールを作成するためのステップが
案内されます。表示されるパネルとその中のオプションは、次の条件によって異なります。
● 仮想またはリニア ストレージ タイプのどちらを選択したか
● システムが新品であるかどうか（すべてのディスクが空で使用可能およびプールが作成されていない）
● システムにプールがあるかどうか
● ストレージのプロビジョニングにおいて経験があり、特定の方法でディスク グループを設定する意志があるかどうか

画面上の指示により、プロビジョニング プロセスの手順が説明されます。手動でシステムをプロビジョニングすることにした場合
は、その時点でウィザードをキャンセルしてください。手動のプロビジョニングの詳細については、「新しいストレージ システム
の設定とプロビジョニング」を参照してください。

メモ: ストレージのセットアップ ウィザードを手動のプロビジョニングとともに使用することができます。ストレージのセッ
トアップ ウィザードは、I/O処理を迅速に実行するために 適なストレージ設定オプションを提供します。手動のプロビジョ
ニングはさらに多くのオプションとより大きな柔軟性を提供しますが、少し複雑になります。ウィザードの使用を選択した場
合でも、後からシステムを手動でプロビジョニングできます。

ストレージ タイプの選択
初めてウィザードにアクセスすると、お使いの環境で使用するストレージのタイプを選択するプロンプトが表示されます。オプシ
ョンを読み通して選択を決めたら、［次へ］をクリックして続行します。

メモ: 1 つのストレージ タイプを使用してディスク グループを作成した後、システムは追加のディスク グループにそのストレ
ージ タイプを使用します。他のストレージ タイプに切り替えるには、 初にすべてのディスク グループを削除する必要があ
ります。詳細については、「ディスク グループを削除する」を参照してください。

ディスク グループとプールの作成

ディスク グループとプールを作成するときに表示されるパネルは、仮想ストレージ環境かリニア ストレージ環境のどちらで操作
しているかによって異なります。

仮想ストレージ環境

仮想ストレージ環境で運用している場合、システムは使用可能なすべてのディスクをスキャンし、1 個の 適なストレージ構成を
推奨し、推奨ディスク グループ レイアウトをパネル内に表示します。ディスク グループはプールと階層によって自動的にグルー
プ化され、プロビジョニングされるディスクの合計サイズと数（スペアと未使用ディスクの構成を含む）の説明が含まれます。

システムが有効なストレージ構成を判別できない場合は、その理由を一覧表示し、適切な構成を達成する方法の指示を示します。
システムが正常でない場合、エラーを表示し、それを修正する方法の説明が表示されます。ウィザードの推奨事項に従ってエラー
を修正し、［再スキャン］をクリックして 適化された構成を表示します。

プロビジョニングされたプールがないシステムの場合は、推奨される構成に問題がなければ、［プールの作成］をクリックして、
パネルに表示されているとおりにシステムをプロビジョニングし、接続するホストに移動します。プールを含むシステムの場合、
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推奨される構成に問題がなければ、［プールの拡張］をクリックして、パネルに表示されているとおりにシステムをプロビジョニ
ングします。

ご使用の環境に固有の設定が必要な場合は、［高度な設定に進む］をクリックして、拡張プールの作成パネルにアクセスします。
［ディスク グループの追加］を選択し、指示に従って手動でディスク グループを 1 個ずつ作成します。［スペアの管理］を選択し、
指示に従ってグローバル スペアを手動で選択します。

リニア ストレージ環境

リニア ストレージ環境で運用する場合、［アドバンス プールの作成］パネルが開きます。［ディスク グループの追加］を選択し、
指示に従って手動でディスク グループを 1 個ずつ作成します。［スペアの管理］を選択し、指示に従って手動でグローバル スペア
を選択します。表示されるオプションの詳細についてはアイコンをクリックします。

ガイド付きディスク グループとプール作成ウィザードを開く
1. 次のいずれかの方法でストレージ セットアップにアクセスします。

● ようこそパネルで、［ストレージのセットアップ］をクリックします。
● ホームのトピックから、［アクション］＞［ストレージのセットアップ］をクリックします。

2. 画面の指示に従ってお使いのシステムをプロビジョニングします。

ホスト セットアップ ウィザードでホストとボリュームを
接続する
ホストのセットアップ ウィザードは、イニシエータの選択とホストの作成、ホストのグループ化、ホストまたはホストグループの
システム内のボリュームへの接続の各手順を案内します。各ステップを完了すると、強調表示され、チェックマックでマークされ
ます。いずれかの時点で、後でホストを接続することを決定した場合、ウィザードをキャンセルします。

ようこそパネル、または、［アクション＞］ > ［ホスト セットアップ］を選択して、ホスト セットアップ ウィザードにアクセスし
ます。以下の一連の手順に順を追って従います。
● ホスト セットアップ ウィザードで前提条件の確認
● ホスト セットアップ ウィザードでホストの選択
● ホスト セットアップ ウィザードでホストのグループ化
● ホスト セットアップ ウィザードでボリュームの追加と管理
● 設定の概要
ホストを接続するたびにウィザードをナビゲートする必要があります。ウィザードが完了するたびに、1 個のホストまたはホスト
グループがシステムに設定され、別のホストを設定するように求められます。［いいえ］を選択すると、ウィザードが終了し、シ
ステム設定が完了します。

メモ: 手動プロビジョニングと組み合わせてストレージ セットアップ ウィザードを使用してシステムをプロビジョニングで
きます。ストレージ セットアップ ウィザードは、システム内のディスクのタイプに基づいて 適なストレージ構成を提供し
ます。手動プロビジョニングでは、より多くのオプションと柔軟性が提供されますが、複雑さは増します。ウィザードを使用
することを選択した場合でも、後で手動でシステムをプロビジョニングできます。

ホスト セットアップ ウィザードで前提条件の確認

初にウィザードにアクセスすると、紹介コンテンツはシステム上で検出されたホストポートに基づいています。資料を読み、す
べての前提条件が満たされていることを確認し、ウィザードがプロセスを正常に実行できるようにします。ホストを接続する準備
ができたら、［次へ］をクリックします。

ホスト セットアップ ウィザードでホストの選択
ウィザードの［ホストの選択］セクションでは、イニシエータをホストとしてグループ化したり、そのホストに名前を指定したり
するオプションが用意されています。システムは、システムにログインしていてボリュームにまだマッピングされていないすべて
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のイニシエータをリストし、その中から選択したイニシエータに編集可能なニックネームを割り当てます。次の手順に進む準備が
できたら、［次へ］をクリックします。

ホスト セットアップ ウィザードでホストのグループ化

ウィザードのホストのグループ化セクションでは、ホストを他のホストとグループ化してクラスタリングを容易にします。すでに
定義されているホスト グループから選択することも、現在のホストから始まる新しいホスト グループを作成することもできます。
次の手順に進む準備ができたら、［次へを］クリックします。

ホスト セットアップ ウィザードでボリュームの追加と管理

ウィザードの［ボリューム］セクションには、ユーザーがボリュームを管理および追加するためのオプションが用意されていま
す。デフォルトのシステムには、各プールに 1 つのボリュームがあり、各ボリュームのサイズはデフォルトで 100 GB に設定されて
います。ウィザードを使用すると、ボリュームの名前およびサイズを変更したり、ボリュームが存在するプールを選択したりする
ことができます。ウィザードの指示に従って、表に示されるボリュームを作成します。コントローラ間でのボリュームの所有権の
バランスを確認してください。次のステップに移動する準備ができたら、［次へ］をクリックします。

設定の概要
概要には、ウィザードで定義したホストの設定が表示されます。セットアップが完成している場合は、［ホストの設定］を選択し
てプロセスを終了します。作成したボリュームは読み取り/書き込みアクセスが可能なホストにマッピングされ、4 個のポートすべ
てで確認できます。また、LUN が自動的に割り当てられます。

全体のシステムのステータス
ホーム トピックでは、システムによって管理されるストレージの概要について説明します。このストレージは仮想ストレージまた
はリニア ストレージである可能性があります。ホスト、ホスト ポート、ストレージの容量と使用量、グローバル スペア、および
論理ストレージ コンポーネント（ボリューム、仮想スナップショット、ディスク グループ、プールなど）に関する情報が表示さ
れます。

● ホスト情報 、p. 38
● ポート情報
● 容量情報
● ストレージ情報
● システム正常性の情報
● スペア情報

ホスト情報

ホスト ブロックには、システムに定義されているホスト グループ、ホスト、イニシエーターの数が表示されます。イニシエータ
ーは、ストレージ システムが接続されている外部ポートを識別します。外部ポートは、サーバー内の I/O アダプタのポート、また
はネットワーク スイッチのポートである場合があります。ホストは、サーバーを表すイニシエーターのユーザー定義セットです。
ホスト グループは、管理が容易なユーザー定義のホスト セットです。

メモ: 外部ポートがスイッチであり、スイッチから I/O アダプタへの接続がない場合、ホスト情報は表示されません。

ポート情報

ポート A ブロックには、コントローラ A にある各ホスト ポートの名前とプロトコル タイプが表示されます。ポート アイコンは、
ポートがアクティブであるか非アクティブであるかを示します。

ポート B ブロックには、コントローラ B と同様の情報が表示されます。
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ポートの上にカーソルを置くと、ポート情報パネルに次の情報が表示されます。状態が正常でない場合は、その状態である理由や
推奨される操作が、問題の解決に役立つように表示されます。

表 5. ポート情報 

ポートの種類 ポート タイプについて表示される情報

FC ポート 名前、タイプ、ID（WWN）、ステータス、設定速度、実際の速度、トポロジー、プライマリ ループ ID、サポー
トされている速度、SFP ステータス、パーツ番号、正常性

iSCSI IPv4 ポー
ト

名前、タイプ、ID（IQN）、ステータス、設定速度、実際の速度、IP バージョン、MAC アドレス、IP アドレス、
ゲートウェイ、ネットマスク、SFP ステータス、パーツ番号、10G対応、ケーブル　レングス、ケーブル テク
ノロジー、イーサネット対応、正常性

iSCSI IPv6 ポー
ト

名前、タイプ、ID（IQN）、ステータス、設定速度、実際の速度、IP バージョン、MAC アドレス、IP アドレス、
SFP ステータス、パーツ番号、10G対応、ケーブル　レングス、ケーブル テクノロジー、イーサネット対応、
デフォルト ルータ、リンクローカル アドレス、正常性

SAS ポート 名前、タイプ、ID（WWN）、ステータス、実際の速度、トポロジー、予想されるレーン、アクティブ レーン、
無効レーン、ケーブル タイプ、正常性

ブロックの間の領域には、すべてのホストからシステムまでの現在のパフォーマンスを示す、次の統計が表示されます。
● すべてのポートに関する現在の IOPS は、これらの統計が 後に要求されたときから、インターバルで計算されます。要求され

るのは、複数の PowerVault Manager セッションがアクティブである場合、または CLI コマンド show host-port-
statistics が発行される場合を除くと、30 秒ごとです。それ以外の場合はリセットされます。

● すべてのポートに関する現在のデータ スループット（MB/s）は、これらの統計が 後に要求またはリセットされたときから、
インターバルで計算されます。

容量情報

［容量］ブロックは、2 色の色分けされたバーを示します。下部のバーは、システムの物理容量を表し、ディスク グループ、スペ
ア、および未使用のディスク領域の容量（存在する場合）を表示します。上部のバーは、容量がどのように割り当てられ、使用さ
れるかを示します。

上部のバーは、システムの予約済み、割り当て済み、および未割り当ての領域が表示されます。予約済み領域とは、ホストで使用
できない領域を意味します。これは RAID パリティーと、データ構造の内部管理に必要なメタデータで構成されています。割り当
て済み領域と未割り当て領域という用語には、次の意味があります。

仮想ストレージの場合：
● 割り当て済み領域は、プールに書き込まれたデータが使用する領域の量を指します。
● 未割り当て領域は、プール用に指定されていても、そのプール内のボリュームに割り当てられていない領域を指します。
● 非コミット領域は、全体の領域から、割り当て済み領域と未割り当て領域を差し引いた領域を指します。

リニア ストレージの場合：
● 割り当て済み領域は、すべてのボリュームに対して指定された領域です。リニア ボリュームが作成されると、ボリューム サイ

ズに相当する領域が予約されます。これは、仮想ボリュームの場合は該当しません。
● 未割り当て領域は、全体の領域と割り当て済み領域の差異を指します。

仮想ストレージがオーバーコミットである場合、つまり、ボリュームで使用するために指定されたストレージ容量がストレージ シ
ステムの物理容量を超えている場合は、右上のバーは下部バーよりも長くなります。

セグメントのストレージ サイズを確認するには、バーのセグメントの上にカーソルを置きます。このブロックのいずれかの場にカ
ーソルを合わせると、［容量使用率］パネルで容量使用率に関する次の情報を確認することができます。
● ［総ディスク容量］：システムの物理容量の合計。
● ［未使用］：システムの未使用ディスク容量の合計。
● ［合計スペア］：システムの合計スペア容量
● ［仮想/リニア ディスク グループ］：ディスク グループの容量（合計とプールごとの両方）。
● ［予約済み］：ディスク グループの予約済み領域（合計とプールごとの両方）。
● ［割り当て済み］：ディスク グループの割り当て済み領域（合計とプールごとの両方）。
● ［未割り当て］：ディスク グループの未割り当て領域（合計とプールごとの両方）。
● ［非コミット］：各プール内でコミットされていない領域（合計領域から割り当て済み領域と未割り当て領域を差し引いたもの）

およびコミットされていない総領域。
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ストレージ情報

ストレージ A とストレージ B のブロックでは、システムの論理ストレージに関する詳細情報が提供されます。ストレージ A のブロ
ックには、コントローラ A が所有する、仮想プール A に関する情報が表示されます。リニア ストレージの場合、コントローラ A
が所有するすべてのリニア プールに関して、同じ情報の大部分が表示されます。ストレージ B のブロックには、コントローラ B が
所有する、仮想プール B またはリニア プールに関する同じ種類の情報が表示されます。シングルコントローラのシステムでは、そ
のコントローラに関連するストレージ ブロックのみが表示されます（たとえば、ストレージ A のブロックは、コントローラ A が
単独で動作するコントローラである場合に表示されます）。

各ストレージ ブロックには、仮想ストレージおよびリニア ストレージ用に色分けされているグラフが含まれます。

仮想ストレージのブロックには、プール容量のグラフ、ディスク グループ使用率グラフ、読み取りキャッシュが構成されている場
合はキャッシュ使用率グラフが含まれます。プール容量のグラフは、2 つの水平バーで構成されています。上部のバーは、上位の
容量の棒グラフと同じ情報を持つプールに対する割り当てと未割り当てのストレージを表していますが、これはシステムではなく
プールの場合です。下部の水平バーは、プールのサイズを表します。

ディスク グループ使用率のグラフは、垂直方向の測定値を使ったグラフで構成されます。仮想プール内の各ディスク グループの
サイズは、グラフの水平セクションで比例的に表されます。各ディスク グループ セクションの垂直方向のシェーディングは、そ
のディスク グループ内の相対的な割り当てスペースを表します。各セクションのヒントには、ディスク グループの名前、サイズ、
および未割り当てスペースの量が表示されます。各ディスク グループの色は、所属する階層を表します。

キャッシュ使用率のグラフも、垂直方向の測定値を使ったグラフで構成されます。ただし、読み取りのキャッシュはプール容量を
キャッシュしないため、個別に表されます。

リニア ストレージのプール容量のグラフは、コントローラが所有するプールのストレージ全体を示す 1 つの水平バーで構成されま
す。仮想ストレージとは異なり、下部の水平バーはありません。ディスク グループ使用率のグラフは、仮想ストレージの場合に表
示されるグラフとよく似ています。ストレージ ブロック内の各リニア ストレージのディスク グループのサイズは、グラフの水平
セクションで比例的に表されます。各ディスク グループ セクションの垂直方向のシェーディングは、そのディスク グループ内の
相対的な割り当てスペースを表します。各セクションのヒントには、ディスク グループの名前、サイズ、および未割り当てスペー
スの量が表示されます。リニア ディスク グループは階層構造ではないので、セクションはすべて同じ色になります。

コントローラが所有するプールのボリュームと仮想スナップショットの数は、仮想ストレージとリニア ストレージの両方について
上部の水平バーの上に表示されます。

ストレージ ブロック内のいずれかの場所にカーソルを置いて、ストレージ情報パネルを表示します。ストレージ情報パネルには、
使用しているストレージの種類に関する情報のみが含まれます。

表 6. ストレージ情報 

ストレージタイプ ストレージ タイプについて表示される情報

仮想プール ● 所有者、ストレージの種類、合計サイズ、割り当てサイズ、スナップショットのサイ
ズ、使用可能なサイズ、割り当てレート、割り当て解除レート

● 各階層：プールの割合、ディスクの数、合計サイズ、割り当てのサイズ、未割り当て
のサイズ、利用されるページの数、正常性

● プールが正常な状態でない場合は、正常でないコンポーネントの問題を解決するため
の説明と推奨事項が利用できます。ストレージ全体が正常な状態でない場合は、問題
の解決に役立つように、正常性の理由、推奨される操作、異常なサブコンポーネント
が表示されます。

リニア プール ● 所有者、ストレージの種類、合計サイズ、割り当てサイズ、使用可能なサイズ
● プールが正常な状態でない場合は、正常でないコンポーネントの問題を解決するため

の説明と推奨事項が利用できます。ストレージ全体が正常な状態でない場合は、問題
の解決に役立つように、正常性の理由、推奨される操作、異常なサブコンポーネント
が表示されます。

システム正常性の情報

ストレージ ブロック間の正常性アイコンは、システムの正常性を示します。このアイコンの上にカーソルを置くと、システム状態
パネルが表示され、正常性の状態に関する詳細情報が表示されます。システム正常性が正常でない場合、［システム正常性］パネ
ルには、不健全なコンポーネントの問題を解決するための情報も表示されます。

スペア情報
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かつイベント アイコンの下にあるストレージ ブロック間のスペア ブロックには、システム内の不具合のあるディスクを自動的に
置き換えるためにグローバル スペアとして指定されているディスクの数が表示されます。スペア ブロックの上にカーソルを置い
て、グローバル スペアの情報パネルに利用可能なグローバル スペアのディスク タイプを表示します。

外部ディスク グループの挿入によって発生したプールの競合を解決する
古いシステムの仮想ディスク グループを新しいシステムに挿入すると、新しいシステムはそのディスク グループの仮想プールを
作成しようとします。システムに同じ名前の仮想プールがすでに存在する場合、挿入されたディスク グループのプールはオフライ
ンになります。たとえば、新しいシステムにプール A があり、古いシステム上のプール A から取得したディスク グループを挿入
した場合、古いシステムからインポートされたプール A はオフラインになります。

このタイプの操作は一般的ではなく、競合解決のオプションを慎重に検討する必要があります。この競合を解決するには、次のい
ずれかを実行します。

● プールの競合が想定されていた場合、たとえば、古いシステムのプール A からディスク グループのデータにアクセスする場合
は、次のようにします。
1. 新しいシステム上のボリュームにアクセスする任意のホストから LUN をアンマウントして、割り当てを解除します。
2. 新しいシステム上のいずれかのボリュームにアクセスしているホストからの I/O を停止し、新しいシステムの電源を切りま

す。
3. 新しいシステムの元のプール A のディスクすべてを物理的に削除します。
4. 古いシステムのプール A のディスクを挿入します。
5. 新しいシステムの電源をリストアします。古いシステムのプール A のディスク グループ上にあるデータにアクセスできる

ようになります。
6. 新しいシステムのプール B にそのデータをコピーします。
7. 新しいシステムにデータをコピーした後、古いシステムからディスクを取り外し、新しいシステムのディスクを挿入しなお

します。
8. 新しいシステムのプール A のボリュームにアクセスする必要がある任意のホストに LUN を再割り当てし、再マウントしま

す。
注意: このタイプの操作は、オフラインで実行する必要があります。システムがオンラインになっている間に仮想ディ
スク グループまたはプールを削除すると、破損が発生し、データ ロスにつながる可能性があります。ディスクを取り
外す前に、システムの電源をオフにしてください。

● プールの競合が想定されていなかった場合、たとえば、古いシステムのディスクに以前のプールが存在しており、ディスクに
含まれているデータが不要であったことを認識していなかった場合は、次のようにします。
1. 古いシステムのディスクを新しいシステムから取り外します。
2. ディスクを古いシステムに戻します。
3. 古いシステムで、プールをディスクから削除します。

注意: プールを削除すると、そのプール内のすべてのデータが削除されます。

4. ディスクを新しいシステムに再挿入します。

古いシステムのディスクが使用可能として表示され、新しいシステム上の既存のプールに追加できるようになります。

名前が重複しているプールが見つからない場合、または安全な処理方法がわからない場合は、システムからログをダウンロード
し、テクニカル サポートにサポートを求めてください。

Configuring system settings
Access the System Settings panel by doing one of the following:

● In the Home topic, select ［Action > System Settings］.
● In the System topic, select ［Action > System Settings］.
● In the Welcome panel, select ［System Settings］.

The System Settings panel provides options for you to quickly and easily configure your system, including:

● Set the system date and time
● Manage users
● Configure controller network ports
● Enable or disable management interface services
● Change system information settings
● Set system notification settings
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● Enable SupportAssist 、p. 53
● Change host port settings (if applicable)

Navigate the options by clicking the tabs located on the left side of the panel. Tabs with a red asterisk next to them are required. To apply
and save changes, click ［Apply］, To apply changes and close the panel, click ［Apply and Close］.

システムの日付と時刻の設定

日付と時刻パネルを使用して、バナーに表示されるストレージ システムの日付と時刻を変更します。システム ログおよび通知の
エントリのタイム スタンプが正確になるようにするには、日付と時刻を設定することが重要です。

日付と時刻を手動で設定したりシステムを構成したりして、NTP を使用し、ネットワークに接続された使用可能なサーバーから取
得することができます。NTP を使用すると、複数のストレージ デバイス、ホスト、ログ ファイルなどを同期することができます。
NTP の値には、IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、FQDN のいずれかを設定できます。NTP の値が有効であっても、NTP サーバーが
存在しない場合は、NTP が無効であるかのように、日付と時刻が維持されます。

NTP サーバーの時刻は、UTC のタイム スケールで提供されます。タイム スケールには、いくつかのオプションがあります。
● 複数のタイム ゾーンに設置されているストレージ デバイス間で時間ととログを同期するには、すべてのストレージ デバイスを

設定して UTC を使用します。
● ストレージ デバイスにローカル時刻を使用するには、そのタイム ゾーン オフセットを設定します。
● タイム サーバーによって UTC ではなくローカル時刻の提供が可能な場合は、タイム サーバーを使用し、これ以上時間調整を

行わないように、ストレージ デバイスを構成します。

NTP が有効であっても無効であっても、ストレージ システムでは、夏時間の時間調整は自動的に行われません。このような調整は
手動で行う必要があります。

手動で日付と時刻の設定の入力

1. 日付と時刻のオプションにアクセスするには、以下のいずれかの手順を行います。
● ［ホーム］トピックで、［アクション］＞［システム設定］を選択します。
● ［システム］トピックで、［アクション］＞［システム設定］を選択します。
● バナーで、［システムの日付/時刻バー］パネルをクリックし、［日付と時刻の設定］を選択します。
● ［ようこそ］パネルで、［システム設定］＞［日付と時刻を］を選択します。

2. オンの場合は、［ネットワーク タイム プロトコル（NTP）］チェック ボックスをオフにします。
3. 日付の値を設定するには、YYYY-MM-DD の形式で現在の日付を入力します。
4. 時刻の値を設定するには、時間と分に 2 桁の値を入力し、［AM］、［PM］、［24H］（24 時間表記）のいずかを選択します。
5. 次のいずれかの手順を実行してください。

● 設定を保存してシステムの構成を続行するには、［適用］をクリックします。
● 設定を保存してパネルを閉じるには、［適用して閉じる］をクリックします。

確認パネルが表示されます。
6. ［OK］をクリックして変更を保存します。それ以外の場合は、［キャンセル］をクリックします。

NTP サーバーから日付と時刻の取得

1. 日付と時刻のオプションにアクセスするには、以下のいずれかの手順を行います。
● ［ホーム］トピックで、［アクション］＞［システム設定］を選択します。
● ［システム］トピックで、［アクション］＞［システム設定］を選択します。
● バナーで、［システムの日付/時刻バー］パネルをクリックし、［日付と時刻の設定］を選択します。
● ［ようこそ］パネルで、［システム設定］＞［日付と時刻を］を選択します。

2. ［ネットワーク タイム プロトコル（NTP）］チェック ボックスを選択します。
3. 次のいずれかの手順を実行してください。

● システムで特定の NTP サーバーから時間の値を取得するには、NTP サーバーのアドレス フィールドに IP アドレスを入力し
ます。

● システムでブロードキャスト モードで NTP サーバーによって送信された時間のメッセージをリッスンするには、NTP サー
バーのアドレス フィールドをクリアします。
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4. NTP タイム ゾーン オフセット フィールドで、UTC からの時間（オプションで分）単位のオフセットとしてタイム ゾーン入力
します。たとえば、太平洋タイム ゾーンのオフセットは太平洋標準時の-8、太平洋標準時の夏時間の-7 になり、インドのバン
ガロールのオフセットは+5:30 になります。

5. 次のいずれかの手順を実行してください。
● 設定を保存してシステムの構成を続行するには、［適用］をクリックします。
● 設定を保存してパネルを閉じるには、［適用して閉じる］をクリックします。

確認パネルが表示されます。
6. ［OK］をクリックして変更を保存します。それ以外の場合は、［キャンセル］をクリックします。

ユーザーを管理する
システムには、3 人のデフォルト ユーザーが用意されています。またユーザーをさらに 9 人作成できます。

デフォルト ユーザーは「標準ユーザー」で、1 個または複数の管理インターフェイス（PowerVault Manager、CLI、SMI-S、FTP お
よび SFTP）にアクセスできます。管理情報ベース（MIB）へのアクセスまたはトラップ通知の受信が可能な SNMPv3 ユーザーも
作成できます。SNMPv3 ユーザーは、認証や暗号化などの SNMPv3 セキュリティ機能をサポートします。トラップ通知の設定の詳
細については、「システム通知設定を設定する」を参照してください。MIB の詳細については、「SNMP リファレンス」を参照して
ください。

manage ロールを持つユーザーは、現行ユーザー以外のユーザーを変更または削除できます。monitor ロールを持つユーザーは、
ユーザー タイプとロール以外の自己の設定をすべて変更できます。ただし、monitor ロールを持つユーザーは他のユーザーにつ
いては設定の表示のみ可能です。

ユーザー オプション

以下のオプションは、標準および SNMPv3 ユーザーに適用されます。
● ［ユーザー名］ - ユーザー名では大文字と小文字が区別され、 大 29 バイトです。システム内にすでに存在するユーザー名、

または空白や" , < \ を含むユーザー名は使用できません。
● ［パスワード］ - パスワードでは大文字と小文字が区別され、8～32 文字を使用できます。パスワードに印刷可能な ASCII 文字

のみが含まれている場合は、少なくとも 1 文字の大文字、1 文字の小文字、1 文字の数字、英数字以外の文字 1 文字を含む必要
があります。パスワードには、空白または" ' , < > \以外の、印刷可能な UTF-8 文字を含めることができます。

● ［パスワードの確認］ - 新しいパスワードを再入力します。
● ［ユーザー タイプ］ - 新規ユーザーを作成する場合、［標準］を選択して標準ユーザーのオプションを表示する、または、
［SNMPv3］を選択して SNMPv3 ユーザーのオプションを表示します。

次のオプションは、標準ユーザーにのみ適用されます。
● ［役割］ - 次の役割を 1 つ以上選択します。

○ ［モニター］ - ユーザーは、システムのステータスと設定を表示できますが変更できません。これはデフォルトで有効に設
定されており、無効にすることはできません。

○ ［管理］ - ユーザーは、システム設定を変更できます。
● ［インターフェイス］ - 次のインターフェイスを 1 つ以上選択します。

○ ［WBI］ - PowerVault Manager へのアクセスを可能にします。
○ ［CLI］ - コマンド ライン インターフェイスへのアクセスを可能にします。
○ ［SMI-S］ - SMI-S インターフェイスへのアクセスを可能にします。これは、ネットワーク経由でシステムをリモート管理す

るために使用されます。
○ ［FTP］ - FTP インターフェイスまたは SFTP インターフェイスへのアクセスを可能にします。これは、ファームウェア アッ

プデートをインストールしてログをダウンロードするために、PowerVault Manager の代わりに使用することができます。
● ［基本環境設定］ - ストレージ領域サイズのエントリーと表示のベース サイズを選択します。

○ ［二進数］ - サイズは 2 の累乗として表示され、各大きさ（MiB、GiB、TiB）の除数として 1024 が使用されます。
○ ［十進数］ - サイズは 10 の累乗として表示され、各大きさ（MB、GB、TB）の除数として 1000 が使用されます。

● ［精度環境設定］ - ストレージ容量のサイズを表示するための小数点以下の桁数（1～10）を選択します。
● ［単位環境設定］ - ストレージ スペースのサイズの表示について、次のいずれかのオプションを選択します。

○ ［自動］ - システムがサイズの適切な単位を決定できるようにします。精度設定に基づいて、選択した単位が大きすぎて意
味のあるサイズを表示できない場合、システムはそのサイズより小さい単位を使用します。たとえば、単位が TB に設定さ
れているが精度が 1 に設定されている場合、サイズ「0.11709 TB」は「117.1 GB」として表示されます。

○ ［TB］ - すべてのサイズをテビバイトまたはテラバイト単位で表示します。
○ ［GB］ - すべてのサイズをギビバイトまたはギガバイト単位で表示します。
○ ［MB］ - すべてのサイズをメビバイトまたはメガバイトで表示します。

● ［温度環境設定］ - 温度の表示に摂氏と華氏のどちらを使用するのかを選択します。
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● ［タイムアウト］ - ユーザーを自動的にサインアウトするまでにユーザー セッションがアイドル状態を維持できる時間（2～720
分）を選択します。

● ［ロケール］ - ユーザーの表示言語を選択します。インストールされている言語セットには、中国語（簡体字）、英語、フラン
ス語、ドイツ語、日本語、韓国語、スペイン語が含まれます。小数点に使用される文字はロケールによって決定されます。

次のオプションは、SNMPv3 ユーザーにのみ適用されます。
● ［SNMPv3 アカウント タイプ］ - 次のいずれかのタイプを選択します。

○ ［ユーザー アクセス］ - ユーザーは SNMP MIB を表示することができます。
○ ［トラップ ターゲット］ - ユーザーは SNMP トラップ通知を受信することができます。

● ［SNMPv3 認証タイプ］ - MD5 または SHA（SHA-1）認証を使用するか、認証を使用しないかを選択します。認証が有効になっ
ている場合、［パスワード］フィールドと［パスワードの確認］フィールドに設定されるパスワードは、8 文字以上で、その他
の SNMPv3 プライバシー パスワードのルールに従う必要があります。

● ［SNMPv3 プライバシー タイプ］ - DES または AES 暗号化を使用する、または暗号化しないかを選択します。また、暗号化を
使用するには、プライバシー パスワードを設定し、認証を有効にする必要があります。

● ［SNMPv3 プライバシー パスワード］ - プライバシー タイプが暗号化を使用するように設定されている場合は、暗号化パスワ
ードを指定します。このパスワードでは大文字と小文字が区別され、8～32 文字を使用できます。パスワードに印刷可能な
ASCII 文字のみが含まれている場合は、少なくとも 1 文字の大文字、1 文字の小文字、および英数字以外の文字 1 文字を含む必要
があります。パスワードには、空白または" ' , < > \以外の、印刷可能な UTF-8 文字を含めることができます。

● ［トラップ ホスト アドレス］ - アカウント タイプが［トラップ ターゲット］の場合、SNMP トラップを受信するホスト システ
ムのネットワーク アドレスを指定します。値には、IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、または FQDN を指定できます。

Adding, modifying, and deleting users

Add a user

1. Log in as a user with the manage role and perform one of the following:
● In the Home topic, select ［Action > System Settings］, then click the ［Managing Users］ tab.
● In the System topic, select ［Action > System Settings］, then click the ［Manage Users ］ tab.
● In the banner, click the user panel and select ［Manage Users］.
● In the Welcome panel, select ［System Settings > Manage Users］.The Manage Users tab displays a table of existing users and

options to set.

2. Below the table, click ［New］.

3. Set the options.

4. Perform one of the following:
● To save your settings and continue configuring your system, click ［Apply］.
● To save your settings and close the panel, click ［Apply and Close］.

A confirmation panel appears.

5. Click ［OK］ to save your changes. Otherwise, click ［Cancel］.

Create a user from an existing user

1. Log in as a user with the manage role and perform one of the following:
● In the Home topic, select ［Action > System Settings］, then click the ［Managing Users ］ tab.
● In the System topic, select ［Action > System Settings］., then click the ［Manage Users ］ tab.
● In the banner, click the user panel and select ［Manage Users］.
● In the Welcome panel, select ［System Settings > Manage Users］The Manage Users tab displays a table of existing users and

options to set.

2. Select the user to copy.

3. Click ［Copy］. A user named copy_of_selected-user appears in the table.

4. Set a new user name and password and optionally change other settings.

5. Perform one of the following:
● To save your settings and continue configuring your system, click ［Apply］.
● To save your settings and close the panel, click ［Apply and Close］.

A confirmation panel appear.

6. Click ［OK］ to save your changes. Otherwise, click ［Cancel］.
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Modify a user

1. Log in as a user with the manage role and perform one of the following:
● In the Home topic, select ［Action > System Settings］, then click the ［Managing Users］ tab.
● In the System topic, select ［Action > System Settings］, then click the ［Manage Users ］ tab.
● In the banner, click the user panel and select ［Manage Users］.
● In the Welcome panel, select ［System Settings > Manage Users］.The Manage Users tab displays a table of existing users and

options to set.

2. Select the user to modify.

3. Change the settings. You cannot change the user name. Users with the monitor role can change their own settings except for their
role and interface settings.

4. Perform one of the following:
● To save your settings and continue configuring your system, click ［Apply］.
● To save your settings and close the panel, click ［Apply and Close］.

A confirmation panel appears.

5. Click ［OK］ to save your changes. Otherwise, click ［Cancel］.

Delete a user other than your current user

1. Log in as a user with the manage role and perform one of the following:
● In the Home topic, select ［Action > System Settings］, then click the ［Managing Users］ tab.
● In the System topic, select ［Action > System Settings］, then click the ［Manage Users］ tab.
● In the banner, click the user panel and select ［Manage Users］.
● In the Welcome panel, select ［System Settings > Manage Users］.The Manage Users tab displays a table of existing users and

options to set.

2. Select the user to delete.

3. Click ［Delete］. A confirmation panel appears.

4. Perform one of the following:
● To save your settings and continue configuring your system, click ［Apply］.
● To save your settings and close the panel, click ［Apply and Close］.

A confirmation panel appears.

5. Click ［OK］ to save your changes. Otherwise, click ［Cancel］. If you clicked OK, the user is removed, the table is updated, and any
sessions associated with that user name are terminated.

メモ: The system requires that at least one user with the manage role to exist.

コントローラー モジュールでネットワーク ポートを設定する
ガイド付きセットアップにアクセスする際にデフォルトの 10.0.0.2/10.0.0.3 IPv4 アドレスを使用し、ネットワーク上に複数の ME4
Series ストレージ システムが存在している場合は、Dell EMC では、IP の競合を避けるために IPv4 アドレスを変更することを推奨
しています。

コントローラー モジュールのネットワーク ポートに固定 IP アドレスを手動で設定することができます。別の方法として、
DHCPv6 および/または SLAAC を使用する DHCP for IPv4 または Auto for IPv6 を使用して IP の値を自動的に設定するように指定
することができます。IP の値を設定する場合、各コントローラーに IPv4 または IPv6 のいずれかのフォーマットを選択できます。
さらに、各コントローラー モジュールにアドレス指定モードと IP バージョンを別々に設定し、これらを同時に使用することがで
きます。たとえば、コントローラー モジュール A の IPv4 を手動に設定して固定 IP アドレスを有効にし、コントローラー モジュー
ル B の IPv6 を自動に設定して自動 IP アドレスを有効にすることができます。

DHCP モードを使用する場合、システムは DHCP サーバー（使用できる場合）からネットワーク ポート IP アドレス、サブネット
マスク、およびゲートウェイの値を取得します。DHCP サーバーが使用できない場合、現在のアドレスは変更されません。DHCP
サーバー上でのバインディングのリストなど、どのアドレスが割り当てられたかを決定する何らかの手段を持っている必要があり
ます。自動モードを使用すると、アドレスは DHCP とステートレス アドレス自動設定（SLAAC）の両方から取得されます。DNS
の設定はネットワークからも自動的に取得されます。

各コントローラーの工場出荷時のデフォルト IP 設定は次の通りです。

● IP アドレス ソース：手動
● コントローラー A の IP アドレス：10.0.0.2
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● コントローラー B の IP アドレス：10.0.0.3
● IP サブネット マスク：255.255.255.0
● ゲートウェイの IP アドレス：10.0.0.1

DHCP が有効な場合、次の初期値が設定されます。システムが DHCP サーバーにアクセスして新しいアドレスを取得できるように
なるまでは、その設定が保持されます。

● コントローラー IP アドレス：169.254.x.x（x.x の値はコントローラーのシリアル番号の 下位 16 ビット）
● IP サブネット マスク：255.255.0.0
● ゲートウェイの IP アドレス：10.0.0.0

169.254.x.x のアドレス（ゲートウェイ 169.254.0.1 を含む）は、未設定のシステム用に予約されているプライベート サブネット上に
あり、ルーティングができません。これらのアドレスを使用することにより、DHCP サーバーがアドレスを再割り当てしたり、2
個のコントローラーの IP アドレスが同じになって競合したりしないようにします。できるだけ早くこれら IP の値をネットワーク
にとって適切な値へ変更してください。

IPv6 で Manual モードが有効の場合、各コントローラーに 大 4 個の固定 IP アドレスを入力できます。Auto モードが有効の場合、
次の初期値が設定されます。システムが DHCPv6 と SLAAC サーバーのどちらかまたは両方にアクセスして新しいアドレスを取得
できるようになるまでは、その設定が保持されます。

● コントローラー A の IP アドレス：fd6e:23ce:fed3:19d1::1
● コントローラー B の IP アドレス：fd6e:23ce:fed3:19d1::2
● ゲートウェイの IP アドレス：fd6e:23ce:fed3:19d1::3

注意: IP 設定を変更すると、確認手順で変更が適用された後に、管理ホストがストレージ システムにアクセスできなくなる可
能性があります。

使用するコントローラーのネットワーク ポートのタイプを設定した後で、ドメイン名サービス（DNS）を使用してドメイン名を設
定できます。DNS は IPv4 および IPv6 アドレス形式を受け入れます。DNS 機能の詳細については、「DNS 設定の構成について」を
参照してください。

メモ: IPv4 に［DHCP］を使用し、IPv6 に［自動］を使用すると、DNS 設定が自動的に適用されます。

Set IPv4 addresses for network ports

Perform the following steps to set IPv4 addresses for the network ports:

1. Perform one of the following to access Network options:
● In the Home topic, select ［Action > System Settings］, and then click the ［Network］ tab.
● In the System topic, select ［Action > System Settings］, and then click the ［Network］ tab.

2. Select the ［IPv4］ tab.

IPv4 uses 32-bit address.

3. Select the type of IP address settings to use for each controller from the ［Source］ drop-down menu:
● Select ［Manual］ to specify static IP addresses.
● Select ［DHCP］ to allow the system to automatically obtain IP addresses from a DHCP server.

4. If you selected ［Manual］, perform the following steps: , and then

a. Type the IP address, IP mask, and Gateway addresses for each controller.
b. Record the IP addresses.

メモ: The following IP addresses are reserved for internal use by the storage system: 169.254.255.1, 169.254.255.2,

169.254.255.3, 169.254.255.4, and 127.0.0.1. Because these addresses are routable, do not use them anywhere in your network.

5. If you selected ［DHCP］, complete the remaining steps to allow the controller to obtain IP addresses from a DHCP server.

6. Click ［Apply］.

A confirmation panel appears.

7. Click ［OK］.
If you selected ［DHCP］ and the controllers successfully obtained IP addresses from the DHCP server, the new IP addresses are
displayed. Record the new addresses and sign out to use the new IP address to access PowerVault Manager.

Set IPv6 values for network ports

Perform the following steps to set IPv6 addresses for the network ports:
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1. Perform one of the following to access network options:
● In the Home topic, select ［Action > System Settings］, and then click the ［Network］ tab.
● In the System topic, select ［Action > System Settings］, and then click the ［Network］ tab.

2. Select the IPv6 tab.

IPv6 uses 128-bit addresses.

3. Select the type of IP address settings to use for each controller from the ［Source］ drop-down menu:
● Select ［Manual］ to specify up to four static IP addresses for each controller.
● Select ［Auto］ to allow the system to automatically obtain IP addresses.

4. If you chose ［Manual］, perform the following steps for each controller:

a. Click ［Add Address］.
b. Type the IPv6 addresses in the ［IP Address］ field.
c. Type a label for the IP address in the ［Address Label］ field.
d. Click ［Add］.
e. Record the IPv6 address.

メモ: The following IP addresses are reserved for internal use by the storage system: 169.254.255.1, 169.254.255.2,

169.254.255.3, 169.254.255.4, and 127.0.0.1. Because these addresses are routable, do not use them anywhere in your network.

5. If you selected ［Auto］, complete the remaining steps to allow the controllers to obtain IP addresses.

6. Click ［Apply］.

A confirmation panel appears.

7. Click ［OK］.

8. Sign out and use the new IP address to access PowerVault Manager.

DNS の設定

DNS 設定を構成するには、次の手順を実行します。
1. 次のいずれかの手順を実行して、ネットワーク オプションにアクセスします。

● ［Home］トピックで、［Action］＞［System Settings］を選択し、［Network］タブをクリックします。
● ［System］トピックで、［Action］＞［System Settings］を選択し、［Network］タブをクリックします。

2. ［DNS］タブを選択します。
3. ［ホスト名］テキスト ボックスにホスト名を入力して、各コントローラー モジュールのドメイン ホスト名を設定します。次の

命名規則を使用します。
● 名前は、コントローラーごとに異なる必要があります。
● 名前には、1～63 バイトを使用できます。
● 名前では、大文字と小文字は区別されません。
● 名前の先頭は文字、末尾は文字または数字である必要があります。
● 名前には、英字、数字、またはハイフンを含めることができ、ピリオドを含めることはできません。

4. ［DNS サーバー］フィールドに、各コントローラーにつき 大 3 つのネットワーク アドレスを入力します。
リゾルバーでは、有効な宛先アドレスに到達するまで、リスト表示されている順序でネットワークでクエリーを実行します。
有効な設定はすべて、システムの DNS 解決を有効化するものとして扱われます。

5. ストレージ　システムで構成されたホスト名を解決する場合は、各コントローラーについて検索するドメイン名を 大 3 つ［ド
メインの検索］フィールドに指定します。
リゾルバーでは、一致するネットワークが見つかるまで、リストされた順序でネットワークでクエリーを実行します。

メモ: ホスト名をデフォルト設定にリセットするには、各コントローラーの［リセット］ボタンを選択します。設定した
DNS サーバーと検索ドメインをクリアするには、各コントローラーの［DNS 設定のクリア］ボタンを選択します。

6. 次のいずれかの手順を実行してください。
● 設定内容を保存してシステムの設定を続行するには、［適用］をクリックします。
● 設定内容を保存してパネルを閉じるには、［適用して閉じる］をクリックします。
確認パネルが表示されます。

7. ［はい］をクリックして変更を保存します。それ以外の場合は、［いいえ］をクリックします。
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システム管理設定の有効化または無効化
管理サービスを有効化または無効化して、ユーザーとホストベースの管理アプリケーションがストレージ システムにアクセスする
方法を制限することができます。ネットワーク管理サービスはデータ パスの外部で動作し、システムへのホスト I/O には影響しま
せん。インバンド サービスはデータ パスを介して動作し、I/O パフォーマンスをわずかに低下させることがあります。

特定のユーザーが PowerVault Manager、CLI、またはその他のインターフェイスにアクセスできるようにするには、「ユーザーの追
加、変更、および削除」を参照してください。
1. 次のいずれかの手順を実行し、［サービス］オプションにアクセスします。

● ［ホーム］トピックで、［アクション＞システム設定］を選択し、［サービス］タブをクリックします。
● ［システム］トピックで、［アクション＞システム設定］を選択し、［サービス］タブをクリックします。
● バナーでユーザー パネルをクリックし、［システムサービスのセット アップ］を選択します。
● ［ようこそ］パネルで、［システム設定］を選択し、［サービス］タブをクリックします。

2. ストレージ システムの管理に使用するサービスを有効化し、他のサービスを無効にします。
● Web ブラウザー インターフェイス（WBI）。システムを管理するためのプライマリー インターフェイスである Web アプリ

ケーションを指します。HTTP および/または HTTPS の使用を有効化し、セキュリティを強化することができます。両方を
無効にすると、このインターフェイスにアクセスできなくなります。

● コマンド ライン インターフェイス（CLI）。システム管理に使用される高度なユーザー インターフェイスであり、スクリプ
トの書き込みに使用することができます。SSH（セキュア シェル）はデフォルトで有効になっています。SSH のデフォルト
のポート番号は 22 です。テルネットはデフォルトでは無効になっていますが、CLI で有効にすることができます。

● Storage Management Initiative Specification（SMI-S）。ネットワークを介して、システムをリモート管理するために使用され
ます。セキュア（暗号化）または非セキュア（非暗号化）型の SMI-S の使用を有効にすることができます。
○ ［有効化］。このチェック ボックスを選択すると、HTTP ポート 5988 を使用して、各コントローラー モジュールの SMI-

S クライアントと組み込み型 SMI-S プロバイダー間の暗号化されていない通信が有効になります。アクティブ ポート
と SMI-S の使用を無効化するには、このチェック ボックスをオフにします。

○ ［暗号化］。このチェック ボックスを選択すると、暗号化された通信が有効になり、HTTP ポート 5988 が無効化される代
わりに HTTPS ポート 5989 が有効化されます。HTTPS ポート 5989 を無効化して HTTP ポート 5988 を有効化するに
は、このチェック ボックスをオフにします。こちらがデフォルト設定です。

メモ: 5U84 エンクロージャ搭載のシステムでは SMI-S はサポートされていません。

● サービス ロケーション プロトコル（SLP）。サービス ロケーション プロトコル（SLP）インターフェイスを有効または無効
にします。SLP は、PC およびその他のデバイスが、事前設定なく LAN でサービスを検出できるようにするための検出プロ
トコルです。このシステムでは SLP v2 を使用しています。

● ファイル転送プロトコル（FTP）。ファームウェア アップデートをインストールしてログをダウンロードするためのセカン
ダリー インターフェイスです。

● SSH ファイル転送プロトコル（SFTP）。ファームウェア アップデートをインストールし、ログをダウンロードし、セキュリ
ティ証明書とキーをインストールするためのセキュアなセカンダリー インターフェイスです。クライアントとサーバーの
間で送信されるすべてのデータが暗号化されます。SFTP はデフォルトで有効になっています。選択した場合は、使用する
ポート番号を指定します。デフォルトでは 1022 です。

● 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）。ネットワークを介してシステムをリモートでモニタリングするために使用され
ます。

● サービス デバッグ。テクニカル サポートにのみ使用されます。テルネット デバッグ ポートと特権的診断ユーザー ID を含
むデバッグ機能を有効または無効にします。

メモ: CLI コマンド セット プロトコルのデバッグ無効化機能を使用して、デバッグ コンソールを適切にシャット ダウン
します。コンソールを単に直接閉じる、CLI コマンド exit を使用するなどの方法でシャット ダウンしないでください。

● アクティビティ進行状況レポート。HTTP ポート 8081 を使用して、アクティビティの進行状況インターフェイスへのアクセ
スを提供します。このメカニズムでは、ファームウェア アップデートまたはパートナーのファームウェア アップデート操
作がアクティブであるかどうかを報告し、操作の各ステップの進行状況を示します。アップデート操作が完了すると、正常
に完了したかどうかを示すステータスが表示されます。または、操作が失敗した場合はエラーが表示されます。

● インバンド SES 機能。SCSI エンクロージャ サービス（SES）データに基づいて、システム ステータスのインバンド モニタ
リングに使用されます。このサービスはデータ パスを介して動作し、I/O パフォーマンスをわずかに低下させることがあり
ます。デフォルトでは、SES は無効になっています。

3. 次のいずれかの手順を実行してください。
● 設定内容を保存してシステムの設定を続行するには、［適用］をクリックします。
● 設定を保存してパネルを閉じるには、［適用して閉じる］をクリックします。
確認パネルが表示されます。

4. ［OK］ をクリックします。
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システム情報設定の変更
システム情報の設定を変更するには、次の手順を実行します。
1. 次のいずれかの手順を実行し、［サービス］オプションにアクセスします。

● ［ホーム］トピックで、［アクション＞システム設定］を選択し、［システム情報］タブをクリックします。
● ［システム］トピックで、［アクション＞システム設定］を選択し、［システム情報］タブをクリックします。
● バナーで［ユーザー］パネルをクリックし、［システム情報の設定］を選択します。
● ［ようこそ］パネルで、［システム設定］を選択し、［システム情報］タブをクリックします。

2. システム名、連絡先、場所、情報、説明の値を設定します。名前はブラウザーのタイトル バーまたはタブに表示されます。イ
ベント通知には、名前、場所、および連絡先が含まれています。4 つの値はすべて、サービス担当者が参照できるようシステム
デバッグ ログに記録されます。各値には 大 79 バイトを使用でき、次の文字以外のすべての文字を使用できます。" < > \

3. 次のいずれかの手順を実行してください。
● 設定内容を保存してシステムの設定を続行するには、［適用］をクリックします。
● 設定内容を保存してパネルを閉じるには、［適用して閉じる］をクリックします。
確認パネルが表示されます。

4. ［OK］ をクリックします。

システム通知の設定

［通知］タブには、いくつかのタイプのシステム通知をセット アップしてテストするためのオプションが用意されています。
● SMTP を設定します。
● システムでイベントが発生したときに、E メール アドレスに通知を送信します。
● SNMP トラップ ホストに通知を送信します。
● ログ データをログ収集システムに転送する、管理対象ログの設定を有効にします。管理対象ログ機能の詳細については、「管理
対象ログについて」を参照してください。

● 指定されたホスト コンピューターの Syslog によるイベントのログを許可するように、リモート Syslog 通知を設定します。
Syslog は、イベント メッセージを IP ネットワーク経由でログ サーバーに送信するためのプロトコルです。この機能では、ユー
ザー データグラム プロトコル（UDP）をサポートしていますが、伝送制御プロトコル（TCP）はサポートしていません。

● 通知をテストします。

メモ: システムをモニタリングするために少なくとも 1 つの通知サービスを有効にします。

Configure SMTP settings

Perform the following steps to configure SMTP settings:

1. Perform one of the following to access the options in the Notifications tab:
● In the Home topic, select ［Action > System Settings］, then click ［Notifications］.
● In the System topic, select ［Action > System Settings］, then click ［Notifications］.
● In the footer, click the events panel and select ［Set Up Notifications］.
● In the Welcome panel, select ［System Settings］, and then click the ［Notifications］ tab.

2. If the mail server is not on the local network, ensure that the gateway IP address was set in Configuring controller network ports.

3. Select the ［Email］ tab.

4. In the ［SMTP Server address］ field, enter the network address of the SMTP mail server to use for the email messages.

5. In the ［Sender Domain］ field, enter a domain name, which is joined with an @ symbol to the sender name to form the from address for
remote notification. The domain name can have a maximum of 255 bytes. Because this name is used as part of an email address, do
not include spaces or the following characters: \ " : ; < > ( )
If the domain name is not valid, some email servers fail to process the email.

6. In the ［Sender Name］ field, enter a sender name, which is joined with an @ symbol to the domain name to form the from address for
remote notification. This name provides a way to identify the system that is sending the notification. The sender name can have a
maximum of 64 bytes. Because this name is used as part of an email address, do not include spaces or the following characters: \
" : ; < > ( ) [ ]

7. In the ［Port］ text box, enter the port to use when communicating with the SMTP server.

Leaving the port set to Default tells the system to use the default port that is associated with the security protocol.

8. Set the security protocol to use when communicating with the SMTP server:

● ［None.］ Does not use a security protocol. The standard SMTP port is 25, and is the system default.
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● ［TLS.］ Enables Transport Layer Security (TLS) authentication. The standard ports are 25 or 587. The system default is 587.
● ［SSL.］ Enables Secure Sockets Layer (SSL) authentication. The standard port is 465, the system default.

9. If you selected TLS or SSL, type the password of the sender in the ［Sender Password］ and ［Confirm Password］ fields.

The password is case sensitive and can have 8–32 characters. If the password contains only printable ASCII characters, then it must
contain at least one uppercase character, one lowercase character, one numeric character, and one non-alphanumeric character. A
password can include printable UTF-8 characters except for a space or the following characters: " ' , < > \

10. Perform one of the following:
● To save your settings and continue configuring your system, click ［Apply］.
● To save your settings and close the panel, click ［Apply and Close］.
A confirmation panel appears.

11. Click ［OK］.

Send email notifications

Perform the following steps to send email notifications:

1. Perform one of the following to access the options in the Notifications tab:
● In the Home topic, select ［Action > System Settings］, then click ［Notifications］.
● In the System topic, select ［Action > System Settings］, then click ［Notifications］.
● In the footer, click the events panel and select ［Set Up Notifications］.
● In the Welcome panel, select ［System Settings］, and then click the ［Notifications］ tab.

2. Select the ［Email］ tab and ensure that the SMTP Server and SMTP Domain options are set, as described in Configure SMTP
settings 、p. 49.

3. Set the email notification:
● To enable email notifications, select the ［Enable Email Notifications］ check box. This action enables the notification level and email

address fields.
● To disable email notifications, clear the ［Enable Email Notifications］ check box. This action disables the notification level and email

address fields.

4. If email notification is enabled, select the minimum severity for which the system should send email notifications:

● ［Critical］
● ［Critical, Error］
● ［Critical, Error, Warning］
● ［Critical, Error, Warning, Resolved］
● ［Critical, Error, Warning, Resolved, Informational］

5. If email notification is enabled, in one or more of the Email Address fields enter an email address to which the system should send
notifications. Each email address must use the format user-name@domain-name. Each email address can have a maximum of 320
bytes. For example: ［Admin@mydomain.com］ or ［IT-team@mydomain.com.］

6. Perform one of the following:
● To save your settings and continue configuring your system, click ［Apply］.
● To save your settings and close the panel, click ［Apply and Close］.
A confirmation panel appears.

7. Click ［OK］.

Test email notifications settings

Perform the following steps to test email notifications settings:

1. Configure your system to send email notifications.

2. Click ［Test Email］. A test notification is sent to the notification email addresses.

3. Verify that the test notification reached the intended recipient.

4. Click ［OK］.

If there was an error in sending a test notification, event 611 is displayed in the confirmation.
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Send notifications to SNMP trap hosts

Perform the following steps to send notifications to SNMP trap hosts:

1. Perform one of the following to access the options in the Notifications tab:
● In the Home topic, select ［Action > System Settings］, then click ［Notifications］.
● In the System topic, select ［Action > System Settings］, then click ［Notifications］.
● In the footer, click the events panel and select ［Set Up Notifications］.
● In the Welcome panel, select ［System Settings］, and then click the ［Notifications］ tab.

2. Select the ［SNMP］ tab. If a message near the top of the panel informs you that the SNMP service is disabled, enable the service.

3. Select the minimum Notification Level severity for which the system should send email notifications: ［Critical］ (only); ［Error］ (and
Critical); ［Warning］ (and Error and Critical); ［Informational/Resolved］ (all); or ［none］.

4. In the ［Read community］ field, enter the SNMP read password for your network. This password is included in traps that are sent. This
string must differ from the write-community string. The value is case-sensitive and can have a maximum of 31 bytes. It can include any
character except for the following: " < >
The default is public.

5. In the ［Write community］ field, enter the SNMP write password for your network. This string must differ from the read-community
string. The value is case-sensitive and can have a maximum of 31 bytes. It can include any character except for the following: " < >
The default is private.

6. In the ［Trap Host Address］ fields, enter the network addresses of hosts that are configured to receive SNMP traps. The values can
be IPv4 addresses, IPv6 addresses, or FQDNs.

7. Perform one of the following:
● To save your settings and continue configuring your system, click ［Apply］.
● To save your settings and close the panel, click ［Apply and Close］.
A confirmation panel appears.

8. Click ［OK］.

Test SNMP notification settings

Perform the following steps to test SNMP notification settings:

1. Configure three SNMP trap hosts to receive notifications of system events.

2. Click ［Test SNMP］. A test notification is sent to each configured trap host.

3. Verify that the test notification reached the intended location.

4. Click ［OK］.

If there was an error in sending a test notification, event 611 is displayed in the confirmation.

Configure managed logs settings

Perform the following steps to configure managed logs settings:

1. Perform one of the following to access the options in the Notifications tab:
● In the Home topic, select ［Action > System Settings］, then click ［Notifications］.
● In the System topic, select ［Action > System Settings］, then click ［Notifications］.
● In the footer, click the events panel and select ［Set Up Notifications］.
● In the Welcome panel, select ［System Settings］, and then click the ［Notifications］ tab.

2. Select the ［Email］ tab and ensure that the SMTP Server and SMTP Domain options are set. See Configure SMTP settings 、p. 49.

3. Select the ［Managed Logs］ tab.

4. Set the managed log option:
● To enable managed logs, select the ［Enable Managed Logs］ check box.
● To disable managed logs, clear the ［Enable Managed Logs］ check box.

5. If the managed logs option is enabled, type the email address of the log-collection system in the ［Email destination address］ field.

The email address must use the format user-name@domain-name and can have a maximum of 320 bytes. For example:
［LogCollector@mydomain.com］.

6. Select one of the following options:
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● To use push mode, which automatically attaches system log files to managed-logs email notifications that are sent to the log-
collection system, select the ［Include logs as an email attachment］ check box.

● To use pull mode, clear the ［Include logs as an email attachment］ check box.

7. Perform one of the following:
● To save your settings and continue configuring your system, click ［Apply］.
● To save your settings and close the panel, click ［Apply and Close］.
A confirmation panel appears.

8. Click ［OK］.

Test managed logs notification settings

Perform the following steps to test managed logs notification settings:

1. Configure your system to send a notification when managed logs are sent to the log collection system.

2. Click ［Test Managed Logs］. A test event is sent to the log collection system.

3. Verify that the test notification reached the intended location.

4. Click ［OK］.

If there was an error in sending a test notification, event 611 is displayed in the confirmation.

リモート Syslog 通知の設定

リモート Syslog 通知の一般設定を行うには、次の手順を実行します。
1. 次のいずれかの手順を実行して、［通知］タブ内のオプションにアクセスします。

● ［ホーム］トピックで、［アクション］＞［システム設定］を選択し、［通知］をクリックします。
● ［システム］トピックで、［アクション］＞［システム設定］を選択し、［通知］をクリックします。
● フッターで［イベント］パネルをクリックし、［通知のセット アップ］を選択します。
● ［Welcome］パネルで、［System Settings］を選択し、［Notifications］タブをクリックします。

2. ［Syslog］タブを選択します。
3. 次の Syslog オプションを設定します。

● ［通知レベル］：システムが通知を送信する必要がある 小通知レベルの重大度を選択します。［重大］（のみ）、［エラー］（お
よび重大）、［警告］（およびエラーと重大）、［情報］（およびエラー、重大、および警告）［解決済み］（すべて）または［な
し］（無効）から選択します。［なし］の場合は Syslog 通知が無効化されます。

● ［Syslog サーバー］：Syslog ホスト システムのネットワーク アドレス。この値には、IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、または
FQDN を設定できます。［通知レベル］が、［なし］（無効）以外である場合は、［Syslog サーバーの IP アドレス］を指定する
必要があります。

● ［Syslog サーバーのポート番号］：Syslog ホスト システムのポート番号。

4. 次のいずれかの手順を実行してください。
● 設定を保存してシステムの設定を続行するには、［適用］をクリックします。
● 設定を保存してパネルを閉じるには、［適用して閉じる］をクリックします。
確認パネルが表示されます。

5. ［OK］ をクリックします。

Test remote syslog notification settings

Perform the following steps to test remote syslog notification settings:

1. Configure your system to send a notification when an event is sent to the remote syslog server.

2. Click ［Test Syslog］. A test event is sent to the syslog server.

3. Verify that the test notification reached the intended location.

4. Click ［OK］.

If there was an error in sending a test notification, event 611 is displayed in the confirmation.

SupportAssist の設定

SupportAssist は、設定および診断情報を ME4 Series ストレージ システムからテクニカル サポートに送信します。
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有効にすると、この機能によって、リモートでのストレージ システムのモニタリング、診断情報の収集、およびリモート サポー
ト サーバーへのデータ転送が可能になります。SupportAssist を実行するたびに、システムの一意の識別子を含むサービス タグが
送信されます。システムの修理が必要な場合は、この識別子を使用してお客様に連絡することがあります。

リモート サーバーに送信されるイベント情報には、エラーおよび重大なイベント メッセージ、イベント ID、イベント コード、タ
イムスタンプ、コンポーネント識別子が含まれます。ログ データ情報には次が含まれます。

● ストレージ システムの現在の構成状態。
● ストレージ システムの XML API ダンプ
● イベント ログ
● フル デバッグ ログ

デュアルコントローラー システムでは、コントローラー A は SupportAssist サーバーにデータを送信する役割を担います。コント
ローラー A がダウンしている場合は、コントローラー B がデータをサポート サーバーに送信します。

Enable SupportAssist

Perform the following steps to enable SupportAssist on an ME4 Series storage system:

If the ME4 Series storage system does not have direct access to the Internet, configure a web proxy. See Configure SupportAssist to use
a web proxy 、p. 54.

1. Perform one of the following actions to access the SupportAssist options:
● In the Home topic, select ［Action > System Settings］, then click the ［SupportAssist］ tab.
● In the System topic, select ［Action > System Settings］, then click the ［SupportAssist］ tab.

2. Select the ［SupportAssist］ checkbox.
The SupportAssist agreement is displayed.

3. Read through the agreement, then acknowledge it by clicking ［Accept］.
The system attempts to establish connectivity with the remote support server. Once connectivity is established, the system collects
an initial full debug log dump and sends it to the SupportAssist server.

メモ: If the system cannot contact the remote support server, an error message is displayed that contains details about the

connection failure and provides recommended actions.

4. In the ［Contact Information］ tab, type the primary contact information and select the preferred contact settings.

To receive email messages when a storage system issue occurs, select the ［Yes, I would like to receive emails from SupportAssist
when issues arise, including hardware failure notifications］ checkbox.

5. Click ［Apply］ or ［Apply and Close］, and click ［OK］ on the confirmation panel.

To disable SupportAssist:

a. Clear the ［SupportAssist］ check box.
The SupportAssist opt out confirmation panel is displayed.

b. Click ［Yes］.
c. Click ［Apply］ or ［Apply and Close］.

The SupportAssist changes confirmation panel is displayed.
d. Click ［OK］.

Control SupportAssist

Perform the following steps to view and control SupportAssist settings on an ME4 Series storage system:

1. Perform one of the following actions to access the SupportAssist options:
● In the Home topic, select ［Action > System Settings］, then click the ［SupportAssist］ tab.
● In the System topic, select ［Action > System Settings］, then click the ［SupportAssist］ tab.
● In the Welcome panel, select ［System Settings］, then click the ［SupportAssist］ tab.

The SupportAssist tab displays the following information:
● ［State］ – Operational status of SupportAssist on the ME4 Series storage system.
● ［Operation Mode］ – Operational mode of SupportAssist on the ME4 Series storage system.
● ［Last Logs Send Status］ – Status of the last attempt to send ME4 Series storage system logs to SupportAssist.
● ［Last Logs Send Time］ – Date and time of the last attempt to send ME4 Series storage system logs to SupportAssist.
● ［Last Event Send Status］ – Status of the last attempt to send ME4 Series storage system events to SupportAssist.
● ［Last Event Send Time］ – Date and time of the last attempt to send ME4 Series storage system events to SupportAssist.

2. The SupportAssist feature can be disabled or enabled by performing the following actions:
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● To disable SupportAssist, clear the ［SupportAsist］ check box, click ［Yes］ on the confirmation panel, click ［Apply］ or ［Apply
and Close］, and click ［OK］ on the confirmation panel.

● To enable SupportAssist, select the ［SupportAsist］ check box, click ［Accept］ on the confirmation panel, click ［Apply］ or
［Apply and Close］, and click ［OK］ on the confirmation panel.

3. The following actions can be performed on the SupportAssist tab:

● To pause sending storage system information to SupportAssist, click ［Pause］, and click ［Yes］ on the confirmation panel.
● To resume sending storage system information installation to SupportAssist, click ［Resume］, and click ［Yes］ on the confirmation

panel.
● To manually place the system into maintenance mode, click ［Enable Maintenance］. Placing the system into maintenance mode

notifies SupportAssist not to create support tickets during planned system downtime.
● To manually remove the system from maintenance mode, click ［Disable Maintenance］.
● To manually send storage system logs to SupportAssist, click ［Send Logs］, and click ［Yes］ on the confirmation panel.
● To check the network connection to the SupportAssist infrastructure, click ［Check Connection］, and click ［Yes］ on the

confirmation panel.
● To clear the SupportAssist proxy settings, click ［Clear Web Proxy］, and click ［Yes］ on the confirmation panel.

Configure SupportAssist to use a web proxy

If the storage array does not have direct access to the Internet, SupportAssist can use a web proxy to send data to technical support .

メモ: DNS must be configured on each controller to allow SupportAssist to work with a web proxy. To configure DNS, see DNS の設
定 、p. 47.

1. Perform one of the following actions to access the SupportAssist options:
● In the Home topic, select ［Action > System Settings］, then click the ［SupportAssist］ tab.
● In the System topic, select ［Action > System Settings］, then click the ［SupportAssist］ tab.
● In the Welcome panel, select ［System Settings］, then click the ［SupportAssist］ tab.

2. On the ［Web Proxy Settings］ tab:

a. Select the ［Web Proxy］ checkbox.
b. Type the hostname IP address of the proxy server in the ［Host］ field.
c. Type the port number of the proxy server in the ［Port］ field.
d. If the proxy server requires authentication, type the credentials in the ［User Name］ and ［Password］ fields.

3. Click ［Apply］ or ［Apply and Close］, and click ［OK］ on the confirmation panel.

Enable or disable CloudIQ

The CloudIQ feature is enabled by default on ME4 Series storage systems. To send data to CloudIQ, the ME4 Series storage system must
be onboarded to CloudIQ and SupportAssist must be enabled on the storage system.

To stop sending data to CloudIQ, without removing the storage system from CloudIQ, clear the ［Enable CloudIQ］ checkbox.

1. Perform one of the following actions to access the SupportAssist options:
● In the Home topic, select ［Action > System Settings］, then click the ［SupportAssist］ tab.
● In the System topic, select ［Action > System Settings］, then click the ［SupportAssist］ tab.
● In the Welcome panel, select ［System Settings］, then click the ［SupportAssist］ tab.

2. On the ［CloudIQ Settings］ tab, select or clear the ［Enable CloudIQ］ checkbox.

3. Click ［Apply］ or ［Apply and Close］, and click ［OK］ on the confirmation panel.

メモ: It may take several hours for changes to the CloudIQ setting to take effect.

ホスト ポート設定の変更
4 ポート SAS コントローラー モジュール搭載のシステムを除いて、ポートのコントローラーのホスト インターフェイスの設定を
行うことができます。システムでホストと通信できるようにするには、システムのホストインターフェイス オプションを設定する
必要があります。

メモ: 現在の設定が正しい場合は、ポートの設定は省略可能です。
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2 ポート SAS コントローラー モジュール搭載のシステムでは、標準ケーブルを使用するためにホスト ポートを設定することがで
きます。標準ケーブルは、ポートごとに 4 つの PHY レーンを使用して、SAS ホスト上の 1 つのポートを 1 つのコントローラー ポー
トに接続することができます。デフォルトでは、ファンアウト ケーブルの使用が有効になっています。2 ポート SAS コントローラ
ー モジュールのホスト インターフェイス設定を構成する場合、［ホスト ポートの設定］パネルには次が表示されます。

● 現在のリンク速度
● ケーブルのタイプ
● SAS ポートに求められる PHY レーンの数
● SAS ポートごとにアクティブな PHY レーンの数
表示されるポートの数は、システムの構成によって異なります。

CNC ホスト ポートは、FC ポートまたは iSCSI ポート、あるいはその両方の組み合わせとして設定できます。FC ポートは、認定さ
れた 8 Gb/秒または 16 Gb/秒の SFP の使用をサポートします。FC ポートを設定して、リンク速度を自動ネゴシエートするか、特
定のリンク速度を使用することができます。iSCSI ポートは、認定された 1 Gb/秒または 10 Gb/秒の SFP、または認定された 10 Gb/
秒の直接接続銅線（DAC）ケーブルの使用をサポートします。iSCSI ポートの速度は自動でネゴシエーションされます。

メモ: FC ポート トポロジーなどのホスト パラメーターの設定およびホスト ポート モードに関する情報については、『Dell EMC

PowerVault ME4 Series Storage System CLI Guide』を参照してください。

FC ポートの設定

次の手順に従って FC ポートを設定します。
1. 次のいずれかの手順を実行して、［ポート］タブのオプションにアクセスします。

● ［ホーム］トピックで、［アクション］＞［システム設定］を選択し、［ポート］をクリックします。
● ［システム］トピックで、［アクション］＞［システム設定］を選択し、［ポート］をクリックします。

2. ポート設定タブから、ポート固有のオプションを設定します。
● ［速度］オプションを適切な値に設定してホストと通信します。または、［自動］に設定して適切なリンク速度を自動でネゴ

シエートします。速度の不一致はポートとホストの間の通信を妨げるため、既知の速度を使用するようにポートを強制する
必要がある場合にのみ速度を設定します。

● ［接続モード］を、ポイントツーポイントまたは自動のいずれかに設定します。
○ ［point-to-point］：Fibre Channel ポイントツーポイント。
○ ［自動］：検出された接続タイプに基づいてモードを自動的に設定します。

3. 次のいずれかの手順を実行してください。
● 設定を保存してシステムの設定を続行するには、［適用］をクリックします。
● 設定を保存してパネルを閉じるには、［適用して閉じる］をクリックします。
確認パネルが表示されます。

4. ［OK］ をクリックします。

iSCSI ポートの設定

iSCSI ポートを設定するには、次の手順を実行します。
1. 次のいずれかの手順を実行して、［ポート］タブのオプションにアクセスします。

● ［ホーム］トピックで、［アクション］＞［システム設定］を選択し、［ポート］をクリックします。
● ［システム］トピックで、［アクション］＞［システム設定］を選択し、［ポート］をクリックします。

2. ［ポート設定］タブで、iSCSI ポートのパラメーターを設定します。
● ［IP アドレス］：IPv4 または IPv6 の場合、ポートの IP アドレスを指します。各コントローラー内の対応するポートで、1 個

目のサブネットに 1 個のポートを割り当て、2 個目のサブネットに他のポートを割り当てます。ストレージ システムの各
iSCSI ホスト ポートに異なる IP アドレスが割り当てられていることを確認します。例えば、IPv4 を使用するシステムの場合
は次の通りです。
○ コントローラ A ポート 2：10.10.10.100
○ コントローラ A ポート 3：10.11.10.120
○ コントローラ B ポート 2：10.10.10.110
○ コントローラ B ポート 3：10.11.10.130

● ［ネットマスク］：IPv4 の場合、割り当てられたポートの IP アドレスのサブネット マスク。
● ［ゲートウェイ］：IPv4 の場合、割り当てられたポートの IP アドレスのゲートウェイ IP アドレス。
● ［デフォルト ルーター］：IPv6 の場合、割り当てたポートの IP アドレスのデフォルト ルーター。

3. パネルの［詳細設定］セクションで、すべての iSCSI ポートに適用するオプションを設定します。
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● ［認証の有効化（CHAP）］：チャレンジ ハンドシェイク認証プロトコルの使用を有効または無効にします。このパネルで
CHAP を有効または無効にすると、［CHAP の構成］パネルの設定がアップデートされます（［アクション＞ CHAP の構成］
の順に選択することによって、［ホスト］トピックで利用可能です）。CHAP はデフォルトで無効になっています。

メモ: CHAP が有効になっている場合は、iSCSI ログイン認証の CHAP レコードを定義する必要があります。CHAP のレ
コードを作成するには、「CHAP を設定する」を参照してください。

● ［リンク速度］
○ 自動：適切な速度を自動でネゴシエーションします。
○ 1 Gbit/秒：速度を 1 Gbit/秒に強制して、1 Gbit/秒の HBA での自動ネゴシエーション中に発生するシフトダウンをオーバ

ーライドします。この設定は 10 Gbit/秒の HBA には適用されません。
● ［ジャンボ フレームの有効化］：ジャンボ フレームのサポートを有効または無効にします。100 バイトのオーバヘッドを考慮

すると、通常のフレームに 1400 バイトのペイロードを含むことができ、ジャンボ フレームには大量のデータ転送用に 大
8900 バイトのペイロードを含むことができます。

メモ: ジャンボ フレームの使用は、データ パス内のすべてのネットワーク コンポーネントでジャンボ フレームのサポ
ートが有効になっている場合にのみ成功します。

● ［iSCSI IP バージョン］：IP の値がインターネット プロトコル バージョン 4（IPv4）またはバージョン 6（IPv6）フォーマッ
トのどちらを使用するか指定します。IPv4 は 32 ビット アドレスを使用します。IPv6 は 128 ビット アドレスを使用します。

● ［iSNS を有効にする］：指定されたインターネット ストレージ ネーム サービス サーバーへの登録を有効または無効にしま
す。これにより、名前から IP アドレスへのマッピングが提供されます。

● ［iSNS アドレス］：iSNS サーバーの IP アドレスを指定します。
● ［代替 iSNS アドレス］：代替 iSNS サーバーの IP アドレス（別のサブネット上でも可）指定します。

注意: IP 設定を変更したり、未使用のポートを変更したりすると、ホストがストレージ システムにアクセスできなくなる
場合があります。

4. 次のいずれかの手順を実行してください。
● 設定を保存してシステムの設定を続行するには、［適用］をクリックします。
● 設定を保存してパネルを閉じるには、［適用して閉じる］をクリックします。
確認パネルが表示されます。

5. ［OK］ をクリックします。

コントローラーごとに 2 つのポートを FC として設定し、2 つのポートを iSCSI と
して設定する

2 つのポートを FC として設定し、2 つのポートを iSCSI として設定するには、次の手順を実行します。
1. 次のいずれかの手順を実行して、［ポート］タブのオプションにアクセスします。

● ［ホーム］トピックで、［アクション＞システム設定］を選択し、［ポート］タブをクリックします。
● ［システム］トピックで、［アクション＞システム設定］を選択し、［ポート］タブをクリックします。

2. ［ホスト ポスト モード］ドロップダウン メニューで、［FC-and-iSCSI］を選択します。
メモ: ポート 0 とポート 1 が FC ポートです。ポート 2 とポート 3 が iSCSI ポートです。

3. ［適用して閉じる］をクリックします。
確認パネルが表示されます。

4. ［OK］ をクリックします。
コントローラー モジュールが再起動します。

5. 次のいずれかの手順を実行して、［ポート］タブのオプションにアクセスします。
● ［ホーム］トピックで、［アクション＞システム設定］を選択し、［ポート］タブをクリックします。
● ［システム］トピックで、［アクション＞システム設定］を選択し、［ポート］タブをクリックします。

6. ［ポートの設定］タブで、FC ポート固有のオプションを設定します。
● ［速度］オプションを適切な値に設定してホストと通信します。または、［自動］に設定して適切なリンク速度を自動でネゴ

シエートします。速度の不整合はポートとホストの間の通信を妨げるため、既知の速度を使用するようにポートを強制する
必要がある場合にのみ速度を設定します。

● ［接続モード］を、ポイントツーポイントまたは自動のいずれかに設定します。
○ ［point-to-point］：Fibre Channel ポイントツーポイント。
○ ［自動］：検出された接続タイプに基づいてモードを自動的に設定します。

7. iSCSI ホスト ポートのパラメーターを設定します。
● ［IP アドレス］：IPv4 または IPv6 の場合、ポートの IP アドレスを指します。各コントローラー内の対応するポートで、1 個

目のサブネットに 1 個のポートを割り当て、2 個目のサブネットに他のポートを割り当てます。ストレージ システムの各
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iSCSI ホスト ポートに異なる IP アドレスが割り当てられていることを確認します。例えば、IPv4 を使用するシステムの場合
は次の通りです。
○ コントローラ A ポート 2：10.10.10.100
○ コントローラ A ポート 3：10.11.10.120
○ コントローラ B ポート 2：10.10.10.110
○ コントローラ B ポート 3：10.11.10.130

● ［ネットマスク］：IPv4 の場合、割り当てられたポートの IP アドレスのサブネット マスク。
● ［ゲートウェイ］：IPv4 の場合、割り当てられたポートの IP アドレスのゲートウェイ IP アドレス。
● ［デフォルト ルーター］：IPv6 の場合、割り当てたポートの IP アドレスのデフォルト ルーター。

8. パネルの［詳細設定］タブで、すべての iSCSI ポートに適用されるオプションを設定します。
● ［認証の有効化（CHAP）］：チャレンジ ハンドシェイク認証プロトコルの使用を有効または無効にします。このパネルで

CHAP を有効または無効にすると、［CHAP の構成］パネルの設定がアップデートされます（［アクション＞ CHAP の構成］
の順に選択することによって、［ホスト］トピックで利用可能です）。CHAP はデフォルトで無効になっています。

メモ: CHAP が有効になっている場合は、iSCSI ログイン認証の CHAP レコードを定義する必要があります。CHAP のレ
コードを作成するには、「CHAP を設定する」を参照してください。

● ［リンク速度］
○ 自動：適切な速度を自動でネゴシエーションします。
○ 1 Gb/秒：速度を 1 Gbit/秒に強制して、1 Gbit/秒の HBA でのオート　ネゴシエーション中に発生するシフトダウンをオ

ーバーライドします。この設定は 10 Gbit/秒の HBA には適用されません。
● ［ジャンボ フレームの有効化］：ジャンボ フレームのサポートを有効または無効にします。100 バイトのオーバヘッドを考慮

すると、通常のフレームに 1400 バイトのペイロードを含むことができ、ジャンボ フレームには大量のデータ転送用に 大
8900 バイトのペイロードを含むことができます。

メモ: ジャンボ フレームの使用は、データ パス内のすべてのネットワーク コンポーネントでジャンボ フレームのサポ
ートが有効になっている場合にのみ成功します。

● ［iSCSI IP バージョン］：IP の値がインターネット プロトコル バージョン 4（IPv4）またはバージョン 6（IPv6）フォーマッ
トのどちらを使用するか指定します。IPv4 は 32 ビット アドレスを使用します。IPv6 は 128 ビット アドレスを使用します。

● ［iSNS を有効にする］：指定されたインターネット ストレージ ネーム サービス サーバーへの登録を有効または無効にしま
す。これにより、名前から IP アドレスへのマッピングが提供されます。

● ［iSNS アドレス］：iSNS サーバーの IP アドレスを指定します。
● ［代替 iSNS アドレス］：代替 iSNS サーバーの IP アドレス（別のサブネット上でも可）指定します。

注意: IP 設定を変更したり、未使用のポートを変更したりすると、ホストがストレージ システムにアクセスできなくな
る場合があります。

9. 次のいずれかの手順を実行してください。
● 設定を保存してシステムの設定を続行するには、［適用］をクリックします。
● 設定を保存してパネルを閉じるには、［適用して閉じる］をクリックします。
確認パネルが表示されます。

10.［OK］ をクリックします。

スケジュールされたタスクの管理
［スケジュールの管理］アクションは、スケジュールされたタスクが少なくとも 1 つ存在する場合に有効になります。

アクセスすると、スケジュールされた次のタスクを変更または削除することができます。

● 仮想スナップショットの作成
● 仮想スナップショットのリセット
● 非 ADAPT リニア ディスク グループのドライブ スピン ダウン（DSD）の有効化または無効化
● 仮想レプリケーションの実行

メモ: DSD の有効化または無効化のためのタスクおよびスケジュールは、CLI を使用する場合のみ作成できますが、PowerVault

Manager を使用してスケジュールを変更することができます。詳細については、『Dell EMC PowerVault ME4 Series Storage

System CLI Guide』を参照してください。

［ホーム］トピックからスケジュールを変更する
スケジュールを変更するには、次の手順を実行します。
1. ［ホーム］トピックで、［アクション＞スケジュールの管理］を選択します。
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2. 変更するスケジュールを選択します。スケジュール設定がパネルの下部に表示されます。
3. 直近のスナップショットをプライマリー ボリュームにレプリケートする場合は、［直近のスナップショット］チェック ボック

スを選択します。
スナップショットは、レプリケーションの時点で存在している必要があります。このスナップショットは、手動で、またはス
ナップショットのスケジュール設定によって作成されている可能性があります。

メモ: ボリューム グループをレプリケートする場合、このオプションは使用できません。

4. 今後スケジュール設定されたタスクを実行する日付と時刻を指定します。この日付と時刻は、指定された繰り返しの起点にも
なります。
● ［日付］の値を設定するには、現在の日付を YYYY-MM-DD の形式で入力します。
● ［時刻］の値を設定するには、時間と分を 2 桁の値で入力し、［AM、PM］または［24H］（24 時間制）のいずれかを選択し

ます。
5. タスクを複数回実行する場合は、［繰り返し］チェック ボックスを選択します。

● タスクを繰り返す頻度を指定します。数値を入力して、適当な時間単位を選択します。レプリケーションの間隔は 低 30
分間開けるようにします。

● 終了日を指定せずにスケジュールを実行できるようにするには、［終了］チェック ボックスをオフにします。スケジュール
の実行を停止するタイミングを指定するには、［終了］チェック ボックスを選択します。

● スケジュールをいつでも実行できるようにするには、［時間の制約］チェック ボックスをオフにします。スケジュールを実
行する時間範囲を指定するには、［時間の制約］チェック ボックスを選択します。

● スケジュールをどの日にも実行できるようにするには、［日付の制約］チェック ボックスをオフにします。スケジュールを
実行する日を指定するには、［日付の制約］チェック ボックスを選択します。

6. ［OK］ をクリックします。
スケジュールが変更されます。

7. ［OK］ をクリックします。

ホーム トピックからスケジュールの削除

1. ホーム トピックで ［アクション］＞［スケジュールの管理］を選択します。［スケジュールの管理］パネルが開きます。
2. 削除するスケジュールを選択します。
3. ［スケジュールの削除］をクリックします。確認パネルが表示されます。
4. ［OK］をクリックして続行します。それ以外の場合は、［キャンセル］をクリックします。［OK］をクリックした場合は、スケ

ジュールが削除されます。
5. ［OK］ をクリックします。
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システム トピックでの作業
トピック：

• システム コンポーネントを表示する
• システム設定パネル
• ホスト ポートのリセット
• ディスク チャネルを再スキャンする
• ディスク メタデータをクリアする
• ファームウェア アップデート
• FDE 設定を変更する
• 詳細設定
• メンテナンス モードの使用
• コントローラをリスタートまたはシャットダウンする

システム コンポーネントを表示する
システムのトピックを使用すると、各エンクロージャとその物理コンポーネントに関する情報を、前面、背面、表形式の表示で参
照できます。コンポーネントはエンクロージャのモデルによって異なります。

メモ: 接続されたエンクロージャまたはコンポーネントがサポートされない場合は、システムの正常性は低下、コンポーネン
トの正常性はフォールトとして示されます。不具合のあるコンポーネントの上にカーソルを置いて、サポーされていない理由
と推奨される操作を表示します。詳細については、イベント ログを確認してください。

前面図
［前面］タブには、すべてのエンクロージャの前面がグラフィック表示されます。

各エンクロージャについて、前面図にエンクロージャ ID とその他の情報が表示されます。各ドロワーについては、前面図にドロワ
ー ID とその他の情報が表示されます。エンクロージャ、ドロワー、またはディスクに関する詳細情報を表示するには、エンクロー
ジャ イヤー、ドロワー、またはディスクの上にカーソルを置きます。エンクロージャまたはディスクのロケーター LED を点灯さ
せるには、1 つまたは複数のコンポーネントを選択して［LED をオンにする］をクリックします。個々のロケーター LED をオフに
するには、コンポーネントを選択して［LED をオフにする］をクリックします。すべてのロケーター LED をオフにするには、コン
ポーネントがどれも選択されていないことを確認し、［LED をオフにする］をクリックします。

表 7. エンクロージャ情報パネルおよびディスク情報パネル 

パネル 表示される情報

エンクロージャ情報 ID、ステータス、vendor モデル、ディスク台数、WWN、ミッドプレーンのシリアル番号、リビジョン、
パーツ ナンバー、製造日、製造場所、EMP A のリビジョン、EMP B のリビジョン、EMP A のバス ID、
EMP B のバス ID、EMP A のターゲット ID、EMP B のターゲット ID、ミッドプレーン タイプ、エンク
ロージャの電力（ワット）、PCIe 2対応、正常性

ディスク情報 場所、シリアル番号、使用状況、説明、サイズ、ステータス、RPM（回転ディスクのみ）、SSD の残り
寿命、製造元、モデル、リビジョン、電源投入時間、FDE状態、FDE ロック キー、実行中ジョブ、セ
クターの書式、転送レート、SMART、ドライブのスピン ダウン回数、正常性

ドロワー情報 一般：名前、ドロワーの位置、ディスク数、ID、ステータス、WWN、正常性

左サイドプレーン：名前、ステータス、パス ID、エキスパンダー、各エキスパンダーの名前とステー
タス

右サイドプレーン：名前、ステータス、パス ID、エキスパンダー、各エキスパンダーの名前とステー
タス

3
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コンポーネントの正常性が適切でない場合、問題の解決を支援するために、正常性の理由、推奨アクション、および異常のあるサ
ブコンポーネントが表示されます。

以下は、［ディスク情報］パネルの一部のアイテムについて説明しています。

● ［電源投入時間］：製造後、ディスクに電源を投入した合計時間数。この値は 30 分の増分で更新されます。
● ［FDE状態］：ディスクの FDE状態。FDE状態の詳細については、『Dell EMC PowerVault ME4 Series Storage System CLI Guide』

を参照してください。
● ［FDE ロック キー］：FDE ロック キーは、FDE パスフレーズから生成され、システム内で FDE対応ディスクのロックとロック

解除を管理します。ロック キーをクリアして、システムの電源を入れ直すと、ディスク上のデータへのアクセスが拒否されま
す。

Rear view

The Rear tab shows the rear of all enclosures in a graphical view.

The rear view shows enclosure IDs and the presence or absence of power supplies, controller modules, and expansion modules. It also
shows controller module IDs, host port types and names, network port IP addresses, and expansion port names.

To see more information, hover the cursor over an enclosure ear or a component. To illuminate a locator LED for any of the components,
select one or more components and click ［Turn On LEDs］. To turn off individual locator LEDs, select the components and click ［Turn
Off LEDs］. To turn off all locator LEDs, ensure that no components are selected and click ［Turn Off LEDs］. For a 5U84 enclosure, only
enclosures, I/O modules, and disks are selectable.

メモ: Protocol-specific properties are displayed only for host ports that use those protocols.

表 8. Additional information panels for the rear view of the enclosure 

Panel Information displayed

Enclosure Information ID, status, vendor, model, disk count, WWN, midplane serial number, revision, part number, manufacturing
date, manufacturing location, EMP A revision, EMP B revision, EMP A bus ID, EMP B bus ID, EMP A target
ID, EMP B target ID, midplane type, enclosure power (watts), PCIe 2-capable, health

Power Supply
Information

Status, vendor, model, serial number, revision, location, part number, manufacturing date, manufacturing
location, health

Controller Information ID, IP address, description, status, model, serial number, hardware version, system cache memory (MB),
revision, CPLD version, Storage Controller code version, Storage Controller CPU type, part number, position,
hardware version, manufacturing date, manufacturing location, health

Port Information (FC) Name, type, ID (WWN), status, configured speed, actual speed, topology, primary loop ID, supported speeds,
SFP status, part number, health

Port Information (iSCSI) Name, type, ID (IQN), status, configured speed, actual speed, IP version, MAC address, address, gateway,
netmask, SFP status, part number, 10G compliance, cable length, cable technology, Ethernet compliance,
health

Port Information (SAS) Name, type, ID (WWN), status, actual speed, topology, expected lanes, active lanes, disabled lanes, health

Network Information Name, mode, IP address, network mask, gateway, MAC address, health

Expansion Port
Information

Enclosure ID, controller ID, name, status, health

Expansion Module
Information (IOM)

ID, description, serial number, revision, health

If the health of a component is not OK, the health reason, recommended action, and unhealthy subcomponents are shown to help you
resolve problems.

Table view

The Table tab shows a tabular view of information about physical components in the system. By default, the table shows 20 entries at a
time.

For each component, the table shows the following information:
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表 9. Table view information 

Field Description

Health Shows the health of the component: OK, Degraded, Fault, N/A, or Unknown.

Type Shows the component type: enclosure, disk, power supply, controller module, network port, host port,
expansion port, CompactFlash card, or I/O module (expansion module).

Enclosure Shows the enclosure ID.

Location Shows the location of the component.
● For an enclosure, the location is shown in the format Rack rack-ID.shelf-ID. You can set the location

through the CLI set enclosure command.
● For a disk, the location is shown in the format enclosure-ID.disk-slot.
● For a power supply or I/O module, the locations Left, Left-Middle, Middle, Right-Middle, and Right are as

viewed from the rear of the enclosure.
● For a host port, the location is shown as controller ID and port number.

Information Shows additional, component-specific information:
● For an enclosure, its FRU description and current disk count.
● For a disk, its description, capacity, and usage.
● Type is shown as either:

○ ［SAS］ – Enterprise SAS spinning disk.
○ ［SAS MDL］ – Midline SAS spinning disk.
○ ［SSD SAS］ – SAS solid-state disk.

● Usage is shown as either:
○ ［AVAIL］ – The disk is available.
○ ［GLOBAL SP］ – The disk is configured as a spare.
○ ［DEDICATED SP］ – The disk is configured as a dedicated spare.
○ ［pool-ID:tier name］ for disk groups that are part of a virtual pool or pool-ID: Linear for disk

groups that are part of linear pools. The disk is part of a disk group.
○ ［FAILED］ – The disk is unusable and must be replaced. Reasons for this status include: excessive

media errors, SMART error, disk hardware failure, or unsupported disk.
○ ［LEFTOVR］ – The disk is part of a disk group that is not found in the system.
○ ［UNUSABLE］ – The disk cannot be used in a disk group. Possible reasons include:

￭ The system is secured, and the disk is data locked with a different passphrase.
￭ The system is secured/locked (no passphrase available) and the disk is data/locked.
￭ The system is secured and the disk is not FDE capable.

● For a power supply: its FRU description.
● For a fan: its rotational speed in r/min (revolutions per minute).
● For a controller module: its ID.
● For a network port: its IP address.
● For a host port:, one of the following values:

○ ［FC(L)］ – Fibre Channel-Arbitrated Loop (public or private)
○ ［FC(P)］ – Fibre Channel Point-to-Point
○ ［FC(-)］ – Fibre Channel disconnected
○ ［SAS］ – Serial Attached SCSI
○ ［iSCSI］ – Internet SCSI

● For an expansion port, either ［Out Port］ or ［In Port］.
● For an I/O module, its ID.

Status Shows the component status:
● For an enclosure: ［Up］.
● For a disk:

○ ［Up］ The disk is present and is properly communicating with the expander.
○ ［Spun Down］ The disk is present and has been spun down by the DSD feature.
○ ［Warning］ The disk is present but the system is having communication problems with the disk LED

processor. For disk and midplane types where this processor also controls power to the disk, power-
on failure will result in the Error status.

○ ［Error］ The disk is present but not detected by the expander.
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表 9. Table view information （続き）

Field Description

○ ［Unknown］ Initial status when the disk is first detected or powered on.
○ ［Not Present］ The disk slot indicates that no disk is present.
○ ［Unrecoverable］ The disk is present but has unrecoverable errors.
○ ［Unavailable］ The disk is present but cannot communicate with the expander.
○ ［Unsupported］ The disk is present but is an unsupported type.

● For a power supply: ［Up］, ［Warning］, ［Error］, ［Not Present］, or ［Unknown］.
● For a fan: ［Up］, ［Error,］, ［Off］, or ［Missing］.
● For a controller module or I/O module: ［Operational］, ［Down］, ［Not Installed］, or ［Unknown］.
● For a network port: ［N/A］.
● For a host port:

○ ［Up］ – The port is cabled and has an I/O link.
○ ［Warning］ – Not all of the port PHYs are up.
○ ［Error］ – The port is reporting an error condition.
○ ［Not Present］ – The controller module is not installed or is down.
○ ［Disconnected］ – Either no I/O link is detected or the port is not cabled.

● For an expansion port: ［Up］, ［ Disconnected］or ［Unknown］.
● For a CompactFlash card: ［Installed］, ［Not Installed］, or ［Unknown］.

システム設定パネル
［システム設定］パネルには、システムを迅速かつ簡単に設定するためのオプションが用意されています。以下のいずれかを実行

して、パネルにアクセスします。
● ［ホーム］トピックで、［アクション］＞［システム設定］を選択します。
● ［システム］トピックで、［アクション］＞［システム設定］を選択します。
● ［ようこそ］パネルで、［システム設定］を選択します。

システム設定オプションの構成については、「システムを設定する」を参照してください。

ホスト ポートのリセット
ホスト上で設定またはケーブル接続を変更すると、ストレージ システムはそのホストからの I/O 要求の受け入れを停止する可能性
があります。たとえば、ホスト ケーブルをホスト上のある HBA から別の HBA に移動した後に、この問題が発生する可能性があり
ます。このような問題を解決するには、コントローラのホスト ポートまたはチャネルをリセットする必要があります。

FC の場合、シングル ポートをリセットできます。FC-AL またはループ トポロジーを使用するように設定された FC ホスト ポート
の場合、リセットによってループ初期化プリミティブ（LIP）が発行されます。

iSCSI の場合、ポート ペア（第 1 ポートと第 2 ポート、または第 3 ポートと第 4 ポート）をリセットできます。

SAS の場合、ポート ペアをリセットできます。SAS ホスト ポートをリセットすると、COMINT/COMRESET シーケンスが発行され、
他のポートがリセットされる可能性があります。

ディスク チャネルを再スキャンする
再スキャンでは、ストレージ システム内のディスクおよびエンクロージャーの再検出が強制されます。両方のストレージ コント
ローラーがオンラインで、接続された各エンクロージャーの両方の拡張モジュールと通信できる場合は、再スキャンで、コントロ
ーラ-A のエンクロージャーの配線の順番に従うように、エンクロージャー ID が再割り当てされます。配線の詳細情報については、
お使いの製品の『導入ガイド』を参照してください。

システム電源の投入後、ディスクのチャネルを再スキャンし、適切な順序でエンクロージャを表示することが必要な場合がありま
す。再スキャンでは、すべての I/O処理を一時的に停止した後、通常の操作を再開します。エンクロージャー ID を変更するには
大で 2 分かかる可能性があります。
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非 FDE ディスクの挿入後または取り外し後に、手動で再スキャンを実行する必要はありません。コントローラーは、これらの変更
を自動的に検出します。ディスクが挿入されると、短い遅延の後に、検出されます。これにより、ディスクをスピンアップするこ
とができるようになります。

ディスク メタデータをクリアする
レフトオーバー ディスクからメタデータをクリアして、使用可能にできます。

注意: すべてのディスク グループがオンラインで、レフトオーバー ディスクが存在する場合のみこのコマンドを使用できま
す。このコマンドを不適切に使用すると、データが失われる場合があります。ディスク グループがオフラインで 1 台以上のレ
フトオーバー ディスクが存在する場合は、このコマンドを使用しないでください。このコマンドを使用すべきかどうか分から
ない場合は、テクニカル サポートに連絡して支援を求めてください。

ディスク グループの各ディスクには、所有元のディスク グループ、ディスク グループ内の他のディスク、仮想プールやリニア デ
ィスク グループに 後にデータが書き込まれた時間を識別するためのメタデータがあります。レフトオーバー ディスクが発生す
る状況は次の通りです。
● ディスクのタイムスタンプが一致しないため、システムは古いタイムスタンプを所有するメンバーをレフトオーバーとして指

定します。
● ディスクが再スキャン中に検出されず、その後に検出されます。
● 別のシステムでディスク グループのメンバーになっているディスクが、そのグループのためのメンバーを残してこのシステム

に移動されます。

ディスクがレフトオーバーになると、次の変更が発生します。
● ディスクの正常性が低下し、その使用状況の値が LEFTOVR になります。
● ディスクがディスク グループから自動的に除外されます。これにより、ディスク グループの正常性は、RAID レベルに応じて

低下または障害になります。
● ディスクの障害 LED が橙色に点灯します。

スペアが使用可能な場合、およびディスク グループの正常性が低下または重大である場合、ディスク グループはスペアを使用し
て再構築を開始します。再構築が完了したら、レフトオーバー ディスクのメタデータをクリアできます。メタデータをクリアする
と、ディスクの正常性が OK に変わり、使用状況の値も AVAIL に変わります。ディスクは新しいディスク グループで使用可能にな
ります。

メモ: 再構築を開始するためのスペアが使用できない場合、または再構築が完了していない場合は、レフトオーバー ディスク
を保持して、別の機会にデータをリカバリできるようにします。

このコマンドは、レフトオーバー ディスクからのみメタデータをクリアします。レフトオーバーではないディスクを指定すると、
ディスクは変更されません。

残っているディスクからメタデータの消去

1. システムのトピックで、［アクション］＞［メタデータの消去］を選択します。［メタデータの消去］パネルが開きます。
2. メタデータを消去する残りのディスクを選択します。
3. ［OK］ をクリックします。
4. ［はい］をクリックして、続行します。それ以外の場合は、［いいえ］をクリックします。［はい］をクリックすると、メタデー

タは消去されます。
5. ［OK］ をクリックします。

ファームウェア アップデート
［ファームウェア アップデート］ ダイアログ ボックスには、コントローラー モジュール、拡張モジュール、およびディスク ドラ

イブ上のファームウェアの現在のバージョンが表示されます。

ME4 Series のストレージ システムで SupportAssist が有効になっている場合、ストレージ システムは、ファームウェア アップデー
トが利用可能かどうかを定期的にチェックします。ファームウェア アップデートが使用可能な場合は、ファームウェア アップデ
ートに関するメッセージがストレージ システムイベント ログに追加されます。
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ファームウェア アップデートでサポートされているリリースの詳細については、『Dell EMC PowerVault ME4 Series Storage System
Release Notes』を参照してください。コントローラー モジュールの交換時に他をアップデートするコントローラー モジュールの
詳細については、「ファームウェア アップデートについて」を参照してください。

アクティビティの進行状況のインターフェイスを使用してファームウェア アップデートの進行状況をモニタリングするには、「ア
クティビティ進行状況インターフェイスの使用」を参照してください。

ファームウェア アップデートのベスト プラクティス
● フッターの正常性パネルで、システムの正常性ステータスが OK であることを確認します。システムの正常性ステータスが OK

ではない場合、ファームウェアをアップデートする前に、フッターの正常性パネルで［正常性の理由］値を表示してすべての
問題を解決します。正常性パネルの詳細については、「正常性に関する情報の表示」を参照してください。

● ファームウェアをアップデートする前に、check firmware-upgrade-health CLI コマンドを実行します。このコマンドに
より、一連のヘルス チェックを実行して、ファームウェアをアップデートする前に解決する必要のある状況が存在するかどう
かを判断します。検出された状況がある場合は、その潜在的なリスクとともに一覧表示されます。このコマンドの詳細につい
ては、「Dell EMC PowerVault ME4 シリーズ ストレージ システムの CLI ガイド」を参照してください。

● 書き込まれていないキャッシュ データがある場合、ファームウェア アップデートは続行されません。ファームウェアをアップ
デートする前に、書き込まれていないデータをキャッシュから削除する必要があります。clear cache コマンドの詳細につい
ては、「Dell EMC PowerVault ME4 シリーズ ストレージ システムの CLI ガイド」を参照してください。

● ディスク グループが隔離されている場合は、ファームウェアをアップデートする前にテクニカル サポートに問い合わせて、コ
ンポーネントが隔離している原因となっている問題を解決します。

● オンラインでのアップデートが正常に行われるようにするには、I/O アクティビティが少ない期間を選択します。これにより、
アップデートが可能な限り迅速に完了し、タイムアウトによるホストやアプリケーションの停止を回避できます。I/O 負荷の高
い大規模なバッチ ジョブを処理しているストレージ システムをアップデートしようとすると、ホストがストレージ システムと
の接続を失う可能性があります。

コントローラ モジュール ファームウェアをアップデートする

デュアル コントローラシステムでは、両方のコントローラ モジュールが同じファームウェア バージョンを実行する必要がありま
す。レプリケーション セット内のストレージ システムは、同じまたは互換性のあるファームウェア バージョンを実行する必要が
あります。エンクロージャ ベンダーから入手したファームウェア ファイルをロードすることによって、各コントローラ モジュー
ルのファームウェアをアップデートできます。

コントローラー モジュール ファームウェアのアップデートの準備

コントローラー モジュール上のファームウェア アップデートに備えるためには、次の手順を実行します。
1. 「ファームウェア アップデートのベスト プラクティス」に記載されているベスト プラクティスに従ってください。
2. 適切なファームウェアの.zip ファイルをお使いの PC またはネットワークにダウンロードします。
3. .zip ファイルからファームウェアの.bin ファイルを取り出します。

メモ: 一部の抽出ツールでは、.bin ファイルの内容が自動的に抽出されますが、.bin ファイルの内容は、ファームウェア
アップデートには使用できません。

4. ストレージ システムが単一コントローラーである場合は、ファームウェア アップデートを開始する前にストレージ システムへ
の I/O処理を停止します。

コントローラー モジュール ファームウェアのアップデート

コントローラー モジュール上のファームウェアをアップデートするには、次の手順を実行します。
1. manage ロールを持つユーザーとして、次のいずれかを実行します。

● バナーで［システム］パネルをクリックし、［ファームウェア アップデート］を選択します。
● ［システム］トピックで、［アクション］＞［ファームウェア アップデート］を選択します。

［ファームウェア アップデート］パネルが開きます。［コントローラー モジュールのアップデート］タブで、各コントロー
ラーのコンポーネントについて現在インストールされているファームウェアのバージョンが表示されます。

2. ［参照］をクリックして、インストールするファームウェア ファイルを選択します。
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3. オプションとして、［パートナー ファームウェア アップデート（PFU）］チェック ボックスを選択または選択解除して、PFU を
有効または無効にし、アクションを確認します。

メモ: コントローラー モジュールを交換した場合に、どのコントローラー モジュールが他方をアップデートするかについ
ては、「ファームウェア アップデートについて」を参照してください。

4. ［OK］ をクリックします。
［ファームウェア アップデートの進行状況］パネルには、ファームウェア アップデートの進行状況が表示されます。

ファームウェア ファイルを検証することにより、処理を開始します。

● ファイルが無効の場合は、正しいファームウェア ファイルを指定したかどうか確認します。正しく指定した場合は、ソース
の場所から再度ダウンロードしてみます。

● ファイルが有効な場合は、処理を続行します。
注意: ファームウェア アップデート中に電源を入れ直したり、コントローラーを再起動したりしないでください。アッ
プデートの中断や電源障害が発生した場合、モジュールが操作不能になることがあります。この問題が発生した場合
は、テクニカル サポートに連絡してください。再プログラミングのためにモジュールを工場に戻すことが必要になる場
合があります。

ファームウェア アップデートは通常、現在の CPLD ファームウェアを使用するコントローラーの場合は 10 分、下位レベル
の CPLD ファームウェアを使用するコントローラーの場合は 20 分かかります。コントローラー エンクロージャがエンク
ロージャを接続している場合、各拡張モジュールの EMP（エンクロージャ管理プロセッサー）をアップデートするために
さらに時間がかかります。このタスクには、ドライブ エンクロージャの各 EMP で通常 2 分 30 秒かかります。

ストレージ コントローラーをアップデートできない場合、アップデート操作がキャンセルされます。正しいファームウェア
ファイルを指定したかどうか確認し、アップデートを繰り返します。この問題が解決しない場合は、テクニカル サポートに
連絡してください。

ローカル コントローラーのファームウェア アップデートが完了すると、ユーザーが自動的にサイン アウトされ、MC が再
起動します。再起動が完了するまで、サイン イン ページで「システムは現在使用できません」というメッセージが表示さ
れます。このメッセージがクリアされたら、再びサイン インできます。

PFU が有効の場合、パートナー コントローラーをアップデートするのに追加で 10～20 分かかります。

5. Web ブラウザーのキャッシュをクリアしてから、PowerVault Manager にサイン インします。サイン インするコントローラーで
PFU を実行している場合、パネルには依然 PFU の進捗状況が表示され、PFU が完了するまで他のタスクを実行できません。

メモ: システムで PFU が有効の場合、両方のコントローラーでファームウェア アップデートが完了したら、システムの正
常性を確認します。システムの正常性が低下しており、ファームウェアのバージョンが間違っていることが判明した場合、
正しいファームウェア ファイルを指定したかどうか確認してからアップデートを繰り返します。この問題が解決しない場
合は、テクニカル サポートに連絡してください。

拡張モジュール ファームウェアをアップデートする
拡張エンクロージャには、1 個や 2 個の拡張モジュールを含めることができます。各拡張モジュールには、EMP（エンクロージャ
管理プロセッサー）が入っています。コントローラ モジュールのファームウェアを更新すると、すべての拡張モジュールが互換性
のあるファームウェア バージョンに自動的にアップデートされます。

拡張モジュール ファームウェアのアップデートの準備

1. 「ファームウェア アップデートのベスト プラクティス」にあるベスト プラクティスに従ってください。
2. 適切なファームウェア ファイルを取得し、コンピューターまたはネットワークにダウンロードします。
3. ストレージ システムが単一コントローラである場合は、ファームウェアのアップデートを開始する前にストレージ システムへ

の I/O処理を停止します。

拡張モジュール ファームウェアのアップデート

1. 次のいずれかの手順を実行してください。
● バナーで［システム］パネルをクリックし、［ファームウェアのアップデート］を選択します。
● ［システム］トピックで、［アクション］＞［ファームウェアのアップデート］を選択します。
［ファームウェアのアップデート］パネルが開きます。
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2. ［拡張モジュールのアップデート］タブを選択します。このタブには、システム内の各拡張モジュールに関する情報が表示され
ます。

3. アップデートする拡張モジュールを選択します。
4. ［ファイル］をクリックし、インストールするファームウェア ファイルを選択します。
5. ［OK］をクリックします。メッセージは、ファームウェア アップデートの進行状況を表示します。

注意: ファームウェアのアップデート中に電源を入れ直したり、コントローラを再起動したりしないでください。アップデ
ートの中断や電源障害が発生した場合、モジュールが操作不能になることがあります。この問題が発生した場合は、テク
ニカル サポートに連絡してください。再プログラミングのためにモジュールを工場に戻すことが必要になる場合がありま
す。

拡張エンクロージャ内の各 EMP の更新には通常 3 分かかります。コードのロードが完了したことを示すメッセージを待ちま
す。

6. アップデートされた各拡張モジュールに新しいファームウェア バージョンがあることを確認します。

ディスク ファームウェアのアップデート
ディスクのファームウェアは、販売店から入手したファームウェア ファイルを読み込むことによってアップデートすることができ
ます。

ディスクは、いずれかのコントローラーからアップデートすることができます。

メモ: ストレージ システム内の同じモデルのディスクのファームウェア リビジョンは同じである必要があります。

すべてのディスクまたは特定のディスクのみをアップデートすることを指定できます。すべてのディスクをアップデートするよ
うに指定し、システムに複数のタイプのディスクが含まれている場合は、システム内のすべてのディスクでアップデートが試行さ
れます。このアップデートは、タイプがファイルと一致するディスクに対してのみ成功し、他のタイプのディスクでは失敗しま
す。

ディスクドライブ ファームウェアのアップデートの準備

1. 「ファームウェア アップデートのベスト プラクティス」にあるベスト プラクティスに従ってください。
2. 適切なファームウェア ファイルを取得し、コンピューターまたはネットワークにダウンロードします。
3. ストレージ システムへの I/O を停止します。アップデート中、すべてのボリュームは一時的にホストからアクセスできなくな

ります。I/O が停止していない場合、マップされたホストは I/O エラーを報告します。アップデートが完了すると、ボリューム
へのアクセスが復元されます。

ディスク ドライブ ファームウェアのアップデート

1. 次のいずれかの手順を実行してください。
● バナーで［システム］パネルをクリックし、［ファームウェアのアップデート］を選択します。
● ［システム］トピックで、［アクション］＞［ファームウェアのアップデート］を選択します。
［ファームウェアのアップデート］パネルが開きます。

2. ［ディスク ドライブのアップデート］タブを選択します。このタブには、システム内の各ディスク ドライブについての情報を
示します。

3. アップデートするディスク ドライブを選択します。
4. ［ファイル］をクリックし、インストールするファームウェア ファイルを選択します。
5. ［OK］ をクリックします。

注意: ファームウェアの更新中に、エンクロージャの電源を入れ直したり、コントローラを再起動したりしないでくださ
い。アップデートが中断されたり、停電が発生した場合、ディスク ドライブが動作不能になる可能性があります。このよ
うな場合は、テクニカル サポートに連絡してください。

通常、ファームウェアをロードするまでに数分かかります。アップデートが完了したことを示すメッセージを待ちます。

6. 各ディスク ドライブで新しいファームウェアのリビジョンを確認します。
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アクティビティ進行状況インターフェイスを使用する

アクティビティの進行状況インターフェイスは、ファームウェアのアップデートまたはパートナー ファームウェアのアップデート
操作がアクティブかどうかを報告し、操作の各手順の進行状況を示します。さらに、アップデート操作が完了すると、ステータス
に正常に完了したことが表示されます。操作が失敗した場合は、ステータスにエラーが表示されます。

アクティビティ進行状況インターフェイスを使用する

1. アクティビティ進行状況監視サービスを有効にします。「システム管理設定の有効化または無効化」を参照してください。
2. Web ブラウザの新しいタブで、次のフォームの URL を入力します。http://controller-address:8081/cgi-bin/

content.cgi?mc=MC-identifier&refresh=true ここにおいて、
● ［controller-address］ – コントローラーのネットワーク ポートの IP アドレスを指定する必須パラメーターです。
● ［mc=MC-identifier］ – 進行状況/ステータスをレポートするコントローラーを指定するオプション パラメーターです。

○ ［mc=A］ – コントローラー A のみの出力を示しています。
○ ［mc=B］ – コントローラー B のみの出力を示しています。
○ ［mc=both］ – 両方のコントローラーの出力を示しています。
○ ［mc=self］ – IP アドレスが指定されたコントローラーの出力を示しています。

● ［refresh=true］ – 毎秒、表示された出力を自動更新させるオプション パラメーターです。これは次のいずれかの状況になる
まで続きます。
○ パラメーターが削除されます。
○ IP アドレスが指定されたコントローラが再起動され、通信が失われます。

アクティビティが進行中の場合、インターフェイスには MC 固有のアクティビティ進捗表が次のプロパティおよび値ととも
に表示されます。

表 10. アクティビティ進行状況のプロパティおよび値 

プロパティ 値

時刻 日付と 新の状態を更新します。

秒 このコンポーネントがアクティブにされた秒数。

コンポーネント 処理されるオブジェクトの名前。

ステータス 進行状況/完了状態を表すコンポーネントのステータス。
○ ［ACTIVE］ – このコンポーネントの操作は現在アクティブで進行中です。
○ ［OK］ – このコンポーネントの操作は正常に完了し、現在は非アクティブです。
○ ［N/A］ – このコンポーネントの操作は適用されなかったため完了しませんでした。
○ ［ERROR］ – このコンポーネントの操作はエラーで失敗しました（コードとメッセージ

を参照）。

コード ステータスを示す数値コード。
○ ［0］ – このコンポーネントの操作は「正常終了」のステータスで完了しました。
○ ［1］ – このコンポーネントの操作は、適用できないため（コンポーネントが存在しない

か、または更新する必要がないため）試行されませんでした。
○ ［2］ – 操作は進行中です。他のプロパティは進行状況のアイテム（メッセージ、現在、

合計、パーセント）を示します。
○ ［10 or higher］ – このコンポーネントの操作は、失敗した状態で完了しました。コード

とメッセージで、エラーの理由を示します。

メッセージ 進行状況のステータスまたはエラー状態を示すテキスト メッセージです。

FDE 設定を変更する
フル ディスク暗号化パネルで、これらのオプションの設定を変更できます。
● FDE 一般設定

○ パスフレーズの設定
○ ロック キーの解除

システム トピックでの作業 67



○ システムの安全の保護
○ お使いのシステムの再利用

● ディスクの再利用
● インポート ロック キーの ID 設定

FDE 一般設定を変更する
注意: I/O実行中に FDE 構成設定を変更しないでください。一時データが利用できなくなる可能性があります。また、意図し
た構成変更が有効にならないこともあります。

パスフレーズの設定

システムが FDE対応ディスクへの書き込みと読み取りを行うために使用する FDE パスフレーズを設定することができます。パス
フレーズから、FDE対応ディスクをセキュア化するために使用されるロック キー ID がシステムによって生成されます。システム
のパスフレーズがディスクに関連付けられているパスフレーズと異なる場合、システムはディスク上のデータにアクセスできませ
ん。

メモ: パスフレーズを紛失すると復旧できないので、必ず記録しておいてください。

Set or change the passphrase

Perform the following steps to set the passphrase:

1. In the System topic, select ［Action > Full Disk Encryption］.
The Full Disk Encryption panel opens with the ［FDE General Configuration］ tab selected.

2. Type a passphrase in the ［Passphrase］ field of the Set/Create Passphrase section. A passphrase is case-sensitive and can include
8–32 printable UTF-8 characters except for the following: , < > \

3. Retype the passphrase in the ［Re-enter Passphrase］ field.

4. Perform one of the following:
● To secure the system now, click ［Secure］, and then click ［Set］. A dialog box confirms that the passphrase was changed

successfully.
● To save the passphrase without securing the system, click ［Set］. A dialog box confirms that the passphrase was changed

successfully. To secure the system later, see Securing the system.

ロック キーのクリア

ロック キーは、FDE パスフレーズから生成され、システム内で対応ディスクのロックとロック解除を管理します。ロック キーお
よび電源の再投入をクリアすると、システムでディスク上のデータへのアクセスが拒否されます。システムが物理的な管理下にな
い場合は、この手順を使用します。

システムがセキュア化されている間にロック キーがクリアされた場合、システムは、電源を切って転送する準備として、FDE ロッ
ク対応の状態に入ります。

システムの転送と電源投入が完了すると、システムとディスクはセキュアかつロックの状態になり、ボリュームにはアクセスでき
なくなります。データへのアクセスをリストアするには、CLI コマンド set fde-lock-key を使用して元のパスフレーズを再入
力します。

メモ: ［FDE］タブは動的であり、現在のパスフレーズが［現在のパスフレーズ］フィールドに入力されるまで、［すべての FDE

キーをクリア］オプションは使用できません。(パスフレーズがない場合、［すべての FDE キーをクリア］オプションは表示さ
れません。パスフレーズを保有していても入力されていない場合は、表示することはできますが、このオプションにはアクセ
スできません）。パスフレーズがない場合は、パスフレーズの設定の手順を使用して設定します。

Clear lock keys

Performing the steps to clear the lock keys:

1. In the System topic, select ［Action > Full Disk Encryption］.
The Full Disk Encryption panel opens with the FDE General Configuration tab selected.

2. Enter the passphrase in the ［Current Passphrase］ field.
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3. In the Secure System section, click the ［Secure］ button.

4. Click ［Clear］.
A dialog box appears.

5. Perform one of the following:
● To clear the lock keys for the system, click ［OK］.
● To cancel the request, click ［Cancel］.

Securing the system

An FDE-capable system must be secured to enable FDE protection.

The FDE tabs are dynamic, and the Secure option is not available until the current passphrase is entered in the Current Passphrase field.
(If you do not have a passphrase, the Secure option is not displayed. If you have a passphrase but have not entered it, you can view but
not access this option.) If there is no passphrase, set one using the procedure in Setting the passphrase.

Perform the following steps to secure the system:

1. In the System topic, select ［Action > Full Disk Encryption］.
The Full Disk Encryption panel opens with the ［FDE General Configuration］ tab selected.

2. Type the passphrase in the ［Current Passphrase］ field.

3. Click ［Secure］.
A message displays confirming that the system is in a secure state.

システムを再利用する

システムを再利用することにより、システム上のすべてのデータを消去し、その FDE状態を元に戻して、セキュリティを解除する
ことができます。

注意: システムを再利用すると、システム内のすべてのディスクが消去され、FDE状態が復元され、セキュリティが解除され
ます。

ディスクの転用
ディスク グループの一部ではなくなったディスクを転用することができます。

ディスクを転用すると、ディスク上の暗号化キーがリセットされ、ディスク上のすべてのデータが削除されます。セキュアなシス
テムでディスクが再利用された後、ディスクはシステム ロック キー ID とディスク上の新しい暗号化キーを使用してセキュア化さ
れ、ディスクをシステムで使用できるようになります。

非セキュアのシステムでディスクを転用すると、関連付けられているすべてのロック キーが削除され、そのディスクをすべてのシ
ステムで使用できるようになります。

注意: ディスクの転用により、ディスク上の暗号化キーが変更され、ディスク上のすべてのデータが削除されます。ディスク
上のデータを必要としなくなった場合にのみディスクを転用します。

インポート ロック キー ID を設定する

インポート ロック キーに関連付けられたパスフレーズを設定して、異なる安全なシステムからシステムに挿入された FDE で保護
されたディスクをロック解除することができます。正しいパスフレーズが入力されないと、システムはディスク上のデータにアク
セスできません。

ディスクをシステムにインポートすると、ディスクはシステム ロック キー ID に関連付けられ、インポート ロック キーを使用して
データにアクセスできなくなります。これにより、セキュリティがローカル システムのパスフレーズに効果的に転送されます。

インポート パスフレーズの設定や変更

1. ［システム］トピックで、［アクション］＞［フルディスクの暗号化］を選択します。
［フルディスクの暗号化］パネルが開き、［FDE の一般設定］タブが選択されます。

2. ［インポート ロック キー ID の設定］タブを選択します。
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3. ［パスフレーズ］フィールドに、表示されている暗号化キー識別子に関連付けられた既存のパスフレーズを入力します。
4. パスフレーズを再入力します。
5. ［設定］をクリックします。パスフレーズが正常に変更されたことを確定するダイアログ ボックスが開きます。

詳細設定

［詳細設定］パネルを使用して、ディスク設定、キャッシュ設定、パートナー ファームウェア アップデート設定、システム ユーテ
ィリティ設定を変更します。

ディスク設定を変更する

ディスク タブには、SMART 設定、EMP ポーリング レート、ダイナミック スペア、ドライブのスピン　ダウンオプションなどの
ディスク設定を変更するオプションがあります。

SMART を設定する

SMART（自己監視分析および報告テクノロジー）は、ディスクを監視してディスク障害の原因を分析するためのデータを提供しま
す。SMART が有効の場合、システムは再起動の 1 分後と以降 5 分毎に SMART イベントを確認します。SMART イベントはイベン
ト ログに記録されます。

SMART 設定の変更

1. ［システム］トピックで、［アクション］＞［詳細設定］＞［ディスク］を選択します。
2. ［SMART 設定］オプションを次のいずれかに設定します。

● ［変更を行わない］。現在のディスクに個々の SMART 設定を保持させ、システムに追加された新しいディスクの設定を変更
しません。

● ［有効］。次の再スキャン後に現在のすべてのディスクに対して SMART を有効にし、システムに追加された新しいディスク
に対して自動的に SMART を有効にします。このオプションがデフォルト設定です。

● ［無効］。次の再スキャン後に現在のすべてのディスクの SMART を無効にし、システムに追加された新しいディスクに対し
て自動的に SMART を無効にします。

3. ［適用］をクリックします。SMART の無効化を選択した場合、確認パネルが表示されます。［適用］をクリックして変更を承認
するか、［キャンセル］をクリックします。

EMP のポーリング レートを設定する

温度、電源、ファンの状態、ディスクの有無などの変更について、接続されている各エンクロージャの管理プロセッサ（EMP）を
ストレージ システムがポーリングするインターバルの頻度を変更できます。通常は、デフォルト設定を使用できます。
● インターバルを長くすると、処理の効率は若干向上する可能性がありますが、デバイス状態の変化は頻繁に伝達されません。

たとえば、これにより、ステータス変更を反映するために LED がアップデートされるまでの時間は長くなります。
● インターバルを短くすると処理効率はわずかに低下しますが、デバイス状態の変化はより頻繁に伝達されます。たとえば、こ

れにより、ステータス変更を反映するために LED がアップデートされるまでの時間が短縮されます。

Change the EMP polling rate

1. In the System topic, select ［Action > Advanced Settings > Disk］.

2. Set the EMP Polling Rate interval. The options are 5, 10, or 30 seconds; or 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, or 60 minutes. The default is 5
seconds.

3. Click ［Apply］.

ダイナミック スペアを設定する
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ダイナミック スペア機能を使用すると、スペアとしてディスクを指定せずに、フォールトトレラントのディスク グループ内にあ
るすべてのディスクを使用できます。ダイナミック スペアが有効なときに、ディスクが故障し、互換性のあるディスクと交換する
と、ストレージ システムではバスが再スキャンされ、新しいディスクが検出され、それがスペアとして自動的に指定され、ディス
ク グループの再構築が開始されます。互換性のあるディスクは、故障したディスクを置き換えるだけの十分な容量を備えており、
同じタイプの SATA SSD、SAS、SSD、エンタープライズ SAS、ミッドライン SAS のいずれかになります。スペアまたは互換性の
あるディスクがすでに存在する場合、ダイナミック スペア機能では、そのディスクが使用され、再構築が開始されるので、交換用
ディスクは別の目的で使用できます。

ダイナミック スペアの設定の変更

1. ［システム］トピックで、［アクション］＞［詳細設定］＞［ディスク］を選択します。
2. ［ダイナミック スペア機能］オプションを選択して有効にするか、選択を解除して無効にします。デフォルトでは、ダイナミッ

ク スペア設定は有効です。
3. ［適用］をクリックします。ダイナミック スペアの無効化を選択した場合、確認パネルが表示されます。［適用］をクリックし

て変更を承認するか、［キャンセル］をクリックします。

使用可能なディスクとグローバル スペア用のドライブ スピンダウンを設定する

スピン ディスクの場合、DSD（ドライブスピンダウン）機能はシステム エンクロージャ内のディスク アクティビティを監視し、
エネルギーを節約するために非アクティブ ディスクをスピンダウンします。ADAPT 以外のリニア ディスク グループにある使用
可能なスピン ディスク、仮想プールにないディスクの回転、グローバル スペアの DSD を有効または無効にすることができます。
非アクティブ期間を設定して、使用可能なディスクとグローバル スペアが自動的にスピンダウンするようにすることもできます。

すべてのディスクの DSD を一時停止および再開する時間を設定するには、「使用可能なディスクとグローバル スペア用のドライブ
スピンダウンをスケジュールする」を参照してください。

DSD は次のようにディスクの操作に影響します。
● SMART イベントの場合、スピンダウンされたディスクはポーリングされません。
● ディスクへのアクセスが必要な操作は、ディスク回転中は、遅延することがあります。

使用可能なディスクとグローバル スペア用の DSD を設定する

1. ［システム］トピックで、［アクション］＞［詳細設定］＞［ディスク］を選択します。
2. オプションを設定します。

● ［利用可能なスペア ドライブ スピン ダウン機能］オプションを選択して有効にするか、無効にするかを選択します。DSD を
有効にすると、警告プロンプトが表示されます。DSD を有効するには、［はい］をクリックします。DSD を無効化したまま
にするには、［いいえ］をクリックします。

● ［ドライブ スピン ダウンの遅延（分）］オプションは、使用可能なディスクとグローバル スペアが自動的にスピン ダウンす
る 1～360 分の非アクティブ期間です。デフォルトは 15 分です。

3. ［適用］をクリックします。処理が完了すると、［成功］ダイアログが表示されます。
4. ［OK］ をクリックします。

使用可能なディスクとグローバル スペアのドライブ スピンダウンをスケジュール
する

DSD（ドライブ スピンダウン）を使用するように構成されているすべてのスピン ディスクでは、DSD を一時停止および再開する
時間を設定して、何時間も頻繁にディスクを回転させたままにしておくことができます。

使用可能なディスクとグローバル スペア用に DSD を構成するには、「使用可能なディスクとグローバル スペア用のドライブ スピ
ンダウンを設定する」を参照してください。

DSD は次のようにディスクの操作に影響します。
● SMART イベントの場合、スピンダウンされたディスクはポーリングされません。
● ディスクへのアクセスが必要な操作は、ディスク回転中は、遅延することがあります。
● 一時停止期間が設定され、ディスクがスピンダウンを開始している間に起動すると、ディスクは再びスピンアップします。
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すべての回転ディスクに対する DSD のスケジュール設定

1. ［システム］トピックで、［アクション］＞［詳細設定］＞［ディスク］を選択します。
2. オプションを設定します。

● ［ドライブ スピン ダウンの一時停止期間］オプションを選択します。
● ［一時停止する時間］オプションと［再開までの時間］オプションを設定します。それぞれに時間と分の値を入力し、AM、

PM、または 24H（24 時間形式）のいずれかを選択します。
● スケジュール設定を月曜日～金曜日にのみ適用する場合は、［一時停止期間］オプションから［土曜日と日曜日の除外］オ

プションを選択します。
3. ［適用］をクリックします。処理が完了すると、［成功］ダイアログが表示されます。
4. ［OK］ をクリックします。

システム キャッシュ設定の変更
キャッシュ タブには、同期キャッシュ モードの変更、LUN応答の欠落、ライトバック キャッシュ設定のホスト制御、キャッシュ
の冗長性モード、および自動ライトスルー キャッシュ トリガーと動作のオプションがあります。

キャッシュ同期モードを変更する

ストレージ システムが SCSI SYNCHRONIZE CACHE コマンドをどのように処理するかを制御することができます。通常は、デフ
ォルト設定を使用することができます。ただし、システムにパフォーマンスの問題やデータベースや他のアプリケーションへの書
き込みに関する問題がある場合は、このオプションを変更する必要があるかどうかを判断するためにテクニカル サポートに連絡し
てください。

Change the synchronize-cache mode

1. In the System topic, select ［Action > Advanced Settings > Cache］.

2. Set the Sync Cache Mode option to either:
● ［Immediate.］ Good status is returned immediately and cache content is unchanged. This is the default.
● ［Flush to Disk.］ Good status is returned only after all write-back data for the specified volume is flushed to disk.

3. Click ［Apply］.

欠落している LUN応答を変更する

一部のオペレーティング システムでは、LUN 0 が見つからないか、連続しない LUN を処理できない場合、LUN 0 を超えて検索し
ません。欠落している LUN応答オプションは、ホスト ドライバがアクセス可能な LUN に到達するまで LUN のプロービングを継
続できるようにすることで、これらの状況を処理します。

このオプションは、存在しないか、ボリューム マッピングによって非表示になっているためアクセスできないボリュームに対して
返される SCSI センス データを制御します（オフライン ディスク グループのボリュームには適用されません）。

Change the missing LUN response

1. In the System topic, select ［Action > Advanced Settings > Cache］.

2. Set the Missing LUN Response option to either:
● Not Ready. Sends a reply that there is a LUN where a gap has been created but that it’s “not ready.” Sense data returned is a

Sense Key of 2h and an ASC/ASCQ of 04/03.
● Illegal Request. Sends a reply that there is a LUN but that the request is “illegal.” Sense data returned is a Sense Key of 5h and an

ASC/ASCQ of 25/00. If the system is used in a VMware environment, use this option. This is the default.

3. Click ［Apply］.
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ライトバック キャッシュ設定へのホスト アクセスの制御

ホストが SCSI MODE SELECT コマンドを使用して、システムのライトバック キャッシュ設定を変更しないようにすることができ
ます。

一部のオペレーティング システムでは、書き込みキャッシュが無効になっています。また、ライトバック キャッシュのホスト制
御は、デフォルトで無効になっています。これにより、ホストはキャッシュ設定を変更できません。

ライトバック キャッシュのホスト制御の有効化オプションは、ホストがライトバック キャッシュを無効にする一部の環境で役立
ちます。ただし、このオプションを有効にすると、パフォーマンスが低下する可能性があります。

Change host access to the write-back cache setting

1. In the System topic, select ［Action > Advanced Settings > Cache］.

2. Either select to enable or clear to disable the ［Host Control of Write-Back Cache］ option.

3. Click ［Apply］.

自動ライト スルー キャッシュのトリガーと動作を変更する

「ボリュームのキャッシュ オプションについて」で説明されているように、コントローラをトリガーして、キャッシュ モードをラ
イト バックからライト スルーへ変更する条件を設定できます。また、ライト スルー キャッシュがトリガーされた場合にシステム
が実行するアクションを指定することもできます。

自動ライトスルー キャッシュ トリガーと動作の変更

1. システム トピックで、［アクション］＞［詳細設定］＞［キャッシュ］を選択します。
2. ［自動ライト スルー キャッシュ トリガー条件］セクションで、オプションを有効にするか、オプションを無効にするかを選択

します。

コントローラの障害 コントローラが故障した場合、ライト スルーに変更します。デュアル コントローラ システムで
は、このオプションはデフォルトでは無効になっています。シングル コントローラ モードでは、
このオプションはグレー表示されます。

キャッシュ電源 キャッシュ バックアップ電源が完全に充電されていないか、または失敗した場合、ライト スルー
に変更します。デフォルトでは有効です。

CompactFlash POST 中に CompactFlash メモリが検出されなかった場合、POST 中にエラーが発生した場合、ま
たはコントローラが動作中にエラーが発生した場合、ライト スルーに変更します。デフォルトで
は有効です。

電源装置エラー 電源供給ユニットが故障した場合、ライト スルーに変更します。デフォルトでは無効です。

ファン障害 変更する冷却ファンに障害が発生した場合にライト スルーされます。デフォルトでは無効にしま
す。

過熱障害 システムのしきい値制限を超える温度が検出された場合、強制的にコントローラをシャット ダウ
ンします。デフォルトでは無効です。

3. 自動ライト スルー キャッシュ行動条件セクションで、オプションを有効にするか、オプションを無効にするかを選択します。

トリガーの条件がクリアされたとき
に戻す

有効にすると、トリガーの条件がクリアされた後、キャッシュ ポリシーはライトバッ
ク キャッシュに戻ります。無効にすると、トリガーの条件がクリアされた後、キャッ
シュ ポリシーはライトスルー キャッシュのままになります。デフォルトでは有効に
設定されています。

他のコントローラに通知 トリガー条件が発生したことをパートナー コントローラーに通知します。より良いデ
ータ保護のために、パートナーをライト スルー モードに変更する場合、このオプショ
ンを有効にします。パフォーマンスを向上させるために、パートナーが現在のキャッ
シング モードを継続して使用できるようにするには、このオプションを無効にします。
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デュアル コントローラ システムでは、このオプションは、デフォルトで無効になって
います。シングル コントローラ モードでは、このオプションはグレー表示されます。

4. ［適用］をクリックします。［キャッシュ電源］または［CompactFlash］を無効にすると、確認のプロンプトが表示されます。
［適用］を選択して変更を承認するか、［キャンセル］を選択して、変更を却下します。

パートナー ファームウェア更新を構成する

パートナー ファームウェアの更新が有効なデュアルコントローラ システム（デフォルト）で、1 つのコントローラのファームウェ
アを更新すると、システムでは、パートナー ファームウェアが自動的に更新されます。サービス技術者が要求した場合のみ、パー
トナー ファームウェアの更新は無効になります。

Change the partner firmware update setting

1. In the System topic, select ［Action > Advanced Settings > Firmware］.

2. Either select (enable) or clear (disable) the ［Partner Firmware Update］ option.

3. Click ［Apply］.

システム ユーティリティを設定する

［システム ユーティリティ］タブでは、ディスク グループと個々のディスクのバックグラウンド スクラブを設定し、ユーティリテ
ィ優先度を設定し、管理ログを有効または無効にすることができます。

ディスク グループのバックグラウンド スクラブを設定する

システムがディスク グループ内のディスクを継続的に分析してディスク エラーを検出して修正するかどうかを有効または無効に
することができます。このコマンドは、RAID 5 および RAID 6 のパリティの不一致を修正します。RAID 1 と RAID 10 のミラー不一致
を検出しますが、修正しません。メディア エラーは修正されません。

ディスク グループをスクラブ中に使用することができます。バックグラウンド ディスク グループ スクラブは、バックグラウンド
ユーティリティ優先順位で実行されます。これにより、プロセッサ使用率が一定の割合を超えた場合やスクラブ中のディスク グル
ープで I/O が発生している場合は、ディスク グループのスクラブが、一度に複数のディスク グループで処理中である可能性があ
ります。新しいディスク グループは、作成から 20 分後に 初にスクラブされます。ディスク グループをスクラブした後、［ディ
スク グループのスクラブ間隔時間］オプションで指定した間隔の後に、スクラブが再び開始されます。

スクラブが完了すると、イベント 207 が記録され、エラーが検出されたかどうか、およびユーザアクションが必要かどうかが指定
されます。バックグラウンド ディスク グループのスクラブを有効にすることをお勧めします。

メモ: バックグラウンド ディスク グループのスクラブを無効にすることを選択した場合は、［アクション］＞［ディスク グル
ープ ユーティリティ］を使用して、選択したディスク グループをスクラブすることができます。

Configure background scrub for disk groups

1. In the System topic, choose ［Action > Advanced Settings > System Utilities］.

2. Set the options:
● Either select to enable, or clear to disable the ［Disk Group Scrub］ option. This option is enabled by default.
● Set the ［Disk Group Scrub Interval (hours)］ option, which is the interval between background disk group scrub finishing and

starting again, from 0 through 360 hours. The default is 24 hours.

3. Click ［Apply］.

ディスク グループにないディスク用のバックグラウンド スクラブを設定する

システムがディスク グループにないディスクを継続的に分析してディスク エラーを検出して修正するかどうかを有効または無効
にすることができます。バックグラウンド ディスク スクラブの終了と再開の間隔は、72 時間です。初めてこのオプションを有効
にすると、バックグラウンド ディスク スクラブが 小限の遅延で開始されます。このオプションを無効にしてから再度有効にす
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ると、バックグラウンド ディスク スクラブは、 後のバックグラウンド ディスク スクラブが完了してから 72 時間後に開始され
ます。

SAS ディスクのバックグラウンドを有効にするディスク スクラブが推奨されます。

Configure background scrub for disks not in disk groups

1. In the System topic, choose ［Action > Advanced Settings > System Utilities］.

2. Either select to enable, or clear to disable the ［Disk Scrub］ option. This option is disabled by default.

3. Click ［Apply］.

ユーティリティの優先度を設定する

システムのコントローラに対して競合するアクティブな I/O処理があるときに、ユーティリティの確認、再構築、展開、初期化を
実行する優先度を変更できます。

Change the utility priority

1. In the System panel, choose ［Action > Advanced Settings > System Utilities］.

2. Set the Utility Priority option to either:
● ［High］. Use when your highest priority is to get the system back to a fully fault-tolerant state. This causes heavy I/O with the host

to be slower than normal. This value is the default.
● ［Medium］. Use when you want to balance data streaming with data redundancy.
● ［Low］. Use when streaming data without interruption, such as for a web server, is more important than data redundancy. This

enables a utility such as Reconstruct to run at a slower rate with minimal effect on host I/O.

3. Click ［Apply］.

管理対象ログの有効化または無効化

管理対象ログ機能を有効または無効にすることができます。これにより、ログ ファイルをストレージ システムからログ収集シス
テムに転送して、診断データが失われないようにすることができます。構成方法やテスト方法など、管理対象ログ機能の概要につ
いては、「管理対象ログについて」を参照してください。

メンテナンス モードの使用
メンテナンス モードを有効にすると、システムのダウンタイム中は SupportAssist によるサポート チケットは作成されません。

ME4 Series のストレージ システムは、ユーザーが開始したコントローラーの再起動時、またはファームウェア アップデート中に
自動的にメンテナンス モードに入ります。コントローラーの再起動またはファームウェア アップデートが完了すると、ME4 Series
のストレージ システムは自動的にメンテナンス モードを終了します。

メモ: メンテナンス モードは、ME4 Series のストレージ システムで手動で有効化または無効化することもできます。

Enable maintenance mode

Perform the following steps manually enable maintenance mode on the ME4 Series storage system:

1. Perform one of the following actions to access the SupportAssist options:
● In the Home topic, select ［Action > System Settings］, then click the ［SupportAssist］ tab.
● In the System topic, select ［Action > System Settings］, then click the ［SupportAssist］ tab.
● In the Welcome panel, select ［System Settings］, then click the ［SupportAssist］ tab.

2. Click ［Enable Maintenance］ and click ［Yes］ on the confirmation panel.
The ME4 Series storage system enters maintenance mode.
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Disable maintenance mode

Perform the following steps to manually disable maintenance mode on the ME4 Series storage system:

1. Perform one of the following actions to access the SupportAssist options:
● In the Home topic, select ［Action > System Settings］, then click the ［SupportAssist］ tab.
● In the System topic, select ［Action > System Settings］, then click the ［SupportAssist］ tab.
● In the Welcome panel, select ［System Settings］, then click the ［SupportAssist］ tab.

2. Click ［Disable Maintenance］ and click ［Yes］ on the confirmation panel.
The ME4 Series storage system exits maintenance mode.

コントローラをリスタートまたはシャットダウンする
各コントローラ モジュールには、管理コントローラ プロセッサとストレージ コントローラ プロセッサが含まれています。必要に
応じて、1 個のコントローラまたは両方のコントローラに対して、これらのプロセッサをリスタートまたはシャットダウンするこ
とができます。

コントローラをリスタートする

リスタートが必要な構成設定を変更した場合、またはコントローラが正常に動作していない場合に、PowerVault Manager から通知
されたときにリスタートを実行します。

管理コントローラをリスタートすると、コントローラとの通信は正常にリスタートするまで失われます。リスタートが失敗した場
合、デュアル コントローラ システムのパートナー コントローラ モジュールの管理コントローラは、操作および構成情報の完全な
所有権を持ってアクティブのままです。

ストレージ コントローラをリスタートすると、適切なフェールオーバー シーケンスでシャットダウンが試行されます。このシー
ケンスでは、すべての I/O 動作を停止し、ライト キャッシュをディスクにフラッシュします。 後に、コントローラがリスタート
します。ストレージ コントローラを再起動すると、対応する管理コントローラが再起動されます。

注意: デュアル コントローラ システムで両方のコントローラ モジュールをリスタートすると、リスタートが完了するまで、す
べてのユーザーはシステムとデータにアクセスできなくなります。

メモ: ストレージ コントローラをリスタートすると、記録された現在のパフォーマンス統計はゼロにリセットされますが、履
歴のパフォーマンス統計は影響を受けません。デュアル コントローラ システムでは、2 個のコントローラ間でディスク統計情
報が共有されるため、ディスク統計情報は減少する可能性がありますが、ゼロにリセットされることはありません。詳細につ
いては、「パフォーマンス統計を表示する」を参照してください。

再起動の実行
コントローラーを再起動するには、次の手順を実行します。
1. 次のいずれかの手順を実行してください。

● バナーで［システム］パネルをクリックし、［システムの再起動］を選択します。
● ［システム］トピックで、［アクション＞システムの再起動］を選択します。
［コントローラーの再起動とシャットダウン］パネルが開きます。

2. ［再起動］の操作を選択します。
3. 再起動するコントローラー タイプ（［管理またはストレージ］）を選択します。
4. 再起動するコントローラー モジュール（［コントローラー A、コントローラー B］、またはその両方）を選択します。
5. ［OK］ をクリックします。

確認パネルが表示されます
6. ［OK］ をクリックします。

再起動のアクティビティを説明するメッセージが表示されます。

コントローラをシャットダウンする
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エンクロージャーからコントローラ モジュールを取り外す前、または、保守、修理、移動のためにエンクロージャーの電源を切る
前には、シャットダウンします。コントローラ モジュール内のストレージ コントローラをシャットダウンすると、適切なフェイ
ルオーバー　 シーケンスが確実に使用されます。これには、すべての I/O処理の停止、書き込みキャッシュ内のすべてのデータの
ディスクへの書き込むが含まれます。両方のコントローラ モジュール内のストレージ コントローラをシャットダウンする場合
は、ホストはシステムのデータにアクセスできません。

注意: いずれかまたは両方のストレージ コントローラをシャットダウンしても、CLI の使用は続行できますが、一部の情報は
利用できないことがあります。

シャットダウンの実行
コントローラーをシャットダウンするには、次の手順を実行します。
1. 次のいずれかの手順を実行してください。

● バナーで［システム］パネルをクリックし、［システムの再起動］を選択します。
● ［システム］トピックで、［アクション＞システムの再起動］を選択します。
［コントローラーの再起動とシャットダウン］パネルが開きます。

2. ［シャット ダウン］操作を選択します。これにより、［ストレージ］のコントローラー タイプが自動的に選択されます。
3. シャット ダウンするコントローラー モジュール（［コントローラー A、コントローラー B］、またはその両方）を選択します。
4. ［OK］ をクリックします。

確認パネルが表示されます。
5. ［OK］ をクリックします。

シャットダウン アクティビティを説明するメッセージが表示されます。
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ホスト トピックでの作業
トピック：

• ホストを表示する
• Create an initiator
• Modify an initiator
• イニシエーターの削除
• ホストにイニシエーターの追加
• ホストからイニシエーターの削除
• ホストの削除
• ホスト名の変更
• ホストをホスト グループに追加する
• ホスト グループからホストの削除
• ホスト グループの名称変更
• ホスト グループの削除
• CHAP を設定する

ホストを表示する
ホストのトピックには、システムで定義されているイニシエーター、ホスト、およびホスト グループに関する情報が表形式で表示
されます。ホストの詳細については、「イニシエーター、ホスト、ホストグループについて」を参照してください。ホストのトピ
ックは、ユーザーが 「イニシエーターのマッピング」、および「マップ詳細の表示」を可能にします。

ホスト テーブル
ホスト テーブルには、次の情報が表示されます。

メモ: デフォルトでは、このテーブルには一度に 10 件のエントリーが表示されています。

● グループ。イニシエーターが 1 つのホスト グループにグループ化されている場合はそのグループ名が表示されます。それ以外
の場合は、--です。

● ホスト。イニシエーターが 1 つのホスト グループにグループ化されている場合はそのホスト名が表示されます。それ以外の場
合は、--です。

● ニックネーム。イニシエーターに割り当てられたニックネームが表示されます。
● ID。イニシエーターの ID。これは、FC または SAS イニシエーターの WWN か、iSCSI イニシエーターの IQN になります。
● プロファイル。Standard と表示されます。これがデフォルトのプロファイル設定です。
● 検出済み。検出済みのイニシエーターについては Yes と表示されます。システムに現在ログ インされていないイニシエータ

ーについては Yes と表示されます。
● マップ済み。イニシエーターがボリュームにマップされている場合は Yes、イニシエーターがマップされていない場合は No が

表示されます。
● ホスト タイプ。ホスト インターフェイス プロトコルが表示されます。

Related Maps table

For selected initiators, the Related Maps table shows the following information. By default, the table shows 20 entries at a time.
● Group.Host.Nickname. Identifies the initiators to which the mapping applies:

○ initiator-name—The mapping applies to this initiator only.
○ initiator-ID—The mapping applies to this initiator only, and the initiator has no nickname.
○ host-name.*—The mapping applies to all initiators in this host.

4
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○ host-group-name.*.*—The mapping applies to all hosts in this group.
● Volume. Identifies the volumes to which the mapping applies:

○ ［volume-name］—The mapping applies to this volume only.
○ ［volume-group-name］.*—The mapping applies to all volumes in this volume group.

● Access. Shows the type of access assigned to the mapping:
○ read-write—The mapping permits read and write access.
○ read-only—The mapping permits read access.
○ no-access—The mapping prevents access.

● LUN. Shows whether the mapping uses a single LUN or a range of LUNs (indicated by *).
● Ports. Lists the controller host ports to which the mapping applies. Each number represents corresponding ports on both controllers.

To display more information about a mapping, see Viewing map details.

Create an initiator
You can manually create initiators. For example, you might want to define an initiator before a controller port is physically connected
through a switch to a host.

1. Determine the FC or SAS WWN or iSCSI IQN to use for the initiator.

2. In the Hosts topic, select ［Action > Create Initiator］. The Create Initiator panel opens.

3. In the Initiator ［ID］ field, enter the WWN or IQN. A WWN value can include a colon between each pair of digits but the colons will be
discarded.

4. In the ［Initiator Name］ field, enter a nickname that helps you easily identify the initiator. For example, you could use
MailServer_FCp1. An initiator name is case sensitive and can have a maximum of 32 bytes. It cannot already exist in the system or
include the following: " , . < \
If the name is used by another initiator, you are prompted to enter a different name.

5. In the Profile list, select ［Standard］.

6. Click ［OK］. The initiator is created and the hosts table is updated.

Modify an initiator
1. In the Hosts topic, select one initiator to modify.

2. Select ［Action > Modify Initiator］. The Modify Initiator panel opens.

3. In the ［Initiator Name］ field, enter a new nickname to help you identify the initiator. For example, you could use
MailServer_FCp2. An initiator name is case sensitive and can have a maximum of 32 bytes. It cannot already exist in the system or
include the following: " , . < \
If the name is used by another initiator, you are prompted to enter a different name.

4. In the Profile list, select ［Standard］.

5. Click ［OK］. The hosts table is updated.

イニシエーターの削除
グループ化されていない、またはマッピングされておらず、手動で作成されたイニシエーターを削除することができます。マッピ
ングされた、手動作成のイニシエーターを削除することはできません。また、検出されたイニシエーターを削除することはできま
せんが、削除操作によってそのニックネームを削除することは可能です。
1. ［ホスト］トピックで、グループ化されていない未検出の削除予定のイニシエーターの数を 1 から 1024 の間で選択します。
2. ［アクション＞イニシエーターの削除］を選択します。［イニシエーターの削除］パネルが開き、削除するイニシエーターがリ

スト表示されます。
3. ［OK］ をクリックします。

● 削除しようとしているイニシエーターが現在未検出の場合は、変更が処理され、ホスト テーブルがアップデートされます。

● 削除しようとしているイニシエーターが現在検出されている場合は、確認パネルが表示されます。［はい］をクリックして
変更を保存します。変更が処理され、ホスト テーブルがアップデートされます。
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ホストにイニシエーターの追加
既存の名前付きイニシエーターを既存のホストまたは新しいホストに追加できます。イニシエーターをホストに追加するには、イ
ニシエーターを、ホスト内の他のすべてのイニシエーターと同じボリュームまたはボリューム グループに、同じアクセス、ポー
ト、LUN 設定でマッピングする必要があります。
1. ホスト トピックでは、1〜128 個のイニシエーターを選択してホストに追加します。
2. ［アクション］＞［ホストに追加］を選択します。［ホストに追加］パネルが開きます。
3. 次のいずれかの手順を実行してください。

● 既存のホストを使用するには、ホスト選択リストで名前を選択します。
● ホストを作成するには、［ホストの選択］フィールドにホストの名前を入力します。ホスト名は、大文字と小文字を区別し

た 大 32 バイトです。システムにすでにある名前を使用することや、次の文字（" , < \）を含めることはできません。
4. ［OK］をクリックします。選択したイニシエーターに対しては、ホスト値は -- から特定のホスト名に変更します。

ホストからイニシエーターの削除
ホストから 後のイニシエーターを除く、すべてのイニシエーターを削除することができます。ホストからイニシエーターを削除
すると、イニシエーターのグループは解除されますが、そのイニシエーターは削除されることはありません。すべてのイニシエー
ターを削除するには、ホストを削除します。
1. ［ホスト］トピックで、1 から 1024 のイニシエーターを選択し、ホストから削除します。
2. ［アクション］＞［ホストから削除］を選択します。［ホストから削除］パネルが開き、削除するイニシエーターがリスト表示

されます。
3. ［OK］をクリックします。イニシエーターが選択されている場合、ホストの値は--に変更されます。

ホストの削除
グループ化されていないホストは削除できます。ホストを削除すると、イニシエーターのグループ化は解除されますが、削除はさ
れません。
1. ホストのトピックでは、削除するグループ化されていない 1～512 個のホストを選択します。
2. ［アクション］＞［ホストの削除］を選択します。［ホストの削除］パネルが開き、削除するホストのリストが表示されます。
3. ［OK］をクリックします。選択したホストにあるイニシエーターの場合、ホストの値は - に変わります。

ホスト名の変更
ホスト名を変更することができます。
1. ［ホスト］トピックで、名前を変更するホストに属するイニシエータを選択します。
2. ［アクション］＞［ホスト名の変更］を選択します。［ホスト名の変更］パネルが開きます。
3. ［新しいホスト名］フィールドに、新しいホスト名を入力します。ホスト名は大文字と小文字を区別し、 大 32 バイトです。

システム内にすでに存在する名前や「" , . < \」を含む名前は使用できません。
名前が別のホストで使用されている場合は、異なる名前を入力するように求められます。

4. ［OK］をクリックします。［ホスト］テーブルがアップデートされます。

ホストをホスト グループに追加する
既存のホストを既存のホスト グループまたは新規のホスト グループに追加することができます。

ホストは、ホスト グループ内の他のすべてのイニシエーターと同じアクセス設定、ポート設定、および LUN 設定で、同じボリュ
ームまたはボリューム グループにマッピングされている必要があります。
1. ［ホスト］トピックで、ホスト グループに追加するホストに属するイニシエーターを 1 から 256 の間で選択します。
2. ［アクション＞ホスト グループに追加］を選択します。［ホスト グループに追加］パネルが開きます。
3. 次のいずれかの手順を実行してください。

● 既存のホスト グループを使用するには、［ホスト グループの選択］リストで名前を選択します。
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● ホスト グループを作成するには、［ホスト グループの選択］フィールドにホスト グループの名前を入力します。ホスト グ
ループ名では大文字と小文字が区別され、 大 32 バイトを使用できます。システムに存在させる、または次を含めること
はできません。" , . < \

4. ［OK］ をクリックします。

ホスト グループからホストの削除
ホスト グループから 後のホスト以外のすべてを削除できます。ホスト グループからホストを削除すると、ホストはグループ解
除されますが、削除はされません。
1. ホスト トピックで、ホスト グループから削除する 1〜256 個のホストを選択します。
2. ［アクション］＞［ホスト グループから削除］を選択してください。［ホスト グループから削除］パネルが開き、削除するホス

トがリスト表示されます。
3. ［OK］をクリックします。選択されたホストの場合、グループ値は - に変更されます。

ホスト グループの名称変更
ホスト グループの名称を変更することができます。
1. ホストのトピックで、名称を変更するホスト グループを選択します。
2. ［アクション］＞［ホスト　グループの名称変更］を選択します。［ホスト グループの名称変更］パネルが開きます。
3. ［新しいホスト グループ名］フィールドに、ホスト グループの新しい名前を入力します。ホスト グループ名は、大文字と小文

字を区別した 大 32 バイトです。システム内にすでに存在する名前や「" , . < \」を含む名前は使用できません。
名前が別のホスト グループによって使用されている場合は、別の名前を入力するように求められます。

4. ［OK］をクリックします。［ホスト］テーブルがアップデートされます。

ホスト グループの削除
ホスト グループを削除できます。ホスト グループを削除すると、そのホストのグループが解除されますが、ホストは削除されま
せん。
1. ［ホスト］トピックで、1～32 個のホスト グループ選択して削除します。
2. ［アクション］＞［ホスト グループの削除］を選択します。［ホスト グループの削除］パネルが開き、削除するホスト グループ

がリスト表示されます。
3. ［OK］をクリックします。選択したホスト グループ内にあったホストのグループ値は「--」に変更されます。

CHAP を設定する
iSCSI の場合、チャレンジ ハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）を使用して、ログイン要求のイニシエータとターゲットの間で
認証を実行できます。この識別を実行するには、イニシエータとターゲットに CHAP レコードのデータベースが存在する必要があ
ります。各 CHAP レコードでは、イニシエータのみを認証するための名前とシークレットの 1 つのペア（単方向 CHAP）、またはイ
ニシエータとターゲットの両方を認証するための 2 つのペア（双方向 CHAP）を指定できます。iSCSI ホストからコントローラ iSCSI
ポートへのログイン要求の場合、ホストはイニシエータで、コントローラ ポートはターゲットです。

CHAP が有効で、ストレージ システムが既知の発信者（イニシエータ）からログイン要求された受信者の場合、システムは既知の
シークレットを要求します。発信者がシークレットを供給すると、接続が許可されます。

すべての iSCSI ノードで CHAP を有効または無効にするには、「ホスト ポート設定の変更 、p. 54」を参照してください。

ピア接続を備えたシステムで、レプリケーションのために CHAP を使用する場合、特別な考慮が必要です。ピア接続では、ストレ
ージ システムはログイン要求の発信者または受信者として機能します。有効な CHAP レコードを持つ発信者は、CHAP が無効であ
っても CHAP を認証できます。これが可能になる理由は、システムがピアによって要求された CHAP シークレットを供給し、接続
が許可されるからです。ピア接続で使用する CHAP の設定方法と、CHAP がレプリケーションとやりとりする仕組みについては、

「ピア接続を作成する 、p. 128」を参照してください。
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CHAP レコードの追加または変更
1. 相互 CHAP を使用するために、コントローラの iSCSI ポートの IQN の確認が必要な場合には、次の手順を実行します。

● ［システム］トピックを選択します。
● ［背面］ビューを選択します。
● 使用する iSCSI ホスト ポートの上にカーソルを置きます。表示される［ポート情報］パネルで、ID フィールド値の IQN をメ

モします。
2. ［ホスト］トピックで、［アクション］＞［CHAP の設定］を選択します。［CHAP の設定］パネルが開き、既存の CHAP レコー

ドがリストされます。
3. ［認証を有効にする（CHAP）］チェックボックスにチェックを入れて、すべての iSCSI ノードで CHAP の使用を有効にします。

それから、操作を確認します。

メモ: ここで CHAP を有効または無効に設定すると、［ホスト ポートの設定］パネルの［詳細設定］タブの設定が更新され
ます。

4. 次のいずれかの手順を実行してください。
● 既存のレコードを変更するには、そのレコードを選択します。CHAP レコード リストの下のフィールドにレコードの値が表

示され、編集できます。IQN は編集できません。
● 新しいレコードを追加するには、［新規］をクリックします。

5. 新しいレコードの場合は、［ノード名（IQN）］フィールドにイニシエータの IQN を入力します。この値は大文字と小文字を区別
し、 大 223 バイトです。0～9、小文字の a～z、ハイフン、コロン、ピリオドを使用できます。

6. ［シークレット］フィールドに、イニシエータの認証に使用するターゲットのシークレットを入力します。このシークレットは
大文字と小文字を区別し、12～16 バイトです。この値には、「" <」を除く、スペースおよび印刷可能な UTF-8 文字を使用でき
ます。

7. 相互 CHAP を使用するには、次の手順を実行します。
● ［相互 CHAP］チェックボックスにチェックを付けます。
● ［相互 CHAP 名］フィールドに、手順 1 で取得した IQN を入力します。この値は大文字と小文字を区別し、 大 223 バイト

です。0～9、小文字の a～z、ハイフン、コロン、ピリオドを使用できます。
● ［相互 CHAP シークレット］フィールドに、ターゲットの認証に使用するイニシエータのシークレットを入力します。シー

クレットは大文字と小文字を区別し、12～16 バイトです。イニシエータのシークレットとは異なるシークレットを設定する
必要があります。この値には、「" <」を除く、スペースおよび印刷可能な UTF-8 文字を使用できます。

ストレージ システムのシークレットは、両方のコントローラで共有されます。
8. ［適用］または［OK］をクリックします。CHAP レコード テーブルがアップデートされます。

CHAP レコードの削除

1. メモ: CHAP レコードを削除すると、ボリュームがアクセス不能になり、それらのボリュームのデータが使用できなくなる
可能性があります。

［ホスト］トピックで、［アクション］＞［CHAP の設定］を選択します。［CHAP の設定］パネルが開き、既存の CHAP レコー
ドがリストされます。

2. 削除するレコードを選択します。
3. ［削除］をクリックします。確認パネルが表示されます。
4. メモ:

［削除］をクリックして続行します。それ以外の場合は、［キャンセル］をクリックします。［削除］をクリックすると、CHAP
レコードが削除されます。
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プール トピックでの作業
トピック：

• プールを表示する
• ディスク グループの追加
• ディスク グループを変更する
• ディスク グループを削除する
• ディスク グループを拡張する
• スペアを管理する
• ボリュームの作成
• Changing pool settings
• ディスク グループを検証およびスクラブする
• ディスク グループの隔離解除

プールを表示する
プール トピックには、システムで定義されているプールやディスク グループに関する情報、各ディスク グループに含まれるディ
スクの情報が表形式で表示されます。2 個のストレージ方式に対応して、仮想プール、リニア プールとディスク グループの両方が
あります。もう 1 個のタイプのディスク グループ、リード　キャッシュ ディスクグループがあります。これはバーチャル ストレ
ージにも関連しています。リード キャッシュ ディスク グループは、SSD で構成されています。システムで SSD を使用しない場
合、リード キャッシュ ディスク グループを作成することはできません。

プールの詳細については、「プールについて 、p. 22」を参照してください。ディスク グループについての詳細は、「ディスク グル
ープについて 、p. 15」を参照してください。

Pools table

The pools table shows the following information. The system is limited to two virtual pools, which are named A and B. When you create a
linear disk group, the system automatically creates a linear pool with the same name that you designated for the disk group. The system
supports up to 64 linear pools and disk groups.

● ［Name］ – Shows the name of the pool.
● ［Health］ – Shows the health of the pool: OK, Degraded, Fault, N/A, or Unknown.
● ［Size］ – Shows the storage capacity defined for the pool when it was created.
● ［Class］ – Shows the storage type for the pool: virtual or linear.
● ［Avail］ – Shows the storage capacity presently available for the pool.
● ［Volumes］ – Shows the number of volumes defined for the disk groups of the pool.
● ［Disk Groups］ – Shows the number of disk groups in the pool.

To see more information about a pool, hover the cursor over the pool in the table. The Pool Information panel that appears contains the
following information:

表 11. Pool Information panel 

Panel Information displayed

Pool Information Virtual: Name, serial number, size, available, overcommit, pool overcommitted, low threshold, mid threshold,
high threshold, allocated pages, snapshot pages, available pages, sector format, health

Linear: Name, serial number, size, available, owner, sector format, health

For more information about and to manage the above overcommit, low threshold, mid threshold, and high threshold settings, see
Changing pool settings.

5
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Related Disk Groups table

When you select a pool in the pools table, the disk groups for it appear in the Related Disk Groups table.

For selected pools, the Related Disk Groups table shows the following information:

表 12. Disk Groups table 

Field Description

Name Shows the name of the disk group.

Health Shows the health of the disk group: OK, Degraded, Fault, N/A, or Unknown.

Pool Shows the name of the pool to which the disk group belongs.

RAID Shows the RAID level for the disk group.

Class Shows the storage type for the disk group:
● ［Virtual］ (includes read-cache disk groups)
● ［Linear］

Disk Description Shows the disk type. For virtual disk groups, the disk group's tier appears in parentheses after its disk type.
For read-cache disk groups, Read Cache appears in parentheses after the disk type.

Size Shows the storage capacity defined for the disk group when it was created.

Free Shows the available storage capacity for the disk group.

Current Job Shows the following current system operations for the disk group, if any are occurring:
● ［DRSC］ – A disk is being scrubbed.
● ［EXPD］ – The linear disk group is being expanded.
● ［INIT］ – The disk group is being initialized.
● ［RBAL］ – The ADAPT disk group is being rebalanced.
● ［RCON］ – At least one disk in the disk group is being reconstructed.
● ［VDRAIN］ – The disk group is being removed and its data is being drained to another disk group.
● ［VPREP］ – The virtual disk group is being prepared for use in a virtual pool.
● ［VRECV］ – The virtual disk group is being recovered to restore its membership in the virtual pool.
● ［VREMV］ – The virtual disk group and its data are being removed.
● ［VRFY］ – The disk group is being verified.
● ［VRSC］ – The disk group is being scrubbed.

Status Shows the status for the disk group:
● ［CRIT］ – Critical. The disk group is online but isn't fault tolerant because some of its disks are down.
● ［DMGD］ – Damaged. The disk group is online and fault tolerant, but some of its disks are damaged.
● ［FTDN］ – Fault tolerant with a down disk. The disk group is online and fault tolerant, but some of its

disks are down.
● ［FTOL］ – Fault tolerant and online. The disk group is online and fault tolerant.
● ［MSNG］ – Missing. The disk group is online and fault tolerant, but some of its disks are missing.
● ［OFFL］ – Offline. Either the disk group is using offline initialization, or its disks are down and data may

be lost.
● ［QTCR］ – Quarantined critical. The disk group is critical with at least one inaccessible disk. For example,

two disks are inaccessible in a RAID-6 disk group or one disk is inaccessible for other fault-tolerant RAID
levels. If the inaccessible disks come online or if after 60 seconds from being quarantined the disk group
is QTCR or QTDN, the disk group is automatically dequarantined.

● ［QTDN］ – Quarantined with a down disk. For example, the RAID-6 disk group has one inaccessible disk.
The disk group is fault tolerant but degraded. If the inaccessible disks come online or if after 60 seconds
from being quarantined the disk group is QTCR or QTDN, the disk group is automatically dequarantined.

● ［QTOF］ – Quarantined offline. The disk group is offline with multiple inaccessible disks causing user data
to be incomplete, or is an NRAID or RAID-0 disk group.

● ［STOP］ – The disk group is stopped.
● ［UNKN］ – Unknown.
● ［UP］ – Up. The disk group is online and does not have fault-tolerant attributes.

Disks Shows the number of disks in the disk group.
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To see more information about a disk group, select the pool for the disk group in the pools table, then hover the cursor over the disk group
in the Related Disk Groups table. The Disk Group Information panel opens and displays detailed information about the disk group.

表 13. Disk Group Information panel 

Panel Information displayed

Disk Group
Information

Virtual: Name, serial number, pool, tier, % of pool, allocated pages, available pages, ADAPT target spare capacity,
ADAPT actual spare capacity, chunk size, sector format, creation date, minimum disk size, active drive spin down
enable, size, free, RAID, disks, status, current job, health

Linear: Name, serial number, pool, owner, chunk size, spares, sector format, creation date, minimum disk size,
active drive spin down enable, size, free, RAID, disks, status, current job, health

Read cache: Name, serial number, pool, tier, allocated pages, available pages, sector format, health

Related Disks table

When you select a disk group in the Related Disk Groups table, the disks for it appear in the Related Disks table.

For selected disks, the Related Disks table shows the following information:

表 14. Related Disks table 

Field Description

Location Shows the location of the disk.

Health Shows the health of the disk: OK, Degraded, Fault, N/A, or Unknown.

Description Shows the disk type:
● ［SAS］ – Enterprise SAS spinning disk.
● ［SAS MDL］ – Midline SAS spinning disk.
● ［SSD SAS］ – SAS solid-state disk.

Size Shows the storage capacity of the disk.

Usage Shows how the disk is being used:
● ［LINEAR POOL］ – The disk is part of a linear pool.
● ［DEDICATED SP］ – The disk is a dedicated spare for a linear disk group.
● ［VIRTUAL POOL］ – The disk is part of a virtual pool.
● ［LEFTOVR］ – The disk is leftover.
● ［FAILED］ – The disk is unusable and must be replaced. Reasons for this status include: excessive media

errors, SMART error, disk hardware failure, or unsupported disk.

Disk Group Shows the disk group that contains the disk.

Status Shows the status of the disk:
● ［Up ］ – The disk is present and is properly communicating with the expander.
● ［Spun Down］ – The disk is present and has been spun down by the DSD feature.
● ［Warning］ – The disk is present but the system is having communication problems with the disk LED

processor. For disk and midplane types where this processor also controls power to the disk, power-on
failure will result in Error status.

● ［Unrecoverable］ – The disk is present but has unrecoverable errors.

To see more information about a disk in a disk group, select the pool for the disk group in the pools table, select the disk group in the
Related Disk Groups table, and then hover the cursor over the disk in the Related Disks table. The Disk Information panel opens and
displays detailed information about the disk.

表 15. Disk Information panel 

Panel Information displayed

Disk Information Location, serial number, usage, description, size, status, revolutions per minute (spinning disk only), SSD life left,
manufacturer, model, firmware revision, power on hours, job status, FDE state, FDE lock key, job running, sector
format, transfer rate, SMART, drive spin down count, health
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The following are descriptions of some Disk Information panel items:

● ［Power On Hours］ – Total number of hours that the disk has been powered on since it was manufactured. This value is updated in
30-minute increments.

● ［FDE State］ – FDE state of the disk. For more information about FDE states, see the Dell EMC PowerVault ME4 Series Storage
System CLI Guide.

● ［FDE lock keys］ – FDE lock keys are generated from the FDE passphrase and manage locking and unlocking the FDE-capable disks in
the system. Clearing the lock keys and power cycling the system denies access to data on the disks.

ディスク グループの追加
［ディスク グループの追加］パネルから、指定されたディスクを使用して仮想またはリニアのディスク グループを作成することが

できます。また、このパネルを使用して、読み取りキャッシュ ディスク グループを作成することもできます。ディスク グループ
を作成する際は、RAID レベルと個々のディスクを明示的に選択し、それらをプールに統合します。ディスク グループ内のすべて
のディスクは、同じタイプ（エンタープライズ SAS など）である必要があります。ディスク グループは、512n ディスクと 512e デ
ィスクの混在をサポートしています。ただし、一貫性のある予測可能なパフォーマンスを実現するには、異なるローテーション ス
ピードまたはセクター サイズ タイプのディスクを混在させないでください（512n、512e）。ディスク グループの詳細については、

「ディスク グループについて」を参照してください。

メモ: あるストレージ タイプを使用してディスク グループを作成すると、システムでは追加のディスク グループでそのストレ
ージ タイプが使用されます。他のストレージ タイプに切り替えるには、 初にすべてのディスク グループを削除する必要が
あります。詳細については、「ディスク グループの削除」を参照してください。

ディスク グループの追加パネルの概要
［ディスク グループの追加］パネルには、作成するディスク グループのタイプと、選択されたデータ保護レベルに基づいて、さま

ざまなオプションが表示されます。パネルには 3 つのセクションがあります。

上部のセクションには、ディスク グループ タイプの名前を指定して定義し、ディスク グループが存在するプールを選択して、デ
ータ保護（RAID）レベルを選択するオプションがあります。

中央のセクションには、ディスク グループ向け選択されているディスクの累積データが表示される［ディスクの選択セット］のサ
マリーが示されます。このセクションには、ディスク グループ向けに選択されているデータ保護とディスク タイプに関する情報
のほか、選択されたディスクの合計数、指定されたデータ保護レベルにおいて可能なディスクの 小数と 大数、ディスク グルー
プのサイズ（選択されたすべてのドライブの合計容量）、さらには［完了］チェック ボックスが表示されます。［完了］チェック ボ

ックスは、ディスク グループの設定に必要な 小ディスク数が選択されているかどうかを示し、 から自動的に に変更します。

専用スペアの場合、追加のスペアの選択はオプションであるため、常に と表示されます。

ディスク グループに追加するドライブを選択すると、色分けされた棒グラフに次の情報が表示されます。

● ディスク グループの使用可能容量
● 専用のオーバーヘッド容量（データ保護とアレイ メタデータ用）
● 浪費容量

下部セクションには、システムの各エンクロージャのディスクが、それらの詳細とともに表示されます。次のいずれかを実行し
て、ディスク グループにディスクを追加します。

● ［ディスクの範囲の入力］テキスト ボックスに、エンクロージャ番号とディスク範囲を含むコンマ区切りのリストを入力して、
エンクロージャ内のディスクの範囲を選択します。enclosure-number.disk-range,enclosure-number.disk-range
の形式を使用します。

たとえば、エンクロージャ 1 でディスク 3～12、エンクロージャ 2 でディスク 5～23 を選択するには、1.3-12,2.5-23 と入力
します。

● ［すべて選択］チェックボックスを選択して、すべてのディスクを選択します。
● テキスト ボックスに適切な検索条件を入力し、ディスク タイプ、エンクロージャ ID、スロットの位置、ディスク サイズ、正

常性ごとにリスト内のディスクをフィルタリングします。［フィルターのクリア］ボタンを選択して、フィルターをクリアしま
す。

● テーブル内の個々のディスクをクリックして選択し、ディスク グループに追加します。
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仮想ディスク グループの追加

システムは、コントローラー モジュールごとに 1 個、 大 2 個のプール（A、B）をサポートします。各仮想プールに 大 16 個の
仮想ディスク グループを追加できます。仮想プールが存在しない場合は、ディスク グループを作成するときに、システムによっ
て自動的に追加されます。仮想プールとディスク グループが存在すると、ボリュームをプールに追加できます。仮想ディスク グ
ループを追加した後は、それを変更することはできません。組織のニーズが変化した場合は、新しい仮想ディスク グループを追加
するか、既存のものを削除することで、ストレージ容量を変更することができます。

選択したディスクのタイプに応じて、仮想ディスク グループは次のいずれかの階層に属します。

● エンタープライズ SAS ディスク：標準階層。
● ミッドライン SAS ディスク：アーカイブ階層。
● SSD：パフォーマンス階層。

メモ: 仮想プール内の同じ階層にあるすべての仮想グループは、同じデータ保護レベルである必要があります。これにより、
階層全体で安定したパフォーマンスを実現できます。

メモ: 仮想プールに単一の仮想ディスク グループが含まれ、そのグループが隔離された場合は、既存のディスク グループを隔
離から削除するまで、そのプールに新しい仮想ディスク グループを追加できません。ディスク グループの隔離削除に関する
詳細については、「Dell EMC PowerVault ME4 シリーズ ストレージ システムの CLI ガイド」を参照してください。

リニア ディスク グループを追加する

システムは 大 64 個のプールとディスク グループをサポートします。リニア ディスク グループを追加するたびに、新しいリニア
プールが自動的に追加されます。リニア プールにさらにディスク グループを追加することはできません。ただし、既存のリニア
ディスク グループにディスクおよび専用スペアを追加して、ストレージを拡張できます。

リニア ディスク グループ内のすべてのディスクは、ディスク タイプ、サイズ、速度の点で共通している必要があります。これに
より、ディスク グループ上でアクセスされるデータに対して整合性のとれたパフォーマンスを提供します。リニア ディスク グル
ープを削除すると、そこに含まれているボリュームが自動的に削除されます。そのリニア ディスク グループを構成するディスク
は、その他の目的に使用できるようになります。

読み取りキャッシュ ディスク グループ

システムに SSD が搭載されている場合は、読み取りキャッシュ ディスク グループを追加することもできます。読み取りキャッシ
ュは特別なタイプの仮想ディスク グループで、仮想プールにのみ追加できます。これは、読み取りパフォーマンスを向上させるた
めに、仮想ページのキャッシュを目的として使用されます。仮想プールには、1 つの読み取りキャッシュ ディスク グループのみを
含めることができます。仮想プールに読み取りキャッシュとパフォーマンス階層の両方を含めることはできません。読み取りキ
ャッシュ ディスク グループを追加するには、少なくとも 1 つの仮想ディスク グループが存在している必要があります。NRAID は、
単一のディスクがある読み取りキャッシュ ディスク グループについて自動的に使用されます。RAID-0 は、 大 2 台のディスクが
ある読み取りキャッシュ ディスク グループについて自動的に使用されます。読み取りキャッシュ ディスク グループを作成する
と、システムが自動的に読み取りキャッシュ階層を作成します（まだ存在していない場合）。他の階層とは異なり、データの階層
型移行には使用されません。

ディスク グループのオプション
［ディスク グループの追加］パネルの上部には、以下のオプションが表示されます。

表 16. ディスク グループのオプション 

オプション 説明

名前 ディスク グループ名は大文字と小文字を区別し、 大 32 バイトです。システム内に
すでに存在する名前は使用できず、次を含めることはできません。" , < \

タイプ ディスク グループを作成する場合は、次のいずれかを選択します。
● ［仮想］：仮想ディスク グループのオプションを表示します
● ［リニア］：リニア ディスク グループのオプションを表示します
● ［ 読み取りキャッシュ］：読み取りキャッシュ ディスク グループのオプションを表

示します
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表 16. ディスク グループのオプション （続き）

オプション 説明

プール（仮想ディスク グループとリード
キャッシュ ディスク グループにのみ表示
されます）

グループを含める仮想プール（A または B）の名前を選択します。

割り当て先（オプション、リニア ディス
ク グループの場合のみ表示されます）

アクティブ-アクティブ ULP モードで動作しているシステムの場合、このオプション
ではグループを所有するコントローラー モジュールを指定します。システムがコン
トローラー モジュール間で自動的にグループの負荷分散を行うようにするには、コン
トローラー A またはコントローラー B の代わりに自動設定を選択します。

RAID レベル 仮想ディスク グループまたはリニア ディスク グループを作成する場合は、以下の
RAID レベルのいずれかを選択します。
● ［RAID 1］：2 台のディスクが必要です。
● ［RAID 5］：3～16 台のディスクが必要です。
● ［RAID 6］：4～16 台のディスクが必要です。
● ［RAID 10］：それぞれに 2 台のディスクを備えた、RAID 1 サブグループが 2 個以上

ある、4～16 台のディスクが必要です。
● ［RAID 50］：（リニア ディスク グループの場合のみ表示されます。）それぞれに 3

台のディスクを備えた、RAID 5 サブグループが 2 個以上ある、6～32 台のディス
クが必要です。

● ［ADAPT］：12～128 台のディスクが必要です。

NRAID、RAID 0、RAID 3（リニアのみ）のディスク グループを作成するには、CLI
の add disk-group コマンドを使用する必要があります。このコマンドの詳細
については、Dell EMC PowerVault ME4 Series Storage System CLI Guide を参照して
ください。

サブ グループの数（オプションは RAID 10
または RAID 50 が選択されている場合の
み表示されます）

ディスク グループに含めるサブ グループの数を変更します。

チャンク サイズ（オプション、リニア非
ADAPT ディスク グループの場合のみ）

グループの次のメンバーに移動する前に、グループ メンバーに書き込まれる連続デー
タの量を KB で指定します。NRAID と RAID 1 の場合、チャンク サイズは意味を持たな
いため適用できません。RAID 50 の場合、このオプションは各 RAID 5 サブグループの
チャンク サイズを設定します。リニア ディスク グループを作成する場合は、以下の
チャンク サイズ オプションを使用できます。
● 64k
● 128k
● 256k
● 512k

仮想グループの場合、システムには次のチャンク サイズのいずれかを使用します。
ただし、変更はできません。
○ RAID 1：適用できません
○ RAID 5 および RAID 6：

￭ 2、4、または 8 のノン パリティ ディスク：512k。たとえば、合計ディスク
数が 3 台、5 台、または 9 台の RAID 5 グループ、または合計ディスク数が
4 台、6 台、または 10 台の RAID 6 グループです。

￭ その他の構成：64k
○ RAID 10：512k

オンライン初期化（リニア ディスク グル
ープの場合のみ表示されます）

グループをオンラインまたはオフラインのどちらで初期化するかを指定します。
● オンライン。［オンライン初期化］チェック ボックスをオンにすると、初期化と同

時にグループを作成し、作成が完了したらすぐに使用できます。オンラインでは
検証メソッドを使用してグループを作成するため、オフラインよりも初期化の完
了に時間がかかります。オンライン初期化はフォールト トレラントです。

● オフライン。［オンライン初期化］チェック ボックスをオフにすると、グループを
使用する前にグループの初期化処理が完了するまで待機する必要があります。た
だし、オフラインではオンラインよりも初期化の完了に時間がかかりません。
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ディスク グループの追加

ディスク グループを追加するには、次の手順を実行します。
1. ［プール］トピックで、［アクション＞ディスク グループの追加］を選択します。［ディスク グループの追加］パネルが開きま

す。
2. オプションを設定します。詳細については、ディスク グループ オプションを参照してください。
3. リニア ディスク グループを作成する場合は、［RAID 数字］または［SPARE］オプションを選択して、RAID 構成用のディスクを

選択するか、またはディスク グループの専用スペアとして選択するかを決定します。

メモ: ADAPT RAID レベルには専用のスペア オプションはありません。

4. テーブルから、ディスク グループに追加するディスクを選択します。

メモ: すでに使用されている、または使用できないディスクは、テーブルには表示されません。

5. ［追加］ をクリックします。
ディスク グループに 512n と 512e の両方のディスクが含まれている場合は、ダイアログ ボックスが表示されます。次のいずれ
かを実行します。

● ディスク グループを作成するには、［はい］をクリックします。
● リクエストをキャンセルするには、［いいえ］をクリックします。
タスクが正常に完了すると、新しいディスク グループが［プール］トピックの［関連ディスク グループ］テーブルに表示され
ます。

ディスク グループを変更する
仮想ディスク グループと読み取りキャッシュ ディスク グループの名称を変更できます。リニア ディスク グループの場合、別のコ
ントローラを割り当てたり、容量を拡張したり、DSD（ドライブ スピンダウン）機能を有効にしたり、ADAPT 以外のリニア ディ
スク グループの DSD遅延を設定することもできます。

仮想ディスク グループの名称を変更する

仮想ディスク グループの名称を変更する場合、ディスク グループの変更パネルは、リニア ディスク グループを変更するときに表
示される単純化されたバージョンになります。

ドライブ スピン ダウン機能の変更
DSD 機能では、システム エンクロージャ内のディスク アクティビティをモニタリングし、非アクティブの回転ディスクをスピン
ダウンしてエネルギーを節約します。非 ADAPT リニア ディスク グループの DSD を有効または無効にし、ディスク グループのデ
ィスクと専用のスペアが自動的にスピン ダウンした後の非アクティブ期間を設定できます。
1. ［プール］トピックで、変更するディスク グループのプール テーブルからプールを選択します。

メモ: プールに関する詳細情報を確認するには、テーブルのプールの上にカーソルを置きます。表示される［プール情報］
パネルの詳細については、プールの表示を参照してください。

2. ［関連ディスク グループ］テーブルでディスク グループを選択します。
3. ［アクション＞ディスク グループの変更］を選択します。
［ディスク グループの変更］パネルが開きます。

4. ディスク グループ名を変更するには、［新規の名前］フィールドに新しい名前を入力します。
ディスク グループ名は大文字と小文字を区別し、 大 32 バイトです。システム内にすでに存在する名前や次の文字を含む名前
は使用できません。" , < \

5. デュアルコントローラー システムのディスク グループにコントローラーを割り当てるには、「所有者」リストからコントロー
ラーを選択します。

メモ: ディスク グループの名前および/またはコントローラーのみを変更する場合は、［OK］をクリックします。次のステ
ップに進む必要はありません。
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6. ディスク グループのドライブ スピン ダウンを有効にするには、［ドライブ スピン ダウンの有効化］チェック ボックスをオン
にします。

7. ディスク グループにおいて使用可能なディスクとグローバル スペアが自動的にスピン ダウンした後の非アクティブ期間を設
定するには、［ドライブ スピン ダウンの遅延］フィールドに分数を入力します。
大値は 360 分です。デフォルトは 15 分です。

8. ［変更］ をクリックします。
ディスク グループの変更が開始されます。

9. ディスク グループの変更が完了したら、［OK］をクリックします。

ディスク グループを削除する
単一のディスク グループを削除したり、複数のディスク グループを選択して 1 回の操作で削除したりできます。ディスク グルー
プを削除することにより、プールも削除できます。プール内のすべてのディスク グループを削除すると、関連付けられたプールの
自動削除がトリガーされます。

プールのすべてのディスク グループにボリュームが割り当てられている場合、削除を選択すると、確認パネルでプールとそのすべ
てのボリュームが削除されることをユーザーに警告します。リニア プールはプールごとに 1 個のディスク グループしか設定でき
ないため、これはリニア ディスク グループの場合にいつも当てはまります。

仮想プールが SSD だけで構成されているのでない限り、仮想プールに複数のディスク グループとデータを含む少なくとも 2 個の
ボリュームがある場合は、ディスク グループに含まれるボリューム データをプール内の他のディスク グループへ移動することに
より、システムはディスク グループを空にして削除しようとします。すべてではなく、1 個以上のディスク グループを仮想プール
から削除する場合、次の結果が発生する可能性があります。
● 他のディスク グループに選択したディスク グループのデータ用のスペースがない場合、削除操作はすぐに失敗し、メッセージ

が表示されます。
● ボリューム データを他のディスク グループにドレーンするスペースがある場合は、ドレーンの開始を伝えるメッセージが表示

され、完了時にイベントが生成されます（進行状況は［関連するディスク グループ］テーブルの［現在のジョブ］列にも表示
されます）。
○ ディスク グループのドレーンが完了すると、イベントが生成されてディスク グループが消え、専用のドライブが使用可能

になります。
○ ディスク グループのドレーン中にホストが書き込みを実行すると、ドレーンを完了するための十分のスペースがなくなり、

イベントが生成されます。ドレーンは終了し、ディスク グループはプール内に残ります。

メモ: システム内の多くの要因によって、ディスク グループの削除（ドレーン）には非常に長い時間がかかります。要因には、
大きなプールの設定、システムへの I/O トラフィック量（例：ドレーン ディスク グループへのアクティブ I/O ページ）、ディ
スク グループのページ移行のタイプ（エンタープライズ SAS、ミッドライン SAS、SSD）、システム内のドレーン ディスク グ
ループのサイズ、同時にドレーンするディスク グループ数が含まれますが、これらに限定されません。

仮想プールの 後のディスク グループを削除する場合、システムはプールの削除を確認するプロンプトを表示します。［はい］を
選択した場合、プールは削除されます。［いいえ］を選択した場合、ディスク グループとプールは存続します。

メモ: ディスク グループがピア接続で使用されるプールの 後のディスク グループである場合、またはレプリケーション セッ
トで使用されるボリュームを含む場合、［ディスク グループの削除］メニュー オプションは使用できません。

ディスク グループの削除

1. ［プール］トピックで、プール テーブルで削除するディスク グループのプールを選択します。次に、［関連するディスク グルー
プ］テーブルでディスク グループを選択します。

メモ: プールの詳細情報を参照するには、テーブルのプールにカーソルを置きます。「プールを表示する」には、表示され
る［プールの情報］パネルの詳細が含まれます。

2. ［アクション］＞［ディスクグループの削除］を選択します。［ディスク グループの削除］パネルが開きます。
3. ［OK］ をクリックします。
4. ［はい］をクリックして、続行します。それ以外の場合は、［いいえ］を選択します。［はい］を選択すると、ディスク グループ

とそのボリュームが削除され、ディスク グループのプールが削除され、ディスク グループのディスクが使用可能になり、［関
連するディスク グループ］テーブルがアップデートされます。
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ディスク グループを拡張する
リニア ディスク グループおよび RAID レベルが ADAPT に設定された仮想ディスク グループの容量を、ストレージ システムがサポ
ートする 大ディスク数まで拡張できます。ディスク グループへのホスト I/O は、拡張処理中も続行できます。次いで、拡張の完
了時に使用可能になる新しい空き容量を使用するボリュームを作成または拡張できます。「RAID レベルについて」で説明されてい
るように、ディスク グループの拡張の是非およびディスク グループで使用できるディスクの 大数は、RAID レベルによって決ま
ります。このタスクは、NRAID または RAID 1 のディスク グループでは実行できません。

次の表は、拡張可能なディスク グループ タイプの概要を示しています。

表 17. ディスクグループの拡張 

ディスク グループ タイプ 拡張の可能性 メモ

リニア あり NRAD および RAID 1 は除外されます。

仮想 無 新しいディスク グループを仮想プールに追加します。

ADAPT 仮想またはリニア あり

ディスク グループを拡張するには、ディスク グループ内のすべてのディスクが同じタイプ（例：エンタープライズ SAS）である
必要があります。ディスク グループは、512n および 512e ディスクの混在をサポートしています。ただし、 適なパフォーマンス
のためには、すべてのディスクが同じセクター形式を使用する必要があります。ディスク グループの詳細については、「ディスク
グループについて」を参照してください。

非 ADAPT ディスク グループを拡張する前に、ディスク グループのデータをバックアップします。これにより、拡張を停止してデ
ィスク グループを削除する必要がある場合でも、新しいより大きなディスク グループにデータを移動できます。

メモ: RAID レベルとディスク グループのサイズ、ディスク スピード、ユーティリティーの優先順位、ストレージ システムで
実行されているその他のプロセスによっては、拡張に数時間または数日かかる場合があります。拡張を停止するには、ディス
ク グループを削除する必要があります。ADAPT ディスク グループの場合、拡張は非常に高速で、再バランスが不要な場合に
は、追加の容量がすぐに利用可能になります。再バランスが必要な場合は、再バランスが完了するまで追加の容量を使用でき
ない可能性があります。

ディスクを ADAPT ディスク グループに追加すると、システムは完全にフォールト トレラントな状態にするのに必要なスペア容量
をまず補充し、それから残りを使用してユーザーのデータ容量を拡張します。デフォルトのスペア容量が設定されている場合、シ
ステムはスペア容量を補充して、グループ内で 大のディスク 2 台分の容量になるようにします。

● デフォルトのスペア容量がオーバーライドされた場合、システムは設定済みのターゲット GiB を満たすためにスペア容量を補
充しようとします。詳細については、『Dell EMC PowerVault ME4 シリーズ ストレージ システム CLI ガイド』の add disk-
group コマンドに関するトピックを参照してください。

● 実際のスペア容量が目標のスペア容量を満たしている場合、新しいディスク容量がユーザー データに割り当てられます。
ADAPT ディスク グループがスペアリングを管理する方法については、「RAID レベルについて」を参照してください。

［ディスク グループの拡張］パネルを構成するセクションは 3 か所あります。 上部のセクションには、名前、タイプ、所有者（コ
ントローラー）、データ保護（RAID）レベルを含むディスク グループについての情報が表示されます。これは、拡張されるディス
ク グループのタイプに基づいた情報です。

中央のセクションには、ディスク選択セットの概要および［ディスク］テーブルが含まれます。ここには、選択したディスクに加
えて、ディスク グループ内の既存ディスクと専用スペアの累積データが表示されます。ディスク領域が色分けされ、それぞれ合計
容量、使用可能容量、オーバーヘッド ディスク領域を示します。

［ディスク］テーブルには、ディスク グループ内のディスクと専用スペアについての情報が表示されます。この情報は、ディスク
グループを拡張するためにディスクを選択するとアップデートされ、選択したディスクの総数とディスク グループの合計サイズを
表示します。

下部セクションには、システムの各エンクロージャのディスクが、それらの詳細とともに表示されます。次のいずれかを実行し
て、現在のディスク グループに追加するディスクを選択します。

● ［ディスク範囲の入力］テキスト ボックスに、エンクロージャ番号とディスク範囲を含むコンマで区切られたリストを入力し、
エンクロージャ内のディスク範囲を選択します。enclosure-number.disk-range,enclosure-number.disk-range の
形式を使用します。例えば、エンクロージャ 1 のディスク 3～12 とエンクロージャ 2 のディスク 5～23 を選択するには、
1.3-12,2.5-23 と入力します。

● ［すべて選択］チェックボックスにチェックを付けて、すべてのディスクを選択します。
● テキスト ボックスに適切な検索条件を入力し、ディスクの説明、エンクロージャ ID、スロットの位置、ディスク サイズごとに

リスト内のディスクをフィルターします。［フィルターのクリア］ボタンを選択して、フィルターをクリアします。
● テーブル内の個々のディスク上をクリックして選択し、ディスク グループに追加します。

選択したディスクは青色でハイライト表示されます。ディスクをグループから削除するには、クリックして選択を解除します。
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ディスク グループの拡張
1. ［プール］トピックで、拡張するディスク グループのプールを選択します。それから、［ディスク グループの拡張］テーブルの

ディスク グループを選択します。

メモ: プールの詳細情報を参照するには、テーブルのプールにカーソルを置きます。「プールを表示する」には、表示され
る［プールの情報］パネルの詳細が含まれます。

2. ［アクション］＞［ディスク グループの拡張］を選択します。［ディスク グループの拡張］パネルが開き、ディスク グループの
情報とディスク テーブルが表示されます。

3. RAID 10 または RAID 50 構成のディスク グループの場合、新しいサブ グループの数を［追加のサブ グループ］リストから選択
します。

4. 下部のセクションにあるテーブルから、ディスク グループに追加するディスクを選択します。
5. ［変更］をクリックします。確認パネルが表示されます。
6. ［はい］をクリックして続行します。それ以外の場合は、［いいえ］をクリックします。［はい］をクリックした場合は、ディス

ク グループの拡張を開始します。
7. 確認パネルを閉じるには、［OK］をクリックします。

スペアを管理する
［スペアの管理］パネルは、現在のスペアのリストを表示し、仮想およびリニア ディスク グループのグローバル スペアとリニア デ

ィスク グループ専用のスペアの追加と削除ができます。パネル内のオプションは、選択するディスク グループのタイプによって
異なります。

グローバル スペア
PowerVault Manager では、ADAPT RAID レベルを使用しないディスク グループに 大 64 個のグローバル スペアを指定できます。
フォールト トレラントの仮想またはリニア ディスク グループでディスクの障害が発生した場合、グローバル スペア（障害の発生
したディスクと同じまたはそれ以上のサイズで同じタイプのもの）が自動的に使用されてディスク グループを再構築します。これ
は、仮想ディスク グループの RAID 1、5、6、10、リニア ディスク グループの RAID 1、3、5、6、10、50 に当てはまります。グロ
ーバル スペアを追加する前に、少なくとも 1 個のディスク グループが存在する必要があります。スペアには、既存のディスク グ
ループ内で 小のディスクを交換するための十分な容量が必要です。

パリティまたはミラー データがスペアに完全に書き込まれて、ディスク グループがフォールト トレラント ステータスに戻るま
で、ディスク グループは重大ステータスのままです。RAID 50 のリニア ディスク グループで複数のサブグループが重大になる場
合、スペアの再構築と使用はサブグループが番号付けられた順序で発生します。

［グローバル スペアの変更］パネルは 2 個のセクションで構成されます。 上部セクションには、ディスク セットのサマリーと
［ディスク］テーブルが含まれます。このテーブルには、ディスク グループ用および選択したディスク用の既存のグローバル スペ

アの累積データが表示されます。［ディスク］テーブルは、ディスク グループ内のグローバル スペアの情報を一覧表示します。こ
の情報は、追加するディスクを選択するたびにアップデートされ、グローバル スペアとして選択したディスク数の合計とグローバ
ル スペアの合計サイズを表示します。

下部セクションには、グローバル スペアとして指定可能なシステムの各エンクロージャ内にあるディスクをその詳細とともに一覧
表示します。グローバル スペアとして指定されたディスクおよびグローバル スペアとして指定するよう選択したディスクは、青
色でハイライト表示されます。次のいずれかを実行してディスクを選択します。
● ［ディスク範囲の入力］テキスト ボックスに、エンクロージャ番号とディスク範囲を含むコンマで区切られたリストを入力し、

エンクロージャ内のディスク範囲を選択します。enclosure-number.disk-range,enclosure-number.disk-range の
形式を使用します。例えば、エンクロージャ 1 のディスク 3～12 とエンクロージャ 2 のディスク 5～23 を選択するには、
1.3-12,2.5-23 と入力します。

● ［すべて選択］チェックボックスにチェックを付けて、すべてのディスクを選択します。
● テキスト ボックスに適切な検索条件を入力し、ディスク タイプ、エンクロージャ ID、スロットの位置、ディスク サイズごと

にリスト内のディスクをフィルタします。［フィルタのクリア］ボタンを選択して、フィルタをクリアします。
● テーブル内の個々のディスク上をクリックして選択し、ディスク グループに追加します。

現在のグローバル スペアをクリックして選択を解除し、グローバル スペアを削除します。「プールの表示」には、表示される［デ
ィスクの情報］パネルの詳細が含まれています。

メモ: ディスク グループは、512n および 512e ディスクの混在をサポートしています。整合性のとれた予測可能なパフォーマン
スのため、異なる回転速度またはセクター サイズのタイプ（512n、512e）のディスクを混在させないでください。グローバル
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スペアのセクター形式がディスク グループ内のディスクと異なる場合、ディスク グループ内のディスクに障害が発生した後
にシステムがそのスペアを選択すると、イベントが表示されます。ディスク グループの詳細については、「ディスク グループ
について」を参照してください。

グローバル スペアの追加

1. ［プール］トピックで、［アクション］＞［スペアの管理］を選択します。［スペアの管理］パネルが開きます。
2. グローバル スペアを追加するには、使用可能なディスクをクリックしてハイライト表示します。
3. ［スペアの追加］をクリックします。グローバル スペアが更新されて確認パネルが開きます。
4. 確認パネルを閉じるには、［OK］をクリックします。

グローバル スペアの削除

1. ［プール］トピックで、［アクション］＞［スペアの管理］を選択します。［スペアの管理］パネルが開きます。
2. グローバル スペアを削除するには、［現在のスペア］をクリックして選択を解除します。
3. ［削除］をクリックします。グローバル スペアが更新されて確認パネルが開きます。
4. 確認パネルを閉じるには、［OK］をクリックします。

専用スペア
［スペアの管理］パネルは、2 つのセクションで構成されています。上部のセクションには、システム内の現在のスペアの一覧が表
示され、それぞれに関する情報が含まれています。下部のセクションには、スペアとして指定できる使用可能なディスクがすべて
リスト表示され、各ディスクの詳細が含まれます。リニア ディスク グループを選択した場合、このセクションには、選択したデ
ィスク グループの専用スペアとして使用できるディスクが表示されます。

テーブル内の個々のディスクをクリックして選択します。テキスト ボックスに該当する検索基準を入力することによって、ディス
クの説明、場所、またはディスク サイズによってリスト内のディスクをフィルタリングします。［フィルターのクリア］ボタンを
クリックして、フィルターをクリアします。

ディスク グループでは、512n ディスクと 512e ディスクの両方をサポートしています。ただし、一貫性のある予測可能なパフォー
マンスを実現するには、異なる回転スピードまたはセクター サイズ タイプのディスクを混在させないでください（512n、512e）。
ディスク グループの詳細については、「ディスク グループについて」を参照してください。

専用スペアの追加

1. プールのトピックで、プール テーブルで変更するディスク グループのリニア プールを選択します。次に、関連ディスク グル
ープ テーブルでディスク グループを選択します。

2. ［アクション］＞［スペアの管理］を選択します。［スペアの管理］パネルが開きます。
3. ［専用スペアをディスク グループに割り当てる］ボックスから、専用のスペアを配置する先のディスク グループを選択します。
4. 新しいスペアの追加セクションで、使用可能なディスクをクリックして選択します。
5. ［スペアの追加］をクリックします。システムは、専用スペアを更新し、確認パネルが表示されます。
6. 確認パネルを閉じるには、［OK］をクリックします。

ボリュームの作成
仮想プールとリニア ディスク グループにボリュームを追加することができます。ボリュームを作成するには、［Virtual Volumes の
作成］パネルまたは［リニア ボリュームの作成］パネルを使用します。パネルには、［プール］トピックと［ボリューム］トピッ
クからアクセスできます。
1. ［プール］トピックで、プール テーブルからプールを選択します。

メモ: プールに関する詳細情報を確認するには、テーブルのプールの上にカーソルを置きます。表示される［プール情報］
パネルの詳細については、「プールの表示」を参照してください。

2. ［関連ディスク グループ］テーブルでディスク グループを選択します。
3. ［アクション］ > ［ボリュームの作成］を選択します。
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選択したディスク グループのタイプに応じて、［Virtual Volumes の作成］または［リニア ボリュームの作成］パネルが開きま
す。

Virtual Volumes の作成に関する詳細は、「Virtual Volumes の作成」を参照してください。リニア ボリュームの作成に関する詳細
は、「リニア ボリュームの作成」を参照してください。

Changing pool settings
Each virtual pool has three thresholds for page allocation as a percentage of pool capacity. You can set the low and middle thresholds. The
high threshold is automatically calculated based on the available capacity of the pool minus 200 GB of reserved space.

メモ: If the pool size is 500 GB or smaller, or the middle threshold is relatively high or both, the high threshold may not guarantee 200

GB of reserved space in the pool. The controller cannot automatically adjust the low and middle thresholds in such cases.

You can view and change settings that govern the operation of each virtual pool:

● ［Low Threshold］: When this percentage of virtual pool capacity has been used, informational event 462 is generated to notify the
administrator. This value must be less than the Mid Threshold value. The default is 50 percent.

● ［Mid Threshold］: When this percentage of virtual pool capacity has been used, event 462 is generated to notify the administrator to
add capacity to the pool. This value must be between the Low Threshold and High Threshold values. The default is 75 percent. If the
pool is not overcommitted, the event has an Informational severity. If the pool is overcommitted, the event has a Warning severity.

● ［High Threshold］: When this percentage of virtual pool capacity has been used, event 462 is generated to alert the administrator to
add capacity to the pool. This value is automatically calculated based on the available capacity of the pool minus 200 GB of reserved
space. If the pool is not overcommitted, the event has an Informational severity. If the pool is overcommitted, the event has Warning
severity and the system uses write-through cache mode until virtual pool usage drops back below this threshold.

● ［Enable overcommitment of pools?］: This check box controls whether the allocated size of the volumes can exceed the physical
capacity of the pool.

メモ: The above pool settings apply only to virtual pools.

○ When the overcommit feature is disabled, the host does not lose read or write access to the pool volumes when the pool reaches
or exceeds the high threshold value.

○ When the overcommit feature is enabled, the storage system sends the data protect sense key Add, Sense: Space
allocation failed write protect to the host when the pool reaches or exceeds the high threshold value. If the host is
rebooted after the pool reaches or exceeds the high threshold value, the host loses read and write access to the pool volumes. The
only way to regain read and write access to the pool volumes is to add more storage to the pool.

To check if the pool is overcommitted, hover the cursor over the pool in the pools table to display the Pool Information panel . If the Pool
Overcommitted value is True, the pool is overcommitted. If the Pool Overcommitted value is False, the pool is not overcommitted. If you
try to disable overcommitment and the total space that is allocated to thin-provisioned volumes exceeds the physical capacity of their
pool, an error states that there is insufficient free disk space to complete the operation and overcommitment remains enabled.

メモ: If your system has a replication set, the pool might be unexpectedly overcommitted because of the size of the internal

snapshots of the replication set. If the pool is overcommitted and has exceeded its high threshold, its health shows as degraded in the

Pools topic. If the pool is overcommitted and has exceeded its high threshold, its health shows as degraded in the Pools topic.

ディスク グループを検証およびスクラブする

ディスク グループの検証
フォールトトレラント、ミラーまたはパリティ、ディスク グループのいずれかに問題があると考えられる場合は、検証ユーティリ
ティを実行し、ディスク グループの整合性をチェックします。たとえば、 近パリティの不整合についてシステムをチェックして
おらず、ディスクの正常性について懸念がある場合は、そのディスク グループを検証します。検証ユーティリティは、選択された
ディスク グループを分析し、その冗長データとそのユーザー データとの間の不整合を検出して修正します。このユーティリティ
は、RAID 3、5、6、50 のパリティの不一致を修正しますが、RAID 1、10 のミラーの不一致は修正しません。このタスクでは、ステ
ータスがフォールト トレラントおよびオンラインであるディスク グループでのみ実行できます。NRAID または RAID 0 の読み取
りキャッシュ ディスク グループに対しては実行できません。

ディスク グループのサイズ、ユーティリティの優先度、I/O アクティビティの量によっては、検証は 1 時間以上続くことがありま
す。検証が実行されている間に、ディスク グループを使用することができます。検証が完了すると、イベント 21 のログが記録さ
れ、検出された不整合の数が指定されます。このような不整合により、ディスク グループ内のディスクに不具合があることを示す
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ことができます。故障ディスクの特定に関する情報については、SMART オプションを使用します。詳細については、「SMART を
設定する」を参照してください。

検証を開始するために多くのユーティリティが実行されている場合、これらのユーティリティが完了した後に再度実行するまで、
またはシステム リソースを解放するユーティリティが中断されるまで待機します。検証は中断すると、再開することはできませ
ん。 初から処理を再度開始する必要があります。

ディスク グループの検証
1. ［プール］トピックで、プール テーブルのなかから検証を計画しているディスク グループのプールを選択します。

メモ: プールに関する詳細情報を確認するには、テーブルのプールの上にカーソルを置きます。表示される［プール情報］
パネルの詳細については、「プールの表示」を参照してください。

2. ［関連ディスク グループ］テーブルでディスク グループを選択します。
3. ［アクション＞ディスク グループ ユーティリティー］を選択します。
［ディスク グループ ユーティリティー］パネルが開き、現在のジョブのステータスが表示されます。

4. ［ディスク グループの検証］をクリックします。
検証が開始されたことを確認するメッセージが表示されます。

5. ［OK］ をクリックします。
パネルには、ディスク グループの検証の進行状況が表示されます。

ディスク グループの検証を中止する

ディスク グループの検証を中止するには、次の手順を実行します。
1. ［プール］トピックで、プール テーブルで検証しているディスク グループのプールを選択します。
2. ［関連ディスク グループ］テーブルでディスク グループを選択します。
3. ［アクション］ > ［ディスク グループ ユーティリティー］を選択します。
［ディスク グループ ユーティリティー］パネルが開き、現在のジョブのステータスが表示されます。

4. ［検証の中止］をクリックします。
検証が中止されたことを確認するメッセージが表示されます。

5. ［OK］ をクリックします。

ディスク グループのスクラブ
システムレベルの［ディスク グループのスクラブ］オプションでは、すべてのディスク グループについてディスクの欠陥がある
か自動的にチェックします。このオプションが無効になっている場合でも、選択したディスク グループに対してスクラブを実行す
ることができます。スクラブでは、選択したディスク グループを解析し、ディスク エラーを見つけて修正します。また、スクラ
ブでは RAID 3、5、および 6 と ADAPT のパリティー不整合を修正するとともに、RAID 1 と 10 のミラーの不整合を修正します。

スクラブは、ディスク グループのサイズ、ユーティリティーの優先度、および I/O アクティビティの量に応じて、1 時間以上要す
ることがあります。ただし通常は、手動スクラブのほうが、バックグラウンド スクラブよりも高速で処理されます。ディスク グ
ループは、スクラブ中に使用することができます。スクラブが完了すると、事象 207 が記録され、エラーが検出されたかどうか、
またユーザーによるアクションが必要かどうかを指定します。

ディスク グループのスクラブ

1. ［プール］トピックで、プール テーブルのなかからスクラブを計画しているディスク グループのプールを選択します。
2. ［関連ディスク グループ］テーブルでディスク グループを選択します。
3. ［アクション＞ディスク グループ ユーティリティー］を選択します。［ディスク グループ ユーティリティー］パネルが開き、

現在のジョブのステータスが表示されます。
4. ［ディスク グループのスクラブ］をクリックします。スクラブが開始されたことを示すメッセージが表示されます。
5. ［OK］をクリックします。パネルには、スクラブの進行状況が表示されます。
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ディスク グループのスクラブを中止する

1. ［プール］トピックで、プール テーブルのなかから検証しているディスク グループのプールを選択します。次に、［関連ディス
ク グループ］テーブルでディスク グループを選択します。

メモ: ディスク グループがスクラブされているにもかかわらず、［スクラブの中止］ボタンがグレー アウトしている場合
は、バックグラウンドでスクラブが進行中です。バックグラウンドのスクラブを停止するには、「システム ユーティリティ
ーの設定」に記載されている手順に従って、［ディスク グループのスクラブ］オプションを無効にします。

2. ［アクション＞ディスク グループ ユーティリティー］を選択します。［ディスク グループ ユーティリティー］パネルが開き、
現在のジョブのステータスが表示されます。

3. ［スクラブの中止］をクリックします。スクラブが中止されたことを確認するメッセージが表示されます。
4. ［OK］ をクリックします。

ディスク グループのスクラブを中止する

ディスク グループのスクラブを中止するには、次の手順を実行します。
1. ［プール］のトピックで、プール テーブルでスクラビングを行うディスク グループのプールを選択します。
2. ［関連ディスク グループ］テーブルでディスク グループを選択します。
3. ［アクション］ > ［ディスク グループ ユーティリティー］を選択します。
［ディスク グループ ユーティリティー］パネルが開き、現在のジョブのステータスが表示されます。

メモ: ディスク グループがスクラブされているにもかかわらず、［スクラブの中止］ボタンが使用できない場合は、バック
グラウンドでスクラブが進行中です。バックグラウンドのスクラブを停止するには、システム ユーティリティを設定す
る 、p. 74 に記載されている手順に従って、［ディスク グループのスクラブ］オプションを無効にします。

4. ［スクラブの中止］をクリックします。
スクラブが中止されたことを確認するメッセージが表示されます。

5. ［OK］ をクリックします。

ディスク グループの隔離解除
[ディスク グループの隔離を解除]パネルと trust コマンドを使用するリカバリー手順が、お客様の状況に適しているかを判断し、そ
の手順を実行する際にサポートが必要な場合は、テクニカル サポートにお問い合わせください。

注意: このトピックをよく読み、[ディスク グループの隔離を解除]パネルを使用して、ディスク グループの隔離を手動で解除
するかどうかを判断します。

メモ: ステータスの説明については、「関連するディスク グループの表」を参照してください。

● [ディスク グループの隔離を解除]パネルは、データのリカバリーを試行するために、緊急時の手順の一部としてのみ使用しま
す。通常は CLI の trust コマンドを使用します。ディスク グループの隔離が手動で解除され、操作を続行するための十分なディ
スクがない場合、ステータスはオフライン（OFFL）に変更され、trust コマンドを使用してもデータをリカバリーできない場合
があります。

● trust コマンドについては、ヘルプを参照してください。
● 操作を続行する（隔離ステータスを回避する）ためには、RAID-3 または RAID-5 のディスク グループの場合、アクセス不能な

ディスクを 1 台しか保持できません。RAID-6 のディスク グループの場合、アクセス不能なディスクを 1 台または 2 台のみ保持
できます。RAID-10 または RAID-50 のディスク グループの場合、サブディスク グループごとにアクセス不能なディスクを 1 台
のみ保持できます。例えば、16 台のディスクを搭載した RAID-10 のディスク グループは、ミラーあたり 1 台のディスクがアク
セス不能である場合、アクセス不能なディスクが 8 台あっても、オンライン状態（重大）を維持できます。

● 1 台以上のディスクがアクセス不能になった場合、またはコントローラー内に存在する可能性がある無効のデータや古いデータ
がディスク グループに書き込まれないようにするため、システムはフォールトトレラントの RAID レベルのディスク グループ
を自動的に隔離します。すでに障害が発生したディスクがアクセス不能になった場合、またはフェールオーバーやリカバリー
後にディスクがアクセス不能になった場合、隔離は実行されません。システムは自動的に NRAID または RAID-0 のディスク グ
ループを隔離して、無効なデータがディスク グループに書き込まれないようにします。アクセス不能なディスクが原因で隔離
が実行された場合、イベント 172 がログに記録されます。無効なデータの書き込みを防ぐために隔離が実行された場合、イベン
ト 485 がログに記録されます。

隔離が実行される場合の例は、次のとおりです。
● システムの電源投入時に、ディスク グループ内にあるオンラインのディスクの数が、以前の電源投入時よりも少なくなってい

ます。これは、ディスクをスピン アップする速度が遅い場合や、エンクロージャの電源が投入されていない場合に発生するこ
とがあります。アクセス不能なディスクがオンラインになり、ディスク グループのステータスが FTOL になる場合、またはデ
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ィスク グループのステータスが QTCR または QTDN になってから 60 秒後の場合、ディスク グループの隔離が自動的に解除さ
れます。

● システムの作動中にディスク グループが冗長性を失い、さらにもう 1 台のディスクも冗長性を失います。例えば、RAID-6 のデ
ィスク グループで 3 台のディスクがアクセス不能な場合、または 2 台のディスクが他のフォールトトレラント RAID レベルで
2 台のディスクがアクセス不能な場合です。ディスク グループのステータスが FTOL、FTDN、CRIT になってから 60 秒後の場
合は、ディスク グループの隔離が自動的に解除されます。

隔離によってホスト アクセスからディスク グループが分離し、システムがディスク グループのステータスを OFFL に変更するの
を防ぎます。アクセス不能なディスクの数によって、隔離のステータスが判断されます。軽度な順に、ステータスは次のとおりで
す。
● QTDN（故障ディスクによる隔離）：RAID-6 のディスク グループにアクセス不能なディスクが 1 台あります。このディスク グル

ープのフォールト トレラント機能は縮退しています。アクセス不能なディスクがオンラインになった場合、または隔離から 60
秒後のディスク グループが QTCR や QTDN である場合、ディスク グループの隔離が自動的に解除されます。

● QTCR（重大な隔離）：アクセス不能なディスクが少なくとも 1 台あり、ディスク グループが重大な状態です。例えば、RAID-6
のディスク グループで 2 台のディスクがアクセス不能な場合、または他のフォールトトレラント RAID レベルで 1 台のディスク
がアクセス不能な場合です。アクセス不能なディスクがオンラインになった場合、あるいは隔離から 60 秒後のディスク グルー
プが QTCR または QTDN である場合、ディスク グループの隔離が自動的に解除されます。

● QTOF（オフライン隔離）：複数のアクセス不能なディスクのためにユーザー データが不完全になり、ディスク グループがオフ
ラインになっている場合、あるいはディスク グループが NRAID または RAID-0 である場合です。

ディスク グループが隔離されると、そのディスクは書き込みロックされ、そのボリュームはアクセス不能になります。また、隔離
が解除されるまで、ディスクはホストで使用できなくなります。隔離されたディスク グループのボリュームと他のディスク グル
ープのボリュームとの間に相互依存関係がある場合、隔離によって、他のボリュームの作動に一時的に影響を与える可能性があり
ます。作動、アウテージの長さ、作動に関連した設定に応じて、ディスク グループの隔離が解除されたときに作動が自動的に再開
されることもあれば、手動操作が必要になることもあります。データ ロスのリスクを負うことなく、ディスク グループを無期限
に隔離できます。

ディスク グループがオンラインに戻ると、次の 3 つの方法で隔離が解除されます。
● アクセス不能なディスクがオンラインになり、ディスク グループが FTOL になると、ディスク グループの隔離が自動的に解除

されます。
● 隔離から 60 秒後のディスク グループが QTCR または QTDN である場合、ディスク グループの隔離が自動的に解除されます。

アクセス不能なディスクは障害としてマークされ、ディスク グループのステータスは重大（CRIT）、または故障ディスクのある
フォール トレラント（FTDN）に変わります。アクセス不能なディスクがオンラインになると、レフトオーバー（LEFTOVR）
としてマークされます。

● dequarantine コマンドは、ディスク グループの隔離を手動で解除するために使用されます。アクセス不能なディスクがオン
ラインになると、レフトオーバー（LEFTOVR）としてマークされます。イベント 485 がログに記録された場合は、データの破
損やデータ ロスを防ぐために、推奨アクション テキストによって指定されている dequarantine コマンドのみを使用してく
ださい。

アクセス不能なディスクがリストアされた場合は、隔離されたディスク グループを全面的にリカバリーできます。すべてのディス
クが正しく装着されていること、ディスクが誤って取り外されていないこと、ケーブルが外れていないことを確認してください。
ディスク グループで一部のディスクに電源が投入されていない場合があります。電源障害が発生した後に、すべてのエンクロージ
ャが再開したことを確認します。このような問題が検出および修正された場合、ディスク グループはリカバリーされ、データを損
失することはありません。

アクセス不能なディスクをリストアできない場合でも（例えば、障害が発生した場合）、ディスク グループのステータスが FTDN
または CRIT であり、互換性があるスペアが使用可能であるなら、再構築が自動的に開始されます。

電源投入時に交換用ディスク（再構築ターゲット）にアクセスできない場合は、ディスク グループが隔離されます。ディスクが検
出されるとディスク グループの隔離が解除され、再構築が開始されます。再構築が進行中だった場合は、中断したところから続行
します。

メモ: 隔離されたディスク グループに対して許可されるタスクは、ディスク グループの隔離解除とディスク グループの削除の
みです。隔離されたディスク グループを削除し、アクセス不能なディスクが後にオンラインになった場合、ディスク グルー
プが隔離またはオフラインとして再表示されるため、再度削除してこれらのディスクをクリアする必要があります。

ディスク グループの隔離解除

イベント 172 または 485 の推奨アクションによって指定された場合は、ディスク グループの隔離を解除できます。

注意: データ ロスを防ぐため、テクニカル サポートにお問い合わせいただいてから、ディスク グループの隔離を解除してくだ
さい。

1. ［プール］トピックで、隔離されたディスク グループを選択します。
2. ［アクション＞ディスク グループの隔離を解除］を選択します。
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［ディスク グループの隔離を解除］パネルが開きます。

3. ［OK］ をクリックします。
ディスク グループで依然としてアクティブなディスクの数によっては、その正常性が縮退（RAID 6 のみ）に変更され、そのス
テータスが FTOL、CRIT、FTDN に変更されることがあります。ステータスの説明については、「関連するディスク グループの
表」を参照してください。
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ボリューム トピックでの作業
トピック：

• ボリュームを表示する
• 仮想ボリュームを作成する
• リニア ボリュームを作成する
• ボリュームを変更する
• ボリュームまたはスナップショットをコピーする
• ボリューム コピーの中止
• ボリューム グループにボリュームを追加する
• ボリューム グループからボリュームを削除する
• ボリューム グループの名称を変更する
• ボリューム グループの削除
• 仮想ボリュームのロール バック
• ボリュームとスナップショットの削除
• スナップショットの作成
• スナップショットのリセット
• ボリューム トピックからレプリケーション セットを作成する
• ボリューム トピックからのレプリケーションを開始またはスケジュールする
• Manage replication schedules from the Volumes topic

ボリュームを表示する
ボリューム トピックでは、システムで定義されているボリューム、レプリケーション セット、および仮想スナップショットに関
する情報をテーブル形式で表示します。ボリュームの詳細については、「ボリュームとボリューム グループについて」を参照して
ください。レプリケーションの詳細については、「仮想ボリュームの複製について」を参照してください。スナップショットの詳
細については、「スナップショットについて」を参照してください。

Volumes table in the Volumes topic

The volumes table shows the following information. By default, the table shows 10 entries at a time.

● ［Group］ – Shows the group name if the volume is grouped into a volume group; otherwise, --.
● ［Name］ – Shows the name of the volume.
● ［Pool］ – Shows whether the volume is in pool A or B for virtual pools or pool-name for linear pools.
● ［Type］ – Shows whether the volume is a base volume (virtual), standard volume (linear), or a snapshot (virtual).
● ［Size］ – Shows the storage capacity defined for the volume when it was created, minus 60 KB for internal use.
● ［Allocated］ – Shows the storage capacity allocated to the volume for written data.

メモ: When selecting one or more volumes or snapshots in the volumes table, the Snapshots, Maps, Replication Sets, and Schedules

tabs are enabled if they have associated information for the selected items.

To see more information about a volume or snapshot, hover the cursor over the volume in the table. The Volume Information panel opens
and displays detailed information about the volume or snapshot.

表 18. Volume Information panel 

Panel Information displayed

Volume Information Name, type, pool, group, class, size, allocated size, owner, serial number, volume copy job, write policy,
optimization, read-ahead size, tier affinity, health

6
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メモ: For more information about write policy and read-ahead size, see Modifying a volume.

Snapshots table in the Volumes topic

To see more information about a snapshot and any child snapshots taken of it, select the snapshot or volume that is associated with it in
the volumes table. If it is not already selected, click the ［Snapshots］ tab. The snapshots and all related snapshots appear in the Snapshots
table.

The Snapshots table shows the following snapshot information. By default, the table shows 10 entries at a time.
● ［Name］ – Shows the name of the snapshot.
● ［Base Volume］ – Shows the name of the virtual volume from which the snapshot was created. All virtual volumes are base volumes

when created and are volumes from which virtual snapshots can be created.
● ［Parent Volume］ – Shows the name of the volume from which the snapshot was created.
● ［Creation Date/Time］ – Shows the date and time when the snapshot was created.
● ［Status］ – Shows whether the snapshot is available or unavailable. A snapshot can be unavailable for one of the following reasons:

○ The source volume is not accessible or is not found.
○ The snapshot is pending.
○ A rollback with modified data is in progress.

● ［Snapshot Data］ – Shows the total amount of data associated with the specific snapshot (data copied from a source volume to a
snapshot and data written directly to a snapshot).

To see more information about a snapshot, hover the cursor over the snapshot in the table. The Snapshot Information panel opens and
displays detailed information about the snapshot.

表 19. Snapshots Information panel 

Panel Information displayed

Snapshot Information Name, serial number, status, status reason, retention priority, snapshot data, unique data, shared data, pool,
class, number of snaps, number of snapshots in tree, source volume, total size, creation date/time, type, parent
volume, base volume, health

メモ: Class refers to the storage type: virtual or linear.

ボリューム トピックでのテーブルのマッピング

スナップショットまたはボリューム マップに関する情報を表示するには、ボリューム テーブルでスナップショットまたはボリュ
ームを選択します。次に、［マップ］タブを選択します。マップはマップ テーブルに表示されます。

マップ テーブルは、次のマッピング情報を表示します。デフォルトでは、テーブルは一度に 10 個のエントリを表示します。
● Group.Host.Nickname。マッピングを適用するイニシエーターが特定されます。

○ initiator-name- マッピングは、このイニシエーターにのみ適用されます。
○ initiator-ID- マッピングは、このイニシエーターにのみ適用されます。イニシエーターにはニックネームがありません
○ host-name.*- マッピングはこのホストのすべてのイニシエーターに適用されます。
○ host-group-name.* *- マッピングはこのグループ内のすべてのホストに適用されます。

● ボリューム。マッピングが適用されるボリュームを識別します。
○ volume-name - マッピングは、このボリュームにのみ適用されます。
○ volume-group-name *- マッピングは、このボリューム グループ内のすべてのボリュームに適用されます。

● アクセス。マッピングに割り当てられているアクセスのタイプを示します。
○ read-write- マッピングの読み取りおよび書き込みアクセスを許可します。
○ read-only- マッピングは読み取り専用アクセスを許可します。
○ no-access- マッピングへのアクセスを防止できます。

● LUN。マップがボリューム グループにある場合は、LUN 番号または「*」を示します。
● ポート。マッピングが適用されるコントローラのホスト ポートをリストします。各数値の両方のコントローラ上に対応するポ

ートを表します。

マッピングの詳細を表示するには、「マップの詳細を表示する」を参照してください。
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Replication Sets table in the Volumes topic

To see information about the replication set for a volume or volume group, select a volume in the volumes table. If it is not already
selected, select the Replication Sets tab. The replication appears in the Replication Sets table.

The Replication Sets table shows the following information. By default, the table shows 10 entries at a time.

● ［Name］ – Shows the replication set name.
● ［Primary Volume］ – Shows the primary volume name. For replication sets that use volume groups, the primary volume name is

volume-group-name. * , where .* signifies that the replication set contains more than one volume. If the volume is on the local

system, the  icon appears.
● ［Secondary Volume］ – Shows the secondary volume name. For replication sets that use volume groups, the secondary volume name

is volume-group-name.* , where .* signifies that the replication set contains more than one volume. If the volume is on the local

system, the  icon appears.
● ［Status］ – Shows the status of the replication set:

○ Not Ready – The replication set is not ready for replications because the system is still preparing the replication set.
○ Unsynchronized – The primary and secondary volumes are unsynchronized because the system has prepared the replication

set, but the initial replication has not run.
○ Running – A replication is in progress.
○ Ready – The replication set is ready for a replication.
○ Suspended – Replications have been suspended.
○ Unknown – This system cannot communicate with the primary system and thus cannot be sure of the current state of the

replication set. Check the state of the primary system.
● ［Last Successful Run］ – Shows the date and time of the last successful replication.
● ［Estimated Completion Time］ – Shows the estimated date and time for the replication in progress to complete.

メモ: If you change the time zone of the secondary system in a replication set whose primary and secondary systems are in different

time zones, you must restart the system to enable management interfaces to show proper time values for replication operations.

To see more information about a replication set, hover the cursor over the replication set in the table. The Replication Set Information
panel opens and displays detailed information about the replication set.

表 20. Replication Sets panel 

Panel Information displayed

Replication Set
Information

Name, serial number, status, primary volume group, primary volume group serial, secondary volume group,
secondary volume group serial, peer connection, queue policy, queue count, secondary volume snapshot
history, primary volume snapshot history, retention count, retention priority, snapshot basename, associated
schedule name, current run progress, current run start time, current run estimated time to completion,
current run transferred date, last successful run, last run start time, last run end time, last run transferred
date, last run status, last run error status

Schedules table in the Volumes topic

For information about the schedules for a snapshot, select the snapshot in the volumes table. For information about the schedules for
copy operations for a volume, select the volume in the volumes table. For information about the schedules for a replication set, select a
volume for the replication set in the volumes table. If it is not already selected, select the Schedules tab. The schedules appear in the
Schedules table.

The Schedules table shows the following schedule information. By default, the table shows 10 entries at a time.
● ［Schedule Name］ – Shows the name of the schedule.
● ［Schedule Specification］ – Shows the schedule settings for running the associated task.
● ［Status］ – Shows the status for the schedule:

○ Uninitialized – The schedule is not yet ready to run.
○ Ready – The schedule is ready to run at the next scheduled time.
○ Suspended – The schedule had an error and is holding in its current state.
○ Expired – The schedule exceeded a constraint and will not run again.
○ Invalid – The schedule is invalid.
○ Deleted – The schedule has been deleted.

● ［Task Type］ – Shows the type of schedule:
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○ TakeSnapshot – The schedule creates a snapshot of a source volume.
○ ResetSnapshot – The schedule deletes the data in the snapshot and resets it to the current data in the volume from which the

snapshot was created. The snapshot's name and other volume characteristics are not changed.
○ VolumeCopy – The schedule copies a source volume to a new volume. It creates the destination volume you specify, which must

be in a disk group owned by the same controller as the source volume. The source volume can be a base volume, standard volume,
or a snapshot.

○ Replicate – The schedule replicates a virtual replication set to a remote system.

To see more information about a schedule, hover the cursor over the schedule in the table. The Schedule Information panel opens and
displays detailed information about the schedule.

表 21. Schedule Information panel 

Panel Information displayed

Schedule Information Name, schedule specification, schedule status, next time, task name, task type, task status, task state, error
message. Additional schedule information per task type:
● Replication set - source volume, source volume serial
● Reset snapshot - snapshot name, snapshot serial
● Take snapshot - source volume, source volume serial, prefix, count, last created

仮想ボリュームを作成する
仮想プールにボリュームを追加できます。個々の仮想ボリューム、異なる設定の複数の仮想ボリューム、同じ設定の複数の仮想ボ
リュームを作成できます。後者の場合、ボリュームは同じ名前の基本名に数字のサフィックス（0000 から始まる）を付けて各名
前を一意にし、同じプールに配置します。また、ボリューム層の親和性設定を選択して、ボリューム データの階層を指定すること
もできます。

仮想ボリューム作成パネルには、プール A とプール B のストレージ容量のグラフが表示されます。各グラフには、プール A または
B の既存ボリューム数、空きスペース、割り当て済み領域、未割り当て領域、予定されている新しい仮想ボリュームの指定された
プールには、ストレージ領域と将来の新しいボリュームのプールへの影響も示されます。

ボリューム トピックのボリューム テーブルには、すべてのボリューム、ボリューム グループ、スナップショットが一覧表示され
ます。仮想ボリュームの詳細情報を参照するには、テーブルのボリューム上にカーソルを置きます。「ボリュームを表示する」に
は、［ボリュームの情報］パネルについての詳細が含まれています。

Create virtual volumes

Perform the following steps to create virtual volumes:

1. Perform one of the following:
● In the Pools topic, select a virtual pool in the pools table and select ［Action > Create Volumes］.
● In the Volumes topic, select ［Action > Create Virtual Volumes］.

The Create Virtual Volumes panel opens and shows the current capacity usage of each pool.

メモ: If a virtual pool does not exist, the option to create virtual volumes will be unavailable.

2. Optional: Change the volume name. The default is Voln, where n starts at 0001 and increments by one for each volume that has a
default name. A volume name is case-sensitive and can have a maximum of 32 bytes. It cannot already exist in the system or include
the following: " , < \
If the name is used by another volume, the name is automatically changed to be unique. For example, MyVolume would change to
MyVolume0001, or Volume2 would change to Volume3.

3. Optional: Change the volume size, including unit of measurement. You can use any of the following units: MiB, GiB, TiB, MB, GB, TB.
The default size is 100 GB. See the System configuration limits topic in the PowerVault Manager help for the maximum volume size
that the system supports.

Volume sizes are aligned to 4.2 MB (4 MiB) boundaries. When a volume is created or expanded, if the resulting size is less than 4.2 MB
it will be increased to 4.2 MB. A value greater than 4.2 MB will be decreased to the nearest 4.2 MB boundary.

4. Optional: Change the number of volumes to create. See the System configuration limits topic in the PowerVault Manager help for the
maximum number of volumes supported per pool.
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5. Optional: Specify a volume tier affinity setting to automatically associate the volume data with a specific tier, moving all volume data to
that tier whenever possible. The default is ［No Affinity］. For more information about the volume tier affinity feature, see About
automated tiered storage.

6. Optional: Select the pool in which to create the volume. The system load-balances volumes between the pools so the default may be A
or B, whichever contains fewer volumes.

7. Optional: To create another volume with different settings, click ［Add Row］ and then change the settings. To remove the row that
the cursor is in, click ［Remove Row］.

8. Click ［OK］.

If creating the volume will overcommit the pool capacity, the system prompts you to configure event notification to be warned before
the pool runs out of physical storage.

9. If the virtual volume exceeds the capacity:

a. Click ［OK］ to continue. Otherwise, click ［Cancel］. If you clicked ［OK］, the volumes are created and the volumes table is
updated.

b. To close the confirmation panel, click ［OK］.

リニア ボリュームを作成する
［プール］および［ボリューム］トピックから、リニア プールにボリュームを追加できます。同じ設定で個々のリニア ボリューム

またはリニア ボリュームの複数コピーを作成できます。後者の場合、コピーは同じベース名に数字のサフィックス（0001 から開
始）を添えた一意の名前が付けられます。

ボリュームの詳細を参照するには、［ボリューム］テーブルのボリューム上にカーソルを置きます。「ボリュームを表示する」に
は、表示される［ボリュームの情報］パネルの詳細が含まれています。

リニア ボリュームの作成

リニア ボリュームを作成するには、次の手順を実行します。
1. 次のいずれかの手順を実行してください。

● ［プール］トピックで、プール テーブルからリニア プールを選択し、［アクション＞ボリュームの作成］を選択します。
● ［ボリューム］トピックで、［アクション＞リニア ボリュームの作成］を選択します。
［リニア ボリュームの作成］パネルが開きます。

2. オプション：［ボリューム］トピックでボリュームの作成を開始した場合は、ボリュームのリニア プールを変更することができ
ます。

3. オプション：デフォルトの 1 を変更して、作成するコピーの数を変更します。コントローラーあたりの 大ボリューム数につい
ては、PowerVault Manager のヘルプのシステム構成の制限事項トピックを参照してください。

メモ: 複数のコピーを選択した後、次に別のフィールドにカーソルを置くと、［リニア ボリュームの作成］パネルが折りた
たまれ、スナップショット オプションが表示されなくなります。

4. オプション：ボリューム名を変更します。デフォルトでは pool-name_vn となり、n は 0001 から始まります。ボリューム名
は大文字と小文字が区別され、 大 32 バイトまで使用できます。システムに存在している名前は使用できず、次を含めること
はできません。" * , . < > \
名前が別のボリュームで使用されている場合、名前は自動的に一意に変更されます。たとえば、MyVolume は MyVolume0001
のように変更され、Volume2 は Volume3 にように変更されます。

5. 測定単位を含め、ボリューム サイズを変更します。単位には MiB、GiB、TiB、MB、GB、TB のいずれかを使用できます。 大
サイズは、ボリューム プールの未使用容量によって異なります。システムでサポートされている 大ボリューム サイズについ
ては、PowerVault Manager のヘルプの「システム構成の制限事項」トピックを参照してください。
ボリューム サイズは 4.2 MB（4 MiB）の境界に合わせられます。ボリュームが作成または拡張され、結果としてサイズが 4.2
MB よりも小さい場合は、4.2 MB に増加します。値が 4.2 MB より大きい場合は、 も近い 4.2 MB の境界に縮小されます。

メモ: ディスク グループ領域は、8 GiB メモリー チャンクに割り当てられます。ディスク グループには少なくとも 8 GiB が
必要であり、要求されたボリューム サイズに関係なく、ディスク グループ領域は 8 GiB の倍数で消費されることが予想さ
れます。

6. ［OK］をクリックします。ボリュームが作成され、ボリューム テーブルがアップデートされます。
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ボリュームを変更する
ボリュームの名前とキャッシュの設定を変更できます。ボリュームを拡張することもできます。仮想ボリュームがレプリケーシ
ョンの影響を受けるセカンダリ ボリュームではない場合、ボリュームのサイズは拡張できますが、小さくすることはできません。
リニア ボリュームがスナップショットの親でもプライマリ ボリュームまたはセカンダリ ボリュームの親でもない場合は、ボリュ
ームのサイズを拡張することはできますが、小さくすることはできません。I/O の停止にはボリュームの拡張は必要がないため、
ボリュームは拡張中にも引き続き使用できます。

ボリュームのキャッシュ設定は、書き込みポリシー、キャッシュ 適化モード、先読みサイズで構成されています。ボリュームの
キャッシュ設定の詳細については、「ボリューム キャッシュ オプションについて」を参照してください。

注意: ユーザーがホストのオペレーティング システム、アプリケーション、アダプターによるデータの移動方法を完全に理解
しており、適切な設定に調整できる場合は、ボリュームのキャッシュ設定のみを変更します。

ボリューム階層の親和性の設定は、［非親和性］、［アーカイブ］、［パフォーマンス］です。これらの設定の詳細については、「ボリ
ューム階層の親和性の特長」を参照してください。

ボリュームの詳細情報を参照するには、テーブルのボリューム上にカーソルを置きます。「ボリュームを表示する」には、［ボリュ
ームの情報］パネルについての詳細が含まれています。

ボリュームの変更
ボリュームを変更するには、次の手順を実行します。
1. ［ボリューム］トピックで、［ボリューム］テーブルからボリュームを選択します。
2. ［アクション＞ボリュームの変更］を選択します。
［ボリュームの変更］パネルが開きます。

3. オプション：［新規の名前］フィールドに、ボリュームの新しい名前を入力します。ボリューム名では大文字と小文字が区別さ
れ、 大 32 バイトを使用できます。システムにすでに存在する名前は使用できず、次を含目ることはできません。" , < \

4. オプション：［拡張サイズ］フィールドに、ボリュームを拡張するサイズを入力します。システムの物理容量のオーバーコミッ
トが許可されていない場合、値はストレージ プール内の空き領域の量を超えることはできません。単位には MiB、GiB、TiB、
MB、GB、TB のいずれかを使用できます。
ボリューム サイズは 4.2 MB（4 MiB）の境界に合わせられます。ボリュームが作成または拡張され、結果としてサイズが 4.2
MB よりも小さい場合は、4.2 MB に増加します。値が 4.2 MB より大きい場合は、 も近い 4.2 MB の境界に縮小されます。

5. オプション：［書き込みポリシー］リストで、［ライトバック］または［ライトスルー］を選択します。
6. オプション：［書き込みの 適化］リストで、［標準］または［ミラーなし］を選択します。
7. オプション：［先読みサイズ］リストで、［適応］、［無効］、［ストライプ］、または特定のサイズ（512 KB、1、2、4、8、16、32

MB）を選択します。
8. オプション：［階層の相性］フィールドで、［相性なし］、［アーカイブ］、または［パフォーマンス］のいずれかを選択します。

デフォルトは［相性なし］です。
9. ［OK］ をクリックします。

ボリューム サイズの変更によりプール容量がオーバーコミットした場合、プールの物理ストレージがなくなる前に、イベント
通知を設定するようにシステムからプロンプトされます。

10. 仮想ボリュームが容量を超えている場合は、次を実行します。
a. ［OK］をクリックして続行します。それ以外の場合は、［キャンセル］をクリックします。［OK］をクリックすると、［ボリ

ューム］テーブルがアップデートされます。
b. 確認パネルを閉じるには、［OK］をクリックします。

ボリュームまたはスナップショットをコピーする
新しい仮想ボリュームにリニア ボリューム、仮想ボリューム、仮想スナップショットをコピーできます。

ソースとしてリニア ボリュームを使用している場合、コピーの操作により、一時的なスナップショットを作成し、スナップショッ
トからのデータをコピーし、コピーが完了したときにスナップショットを削除します。ソースがスナップショットである場合、コ
ピーの操作がソースから直接実行されます。このソース データは、変更されたデータがそのコピーに含まれており、かつスナップ
ショットがマウントされて使用中である場合に、変更される可能性があります。

コピーの整合性を確認するには、ソースのマウントを解除するか、少なくとも、ホストでシステム キャッシュ フラッシュを実行
してソースへの書き込みを控えます。システム キャッシュ フラッシュはすべてのオペレーティング システムで標準ではサポート
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されていないので、一時的にマウントを解除することをお勧めします。コピーには、要求時にディスク上にあるすべてのデータ含
まれているので、OS キャッシュにデータがある場合、そのデータはコピーされません。ソースのマウント解除により、ホスト OS
からのキャッシュ フラッシュが強制されます。コピーを開始したら、ソースを再マウントし、I/O を再開すると安全です。

変更されたデータを含む仮想スナップショットのコピーの整合性を保証するには、スナップショットのマウントを解除するか、シ
ステムのキャッシュ フラッシュを実行します。コピーを完了して、スナップショットを再マウントできる時間になるまでは、スナ
ップショットは読み取りまたは書き込みのアクセスでは使用できません。変更された書き込みデータがそのコピーに含まれない
場合は、スナップショットを安全にマウントしたままにすることがあります。スナップショットの変更されたデータを使用するコ
ピー中に、システムでは電源がオフになります。

仮想ボリュームまたはスナップショットのコピー
仮想ボリュームまたはスナップショットをコピーするには、次の手順を実行します。
1. ［ボリューム］トピックで、仮想ボリュームまたはスナップショットを選択します。
2. ［アクション＞ボリュームのコピー］を選択します。
［ボリュームのコピー］パネルが開きます。

3. オプション：［新規ボリューム］フィールドで、新しいボリュームの名前を変更します。デフォルトでは volume-namecn とな
っています。ここで、n は 01 から始まります。

ボリューム名は大文字と小文字を区別し、 大 32 バイトです。システム内にすでに存在する名前や「",<\」を含む名前は使用
できません。

名前が別のボリュームによって使用されている場合は、別の名前を入力するように求められます。

4. ［プールに存在］フィールドで、コピーを作成するプールを選択します。［自動］を選択すると、宛先ボリュームがソース ボリ
ュームと同じプールにコピーされます。

5. ［OK］ をクリックします。
確認パネルが表示されます。

6. ［OK］ をクリックします。

ボリューム コピーの中止
ボリューム コピー処理を中止することができます。操作が完了すると、宛先ボリュームが削除されます。
1. ボリューム トピックでは、現在コピーされているボリュームを選択します。
2. ［メニュー］＞［ボリューム コピーの中止］を選択します。
3. ［はい］をクリックして操作を中止します。

ボリューム グループにボリュームを追加する
仮想ボリュームを、新規または既存の仮想ボリューム グループに追加できます。ボリューム グループ内のボリュームはすべて、
同じプール内に存在する必要があります。

ボリュームをボリューム グループに追加するには、そのボリュームがグループの他のすべてのメンバーと同じマッピングを有して
いる必要があります。つまり、同一のイニシエーター、ホスト、またはホスト グループに、同じアクセス設定およびポート設定で
ボリュームをマッピングする必要があります。

ボリューム グループがレプリケーション セットの一部である場合は、ボリュームの追加や削除を行うことはできません。ボリュ
ーム グループがレプリケートされている場合、グループに存在できるボリュームの 大数は 16 です。

メモ: SAS イニシエーター用の LUN 0 をマッピングすることはできません。 大 1024 個のボリュームを作成することができ
ますが、サポートされている LUN 範囲が 1 から 1023 であるため、デフォルトのマッピングを使用してマッピングできるのは
1023 個のボリュームのみです。明示的なマッピングを使用することで、すべてのボリュームをマッピングすることができま
す。

ボリューム グループにボリュームを追加する
ボリューム グループにボリュームを追加するには、次の手順を実行します。
1. ［ボリューム］トピックで、ボリューム グループに追加するボリュームを 20 個まで選択します。
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2. ［アクション＞ボリューム グループに追加］を選択します。
［ボリューム グループに追加］ダイアログ ボックスが表示されます。

3. 次のいずれかの手順を実行してください。
● 既存のボリューム グループを使用するには、［ボリューム グループ］フィールドから選択します。
● ボリューム グループを作成するには、［ボリューム グループ］フィールドにボリューム グループの名前を入力します。ボリ

ューム グループ名では大文字と小文字が区別され、 大 32 バイトを使用できます。次を含めることはできません。" , < \

4. ［OK］ をクリックします。

ボリューム グループからボリュームを削除する
ボリューム グループからボリュームを削除することができます。1 つのグループからのすべてのボリュームを削除することはでき
ません。少なくとも 1 つのボリュームは残す必要があります。1 つのボリューム グループから 1 つのボリュームを削除すると、ボ
リュームのグループは解除されますが、削除されるわけではありません。1 つのボリューム グループからすべてのボリュームを削
除するには、「ボリューム グループを削除する」を参照してください。

ボリュームの詳細情報を参照するには、テーブルのボリューム上にカーソルを置きます。「ボリュームを表示する」には、［ボリュ
ームの情報］パネルについての詳細が含まれています。

ボリューム グループからボリュームの削除

1. ボリューム トピックで、ボリューム グループから削除するボリュームを選択します。
2. ［アクション］＞［ボリューム グループから削除］を選択してください。［ボリューム グループから削除］パネルが開き、削除

するボリュームがリスト表示されます。
3. ［OK］をクリックします。選択したボリュームの場合、グループ値は - に変わります。

ボリューム グループの名称を変更する
レプリケーション セットの一部でない限り、ボリューム グループの名称を変更できます。ボリュームに関する詳細情報を参照す
るには、テーブルのボリューム上にカーソルを置きます。「ボリュームを表示」には、レプリケーション セットの一部であるボリ
ュームおよびボリューム グループを表示する方法など、表示される［ボリュームの情報］パネルの詳細が含まれています。

ボリューム グループの名称変更
1. ボリュームのトピックで、名称を変更するには、ボリューム グループに所属するボリュームを選択します。
2. ［アクション］＞［ボリューム グループの名称変更］を選択します。［ボリューム グループの名称変更］パネルを開きます。
3. ［新規グループ名］フィールドに、ボリューム グループの新しい名前を入力します。ボリューム グループ名は、大文字と小文

字を区別した 大 32 バイトです。以下の文字（ " , < \ ）を含めることはできません。
名前が別のボリューム グループによって使用されている場合は、別の名前を入力するように求められます。

4. ［OK］をクリックします。ボリューム テーブルがアップデートされます。

ボリューム グループの削除
ボリューム グループを削除することができます。ボリューム グループを削除すると、オプションとしてボリュームを削除できま
す。それ以外の場合、ボリューム グループを削除すると、そのボリュームはグループから解除されますが、削除はできません。

注意: ボリュームを削除すると、マッピングとスケジュールが削除され、データも削除されます。

ボリュームの詳細情報を参照するには、テーブルのボリューム上にカーソルを置きます。「ボリュームを表示する」には、［ボリュ
ームの情報］パネルについての詳細が含まれています。

106 ボリューム トピックでの作業



ボリューム グループのみ削除する
1. ボリュームのトピックで、削除する各ボリューム グループに所属するボリュームを選択します。一度に 1～100 個のボリューム

グループを削除することができます。
2. ［アクション］＞［ボリューム グループの削除］を選択します。［ボリューム グループの削除］パネルが開き、削除されるボリ

ューム グループがリスト表示されます。
3. ［OK］をクリックします。選択したボリューム グループ内のボリュームの場合、ボリュームグループの値は - に変更されます。

ボリューム グループとボリュームの削除

1. ホストが削除するボリュームにアクセスしていないことを確認します。
2. ボリュームのトピックで、削除する各ボリューム グループに所属するボリュームを選択します。一度に 1～100 個のボリューム

グループを削除することができます。
3. ［アクション］＞［ボリューム グループの削除］を選択します。［ボリューム グループの削除］パネルが開き、削除されるボリ

ューム グループがリスト表示されます。
4. ［ボリュームの削除］チェックボックスをオンにします。
5. ［OK］をクリックします。確認パネルが表示されます。
6. ［はい］をクリックして、続行します。それ以外の場合は、［いいえ］をクリックします。
［はい］をクリックすると、ボリューム グループとボリュームが削除され、ボリュームのテーブルが更新されます。

仮想ボリュームのロール バック
ソース ボリュームまたは仮想スナップショットのデータを、スナップショットから作成されたスナップショットのデータで置き換
えることができます。

注意: ロールバックを実行すると、ボリューム上に存在していたデータはスナップショット上のデータに置き換えられます。
スナップショット作成後に書き込まれたボリューム上のデータはすべて失われます。防止策として、ロールバックを開始する
前に、ボリュームのスナップショットを作成します。

一度に同じボリュームに対して許可されるロールバックは 1 つのみです。現在のロールバックが完了するまで、追加のロールバッ
クがキューに登録されます。ただし、ロールバックがリクエストされた後は、ロールバックがすでに完了しているかのように、ボ
リュームを使用できます。

ボリュームとスナップショットについては、選択したスナップショットの内容が作成後に変更された場合、ロールバック中に、ソ
ース ボリュームまたはスナップショットの内容が変更された内容に上書きされます。仮想スナップショットはポイント イン タイ
ムのコピーであるため、これを元に戻すことはできません。ソース ボリュームまたはスナップショットの内容を、スナップショッ
ト作成時の内容へと「元に戻す」機能をスナップショットに付与するには、この目的のためにスナップショットを作成し、それを
アーカイブして内容を変更しないようにします。

ボリュームに関する詳細情報を確認するには、テーブルのボリュームの上にカーソルを置きます。表示される［ボリューム情報］
パネルの詳細については、「ボリュームの表示」を参照してください。

ボリュームのロール バック
ボリュームをロール バックするには、次の手順を実行します。
1. ホストからボリュームをアンマウントします。
2. ［ボリューム］トピックで、ロール バックするボリュームを選択します。
3. ［アクション＞ボリュームのロールバック］を選択します。［ボリュームのロールバック］パネルが開き、ボリュームのスナッ

プショットがリスト表示されます。
4. ロール バック先のスナップショットを選択します。
5. ［OK］ をクリックします。

確認パネルが表示されます。
6. ［OK］ をクリックします。

ロールバックが完了した後で、ボリュームを再マウントすることができます。
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ボリュームとスナップショットの削除

ボリュームとスナップショットを削除することができます。子スナップショットを持たないボリュームは削除可能であり、レプリ
ケーション セットの一部であるボリュームを削除することはできません。

注意: ボリュームまたはスナップショットを削除すると、そのマッピングとスケジュールが削除され、そのデータが削除され
ます。

メモ: 1 つ以上のスナップショットを含むボリューム、または子スナップショットを含むスナップショットをを削除するには、
まずスナップショットまたは子スナップショットを削除する必要があります。

ボリュームまたはスナップショットに関する詳細を確認するには、ボリューム テーブルのアイテムの上にカーソルを置きます。

［関連スナップショット］テーブルのスナップショットの上にカーソルを合わせると、追加のスナップショット情報を表示できま
す。表示される［ボリューム情報］パネルおよび［スナップショット情報］パネルの詳細については、「ボリュームの表示」を参
照してください。

ボリュームおよびスナップショットの削除

1. 削除するボリュームとスナップショットにホストがアクセスしていないことを確認します。
2. ［ボリューム］トピックでは、削除する 1～100 個のアイテム（ボリューム、スナップショット、またはその両方）を選択しま

す。
3. ［アクション］＞［ボリュームの削除］を選択します。［ボリュームの削除］パネルが開き、削除するアイテムのリストが表示

されます。
4. ［削除］をクリックします。アイテムが削除され、ボリューム テーブルがアップデートされます。

スナップショットの作成

選択した仮想ボリュームまたは仮想スナップショットのスナップショットを作成することができます。スナップショットはただ
ちに作成するか、スナップショットの作成をスケジュールすることができます。

large-poolsadvanced-settings CLI コマンドを設定するパラメーターを使用することで、大規模なプール機能が有効になっ
ている場合、スナップショット ツリー内のボリュームの 大数は、ベース ボリューム+スナップショット 8 つの合計 9 つに制限さ
れます。スナップショット ツリーのボリュームに対して 3 個を超えるレプリケーション セットが定義されている場合、スナップ
ショットあたりのボリュームの 大数は 9 未満に減少します。スナップショットの作成がこの制限を超えると、スナップショット
をまず削除しない限り、スナップショットを作成することはできません。

ボリューム、スナップ プール（リニア ストレージのみ）、またはスナップショットに関する詳細を確認するには、ボリューム テー
ブルのアイテムの上にカーソルを置きます。

［スナップショット］テーブルのスナップショットの上にカーソルを合わせると、追加のスナップショット情報を表示できます。
表示される［ボリューム情報］パネルおよび［スナップショット情報］パネルの詳細については、「ボリュームの表示」を参照し
てください。

仮想スナップショットの作成

1. ボリューム トピックでは、1～16 個の仮想ボリュームまたはスナップショットを選択します。

メモ: 仮想ボリュームとスナップショットの組み合わせを選択することもできます。

2. ［アクション］＞［スナップショットの作成］を選択します。
［スナップショットの作成］パネルが開きます。

3. オプション：［スナップショット名］フィールドで、スナップショットの名前を変更します。デフォルトは volume-name_sn
で、n は 0001 から始まります。スナップショット名は、大文字と小文字を区別した 大 32 バイトです。システムにすでにあ
る名前を使用することや、以下の文字（" , < \）を含めることはできません。
名前が別のスナップショットによって使用されている場合は、別の名前を入力するように求められます。

4. オプション：create-snapshot タスクをスケジュールしたい場合は、次の手順を実行します。
● ［スケジュール設定］チェックボックスにチェックを付けます。

108 ボリューム トピックでの作業



● オプション：このプレフィックスを変更して、このタスクで作成されたスナップショットを識別します。デフォルトは
volumesn で、n は 01 から始まります。プレフィックスは、大文字と小文字を区別した 大 32 バイトです。システムにす
でにある名前を使用することや、以下の文字（" , < \）を含めることはできません。

スケジュール設定されたスナップショットは、prefix_Sn と名付けられ、n は 0001 から始まります。

● オプション：保持するスナップショットの数を、ラージ プール機能が有効な場合は 1〜8、ラージ プール機能が無効な場合
は 1〜32 のいずれかから選択します。デフォルトは 1 です。タスクが実行されると、保持カウントが既存のスナップショッ
トの数と比較されます。
○ 保持カウントに達していない場合は、スナップショットが作成されます。
○ 保持カウントに達した場合、ボリュームの も古いスナップショットがマップされて、リセットされ、シーケンス内の

次の名前に変更されます。
● 5 分以上先の日付と時刻を指定してタスクを実行してください。日付は yyyy-mm-dd の形式を使用する必要があります。

時刻は、hh:mm の形式の後に AM］、［PM または 24H（24 時間表記）のいずれかを使用する必要があります。たとえば、
13:00 24H は 1:00 PM と同じ時刻です。

● オプション：タスクを複数回実行する場合は、次の手順を実行します。
○ ［繰り返し］チェックボックスをオンにし、タスクを実行する頻度を指定します。
○ オプション：［終了］チェックボックスをオンにして、タスクの実行を停止するタイミングを指定します。
○ オプション：［時間制約］チェックボックスをオンにして、タスクを実行する時間範囲を指定します。
○ オプション：［日付制約］チェックボックスをオンにして、タスクを実行する日を指定します。この制約に開始日が含ま

れていることを確認してください。
5. ［OK］ をクリックします。

● ［スケジュール設定］が選択されていない場合は、スナップショットが作成されます。
● ［スケジュール設定］が選択されている場合、スケジュールが作成され、［スケジュールの管理］パネルに表示することがで

きます。このパネルを使用してスケジュールを変更または削除する方法については、「スケジュール設定されたタスクを管
理する」を参照してください。

スナップショットのリセット
ボリュームの新しいスナップショットを作成する代わりに、標準のスナップショットのデータをソース ボリュームの現在のデータ
に置き換えることができます。スナップショットの名前とマッピングは変更されません。

この機能は、ツリー階層のすべてのスナップショットでサポートされています。ただし、仮想スナップショットは、作成元の親ボ
リュームまたはスナップショットにのみリセットすることができます。

注意: データの破損を防ぐため、スナップショットをリセットする前に、ホストからスナップショットをアンマウントします。

スナップショットはただちにリセットすることができます。また、スナップショットのリセット タスクのスケジュールを設定する
オプションもあります。

スナップショットに関する詳細情報を確認するには、［ボリューム］テーブルのアイテムの上にカーソルを置きます。［スナップシ
ョット］テーブルのスナップショットの上にカーソルを合わせると、異なるスナップショット情報を表示できます。表示される
［ボリューム情報］パネルおよび［スナップショット情報］パネルの詳細については、「ボリュームの表示」を参照してください。

スナップショットのリセット
スナップショットをリセットするには、次の手順を実行します。
1. ホストからスナップショットをアンマウントします。
2. ［ボリューム］トピックで、スナップショットを選択します。
3. ［アクション＞スナップショットのリセット］を選択します。
［スナップショットのリセット］パネルが開きます。

4. オプション：リセット タスクをスケジュールするには、次の手順を実行します。
● ［スケジュール］チェック ボックスを選択します。
● 今後タスクを実行する日付と時刻（5 分以上）を指定します。日付は、yyyy-mm-dd の形式を使用する必要があります。時

刻は hh:mm の形式を使用し、［AM、PM］、または［24H］（24 時間制）のいずれかを含める必要があります。たとえば、
13:00 24H は 1:00 PM と同じです。

● オプション：タスクを複数回実行する場合は、次の手順を実行します。
○ ［繰り返し］チェック ボックスを選択して、タスクを実行する頻度を指定します。
○ オプション：タスクの実行を停止するタイミングを指定します。
○ オプション：タスクを実行する時間範囲を指定します。
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○ オプション：タスクを実行する曜日を指定します。この制約には、開始日を含めてください。
5. ［OK］ をクリックします。

● ［スケジュール］チェック ボックスが選択されていない場合は、［操作の確認］ダイアログ ボックスが表示されます。

スナップショットをリセットするには、［OK］をクリックします。

メモ: スナップショットをリセットした後で、そのスナップショットを再マウントすることができます。

● ［スケジュール］チェック ボックスが選択されている場合は、スナップショットのリセット スケジュールが作成され、［成
功］ダイアログ ボックスが表示されます。

［Ok をクリックして、成功ダイアログ］をクリックして、［成功］ダイアログ ボックスを閉じます。スケジュールは、「スケ
ジュール設定されたタスクの管理」の説明に従って、［スケジュールの管理］パネルで確認できます。

メモ: スケジュール設定されたタスクを実行する前に、必ずスナップショットをアンマウントしてください。

ボリューム トピックからレプリケーション セットを作成
する
レプリケーションのコンポーネントを指定するレプリケーション セットを作成できます。レプリケーション セットの作成パネル
では、レプリケーション セットを作成できます。このパネルには、レプリケーションとボリュームの両方のトピックからアクセス
できます。

この操作を実行すると、レプリケーション セットとレプリケーション セットのインフラストラクチャが作成されます。選択した
ボリューム、スナップショット、またはボリューム グループの場合、アクションはセカンダリ ボリュームまたはボリューム グル
ープと、レプリケーションをサポートするために必要な内部スナップショットを作成します。デフォルトでは、セカンダリ ボリュ
ームまたはボリューム グループとインフラストラクチャは、プライマリ ボリュームまたはボリューム グループ（A または B）の
プールに対応するプールに作成されます。オプションで、他のプールを選択することもできます。

レプリケーション セットを作成して使用するには、ピア接続を定義する必要があります。レプリケーション セットでは、1 個のピ
ア接続とプールしか指定できません。レプリケーション セットを作成する場合、ピア接続システム間の通信は、プロセス全体で有
効でなければなりません。

ボリューム グループがレプリケーション セットの一部である場合、ボリュームはボリューム グループに追加または削除できませ
ん。

レプリケーション セットが削除されると、レプリケーション用にシステムによって作成された内部スナップショットも削除されま
す。レプリケーション セットが削除されると、プライマリ ボリュームとセカンダリ ボリュームを他のベース ボリュームまたはボ
リューム グループと同様に使用できます。

プライマリ ボリュームとボリューム グループ

複製されるボリューム、ボリューム グループ、またはスナップショットは、プライマリ ボリュームまたはボリューム グループと
呼ばれます。1 個のレプリケーション セットにのみ属することができます。ボリューム グループがすでにレプリケーション セッ
トに含まれている場合、個々のボリュームは個別のレプリケーション セットに含まれないことがあります。逆に、ボリューム グ
ループのメンバであるボリュームがすでにレプリケーション セットに含まれている場合、そのボリュームグループを別のレプリケ
ーション セットに含めることはできません。

複製可能な個々のボリュームおよびスナップショットの 大数は計 32 個です。ボリューム グループが複製されている場合、グル
ープ内に存在可能なボリュームの 大数は 16 個です。

レプリケーション セットにボリューム グループを使用すると、複数のボリュームの内容を同時に同期できるようになります。ボ
リューム グループを複製する場合、すべてのボリュームのスナップショットが同時に作成されます。その際に、ボリューム グル
ープはコンシステンシー グループとして機能し、ボリューム グループのコピーを整合性のとれたものにします。次に、スナップ
ショットはグループとして複製されます。スナップショットのサイズは異なることがありますが、すべてのスナップショットが複
製されるまで、ボリューム グループの複製は完了しません。

セカンダリ ボリュームとボリューム グループ

レプリケーション セットが CLI または PowerVault Manager経由で作成されると、セカンダリ ボリュームとボリューム グループが
自動的に作成されます。セカンダリ ボリュームとボリューム グループについては、マッピング、移動、展開、削除、またはロー
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ルバック操作への参加などの操作はできません。セカンダリ ボリュームまたはボリューム グループのスナップショットを作成
し、データのマッピングとアクセスにスナップショットを使用します。

キューイング レプリケーション

レプリケーションが実行され、新しいレプリケーションがリクエストされたときに実行するアクションを指定できます。
● 破棄。新しいレプリケーション リクエストを破棄します。
● 新のキュー。プライマリ ボリュームのスナップショットを作成し、新しいレプリケーション リクエストをキューに入れま

す。キューに古いレプリケーション リクエストが含まれている場合は、その古いリクエストを破棄します。 大で 1 個のレプ
リケーションをキューに入れることができます。これがデフォルト設定です。

メモ: キュー ポリシーが Queue Latest に設定され、レプリケーションが実行中で、別のキューがキューに入れられている
場合、キュー ポリシーを破棄するように変更することはできません。キューに入れられたレプリケーションを手動で削除して
から、ポリシーを変更する必要があります。

ボリューム トピックからレプリケーション スナップショットの履歴を保
持する
レプリケーション セットを設定して、レプリケーション スナップショットの履歴を保持できます。レプリケーション処理の一部
として、レプリケーション セットはプライマリまたはセカンダリ ボリューム、あるいはその両方のスナップショットを自動的に
作成します。これにより、時間の経過に応じて複製されたデータ履歴を作成します。この機能は、セカンダリ ボリューム、または
プライマリ ボリュームとセカンダリ ボリュームの両方で有効にできますが、ボリューム グループでは有効にできません。

この機能を有効にすると次のような効果がもたらされます。

● プライマリ ボリュームでは、レプリケーションが開始すると、複製されるデータ イメージのスナップショットが作成されま
す。

● セカンダリ ボリュームでは、レプリケーションが正常に完了すると、セカンダリ ボリュームに転送されたばかりのデータ イメ
ージのスナップショットが作成されます。（これは、同期前に作成されるプライマリ ボリュームのスナップショットとは異なり
ます。）レプリケーションが完了しない場合、スナップショットは作成されません。

● 保持するスナップショットの数を 1～16 個に設定できます。これは、スナップショットの保持カウントと呼ばれます。この設定
は、プライマリおよびセカンダリ ボリューム両方のスナップショットの管理に適用され、いつでも変更できます。スナップシ
ョットの履歴が有効になっているかどうかに関係なく、保持カウントはレプリケーション セット内の既存のスナップショット
数より大きくする必要があります。現在のスナップショットの数よりも少ないスナップショット保持カウント値を選択した場
合は、エラー メッセージが表示されます。そのため、スナップショット数の設定を減らす前に、余分なスナップショットを手
動で削除する必要があります。スナップショット数が超過すると、マッピングされていない も古いスナップショットが自動
的に破棄されます。

● スナップショットは、basename_nnnn と名付けられます。_nnnn は 0000 から始まり、スナップショットの数に応じて値が
増加します。プライマリ ボリュームのスナップショットを有効にすると、同じ名前のスナップショットがプライマリおよびセ
カンダリ システム上に存在するようになります。例えば、レプリケーションがキューに登録された後にキューから削除された
場合のように、レプリケーションが完了しているかどうかに関わりなく、スナップショットの数はレプリケーションが要求さ
れるたびに増加します。

● レプリケーション セットが削除されても、スナップショット履歴ルールによって自動的に作成されたすべての既存のスナップ
ショットは削除されません。他のスナップショットと同様に、これらのスナップショットを管理できます。

● スナップショットを手動で作成しても、スナップショット履歴に関連付けられたスナップショット数は増加しません。手動で
作成されたスナップショットは、スナップショット履歴機能によって管理されません。スナップショット履歴機能は、自ら作
成するスナップショットの新しい名前を生成します。その名前が既に存在する場合、スナップショット履歴機能は既存のボリ
ュームを上書きしません。スナップショットの番号付けは引き続き増加するため、スナップショット履歴機能を次回実行する
際に、新しいスナップショット名は既存のボリューム名と競合しません。

● この機能によって作成されたスナップショットは、システム全体の 大スナップショット制限数と比較してカウントされ、次
の結果をもたらします。
○ システムの制限数に達する前に、スナップショット数に達した場合、スナップショット履歴は変更されません。
○ スナップショット数に達する前に、システムの制限数に達した場合、スナップショット履歴はスナップショットの追加また

はアップデートを停止します。

● マッピングされたスナップショット履歴は、マッピングが解除されるまで削除されません。
● スナップショットのベースネームおよびスナップショットの保持カウントの設定は、スナップショット履歴がセカンダリまた

は両方のボリュームで設定されている場合にのみ有効です。ただし、これらの設定はいつでも変更できます。
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● スナップショットの保持優先度を次のように設定できます。スナップショット ツリー内のリーフ スナップショットのみが自
動的に削除されます。

表 22. スナップショットの保持優先度 

保持優先度 説明

削除不可 容量確保のためにスナップショットが自動的に削除されることはありません。スナップショット数が超過
すると、スナップショット履歴内の も古いスナップショットが削除されます。これはデフォルトの設定で
す。

高 すべての適格な中優先度のスナップショットを削除した後にスナップショットを削除できます。

中 すべての適格な低優先度のスナップショットを削除した後にスナップショットを削除できます。

低 スナップショットを削除できます。このパラメーターはスナップショット履歴とは無関係です。デフォル
トが削除不可なので、スナップショット履歴のスナップショットは、低仮想メモリ状態において通常影響さ
れません。

このオプションが無効の場合、スナップショット履歴は保持されません。レプリケーション セットが確立された後にこのオプショ
ンを無効にすると、すべての既存のスナップショットが保持されますが、アップデートはされません。

ボリューム トピックからレプリケーション セットの作成

1. ［ボリューム］テーブルで、プライマリ ボリュームとして使用するボリュームまたはスナップショットを選択します。
2. ［アクション］＞［レプリケーション セットの作成］を選択します。［レプリケーション セットの作成］パネルが表示されま

す。
3. 選択したボリュームがボリューム グループ内にある場合、ソースのオプションが表示されます。

● 選択したボリュームのみを複製するには、［単一のボリューム］を選択します。このオプションはデフォルトです。
● ボリューム グループ内のすべてのボリュームを複製するには、［ボリューム グループ］を選択します。

4. レプリケーション セットの名前を入力します。この名前は大文字と小文字を区別し、 大 32 バイトです。システム内にすでに
存在する名前および前後のスペースや「" , < \」などの文字を含む名前は使用できません。

5. オプション：レプリケーション セットのセカンダリ システムとして使用するピア システムを選択します。
6. オプション：セカンダリ システム上のプールを選択します。デフォルトでは、プライマリ ボリュームが存在するプールに対応

するプールが選択されます。選択したプールはリモート システム上に存在している必要があります。
7. オプション：［単一のボリューム］を選択した場合、セカンダリ ボリュームの名前を入力します。デフォルトの名前は、プライ

マリ ボリュームの名前です。この名前は大文字と小文字を区別し、 大 32 バイトです。セカンダリ システムにすでに存在す
る名前や「" , < \」を含む名前は使用できません。

8. オプション：レプリケーションが実行され、新しいレプリケーションが要求されたときに実行する［キュー ポリシー］アクシ
ョンを指定します。

9. オプション：［セカンダリ ボリュームのスナップショット履歴］チェックボックスをオンにすると、セカンダリ ボリュームの
セカンダリ システムにスナップショットの履歴が保存されます。
● ［保持カウント］を設定して、保持するスナップショットの数を指定します。
● ［スナップショットのベースネーム］を変更して、スナップショットの名前を変更します。この名前は大文字と小文字を区

別し、 大 26 バイトです。システム内にすでに存在する名前や「" , < \」を含む名前は使用できません。
● ［保持優先度］を設定して、スナップショットの保持優先度を指定します。
● オプション：［プライマリ ボリュームのスナップショット履歴］チェックボックスにチェックを付けて、プライマリ システ

ム上でプライマリ ボリュームのスナップショット履歴を保持します。
10. オプション：［スケジュール設定］チェックボックスにチェックを付けて、定期的なレプリケーションをスケジュールします。
11.［OK］ をクリックします。
12.［成功］ダイアログ ボックスで次のように操作します。

● ［スケジュール設定］チェックボックスにチェックを付けた場合は、［OK］をクリックします。［レプリケーションのスケジ
ュール］パネルが開き、オプションを設定して、レプリケーションのスケジュールを作成できます。レプリケーションのス
ケジュール設定の詳細については、「ボリューム トピックからレプリケーションを開始またはスケジュールする」を参照し
てください。

● それ以外の場合は、 初のレプリケーションを実行するオプションがあります。［はい］をクリックして 初のレプリケー
ションを開始するか、［いいえ］をクリックして後で 初のレプリケーションを開始します。
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ボリューム トピックからのレプリケーションを開始また
はスケジュールする
レプリケーション セットを作成後、レプリケーションを開始して、プライマリ システム上の選択したボリュームまたはボリュー
ム グループをセカンダリ システムにコピーできます。レプリケーションを初めて開始すると、ボリュームまたはボリューム グル
ープの割り当て済みページの完全コピーがセカンダリ システムに作成されます。その後、プライマリ システムは、 後のレプリ
ケーション以降に変更された内容のみを送信します。

レプリケーションを手動で開始するか、スケジュールされたタスクを作成して、複製とボリュームの両方のトピックから自動的に
開始することができます。レプリケーションは、レプリケーション セットのプライマリ システムからのみ開始できます。レプリ
ケーション スケジュールの変更または削除についての情報は、「ボリューム トピックからレプリケーション スケジュールを管理す
る」を参照してください。

メモ: プライマリ システムとセカンダリ システムのタイムゾーンが異なるレプリケーション セットでセカンダリ システムの
タイム ゾーンを変更する場合は、システムを再起動して、管理インターフェイスがレプリケーション操作の適切な時間値を表
示できるようにする必要があります。

レプリケーションが失敗すると、システムはレプリケーション セットを中断します。レプリケーション操作が中断されてから 10
分以上経過した場合、レプリケーション操作は再開を試みます。10 分間隔で 6 回試行しても操作が成功しなかった場合は、1 時間
以上経過後にピア接続が正常であれば、再開しようとします。

メモ: ホスト ポートの評価は、各レプリケーション操作の開始時または再開時に行われます。 大 2 個のポートが使用されま
す。 適化されたパスを持つポートが 初に使用されます。 適化されたパスが存在しない場合、 適化されていないパスを
持つポートが使用されます。1 つのポートだけが 適化されたパスを持つ場合、そのポートだけが使用されます。

メモ: 単一のホスト ポートが接続を失うと、イベント 112 がログに記録されます。ピア接続は複数のホスト ポートに関連付け
られる可能性が高いため、単一のホスト ポートが失われるとパフォーマンスが低下する可能性がありますが、通常はピア接続
にアクセスできなくなることはありません。

ボリューム トピックから手動でレプリケーションを開始する
メモ: ピア接続内の 1 個のシステムで CHAP が有効になっている場合は、この操作を開始する前に CHAP が対応するピア シス
テムで正しく設定されていることを確認してください。CHAP の設定の詳細については、「CHAP とレプリケーション」を参照
してください。

1. ［ボリューム］トピックで、［レプリケーション セット］テーブルのレプリケーション セットを選択します
2. ［アクション］＞［複製］を選択します。
［複製］パネルが開きます。

3. ［OK］ をクリックします。
● レプリケーションが進行中でない場合は、ローカル システムで、レプリケーション セット ボリュームのコンテンツの複製

が開始され、レプリケーション セットの状態が［実行中］に変更されます。
● レプリケーションが進行中の場合、このレプリケーション リクエストの結果は［レプリケーション セットの作成］パネル

で指定したキュー ポリシーの設定によって異なります。キュー ポリシーの設定の詳細については、「レプリケーションのキ
ューイング」を参照しください。

ボリューム トピックからレプリケーションのスケジュール
1. ［ボリューム］トピックで、［レプリケーション セット］テーブルのレプリケーション セットを選択します
2. ［アクション］＞［複製］を選択します。［複製］パネルが開きます。
3. ［スケジュール］チェックボックスにチェックを付けます。
4. レプリケーション スケジュール タスクの名前を入力します。名前は、大文字と小文字を区別した 大 32 バイトです。システ

ム内にすでに存在する名前や「" , < \」などの文字を含む名前は使用できません。
5. オプション：プライマリ ボリュームで 後のスナップショットのレプリケーションを作成する場合は、［ 後のスナップショッ

ト］チェックボックスをオンにします。
6. スケジュールされたタスクの実行時に 初のインスタンスとなり、かつ任意の指定された繰り返しの開始点となる将来の日付

と時刻を指定します。
● ［日付］の値を設定するには、YYYY-MM-DD の形式で現在の日付を入力します。
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● ［時刻］の値を設定するには、時間と分に 2 桁の値を入力し、［AM］、［PM］、［24H］（24 時間表記）のいずれかを選択しま
す。 短のインターバルは 1 時間です。

7. オプション：タスクを複数回実行する場合は、［繰り返し］チェックボックスをオンにします。
● タスクを繰り返す頻度を指定します。番号を入力し、適切な時間単位を選択します。レプリケーションは、30 分以上の間

隔で、繰り返される可能性があります。
● ［終了］チェックボックスがオフになっていることを確認して、スケジュールを無期限に実行できるようにするか、チェッ

クボックスを選択してスケジュールの終了時期を指定します。終了日時を指定するには、［オン］オプションを選択して、
スケジュールの実行を停止するタイミングを指定するか、［後で］オプションを選択し、スケジュールの実行が停止する前
に発生するレプリケーションの数を指定します。

● いつでもスケジュールを実行できるようにする［時間の制約］チェックボックスがオフになっていることを確認するか、チ
ェックボックスをオンにして、スケジュールを実行する時間範囲を指定します。

● いつの日でもスケジュールを実行できるようにする［日付の制約］チェックボックスがオフになっていることを確認する
か、チェックボックスをオンにして、スケジュールを実行する日付を指定します。

8. ［OK］をクリックします。スケジュールが作成されます。

Manage replication schedules from the Volumes topic
You can modify or delete scheduled replication tasks on the primary system.

Modify scheduled replication tasks from the Volumes topic

1. From the Replication Sets table on the primary system, select a replication set that has an associated schedule.

2. Select ［Action > Manage Schedules］. The Manage Schedules panel opens.

3. Select the schedule to modify.
The schedule settings appear at the bottom of the panel.

4. If you want to create a replication of the last snapshot in the primary volume, select the ［Last Snapshot］ check box.

At the time of the replication, the snapshot must exist. This snapshot may have been created either manually or by scheduling the
snapshot.

メモ: This option is unavailable when replicating volume groups.

5. Specify a date and a time in the future to specify when to run the scheduled task. This date and time is also the starting point for any
specified recurrence.
● To set the ［Date］ value, enter the current date in the format YYYY-MM-DD.
● To set the ［Time］ value, enter two-digit values for the hour and minutes and select either ［AM, PM］, or ［24H］ (24-hour

clock).

6. If you want the task to run more than once, select the ［Repeat］ check box.
● Specify how often the task should repeat. Enter a number, and select the appropriate time unit. Replications can recur no less than

30 minutes apart.
● To allow the schedule to run without an end date, clear the ［End］ check box. To specify when the schedule should stop running,

select the ［End］ check box
● To allow the schedule to run at any time, clear the ［Time Constraint］ check box. To specify a time range within which the

schedule can run, select the ［Time Constraint］ check box.
● To allow the schedule to run on any day, clear the ［Date Constraint］ check box. To specify the days when the schedule can run,

select the ［Date Constraint］ check box.

7. Click ［Apply］.
A confirmation panel appears.

8. Click ［OK］.

ボリューム トピックからスケジュールを削除する
ボリューム トピックからスケジュールを削除するには、次の手順を実行します。
1. ［アクション＞スケジュールの管理］を選択します。
［スケジュールの管理］パネルが開きます。

2. 削除するスケジュールを選択します。
3. ［スケジュールの削除］をクリックします。
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確認パネルが表示されます。
4. ［OK］ をクリックします。
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マッピング トピックでの作業
トピック：

• マッピングを表示する
• イニシエーターとボリュームのマッピング
• マップ詳細の表示

マッピングを表示する
[マッピング]トピックには、システムで定義されているマッピングに関する情報がテーブル形式で表示されます。デフォルトでは、
テーブルは 1 回につき 20 個のエントリを表示し、 初にホストでソートされ、次にボリュームでソートされます。

マッピング テーブルには、以下の情報が表示されます。
● Group.Host.Nickname。マッピングを適用するイニシエーターが特定されます。

○ その他のすべてのイニシエータ。マッピングは異なる設定で明示的にマッピングされていないすべてのイニシエータに適
用されます。

○ initiator-name- マッピングはイニシエーターにのみ適用されます。
○ initiator-ID- マッピングは、イニシエーターにのみ適用されます。イニシエーターにはニックネームがありません
○ host-name.*- マッピングはホストのすべてのイニシエーターに適用されます。
○ host-group-name* *- マッピングはこのグループ内のすべてのホストに適用されます。

● ボリューム。マッピングが適用されるボリュームを識別します。
○ volume-name- マッピングは、ボリュームにのみ適用されます。
○ volume-group-name *- マッピングは、ボリューム グループ内のすべてのボリュームに適用されます。

● アクセス。マッピングに割り当てられているアクセスのタイプを示します。
○ read-write- マッピングはボリュームへの読み取り/書き込みアクセスが許可されます。
○ read-only- マッピングはボリュームへの読み取りアクセスが許可されます。
○ no-access- マッピングはボリュームへのアクセスを防止します。

● LUN。マッピングで単一 LUN または LUN の範囲を使用するかどうかを示します（*で示されます）。
● ポート。マッピングが適用されるコントローラのホスト ポートをリストします。各数値の両方のコントローラ上に対応するポ

ートを表します。

マッピングの詳細については、「マップ詳細の表示 、p. 119」を参照してください。

イニシエーターとボリュームのマッピング
ボリュームがレプリケーション セットのセカンダリ ボリュームでない場合、イニシエーターとボリュームをマッピングしてボリ
ュームへのホスト アクセスを制御できます。マッピングは、ホスト、ホスト グループ、イニシエーター、仮想スナップショット、
ボリューム グループ、ボリュームに適用されます。簡潔にするために、特に記載がない限り、イニシエーターとボリュームの用語
はすべての可能性を示します。デフォルトでは、ボリュームはマッピングされていません。

ボリュームが ID その他すべてのイニシエーターにマッピングされている場合、デフォルトのマッピングです。デフォルト マッピ
ングでは、接続されているすべてのイニシエーターが、指定されたアクセス モード、LUN、ポート設定を使用してボリュームを表
示できます。デフォルト マッピングの利点は、接続されたすべてのイニシエーターが、管理者による追加作業なしでボリュームを
検出できることです。欠点は、接続されたすべてのイニシエーターが制限なしでボリュームを検出できることです。したがって、
このプロセスは、制限されたアクセスを必要とする特別なボリュームには推奨されません。また、複数のホストがボリュームをマ
ウントして破損を避けるには、クラスタ ソフトウェアを使用するなど、ホストを協調管理する必要があります。

複数のホストが協調管理されていないボリュームをマウントした場合、ボリュームデータは破損している危険があります。特定の
ホストによるアクセスを制御するには、明示的マッピングを作成します。明示的マッピングでは、異なるアクセスモード、LUN、
ポート設定を使用して、ホストによるボリュームへのアクセスを許可または禁止し、デフォルト マッピングを無効にすることがで
きます。明示的マッピングが削除されると、ボリュームのデフォルト マッピングが有効になります。
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ストレージ システムは ULP（Unified LUN Presentation）を使用し、両方のコントローラのすべてのホスト ポートを介してすべての
LUN を公開することができます。相互接続情報は、コントローラ ファームウェアで管理されます。ULP は、ホストがアクティブ -
アクティブ ストレージ システムとして認識し、ディスク グループの所有権に関係なく、ホストが LUN にアクセスするために使用
可能なパスを選択できるようになります。ULP が使用中の場合、コントローラの動作 / 冗長モードはアクティブ - アクティブ ULP
として表示されます。ULP は、SPC-3 の INCITS ALUA（非対称論理ユニットアクセス）拡張の T10 技術委員会を使用して、認識し
ているホスト システムとのパスをネゴシエートします。認識されないホスト システムは、すべてのパスが等しいとみなします。

ホスト グループやホストがボリュームやボリューム グループにマッピングされている場合、そのグループ内のすべてのイニシエ
ーターは、リクエストを構成する各ボリュームに個別のマップを持ちます。グループ エンティティが一貫してマッピングされてい
る限り、個々のマップ セットはグループ化されたマッピングとして表示されます。そのグループ内の個々のマップが変更された場
合、グループ化されたマッピングはもはや一貫しなくなり、PowerVault Manager に表示されなくなります。PowerVault Manager で
は,すべて個々のマップに置き換えられます。

注意: ボリューム マッピングの変更はすぐに有効になります。ボリュームが使用されていないときにボリュームへのアクセス
を制限する変更を行います。LUN を変更する前に、必ずボリュームをアンマウントしてください。

メモ: レプリケーション セットのセカンダリ ボリュームはマップできません。セカンダリ ボリュームまたはボリューム グル
ープのスナップショットを作成し、データのマッピングとアクセスにスナップショットを使用します。

Map initiators and volumes

1. Perform one of the following:
● In the Hosts topic, select the initiators to map and select ［Action > Map Initiators］.
● In the Volumes topic, select the volumes to map and select ［Action > Map Volumes］.
● In the Mapping topic, select ［Map］ to create a new mapping.
● In the Mapping topic, select one or more mappings to modify or delete and select ［Action > Map］. You can also create a new

mapping.

The Map panel opens and shows two tables side-by-side that list available initiators and volumes. You can use these tables to create
mappings. There is also a table underneath the host and volume tables that lists mappings. After you create a mapping and before you
save it, the mapping appears in the mappings table and you can modify its settings or delete it.

The Available Host Groups, Hosts, and Initiators table shows one or more of the following rows:

表 23. Available host groups, hosts, and initiators 

Row description Group Host Nickname ID

A row with these values
always appears. Select
this row to apply map
settings to all initiators
and create a default
mapping.

- - (blank) All Other

Initiators

A row with these values
appears for an initiator
that is grouped into a
host. Select this row to
apply map settings to all
initiators in this host.

- host-name * *

A row with these values
appears for an initiator
that is grouped into a
host group. Select this
row to apply map
settings to all initiators in
this host group.

host-group-name * * *

A row with these values
appears for each
initiator. Select this row
to apply map settings to
this initiator.

- or host -

host-group-name

- or

host-name

(blank) or

initiator-nick

name

initiator-ID
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The Available Volume Groups and Volumes table shows one or more of the following rows:

表 24. Available volume groups and volumes 

Row description Group Name Type

A row with these values
appears for a volume/snapshot
that is grouped into a volume
group. Select this row to apply
map settings to all volumes/
snapshots in this volume group.

volume-group-name * Group

A row with these values
appears for each volume/
snapshot. Select this row to
apply map settings to this
volume/snapshot.

- volume-name volume-type

● When you select one or more host groups, hosts, or initiators in the Hosts topic, the items appears in the Available Host Groups,
Hosts, and Initiators table while all available volumes, volume groups, and snapshots appear in the Available Volume Groups and
Volumes table.

● The converse is true when you select one or more volumes, volume groups, or snapshots in the Available Volume Groups and
Volumes table.

● When you open the Map panel through the Mapping topic without selecting a mapping, both tables are fully populated with all
available items.

● When you select a mapping in the mapping table, it appears in the list of mappings below the above two tables. Also, both tables
are fully populated.

2. Perform one of the following:
● If nothing was pre-selected, select one or more initiators and one or more volumes to map and click the ［Map］ button.
● If initiators were pre-selected, select volumes to map to those initiators and click the ［Map］ button.
● If volumes were pre-selected, select initiators to map to those volumes and click the ［Map］ button.
● If maps were pre-selected, they already appear in the mapping table and a ［Map］ button appears.

For each pairing of selected initiators and volumes, a row appears in the mapping table at the bottom of the panel. At this time, no
further mappings can be added to the list. Mappings in the list can be modified—including the mapping's mode, LUN, or ports, or
they can be deleted.

メモ: Once a set of mappings between initiators and volumes have been defined using the ［Map］ button, the button changes

from Map to Reset. If mappings have been pre-selected, the Reset button, not the ［Map］ button, appears.

3. Perform any of the following:
● To immediately remove a row from the table, in the Action column, select ［Remove Row］.
● To delete an existing mapping, in the Action column, select ［Delete］.
● To edit a mapping, set the following options:

○ ［Mode］. The access mode can specify read-write access, read-only access, or no access to a volume. The default is read-
write. When a mapping specifies no access, the volume is masked, which means it is not visible to associated initiators. Masking
is useful to override an existing default map that allows open access so that access is denied only to specific initiators. To allow
access to specific hosts and deny access to all other hosts, create explicit maps to those hosts. For example, an engineering
volume could be mapped with read-write access for the engineering server and read-only access for servers used by other
departments.

○ ［LUN］. The LUN identifies the volume to a host. The default is the lowest available LUN. Both controllers share one set of
LUNs, and any unused LUN can be assigned to a mapping. However, each LUN is generally only used once as a default LUN.
For example, if LUN 5 is the default for Volume1, no other volume in the storage system can use LUN 5 on the same port as its
default LUN. For explicit mappings, the rules differ: LUNs used in default mappings can be reused in explicit mappings for other
volumes and other hosts.

メモ: When mapping a volume to a host with the Linux ext3 file system, specify read-write access. Otherwise, the file

system will be unable to mount the volume and will report an error such as “unknown partition table.”

○ ［Ports］. Port selections specify controller host ports through which initiators are permitted to access, or are prevented from
accessing, the volume. Selecting a port number automatically selects the corresponding port in each controller.

● To save a new mapping or edits to an existing mapping, in the Action column, select ［Save］.
● To clear the mapping table and discard any changes, click ［Reset］.

4. Once the list is correct, to apply changes, click ［Apply］ or ［OK］.
A confirmation panel appears.
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To discard the changes instead of applying them, click ［Reset］.

5. Click ［Yes］ to continue. Otherwise, click ［No］. If you clicked Yes, the mapping changes are processed.

6. To close the panel, click ［Cancel］.

マッピングの削除

イニシエーターとボリュームの間で 1 つまたは複数の選択されたマッピングを削除できます。
1. 次のいずれかの手順を実行してください。

● ［マッピング］トピックでは、テーブルから 1 個または複数のマッピングを選択します。
● ［ボリューム］トピックで、［関連するマップ］テーブルで少なくとも 1 個のマッピングを選択します。

2. ［アクション］＞［マッピングの削除］を選択します。［マッピングの削除］パネルは、選択したマッピングを示します。
3. ［OK］をクリックします。選択したマッピングが削除されます。

すべてのマッピングを削除する
イニシエータとボリューム間のすべてのマッピングをシステムから削除できます。
1. ［マッピング］トピックでは、テーブルから 1 個または複数のマッピングを選択します。
2. ［アクション］＞［すべてのマッピングの削除］を選択します。［すべてのマッピングの削除］パネルが開きます。
3. ［OK］をクリックします。マッピングはシステムから削除されます。

マップ詳細の表示
ホスト、ボリューム、マッピングのトピックでは、ホストとボリューム間のマッピングに関する基本情報を参照できます。
1. 次のいずれかの手順を実行してください。

● ホストまたはボリュームのトピックの［関連マップ］テーブルで、少なくとも 1 個のマッピングを選択します。
● マッピング トピックのマッピング テーブルで、少なくとも 1 個のマッピングを選択します。

2. ［アクション］＞［マップ詳細の表示］を選択します。［マップ詳細］パネルが開き、次の情報が表示されます。
● ホスト グループ。マッピングを適用する先のホスト グループを識別します。

○ - 。マッピングするホスト グループには適用されません。
○ host-group-name。マッピングは、このホスト グループ内のすべてのホストに適用されます。

● ホスト。マッピングを適用する先のホストを識別します。
○ - 。マッピングはホストに適用されません。
○ host-name。マッピングは、このホストのすべてのイニシエーターに適用されます。

● ニックネーム。ニックネームが割り当てられている場合は、イニシエーターのニックネームが表示されます。それ以外の場
合、このフィールドは空白になります。

● イニシエーター ID。FC または SAS イニシエーターまたは iSCSI イニシエーターの IQN の WWN を表示します。
● ボリューム グループ。マッピングが適用されるボリュームを識別します。

○ - 。マッピングはボリューム グループには適用されません。
○ volume-group-name。マッピングは、このボリューム グループ内のすべてのボリュームに適用されます。

● ボリューム。マッピングが適用されるボリュームを識別します。
● アクセス。マッピングに割り当てられているアクセスのタイプを示します。

○ read-write- マッピングはボリュームへの読み取り/書き込みアクセスが許可されます。
○ read-only- マッピングはボリュームへの読み取りアクセスが許可されます。
○ no-access- マッピングはボリュームへのアクセスを防止します。

● LUN。マッピングで単一 LUN または LUN の範囲を使用するかどうかを示します（*で示されます）。デフォルトでは、テー
ブルはこの列でソートされます。

● ポート。マッピングが適用されるコントローラのホスト ポートをリストします。各数値の両方のコントローラ上に対応す
るポートを表します。

3. ［OK］ をクリックします。
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レプリケーション トピックでの作業
トピック：

• レプリケーション トピックにおけるバーチャル ボリュームの複製について
• レプリケーションを表示する
• ピア接続を照会する
• ピア接続を作成する
• ピア接続を変更する
• ピア接続を削除する
• レプリケーションのトピックからレプリケーション セットを作成する
• レプリケーション セットを変更する
• Deleting a replication set
• レプリケーション トピックからレプリケーションを開始またはスケジュールする
• レプリケーションの停止
• レプリケーションを一時停止する
• レプリケーションを再開する
• Manage replication schedules from the Replications topic

レプリケーション トピックにおけるバーチャル ボリュー
ムの複製について
バーチャル ストレージのレプリケーションでは、リモート システム上のボリューム、ボリューム グループ、またはスナップショ
ット（以降、ボリューム）のリモート コピーが提供されます。リモート コピーは定期的にアップデートされ、ソース ボリューム
との整合性がとれたポイント イン タイム イメージが格納されます。初期イメージの複製後、次回以降のレプリケーションでは差
分データのみをリモート システムに送信します。初期イメージを含め、レプリケーション全体でソース データのすべてのページ
を使用するのではなく、書き込まれたデータのみを複製します。この機能は、ディザスタ リカバリ、データ保存、オフ サイト ロ
ケーションへのデータ バックアップに使用できます。また、データ配布にも使用できます。

Replication prerequisites

To replicate a volume, you must first create a peer connection and replication set. A peer connection establishes bi-directional
communication between a local and remote system, both of which must have FC or iSCSI ports and a virtual pool. The system establishes
a peer connection by connecting a host port on the local system with a user-specified host port on the remote system, then exchanging
information and setting up a long term communication path in-band. Because the communication path establishes a peer connection
between the two systems, replications can occur in either direction.

To verify that a host port address is available before creating a peer connection, use the query peer-connection CLI command. This
command provides information about the remote system, such as inter-connectivity between the two systems, licensing, and pool
configuration. For more information on this command, see the Dell EMC PowerVault ME4 Series Storage System CLI Guide. For more
information on peer connections, see Creating a peer connection, Deleting a peer connection, and Modifying a peer connection.

After you create a peer connection, you can create a replication set. A replication set specifies a volume, snapshot, or multiple volumes in a
volume group (hereafter known as volume) on one system of the peer connection, known as the primary system in the context of
replication, to replicate across the peer connection. When you create a replication set, a corresponding volume is automatically created on
the other system of the peer connection, known as the secondary system, along with the infrastructure needed for replication. The
infrastructure consists of internal snapshots used for replication operations:
● A replication set for a volume consumes two internal snapshots each for the primary volume and the secondary volume if the queue

policy is set to Discard, or three each if the queue policy is set to Queue Latest.

8
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● A replication set for a volume group consumes two internal volume groups if the queue policy is set to Discard, or three if the queue
policy is set to Queue Latest. Each internal volume group contains a number of volumes equal to the number of volumes in the
base volume group.

Internal snapshots and internal volume groups count against system limits, but do not display.

Using a volume group for a replication set enables you to make sure that multiple volumes are synchronized at the same time. When a
volume group is replicated, snapshots of all of the volumes are created simultaneously. In doing so, it functions as a consistency group,
ensuring consistent copies of a group of volumes. The snapshots are then replicated as a group. Even though the snapshots may differ in
size, replication is not complete until all of the snapshots are replicated.

For a replication set, the term primary refers to the source volume and the system in which it resides, and the term secondary is used
for the remote copy and the system in which it resides. The secondary volume is meant to be an exact copy of the primary volume from
the last time that replication occurred. To guarantee that the contents from that point in time match, the secondary volume cannot be
mapped, rolled back, or modified except through replication.

While you cannot modify the secondary volume, you can create a snapshot of the secondary volume that you can map, roll back, and
otherwise treat like any volume or snapshot. You can regularly take snapshots to maintain a history of the replications for backup or
archiving, or enable snapshot history for the replication set. These snapshots also can be used in disaster recovery. For more information
on replication sets, see “Creating a replication set from the Replications topic, Creating a replication set from the Volumes topic, Modifying
a replication set, and Deleting a replication set.

複製プロセス
ピア接続とレプリケーション セットを作成したら、次にシステム間でボリュームを複製できます。 初のレプリケーションは、プ
ライマリ ボリュームの割り当て済みページをセカンダリ ボリュームへすべてコピーするという点で、他の後続のレプリケーショ
ンとは多少異なります。ソース ボリュームの大きさやネットワーク接続の速度に応じて、この 初のレプリケーションに時間がか
かる場合があります。

後続のレプリケーションは、非表示のスナップショットをリセットして 後に複製された内容を保存し、次に別の非表示のスナッ
プショットを現在のプライマリ ボリュームの内容へリセットして、変化を比較することにより完了します。システムは、非表示の
プライマリ スナップショット上で見つかった変化を非表示のセカンダリ スナップショットに書き込みます。それから、セカンダ
リ ボリュームはアップデートされ、セカンダリ ボリュームの内容を保存します。

初と後続のレプリケーションの進行状況およびステータスが追跡され表示されます。レプリケーションのタイム スタンプは、各
システムのタイム ゾーンを反映します。例えば、レプリケーションの情報を別のタイム ゾーンのセカンダリ システム上で表示す
ると、そのセカンダリ システムのタイム ゾーンが反映されます。複製の詳細については、「レプリケーションを停止する」、「レプ
リケーション トピックからレプリケーションを開始またはスケジュールする」、「ボリューム トピックからレプリケーションを開
始またはスケジュールする」、「レプリケーションを再開する」、「レプリケーションを一時停止する」を参照してください。

手動またはスケジュールを使用してレプリケーションを開始できます。レプリケーション セット用のスケジュールを作成する場
合、レプリケーションの発生頻度を 1 時間に 1 回よりも多く指定することはできません。レプリケーション セットのスケジュール
設定の詳細については、「レプリケーション トピックからレプリケーションを開始またはスケジュールする」および「ボリューム
トピックからレプリケーションを開始またはスケジュールする」を参照してください。

初のレプリケーション

次の図は、単一ボリュームの 初のレプリケーション中に行われる内部プロセスを示しています。
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図 1. 初のレプリケーションのプロセス

A ユーザー ビュー 1 手順 1：ユーザーが 初のレプリケーションを開始します。

B 内部ビュー 2 手順 2：現在のプライマリ ボリュームの内容が、S1 の内容を置き換えます。

a プライマリ システム 3 手順 3：S1 の内容はピア接続を介してセカンダリ システムの S1 へ完全に複製され、
S1 の内容が置き換えられます。

b セカンダリ システム 4 手順 4：S1 の内容がセカンダリ ボリュームの内容を置き換えます。

c ピア接続

d プライマリボリューム

e セカンダリボリューム

プライマリおよびセカンダリ システム上の各ボリュームの 2 個の内部スナップショットにはそれぞれ明確な役割があります。上
下 2 枚の図では、両システムにおいてこれらのスナップショットが S1（スナップショット 1）および S2（スナップショット 2）と
ラベル付けされています。レプリケーション セットの作成時には、プライマリ ボリュームとその内部スナップショットには同じ
データが含まれています。セカンダリ ボリュームとその内部スナップショットにはデータが含まれていません。レプリケーショ
ン セットが作成されてから 初のレプリケーションを実行するまでの間に、ホストがプライマリ ボリュームに追加データを書き
込む可能性があります。

初のレプリケーションは、次の順序で行われます。ユーザーがプライマリ システムでレプリケーションを開始します（手順 1）。
現在のプライマリ ボリュームの内容はレプリケーション セットの作成時と異なる場合があるため、プライマリ システムの S1 の内
容を置き換えます（手順 2）。プライマリ ボリュームのデータと一致する S1 のデータがセカンダリ システムの S1 にすべて複製さ
れ、セカンダリ システムの S1 に含まれるデータを置き換えます（手順 3）。セカンダリ システムの S1 の内容は、セカンダリ ボリ
ュームの内容を置き換えます（手順 4）。これで、プライマリ ボリュームとセカンダリ ボリュームの内容が同期されました。

後続のレプリケーション

次の図は、単一ボリュームの 初のレプリケーションに後続するレプリケーションで実行される内部プロセスを示しています。
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図 2. 後続のレプリケーションのプロセス

A ユーザー ビュー 1 手順 1： 初のレプリケーションが完了した後にユーザーがレプリケーションを開
始します。

B 内部ビュー 2 手順 2：S1 の内容が S2 の内容を置き換えます。

a プライマリ システム 3 手順 3：現在のプライマリ ボリュームの内容が、S1 の内容を置き換えます。

b セカンダリ システム 4 手順 4：S1 の内容がセカンダリ ボリュームの内容を置き換えます。

c ピア接続 5 手順 5：S1 と S2 の相違（デルタ）が特定され、ピア接続を経由して対応する S1 に
複製されます。

d プライマリボリューム 6 手順 6：S1内容がセカンダリ ボリュームの内容を置き換えます。

e セカンダリボリューム

初のレプリケーション中、プライマリ ボリュームの内容全体がセカンダリ ボリュームに複製されます。後続のレプリケーショ
ンでは、前回のレプリケーション操作以降の新規または変更されたデータのみが複製されます。これは、前回のレプリケーション
のプライマリ ボリューム　データのスナップショットを、プライマリ ボリュームの現在のスナップショットと比較することによ
って達成されます。この比較を除けば、 初および後続のレプリケーションの両方で同じプロセスが実行されます。

初のレプリケーションに後続するレプリケーションは、次の順序で行われます。ユーザーがプライマリ システムでレプリケーシ
ョンを開始します（手順 1）。プライマリ システムで、S1 の内容が S2 の内容を置き換えます（手順 2）（S2 の内容は手順 5 の比較
で使用できます）。現在のプライマリ ボリュームの内容が、プライマリ システムの S1 の内容を置き換えます（手順 3）。セカンダ
リ システム上で、S1 の内容が S2 の内容を置き換えます（手順 4）。レプリケーションの開始時のプライマリ ボリュームの内容と
一致するプライマリ システムの S1 の内容が、プライマリ システム上の S2 の内容と比較されます。S1 と S2 間のデルタであるデー
タのみが、デルタ データで更新されたセカンダリ システムの S1 へ複製されます。データ比較とレプリケーションが同時に実行さ
れます（手順 5）。セカンダリ システム上の S1 の内容がセカンダリ ボリュームの内容を置き換えます（手順 6）。これで、プライ
マリ ボリュームおよびセカンダリ ボリュームの内容が同期されました。

内部スナップショット

プライマリ ボリュームから 初に作成された場合、内部スナップショットはほとんどスペースを消費しませんが、データがボリュ
ームに書き込まれると、そのスナップショットは大きくなります。仮想スナップショットと同様に、内部スナップショットで使用
されるディスク容量は、それ自体とボリューム間の共有および一意のページ数の違いによって異なります。スナップショットは、
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プライマリ ボリュームで使用されるディスク容量を超えません。たいていの場合、各ボリュームの 2 個の内部スナップショット
は、スナップされているプライマリ ボリュームの 2 倍のディスク容量を消費することがあります。

内部スナップショットはユーザーから隠されていますが、仮想プールからスナップショット領域（プール領域）を消費します。ボ
リュームがスナップショットツリーのベース ボリュームである場合、スナップショット ツリーの 大スナップショットの数には、
リストされていないにもかかわらず、内部スナップショットが含まれることがあります。内部スナップショットや内部ボリューム
グループは、システムの制限値にカウントされますが、表示されません。

レプリケーション用の仮想プールを作成する

仮想プールの作成時に、プライマリ ボリュームの予想サイズの 3 倍になるよう十分なスペースを指定します。つまり、プライマリ
ボリュームの容量に内部スナップショット 2 個分の容量を加えたスペースです。これはレプリケーションのために必要な 大容
量です。プライマリ システム上のプールの場合は、他の用途に使用するためのスペースもさらに追加します。

Setting up snapshot space management in the context of replication

The snapshot space management feature, accessible only through the CLI, enables users to monitor and control the amount of space that
snapshots can consume in a pool. In addition to configuring a snapshot space limit, you can also specify a limit policy to enact when the
snapshot space reaches the configured limit. The policy will either notify you via the event log that the percentage has been reached (in
which case the system continues to take snapshots, using the general pool space), or notify you and trigger automatic deletion of
snapshots. If automatic deletion is triggered, snapshots are deleted according to their configured retention priority. For more information
on setting snapshot retention priority, see Maintaining replication snapshot history from the Replications topic.

When you create virtual volumes through the create volume and create volume-set CLI commands, you can set the retention
priority for snapshots of the volume. If automatic deletion of snapshots is enabled, the system uses the retention priority of snapshots to
determine which, if any, snapshots to delete. Snapshots are considered to be eligible for deletion if they have any retention priority other
than never-delete. Snapshots are configured to be eligible for deletion by priority and age. The oldest, lowest priority snapshots are
deleted first. Internal replication snapshots and snapshots that are mapped or are not leaves of a volume's snapshot tree are ineligible for
deletion. For more information on the create volume and create volume-set CLI commands, see the Dell EMC PowerVault ME4
Series Storage System CLI Guide.

If you are using the replication feature and snapshot space management, there are specific factors to consider when managing snapshot
space for the primary and secondary systems, especially when setting up the snapshot space and policies for the pool:
● Make sure that there is enough snapshot space to accommodate the maximum anticipated size of the two internal snapshots, which

cannot be deleted, and any other snapshots that you would like to retain.
● To adjust the snapshot space of the pool, increase the value of the limit parameter of the set snapshot-space CLI command. For

more information on the set snapshot-space CLI command, see the Dell EMC PowerVault ME4 Series Storage System CLI
Guide.

● You can later create more snapshot space by adding disks to the pool to increase its size.

If the internal snapshots are larger than anticipated and take up a lot of snapshot space, you can adjust the snapshot space thresholds or
increase the snapshot space to prevent unintentional automatic deletion of snapshots that you want to retain. To monitor the snapshot
space for virtual pools, use the show snapshot-space CLI command. To monitor the size of the internal snapshots, use the show
snapshots CLI command with its type parameter set to replication. For more information on the show snapshots CLI command,
see the Dell EMC PowerVault ME4 Series Storage System CLI Guide.

レプリケーションおよび空の割り当て済みページ

ボリュームからデータを削除すると、そのボリュームでページの割り当てが解除されることがあります。 初のレプリケーション
の前に割り当てが解除されたページは、セカンダリ ボリュームにコピーされません。前回のレプリケーション以降に割り当てを解
除されたページが、レプリケーション中にゼロで構成されるページをセカンダリ ボリュームに書き込みます。これにより、プライ
マリおよびセカンダリ ボリューム間で割り当てページの番号に違いが発生します。仮想ストレージのバックグラウンド タスク
は、自動的にすべてゼロで構成されるページを回収し、これらのページが占有していたセカンダリ ボリュームのスナップショット
容量を 終的に解放します。この容量の解放は即時ではなく、一定の期間内に発生します。

災害復旧
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レプリケーション機能は、手動のディザスタリカバリのみサポートします。サード パーティのディザスタリカバリ ソフトウェア
とは統合されません。仮想ボリュームのレプリケーション セットはレプリケーションの方向を逆転できないため、災害発生時にセ
カンダリ バックアップ サイトで複製データにアクセスする方法を慎重に検討してください。

メモ: レプリケーション セットでボリューム グループを使用すると、ボリューム グループ内のボリュームの同時コピーを整合
性のとれたものにできます。これにより、ボリュームが同一時点で同期され、災害発生時にすべての複製ボリュームの状態を
把握することができます。

レプリケーション セットをそのまま維持しながらデータにアクセスする

プライマリ データ センターのシステムで変更されたデータの複製を続行する場合は、レプリケーション セットをそのまま維持す
る必要があります。データ センターのシステムがダウンしている間も、セカンダリ　ボリュームのスナップショットを作成する
か、スナップショット履歴のスナップショットを使用することにより、セカンダリ バックアップ システムにあるデータにアクセ
スすることができます。スナップショットは読み取り専用または読み取り/書き込みのいずれかにマップできます（ただし、既存
のレプリケーション セットを使用して、スナップショットに書き込まれてデータ センター システムに戻される変更は複製できま
せん）。

メモ: システムがダウンしても復旧すれば、データ、ピア接続、レプリケーション設定はそのままなので、レプリケーション
は正常に再開することができます。

バックアップ サイトのデータへの一時的アクセス

1. セカンダリ ボリュームのスナップショットを作成するか、スナップショット ヒストリのスナップショットを使用します。
2. ホストにスナップショットをマッピングします。
3. データ センターのシステムが復旧したら、スナップショットを削除します。

プライマリ システムであるかのように、バックアップ システムからデー
タにアクセスする

データセンター システムのリカバリが間に合わない、またはリカバリできない場合は、プライマリ システムであるかのように、
バックアップ システムからデータに一時的にアクセスします。セカンダリ ボリュームのスナップショットを再度作成してそれを
ホストにマッピングするか、セカンダリ ボリュームをホストに直接マッピングできるようにレプリケーション セットを削除する
ことができます。レプリケーション セットを削除すると、セカンダリ ボリュームがベース ボリュームになり、レプリケーション
のターゲットではなくなります。プライマリ ボリュームが使用可能になり、次の災害の備えとして使用する必要がある場合は、新
しいセカンダリ ボリュームを持つ新しいレプリケーション セットを作成する必要があります。レプリケーション セットを削除す
ると、そのレプリケーション セットの残りのアーティファクトをクリーンアップすることもできます。

ピア システムに接続できず、プライマリ システムとセカンダリ システムに再接続できない緊急の状況では、delete
replication-set および delete peer-connection CLI コマンドの local-only パラメーターを両方のシステムで使用して、レ
プリケーション セットとピア接続を削除します。このパラメーターを通常の運用条件で使用しないでください。詳細については、

『Dell EMC PowerVault ME4 Series Storage System CLI Guide』を参照してください。このような状況では、他の方法でレプリケーシ
ョン セットとピア接続を削除すると、無効になる可能性があります。

メモ: レプリケーション セットのピア接続の削除は、セカンダリ ボリュームをマッピング可能にするには必要がありません
が、今後使用可能にすることがないと考えられる場合は、レプリケーション セットを削除するときにピア接続を削除します。

ディザスタ リカバリの処理手順
ディザスタ リカバリの状況では、通常、次の順序でこれらのタスクを実行します。
1. データセンター システムから、バックアップ システムに操作を転送します（フェールオーバー）。
2. 利用可能になったときに、データ センター システムに対して、リストア処理を行います。
3. ディザスタ リカバリ用のセカンダリ システムを準備します。
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データ センター システムからバックアップ システムに手動で操作を転送する

1. セカンダリ ボリュームのスナップショットを作成する、スナップショット履歴のスナップショットを使用する、またはレプリ
ケーション セットを削除します。

2. 手順 1 で選択したオプションに応じて、スナップショットまたはセカンダリ ボリュームをホストにマップします。

データ センター システムにリストア処理する

1. 古いプライマリ ボリュームがまだデータ センター システムに存在する場合は、削除します。ボリュームをターゲットとして使
用することはできません。新しい「セカンダリ」ボリュームが作成され、それを削除すると空き領域が解放されます。

2. 必要に応じて、バックアップ システムとデータ センター システム間のピア接続を作成します。
3. バックアップ システムのボリュームまたはスナップショットをプライマリ ボリュームとして使用し、データ センター システ

ムをセカンダリ システムとして使用して、レプリケーション セットを作成します。
4. バックアップ システムからデータ センター システムにボリュームを複製します。

複製完了後、ディザスタ リカバリ用にバックアップ システムを準備する

1. レプリケーション セットを削除します。
2. バックアップ システムのボリュームを削除します。ボリュームを複製のターゲットとして使用することはできません。ボリュ

ームを削除すると、領域が解放されます。
3. プライマリ ボリュームとしてデータ センター システムのボリュームを使用し、セカンダリ システムとしてバックアップ シス

テムを使用してレプリケーション セットを作成します。
4. データ センター システムからバックアップ システムにボリュームを複製します。

レプリケーションを表示する
［レプリケーション］トピックは、次の情報をテーブル形式で表示します。ピア接続、レプリケーション セット、および選択した

レプリケーション セットに関連するローカル スナップショットのスナップショット ヒストリ。レプリケーションの詳細について
は、「仮想ボリュームの複製について 、p. 33」を参照してください。

Peer Connections table

The Peer Connections table shows the following information. By default, the table shows 10 entries at a time.
● Name. Shows the specified peer connection name.
● Status. Shows the status of the peer connection:

○ Online—The systems have a valid connection.
○ Offline—No connection is available to the remote system.

● Health. Shows the health of the component:  OK,  Fault, or  Unknown.
● Type. Shows the type of host ports being used for the peer connection: FC or iSCSI.
● Local Ports. Shows the IDs of host ports in the local system.
● Remote Ports. Shows the IDs of host ports in the remote system.

To see more information about a peer connection, hover the cursor over the peer connection in the table. The ［Peer Connections］ panel
that appears contains the following information:

メモ: If the health is not OK, the health reason and recommended action are shown to help you resolve problems.

表 25. Peer Connections 

Panel Information displayed

Peer Connections Name, serial number, connection type, connection status, local host port name and IP address, remote host port
name and IP address, health
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Replication Sets table

The Replication Sets table shows the following information. By default, the table shows 10 entries at a time.
メモ: If you change the time zone of the secondary system in a replication set whose primary and secondary systems are in different

time zones, you must restart the system to enable management interfaces to show proper time values for replication operations.

● Name. Shows the replication set name.
● Primary Volume. Shows the primary volume name. For replication sets that use volume groups, the primary volume name is volume-

group-name.* where .* signifies that the replication set contains more than one volume. If the volume is on the local system, the 
icon appears.

● Secondary Volume. Shows the secondary volume name. For replication sets that use volume groups, the secondary volume name is
volume-group-name.* where .* signifies that the replication set contains more than one volume. If the volume is on the local

system, the  icon appears.
● Status. Shows the status of the replication set.

○ Not Ready – The replication set is not ready for replications because the system is still preparing the replication set.
○ Unsynchronized – The primary and secondary volumes are unsynchronized because the system has prepared the replication

set, but the initial replication has not run.
○ Running – A replication is in progress.
○ Ready – The replication set is ready for a replication.
○ Suspended – Replications have been suspended.
○ Unknown – This system cannot communicate with the primary system and thus cannot be sure of the current state of the

replication set. Check the state of the primary system.
● Last Successful Run. Shows the date and time of the last successful replication.
● Estimated Completion Time. Shows the estimated date and time for the replication in progress to complete.

To see more information about a replication set, hover the cursor over a replication set in the Replication Sets table. The Replication Sets
panel that appears contains the following information:

表 26. Replication Sets 

Panel Information displayed

Replication Set
Information

Replication set name and serial number; status; primary volume or volume group name and serial number;
secondary volume or volume group name and serial number; peer connection name; queue policy, queue
count, secondary volume snapshot history, primary volume snapshot history, retention count, retention
priority, snapshot basename, associated schedule name, current run progress, current run start time,
current run estimated time to completion, current run transferred data, last successful run, last run start
time, last run end time, last run transferred data, last run status, and last run error status

Replication Snapshot History table

The Replication Snapshot History table shows the following information. By default, the table shows 10 entries at a time.
● Local Snapshot Name. Shows the local snapshot name.
● Creation Date/Time. Shows the date and time of the last successful snapshot created.
● Snap Data. Shows the total amount of write data associated with the snapshot.
● Unique Data. Shows the amount of write data that is unique to the snapshot.

To see more information about a snapshot history, hover the cursor over a snapshot set in the Replication Snapshot History table. The
Snapshot Information hover panel that appears contains the following information:

表 27. Replication Snapshot History 

Panel Information displayed

Snapshot information Name, serial number, status, status reason, retention priority, snapshot data, unique data, shared
data, pool, class, number of snaps, number of snapshots in tree, source volume, total size, creation
date/time, type, parent volume, base volume, health
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ピア接続を照会する
ピア接続を作成する前に、ピア接続で使用する可能性のあるシステムに関する情報を表示するか、ピア接続を変更する前に、現在
ピア接続を確立しているシステムに関する情報を表示できます。

ピア接続のクエリ
1. レプリケーションのトピックでは、［ピア接続のクエリ］パネルを表示するために、以下のいずれかを実行します。

● ［ピア接続］テーブルでクエリを実行する場合、ピア接続を選択した後、［アクション］＞［ピア接続のクエリ］を選択しま
す。リモート ホストのポート アドレス フィールドに、事前に選択されたピアのリモート ポートのアドレスを入力します。

● ［アクション］＞［ピア接続のクエリ］を選択します。
2. ［ピア接続］テーブルからピアへの接続を選択しなかった場合は、テキスト ボックスに、クエリを実行するリモート ホストの

ポート アドレスを入力します。
3. ［OK］をクリックします。リモート ポート アドレスのクエリを行っている状態で、処理ダイアログ ボックスが表示されます。

成功の場合は、リモート システムとコントローラに関する詳細情報が表示されている場合があります。操作が失敗した場合は、
エラー メッセージが表示されます。

ピア接続を作成する
ピア接続は、ローカル システムとリモート システムとの間の双方向通信が、2 個のシステム間でデータを転送することを可能にし
ます。ピア接続を作成するには、ピア接続の名前と、リモートシステム上の利用可能な単一の iSCSI ホスト ポートの IP アドレス、
またはリモート システム上の利用可能な単一の FC ホスト ポートの WWN が必要です。iSCSI 接続ポートと FC ホストポートの
み、ピア接続に使用されます。

ピア接続は、2 個のピア システムを接続するポートと、ピア接続の名前によって定義されます。ローカル システムに リモートア
ドレスを使用します。query peer-connection CLI コマンドを内部で実行します。クエリの結果は、ピア接続の設定に使用し
ます。

ピア接続を作成するための前提条件は次のとおりです。
● 両方のシステムに iSCSI ポートと FC ホスト ポートが必要です。接続の両端のポートは、同じプロトコルを使用する必要があり

ます。
● 両方のシステムを同じファブリックまたはネットワークに接続する必要があります。FC の場合は、システム間で少なくとも 1

つの FC スイッチが必要です（直接接続なし）。
● 両方のシステムのすべてのホスト ポート アドレスは、使用されていないポートであっても一意でなければなりません。
● 各システムは仮想プールを備えている必要があります。
● iSCSI CHAP がピア接続用に設定されている場合は、認証が有効である必要があります。
● リモート システム上で管理役割を有するユーザーのユーザー名とパスワードを指定する必要があります。

ストレージ システムごとに 大 4 個のピア接続を作成できます。ただし、特定のリモート システムに対しては、1 個のピア接続の
みが許可されます。同じシステムへ 2 番目のピア接続を作成しようとすると失敗します。

ピア接続を作成している間、ローカル システムは、リモート システムのすべてのホスト ポートと IP、リモート システムのライセ
ンスとホスト ポートの状態に関する情報を受け取ります。また、ローカル システム上の選択されたホスト ポー トタイプのホスト
ポートをリモート システム上のポートにリンクするため、そのタイプのすべてのポートはピア接続の一部として使用できます。作
成されると、ピア接続はローカル システムとリモート システムの両方に存在します。

レプリケーションは、情報の交換と複製されたデータの転送時に、システム間の双方向通信パスを使用します。ピア接続を作成し
た場合、その接続を使用してレプリケーション セットを作成できます。ピア接続は双方向性であるため、両方のシステムからレプ
リケーション セットを作成し、どちらの方向からもレプリケーションを行うことができます。

メモ: query peer-connection CLI コマンドを使用して、リモート システムはシステムとの互換性を判断することができま
す。このコマンドは、ホスト ポート、ライセンス、プールなどのリモート システムに関する情報を提供します。いずれかの
システムを 初に再構成する必要があるかどうかを判断するために、ピア接続を作成する前に実行することができます。ピア
接続の作成に失敗した場合には、問題を診断するために、接続を実行することもできます。

ピア接続を作成する
1. ［レプリケーション］トピックで、［アクション］＞［ピア接続の作成］を選択します。［ピア接続の作成］パネルが開きます。
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2. ピア接続の名前を入力します。この名前は大文字と小文字を区別し、 大 32 バイトです。システム内にすでに存在する名前や
「" , < \」などの文字を含む名前は使用できません。

3. リモート システムの宛先ポート アドレスを入力します。
4. リモート システム上で管理ロールを持つユーザーの名前とパスワードを入力します。
5. ［OK］ をクリックします。
6. タスクが成功した場合は、確認のダイアログ ボックスで［OK］をクリックします。ピア接続が作成され、［ピア接続］テーブ

ルがアップデートされます。
タスクが成功しない場合は、［ピア接続の作成］パネルに赤色のテキストでエラーが表示されます。エラーを修正し、［OK］を
クリックします。

CHAP およびレプリケーション

ピア システム間の iSCSI 接続にチャレンジ ハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）を使用する場合は、以下のプロシージャを参
照して CHAP をセットアップします。この方法で両方のシステムを設定します。ピア接続では、両方のシステムがログイン要求の
発信者（イニシエータ）と受信者（ターゲット）として交互に動作します。ピア接続は一方向 CHAP のみをサポートします。

1 つのシステムのみで CHAP を有効にし、2 つのシステムが互いの CHAP レコードを持たない場合、または CHAP レコードのシー
クレットが異なる場合、CHAP を有効にしたシステムはピア接続を変更できます。ただし、レプリケーション セットの作成、レプ
リケーションの開始、レプリケーション操作の一時停止など、その他のレプリケーション操作を実行することはできません。CHAP
を有効にしていないシステムでは、ピア接続の変更や削除などのレプリケーション操作は実行できません。両方のシステムでフル
レプリケーション機能を使用するには、ピア接続用に CHAP を設定します（次のプロシージャを参照）。

2 つのシステムが同じシークレットで互いの CHAP レコードを持っている場合、CHAP がどちらか一方のシステムで有効になって
いるかどうかに関係なく、すべてのレプリケーション操作を実行することができます。つまり、CHAP が両方のシステムで無効な
っている場合、一方のシステムでのみ有効になっている場合、または両方のシステムで有効になっている場合でも、どちらか一方
のシステムはピア接続、レプリケーション セット、およびレプリケーションで動作することができます。

ピア システム間の iSCSI 接続にチャレンジ ハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）を使用する場合は、次のプロシージャを参照
して CHAP をセットアップします。ピア接続では、両方のシステムがログイン要求のイニシエータとターゲットとして交互に動作
します。ピア接続は一方向 CHAP のみをサポートします。

CLI を使用してピア接続の CHAP の設定

1. CHAP がすでに構成されていない場合は、接続を確認するためにローカル システムまたはリモート システムのいずれかから
query peer-connection を実行します。

2. 既存のピア接続がある場合は、そのピアへの I/O を停止します。
3. ローカル システムでは、create chap-record コマンドを使用して、リモート システムによるアクセスを許可する単方向

CHAP の CHAP 記録を作成します。
4. リモート システムでは、create chap-record コマンドを使用して、ローカル システムに単方向 CHAP の CHAP 記録を作成

します。ローカル システムから使用されたのと同じ CHAP 記録をここでも使用できますが、構成は単方向 CHAP のままである
ことにご注意ください。

5. 各システムでは、set iscsi-parameters chap on を実行することで CHAP を有効にします。

注意: CHAP の有効化または無効化は、システム内のすべての iSCSI ホスト ポートをリセットおよびリスタートすること
になります。これにより、CHAP 設定が正しくない場合に iSCSI ホストが再接続できなくなることがあります。

6. ピア接続を使用する前に、コマンドが完了するまで 1 分間お待ちください。
7. ローカル システムから query peer-connection を実行して、リモート システムからの通信をいずれかのシステムから開始

できます。
● 両方とも成功した場合、ピア接続でレプリケーションの作成、設定、実行が可能です。
● どちらかが失敗した場合は、CHAP 構成の問題を修正してから、必要に応じて、これらの手順を繰り返す必要があります。

CHAP 記録を変更する必要がある場合は、set chap-record コマンドを使用します。

ピア接続を変更する
ピア接続設定を変更せずに、現在のピア接続の名前やリモート システムのポート アドレスをローカル システムまたはリモート シ
ステムから変更できます。たとえば、ピア接続を設定し、ピアの 1 個を別のネットワークに移動することができます。
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ピア接続名を変更してもネットワーク接続には影響しないため、実行中のレプリケーションは中断されません。

メモ: リモート ポート アドレスを変更すると、ネットワーク接続が変更されます。この操作は、レプリケーションが実行され
ておらず、新しいレプリケーションが実行されない場合にのみ許可されます。ピア接続の場合は、実行中のレプリケーション
をすべて停止し、レプリケーション セットを中断するか、ネットワーク接続がオフラインであることを確認します。ピア接続
を変更したら、レプリケーション セットを再開できます。ピア接続内の 1 個のシステムで CHAP が有効になっている場合は、
この操作を開始する前に CHAP が対応するピア システムで正しく設定されていることを確認してください。CHAP の設定に
ついての詳細は、「CHAP とレプリケーション」を参照してください。

ピア接続の変更
1. レプリケーション トピックでは、［ピア接続］テーブルで変更するピア接続を選択します。
2. ［アクション］＞［ピア接続の変更］を選択します。［ピア接続の変更］パネルが表示されます。
3. 次のいずれかを変更します。両方を変更することはできません。

● ［新しい名前］を選択して、ピア接続の新しい名前を入力します。名前は、大文字と小文字を区別した 大 32 バイトです。
システムにすでにある名前を使用することや、以下の文字（" , < \）を含めることはできません。

● ［新しいリモート アドレス］（FC-WWN または iSCSI-IP）を選択して、リモート システムの新しいアドレスを入力します。

メモ: 新しいプロトコルのリモート ポート アドレスを使用するピア接続を変更することで、FC と iSCSI 間のピア接続で使
用されるプロトコルを変更できます。

4. リモート システムに管理の役割が割り当てられているユーザーの名前とパスワードを入力します。
5. ［OK］をクリックします。ピア接続が変更され、［ピア接続］テーブルがアップデートされます。

ピア接続を削除する
ピア接続に属するレプリケーション セットがない場合は、ピア接続を削除できます。ピア接続に属するレプリケーションのデータ
セットが存在する場合は、ピア接続を削除する前に、それらを削除する必要があります。詳細については、「レプリケーション セ
ットを削除する」を参照してください。

メモ: ピア接続がダウンしてプライマリ システムとセカンダリ システム間の通信がない場合は、delete replication-
setCLI コマンドの local-only パラメータを使用して、レプリケーション セットを削除できます。

メモ: ピア接続内の 1 個のシステムで CHAP が有効になっている場合は、この操作を開始する前に CHAP が対応するピア シス
テムで正しく設定されていることを確認してください。CHAP の設定の詳細については、「CHAP とレプリケーション」を参照
してください。

ピア接続の削除

1. レプリケーション トピックでは、［ピア接続］テーブルで削除するピア接続を選択します。
2. ［アクション］＞［ピア接続の削除］を選択します。
3. ［OK］をクリックします。ピア接続が削除され、ピア接続テーブルがアップデートされます。

レプリケーションのトピックからレプリケーション セッ
トを作成する
レプリケーションのコンポーネントを指定するレプリケーション セットを作成できます。レプリケーション セットの作成パネル
では、レプリケーション セットを作成できます。このパネルには、レプリケーションとボリュームの両方のトピックからアクセス
できます。

この操作を実行すると、レプリケーション セットとレプリケーション セットのインフラストラクチャが作成されます。選択した
ボリューム、スナップショット、またはボリューム グループの場合、アクションはセカンダリ ボリュームまたはボリューム グル
ープと、レプリケーションをサポートするために必要な内部スナップショットを作成します。デフォルトでは、セカンダリ ボリュ
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ームまたはボリューム グループとインフラストラクチャは、プライマリ ボリュームまたはボリューム グループ（A または B）の
プールに対応するプールに作成されます。オプションで、他のプールを選択することもできます。

レプリケーション セットを作成して使用するには、ピア接続を定義する必要があります。レプリケーション セットでは、1 個のピ
ア接続とプールしか指定できません。レプリケーション セットを作成する場合、ピア接続システム間の通信は、プロセス全体で有
効でなければなりません。

ボリューム グループがレプリケーション セットの一部である場合、ボリュームはボリューム グループに追加または削除できませ
ん。

レプリケーション セットが削除されると、レプリケーション用にシステムによって作成された内部スナップショットも削除されま
す。レプリケーション セットが削除されると、プライマリ ボリュームとセカンダリ ボリュームを他のベース ボリュームまたはボ
リューム グループと同様に使用できます。

プライマリ ボリュームとボリューム グループ

複製されるボリューム、ボリューム グループ、またはスナップショットは、プライマリ ボリュームまたはボリューム グループと
呼ばれます。1 個のレプリケーション セットにのみ属することができます。ボリューム グループがすでにレプリケーション セッ
トに含まれている場合、個々のボリュームは個別のレプリケーション セットに含まれないことがあります。逆に、ボリューム グ
ループのメンバであるボリュームがすでにレプリケーション セットに含まれている場合、そのボリュームグループを別のレプリケ
ーション セットに含めることはできません。

複製可能な個々のボリュームおよびスナップショットの 大数は計 32 個です。ボリューム グループが複製されている場合、グル
ープ内に存在可能なボリュームの 大数は 16 個です。

レプリケーション セットにボリューム グループを使用すると、複数のボリュームの内容を同時に同期できるようになります。ボ
リューム グループを複製する場合、すべてのボリュームのスナップショットが同時に作成されます。その際に、ボリューム グル
ープはコンシステンシー グループとして機能し、ボリューム グループのコピーを整合性のとれたものにします。次に、スナップ
ショットはグループとして複製されます。スナップショットのサイズは異なることがありますが、すべてのスナップショットが複
製されるまで、ボリューム グループの複製は完了しません。

セカンダリ ボリュームとボリューム グループ

レプリケーション セットが作成されると（CLI または PowerVault Manager経由）、セカンダリ ボリュームとボリューム グループが
自動的に作成されます。セカンダリ ボリュームとボリューム グループについては、マッピング、移動、展開、削除、ロールバッ
ク操作への参加などの操作はできません。セカンダリ ボリュームまたはボリューム グループのスナップショットを作成し、デー
タのマッピングとアクセスにスナップショットを使用します。

キューイング レプリケーション

レプリケーションが実行され、新しいレプリケーションがリクエストされたときに実行するアクションを指定できます。
● ［破棄］。新しいレプリケーション リクエストを破棄します。
● ［ 新のキュー］。プライマリ ボリュームのスナップショットを作成し、新しいレプリケーション リクエストをキューに入れま

す。キューに古いレプリケーション リクエストが含まれている場合は、その古いリクエストを破棄します。 大で 1 個のレプ
リケーションをキューに入れることができます。これがデフォルト設定です。

メモ: キュー ポリシーが Queue Latest に設定され、レプリケーションが実行中で、別のキューがキューに入れられている
場合、キュー ポリシーを破棄するように変更することはできません。キューに入れられたレプリケーションを手動で削除して
から、ポリシーを変更する必要があります。

レプリケーション トピックからレプリケーション スナップショットの履
歴を保持する
レプリケーション セットを設定して、レプリケーション スナップショットの履歴を保持できます。レプリケーション処理の一部
として、レプリケーション セットは、プライマリまたはセカンダリ ボリューム、あるいはその両方のスナップショットを自動的
に作成します。これにより、時間の経過に応じて複製されたデータの履歴を作成します。この機能は、セカンダリ ボリューム、ま
たはプライマリ ボリュームとセカンダリ ボリューム両方で有効にできますが、ボリューム グループでは有効にできません。この
機能を有効にすると次のような効果がもたらされます。
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● プライマリ ボリュームでは、レプリケーションが開始すると、複製されるデータ イメージのスナップショットが作成されま
す。

● セカンダリ ボリュームでは、レプリケーションが正常に完了すると、セカンダリ ボリュームに転送されたばかりのデータ イメ
ージのスナップショットが作成されます。（これは、同期前に作成されるプライマリ ボリュームのスナップショットとは異なり
ます。）レプリケーションが完了しない場合、スナップショットは作成されません。

● 保持するスナップショットの数を 1～16 個に設定できます。これは、スナップショットの保持カウントと呼ばれます。この設定
は、プライマリおよびセカンダリ ボリューム両方のスナップショットの管理に適用され、いつでも変更できます。スナップシ
ョットの履歴が有効になっているかどうかに関係なく、保持カウントはレプリケーション セット内の既存のスナップショット
数より大きくする必要があります。現在のスナップショットの数よりも少ないスナップショットの保持カウント値を選択した
場合は、エラー メッセージが表示されます。そのため、スナップショット数の設定を減らす前に、余分なスナップショットを
手動で削除する必要があります。スナップショット数が超過すると、マッピングされていない も古いスナップショットが自
動的に破棄されます。

● スナップショットは basename_nnnn と名付けられます。_nnnn は 0000 から始まり、スナップショットの数に応じて値が増
加します。プライマリ ボリュームのスナップショットを有効にすると、同じ名前のスナップショットがプライマリおよびセカ
ンダリ システム上に存在するようになります。例えば、レプリケーションがキューに登録された後にキューから削除された場
合のように、レプリケーションが完了しているかどうかに関わりなく、スナップショットの数はレプリケーションが要求され
るたびに増加します。

● レプリケーション セットが削除されても、スナップショット履歴ルールによって自動的に作成されたすべての既存のスナップ
ショットは削除されません。他のスナップショットと同様に、これらのスナップショットを管理できます。

● スナップショットを手動で作成しても、スナップショット履歴に関連付けられたスナップショット数は増加しません。手動で
作成されたスナップショットは、スナップショット履歴機能によって管理されません。スナップショット履歴機能は、自ら作
成するスナップショットの新しい名前を生成します。その名前が既に存在する場合、スナップショット履歴機能は既存のボリ
ュームを上書きしません。スナップショットの番号付けは引き続き増加するため、スナップショット履歴機能を次回実行する
際に、新しいスナップショット名は既存のボリューム名と競合しません。

● スナップショットのベースネームおよびスナップショットの保持カウントの設定は、スナップショット履歴がセカンダリまた
は両方のボリュームで設定されている場合にのみ有効です。ただし、これらの設定はいつでも変更できます。

● マッピングされたスナップショット履歴は、マッピングが解除されるまで削除されません。
● この機能によって作成されたスナップショットは、システム全体の 大スナップショット制限数と比較してカウントされ、次

の結果をもたらします。
○ システムの制限数に達する前に、スナップショット数に達した場合、スナップショット履歴は変更されません。
○ スナップショット数に達する前に、システムの制限数に達した場合、スナップショット履歴はスナップショットの追加また

はアップデートを停止します。
● スナップショットの保持優先度を次のように設定できます。スナップショット ツリー内のリーフ スナップショットのみが自

動的に削除されます。
○ ［削除不可］。容量確保のためにスナップショットが自動的に削除されることはありません。スナップショット数が超過す

ると、スナップショット履歴内の も古いスナップショットが削除されます。これはデフォルトの設定です。
○ ［高］。すべての適格な中優先度のスナップショットを削除した後にスナップショットを削除できます。
○ ［中］。すべての適格な低優先度のスナップショットを削除した後にスナップショットを削除できます。
○ ［低］。スナップショットを削除できます。このパラメーターはスナップショット履歴とは無関係です。デフォルトが削除

不可なので、スナップショット履歴のスナップショットは、低仮想メモリ状態において通常影響されません。

このオプションが無効の場合、スナップショット履歴は保持されません。レプリケーション セットが確立された後にこのオプショ
ンを無効にすると、すべての既存のスナップショットが保持されますが、アップデートはされません。

レプリケーション トピックからレプリケーション セットの作成

メモ: ピア接続内の 1 個のシステムで CHAP が有効になっている場合は、この操作を開始する前に CHAP が対応するピア シス
テムで正しく設定されていることを確認してください。CHAP の設定の詳細については、「CHAP とレプリケーション」を参照
してください。

1. ［ピア接続］テーブルで、レプリケーション セットに使用するピア接続を選択します。
2. ［アクション］＞［レプリケーション セットの作成］を選択します。［レプリケーション セットの作成］パネルが表示されま

す。
3. レプリケーション セットの名前を入力します。この名前は大文字と小文字を区別し、 大 32 バイトです。システム内にすでに

存在する名前および前後のスペースや「" , < \」などの文字を含む名前は使用できません。
4. 単一のボリュームを使用するか、隣接するテーブルのエントリをフィルタリングするボリューム グループを使用するかを選択

します。
5. テーブルで、複製するボリュームまたはボリューム グループを選択します。これがプライマリ ボリュームまたはボリューム グ

ループになります。
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6. オプション：［単一のボリューム］を選択した場合、セカンダリ ボリュームの名前を入力します。デフォルトの名前は、プライ
マリ ボリュームの名前です。この名前は大文字と小文字を区別し、 大 32 バイトです。セカンダリ システムにすでに存在す
る名前や「" , < \」を含む名前は使用できません。

7. オプション：セカンダリ システム上のプールを選択します。デフォルトでは、プライマリ ボリュームが存在するプールに対応
するプールが選択されます。選択したプールはリモート システム上に存在している必要があります。

8. オプション：レプリケーションが実行され、新しいレプリケーションが要求されたときに実行するキュー ポリシー アクション
を指定します。

9. オプション：［セカンダリ ボリュームのスナップショット履歴］チェックボックスをオンにすると、セカンダリ ボリュームの
セカンダリ システムにスナップショットの履歴が保存されます。
● 保持カウントを設定して、保持するスナップショットの数を指定します。
● ［スナップショットのベースネーム］を変更して、スナップショットの名前を変更します。この名前は大文字と小文字を区

別し、 大 26 バイトです。システム内にすでに存在する名前や「" , < \」を含む名前は使用できません。
● 保持優先度を設定して、スナップショットの保持優先度を指定します。
● オプション：［プライマリ ボリュームのスナップショット履歴］をチェックし、プライマリ システム上のプライマリ ボリュ

ームのスナップショットの履歴を保持します。
10. オプション：［スケジュール設定］チェックボックスにチェックを付けて、定期的なレプリケーションをスケジュールします。
11.［OK］ をクリックします。
12.［成功］ダイアログ ボックスで次のように操作します。

● ［スケジュール設定］チェックボックスをオンにした場合、［OK］をクリックします。［レプリケーションのスケジュール］
パネルが開き、レプリケーションのスケジュールを作成するオプションを設定できます。レプリケーションのスケジュール
設定の詳細については、「レプリケーション トピックからレプリケーションを開始またはスケジュールする」を参照してく
ださい。

● それ以外の場合は、 初のレプリケーションを実行するオプションがあります。［はい］をクリックして 初のレプリケー
ションを開始するか、［いいえ］をクリックして後で 初のレプリケーションを開始します。

レプリケーション セットを変更する
レプリケーション セットの名前、キュー ポリシー、スナップショットの履歴設定を変更できます。レプリケーションのボリュー
ム メンバーシップは、レプリケーション セットの有効期間中は変更できません。

メモ: ピア接続内の 1 個のシステムで CHAP が有効になっている場合は、この操作を開始する前に CHAP が対応するピア シス
テムで正しく設定されていることを確認してください。CHAP の設定の詳細については、「CHAP とレプリケーション」を参照
してください。

レプリケーション セットの変更
1. レプリケーション トピックで、変更したい［レプリケーション セット］テーブルのレプリケーション セットを選択します。
2. ［アクション］＞［レプリケーション セットの変更］を選択します。［レプリケーション セットの変更］パネルが開きます。
3. レプリケーション セットの新しい名前を入力します。名前は、大文字と小文字を区別した 大 32 バイトです。システムにすで

にある名前を使用すること、先頭または末尾のスペースを含めること、次の文字（" , < \）を含めることはできません。
4. レプリケーションが実行され、新しいレプリケーションが要求されたときに実行するキュー ポリシー アクションを指定しま

す。
● ［破棄］。新しいレプリケーション リクエストを破棄します。
● ［ 新のキュー］。プライマリ ボリュームのスナップショットを作成し、新しいレプリケーション リクエストをキューに入

れます。キューに古いレプリケーション要求が含まれている場合は、その古い要求を破棄します。 大で 1 個のレプリケー
ションをキューに入れることができます。キュー ポリシーが、Queue Latest に設定され、レプリケーションが実行中で、
別のキューがキューに入れられている場合、キュー ポリシーを破棄するように変更することはできません。キューに入れら
れたレプリケーションを手動で削除してから、ポリシーを変更する必要があります。

5. オプション：［セカンダリ ボリュームのスナップショット履歴］チェックボックスをオンにすると、セカンダリ ボリュームの
セカンダリ システムにスナップショットの履歴が保存されます。
● 保存するスナップショットの数を変更するには、保持回数を設定します。その値は、スナップショット履歴が有効かどうか

にかかわらず、レプリケーション セット内の既存のスナップショットの数より大きくなければなりません。
メモ: スナップショット数の設定を現在のスナップショット数よりも少なくすると、操作は失敗します。したがって、
スナップショット数の設定を減らす前に、余分なスナップショットを手動で削除する必要があります。レプリケーショ
ンの実行中にこのパラメータを変更すると、現在のレプリケーションではセカンダリ システムにのみ影響を与えます。
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この場合、値を増やすことしかできないため、プライマリ システムのスナップショットはセカンダリ システムよりも
少なくなる可能性があります。

● スナップショット名を変更するには、［スナップショットのベースネーム］を設定します。名前は大文字と小文字を区別し
た 大 26 バイトです。システムにすでにある名前を使用することや、次の文字（" , < \）を含めることはできません。

メモ: レプリケーションの実行中にスナップショットのベース名を変更すると、現在のレプリケーションではセカンダ
リ システム上のスナップショットの名前に影響を与えます。レプリケーションでのみ、プライマリ システムとセカン
ダリ システムのスナップショットの名前が異なります。

● 保持優先度を設定して、スナップショットの保持優先度を指定します。
● オプション：［プライマリ ボリュームのスナップショット履歴］をチェックし、プライマリ システム上のプライマリ ボリュ

ームのスナップショットの履歴を保持します。
6. ［OK］をクリックします。レプリケーション セットの名前は、［レプリケーション セット］テーブルで更新されます。

Deleting a replication set

You can delete a replication set. When you delete a replication set, all infrastructure created by the system (internal snapshots required to
support replications) is also deleted. The primary and secondary volumes and volume groups no longer have restrictions and function like
all other base volumes, volume groups, and snapshots.

If you want to delete a replication set that has a replication in progress, you must first suspend and then stop the replication for that
replication set. For more information, see Stopping a replication or Suspending a replication. When a replication set is deleted, the
snapshots created from the snapshot history feature will not be deleted. You will be able to manage those snapshots like any other
snapshots. For more information, see Maintaining replication snapshot history from the Replications topic.

メモ: If the peer connection is down and there is no communication between the primary and secondary systems, use the local-
only parameter of the delete replication-set CLI command on both systems to delete the replication set. For more

information, see the Dell EMC PowerVault ME4 Series Storage System CLI Guide.

レプリケーション セットの削除

1. ［レプリケーション］トピックで、レプリケーション セット テーブルの中で削除するレプリケーション セットを選択します。
2. ［アクション］＞［レプリケーション セットの削除］を選択します。
3. ［OK］をクリックします。レプリケーション セットが削除され、［レプリケーション セット］テーブルがアップデートされま

す。

レプリケーション トピックからレプリケーションを開始
またはスケジュールする
レプリケーション セットを作成後、レプリケーションを開始して、プライマリ システム上の選択したボリュームまたはボリュー
ム グループをセカンダリ システムにコピーできます。レプリケーションを初めて開始すると、ボリュームまたはボリューム グル
ープの割り当て済みページの完全コピーがセカンダリ システムに作成されます。その後、プライマリ システムは、 後のレプリ
ケーション以降に変更された内容のみを送信します。

レプリケーションを手動で開始するか、スケジュールされたタスクを作成して、レプリケーションとボリュームの両方のトピック
から自動的に開始することができます。レプリケーションは、レプリケーション セットのプライマリ システムからのみ開始でき
ます。

メモ: プライマリ システムとセカンダリ システムのタイムゾーンが異なるレプリケーション セットでセカンダリ システムの
タイム ゾーンを変更する場合は、システムを再起動して、管理インターフェイスがレプリケーション操作の適切な時間値を表
示できるようにする必要があります。

レプリケーションが失敗すると、システムはレプリケーション セットを中断します。レプリケーション操作が中断されてから 10
分以上経過した場合、レプリケーション操作は再開を試みます。10 分間隔で 6 回試行しても操作が成功しなかった場合は、1 時間
以上経過後にピア接続が正常であれば、再開しようとします。

メモ: ホスト ポートの評価は、各レプリケーション操作の開始時または再開時に行われます。
● 大 2 個のポートが使用されます。
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● 適化されたパスを持つポートが 初に使用されます。 適化されたパスが存在しない場合、 適化されていないパスを
持つポートが使用されます。1 つのポートだけが 適化されたパスを持つ場合、そのポートだけが使用されます。

● レプリケーションに現在使用されているすべてのポートが使用できなくなるまで有効な別のポートを使用しないでくださ
い。

メモ: 単一のホスト ポートが接続を失うと、イベント 112 がログに記録されます。ピア接続は複数のホスト ポートに関連付け
られる可能性が高いため、単一のホスト ポートが失われるとパフォーマンスが低下する可能性がありますが、通常はピア接続
にアクセスできなくなることはありません。

レプリケーション トピックから手動でレプリケーションを開始する

ピア接続内の 1 個のシステムで CHAP が有効になっている場合は、この操作を開始する前に CHAP が対応するピア システムで正し
く設定されていることを確認してください。CHAP の設定の詳細については、「CHAP とレプリケーション」を参照してください。
1. ［レプリケーション］トピックで、［レプリケーション セット］テーブルのレプリケーション セットを選択します。
2. ［アクション］＞［複製］を選択します。［複製］パネルが開きます。
3. ［OK］ をクリックします。

● レプリケーションが進行中でない場合、ローカル システムはレプリケーション セット ボリュームの内容をリモート システ
ムへ複製し始め、レプリケーション セットのステータスが Running に変更されます。

● レプリケーションが進行中の場合、このレプリケーション リクエストの結果は［レプリケーション セットの作成］パネル
で指定したキュー ポリシーの設定によって異なります。キュー ポリシーの設定の詳細については、「レプリケーションのキ
ューイング」を参照しください。

［レプリケーション］トピックからレプリケーションをスケジュール設定
する
1. ［レプリケーション］トピックで、［レプリケーション セット］テーブ表からレプリケーション セットを選択します。
2. ［アクション＞レプリケート］を選択します。
［レプリケート］パネルが表示されます。

3. ［スケジュール］チェック ボックスを選択します。
4. レプリケーション スケジュールのタスク名を入力します。タスク名は大文字と小文字を区別し、 大 32 バイトです。システム
内にすでに存在する名前は使用できず、次を含めることはできません。" , < \

5. 直近のスナップショットのレプリケーションをプライマリー ボリュームに作成する場合は、［直近のスナップショット］チェッ
ク ボックスを選択します。
レプリケーションの時点で、スナップショットが存在している必要があります。このスナップショットは、手動で、またはス
ナップショットのスケジュール設定によって作成されている可能性があります。スケジュールされたレプリケーションが開始
された時点でボリュームのスナップショットが存在しない場合は、イベント 362 が記録され、レプリケーションが失敗します。

メモ: ボリューム グループをレプリケートする場合、このオプションは使用できません。

6. 今後スケジュール設定されたタスクを実行する際の 初のインスタンスの日付と時刻を指定します。この日付と時刻は、指定
された繰り返しの起点にもなります。
● ［日付］の値を設定するには、現在の日付を YYYY-MM-DD の形式で入力します。
● ［時刻］の値を設定するには、時間と分を 2 桁の値で入力し、［AM、PM］または［24H］（24 時間制）のいずれかを選択し

ます。 小インターバルは 1 時間です。
7. タスクを複数回実行する場合は、［繰り返し］チェック ボックスを選択します。

● タスクを繰り返す頻度を指定します。数値を入力して、適当な時間単位を選択します。レプリケーションの間隔は 低 30
分間開けるようにします。

● ［終了］チェック ボックスがオフになっている（スケジュールが無期限で実行される）ことを確認するか、チェック ボック
スを選択してスケジュールを終了するタイミングを指定します終了日と時刻を指定するには、［オン］オプションを選択し、
スケジュールの実行を停止するタイミングを指定します。または、［残り回数］オプションを選択し、スケジュールの実行
を停止するまでに実行できるレプリケーションの数を指定します。

● ［時間の制約］チェック ボックスがオフになっていることを確認します。これにより、いつでもスケジュールを実行するこ
とができます。または、チェック ボックスを選択して、スケジュールを実行する時間範囲を指定します。

● ［日付の制約］チェック ボックスがオフになっていることを確認します。これにより、スケジュールを任意の日に実行する
ことができます。または、チェック ボックスを選択して、スケジュールを実行する日を指定します。

8. ［OK］をクリックします。スケジュールが作成されます。
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レプリケーションの停止
レプリケーション セットのプライマリー システムでレプリケーションを停止することができます。正常に停止させるには、レプ
リケーション セットの状態が Ready または Suspended のいずれかである必要があります。Ready または Unsynchronized の
状態にあるレプリケーション セットのレプリケーションを停止しようとすると、エラー メッセージが表示されて失敗します。

メモ: 実行中のレプリケーションを停止すると、レプリケーション セットは、レプリケーションが開始される前の状態に戻り
ます（Ready または Unsynchronized）。中断されたレプリケーションを停止すると、レプリケーションの状態は
Suspended のままになります。

メモ: レプリケーション セットの初期レプリケーションを停止した場合、プライマリー プールおよびセカンダリー プール内の
該当レプリケーションに割り当てられているスナップショット領域は解放されません。領域を解放するには、初期レプリケー
ションを再実行するか、レプリケーション セットを削除します。

レプリケーションの停止

メモ: ピア接続内の 1 個のシステムで CHAP が有効になっている場合は、この操作を開始する前に CHAP が対応するピア シス
テムで正しく設定されていることを確認してください。CHAP の設定の詳細については、「CHAP とレプリケーション」を参照
してください。

1. レプリケーション トピックで、［レプリケーション セット］テーブルで現在複製されているレプリケーション セットを選択し
ます。

2. ［アクション］＞［レプリケーションの中止］を選択します。
3. ［OK］をクリックします。レプリケーションが終了します。

レプリケーションを一時停止する
プライマリ システムから、特定のレプリケーション セットのレプリケーション操作を一時停止できます。レプリケーション セッ
トのプライマリ システムからのレプリケーションのみを一時停止できます。

レプリケーション セットを一時停止すると、進行中のすべてのレプリケーションが一時停止され、新しいレプリケーションは実行
されません。一時停止されたレプリケーションは中止することができます。レプリケーションは一時停止したら、あとで必ず再開
する必要があります。進行中のレプリケーションが再開されないと、新しいレプリケーションも実行できません。詳細について
は、「レプリケーションを停止する」または「レプリケーションを再開する」を参照してください。

一時停止された期間（スケジュール設定されたレプリケーションを含む）にレプリケーションが試行されると、レプリケーション
は失敗します。

レプリケーションの一時停止

メモ: ピア接続内の 1 個のシステムで CHAP が有効になっている場合は、この操作を開始する前に CHAP が対応するピア シス
テムで正しく設定されていることを確認してください。CHAP の設定の詳細については、「CHAP とレプリケーション」を参照
してください。

1. レプリケーション トピックで、［レプリケーション セット］テーブルで現在複製されているレプリケーション セットを選択し
ます。

2. ［アクション］＞［レプリケーションの一時停止］を選択します。
3. ［OK］をクリックします。レプリケーション セットのレプリケーションが一時停止し、レプリケーション セットのステータス

が［一時停止］に変わります。

レプリケーションを再開する
指定の中断されたレプリケーション セットの複製処理を再開できます。レプリケーション セットのプライマリ システムからの
み、レプリケーションを再開できます。
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レプリケーション セットが中断されると、実行中のすべてのレプリケーションは一時停止し、新しいレプリケーションは許可され
なくなります。レプリケーションを再開すると、一時停止したすべてのレプリケーションが再開され、新しいレプリケーションが
許可されます。レプリケーション セットの中断時にレプリケーションを停止した場合は、停止したレプリケーションは再開されま
せん。

レプリケーションの再開

メモ: ピア接続内の 1 個のシステムで CHAP が有効になっている場合は、この操作を開始する前に CHAP が対応するピア シス
テムで正しく設定されていることを確認してください。CHAP の設定の詳細については、「CHAP とレプリケーション」を参照
してください。

1. ［レプリケーション］トピックの［レプリケーション セット］テーブルで、レプリケーションが一時停止しているレプリケーシ
ョン セットを選択します。

2. ［アクション］＞［レプリケーションの再開］を選択します。
3. ［OK］をクリックします。レプリケーション セットのレプリケーションが再開され、レプリケーションのステータスが

Running に変更されます。

Manage replication schedules from the Replications
topic
You can modify or delete scheduled replication tasks on the primary system.

1. In the Replications topic, select a replication set on the primary system that has an associated schedule from the Replication Sets
table.

2. Select ［Action > Manage Schedules］.
The ［Manage Schedules］ panel opens.

3. Select the schedule to modify. Its settings appear at the bottom of the panel.

4. If you want to create a replication of the last snapshot in the primary volume, select the ［Last Snapshot］ check box.

メモ: This option is unavailable when replicating volume groups.

5. Specify a date and a time in the future to be the first instance when the scheduled task will run, and to be the starting point for any
specified recurrence.
● To set the ［Date］ value, enter the current date in the format YYYY-MM-DD.
● To set the ［Time］ value, enter two-digit values for the hour and minutes and select either ［AM, PM］, or ［24H］ (24-hour

clock).

6. If you want the task to run more than once, select the ［Repeat］ check box.
● Specify how often the task should repeat. Enter a number and select the appropriate time unit. Replications can recur no less than

30 minutes apart.
● Clear the ［End］ checkbox is cleared to allow the schedule to run without an end date, or select the check box and specify when

the schedule should stop running.
● Clear ［Time Constraint］ checkbox to allow the schedule to run at any time, or select the check box to specify a time range within

which the schedule should run.
● Clear ［Date Constraint］ checkbox to allow the schedule to run on any day, or select the check box to specify the days when the

schedule should run.

7. Click ［Apply］.
A confirmation panel appears.

8. Click ［OK］.

レプリケーション スケジュールの削除

レプリケーション スケジュールを削除するには、次の手順を実行します。
1. プライマリー システムの［レプリケーション セット］テーブルから、関連付けられたスケジュールのあるレプリケーション セ

ットを選択します。
2. ［アクション＞スケジュールの管理］を選択します。［スケジュールの管理］パネルが開きます。

レプリケーション トピックでの作業 137



3. 削除するスケジュールを選択します。
4. ［スケジュールの削除］をクリックします。

確認パネルが表示されます。
5. ［OK］ をクリックします。
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パフォーマンス トピックでの作業
トピック：

• パフォーマンス統計を表示する
• 統計履歴をアップデートする
• パフォーマンス統計履歴をエクスポートする
• パフォーマンス統計をリセットする

パフォーマンス統計を表示する
パフォーマンス トピックには、ディスク、ディスク グループ、仮想プール、仮想階層、ホスト ポート、コントローラ、ボリュー
ムのコンポーネントのパフォーマンス統計が表示されます。パフォーマンス統計の詳細については、パフォーマンス統計について
を参照してください。

現在の統計情報は、すべてのコンポーネント タイプの表形式で、履歴統計情報はディスク、ディスク グループ、仮想プール、階
層のグラフィカル形式で表示できます。

パフォーマンス統計の表示

1. ［パフォーマンス］トピックで、［表示］リストからコンポーネント タイプを選択します。［コンポーネント］テーブルは、シス
テム内にあるそのタイプの各コンポーネントの情報を表示します。

2. リストから 1 個以上のコンポーネントを選択します。
3. ［データの表示］をクリックします。［現在のデータ］領域にサンプル時間が表示されます。これは、サンプル データを収集し

たときの日付と時間です。また、すべてのデータ サンプルの合計期間、つまり選択した各コンポーネントの現在のサンプル、
以前のサンプル（ある場合）、さらに現在のパフォーマンス統計のテーブルを収集から表示までにかかる期間を表示します。

4. 選択したディスク、ディスク グループ、仮想プール、仮想階層について履歴データのグラフを表示するには、［履歴データ］チ
ェックボックスにチェックを付けます。［履歴データ］領域には、サンプルの時間範囲が表示されます。それらのサンプルのデ
ータはグラフによって表示され、デフォルトでは合計 IOPS のグラフです。

5. 時間範囲または履歴統計のサンプル数のどちらを表示するかを指定するには、次のいずれかの手順を実行します。
● ［時間範囲の設定］をクリックします。［統計履歴のアップデート］パネルが開き、デフォルトのカウント値 100 が表示され

ます。
● サンプル数を指定するには、［件数］フィールドに 5～100 の範囲で値を入力し、［OK］をクリックします。
● 時間範囲を指定するには、次の手順を実行します。

○ ［時間範囲］チェックボックスにチェックを付けます。
○ 開始および終了のサンプルに日付/時刻の値を設定します。値は、現在の日付/時刻と過去 6 か月の間で設定する必要が

あります。終了値は開始値よりも新しい必要があります。
メモ: 時間範囲を指定する場合は、24 時間以内の範囲を指定することを推奨します。

○ ［OK］をクリックします。［履歴データ］領域で、時間範囲の値がアップデートされ、表示されている 古および 新の
サンプルの時間を表示します。選択したコンポーネントのグラフもアップデートされます。

6. 別の履歴統計を表示するには、［統計］リストからグラフを選択します。各グラフの説明については、「パフォーマンスの履歴
グラフ 、p. 139」を参照してください。

7. 履歴統計グラフの右上隅の凡例を非表示にするには、［凡例の表示］チェックボックスのチェックを外します。

パフォーマンスの履歴グラフ

次のテーブルでは、各コンポーネントのタイプごとに利用できる統計情報の履歴のグラフについて説明します。グラフ内の測定単
位は、ページの空白内でサンプル データを 適に表現するように、自動的にスケーリングされます。

9
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表 28. パフォーマンスの履歴 

システム コンポーネント グラフ 説明

ディスク、グループ、プール、階層 合計 IOPS 後のサンプリング時点からの 1 秒あた
りの読み取りと書き込みの処理の合計数。

ディスク、グループ、プール、階層 読み取り IOPS 後のサンプリング時点からの 1 秒あた
りの読み取り処理の数。

ディスク、グループ、プール、階層 書き込み IOPS 後のサンプリング時点からの 1 秒あた
りの書き込み処理の数。

ディスク、グループ、プール、階層 データ スループット 後のサンプリング時点からの読み取り
と書き込みの全体的な速度。

ディスク、グループ、プール、階層 読み取りスループット 後のサンプリング時点からのデータ読
み取り速度。

ディスク、グループ、プール、階層 書き込みスループット 後のサンプリング時点からのデータが
書き込み速度。

ディスク、グループ、プール、階層 I/O 総数 後のサンプリング時点からの読み取り
と書き込みの処理の数。

ディスク、グループ、プール、階層 読み取り数 後のサンプリング時点からの読み取り
の処理の数。

ディスク、グループ、プール、階層 書き込み数 後のサンプリング時点からの書き込み
の処理の数。

ディスク、グループ、プール、階層 転送されたデータ 後のサンプリング時点からのデータの
読み取りと書き込みの合計量。

ディスク、グループ、プール、階層 読み取られたデータ 後のサンプリング時点からのデータの
読み取りの合計量。

ディスク、グループ、プール、階層 書き込まれたデータ 後のサンプリング時点からのデータの
書き込みの合計量。

ディスク、グループ 平均応答時間 後のサンプリング時点からの読み取り
と書き込みの平均応答時間。

ディスク、グループ 平均読み取り応答時間 後のサンプリング時点からの読み取り
の平均応答時間。

ディスク、グループ 平均書き込み応答時間 後のサンプリング時点からの書き込み
の平均応答時間。

ディスク、グループ 平均 I/O サイズ 後のサンプリング時点からの読み取り
と書き込みの平均サイズ。

ディスク、グループ 平均読み取り I/O サイズ 後のサンプリング時点からの読み取り
の平均サイズ。

ディスク、グループ 平均書き込み I/O サイズ 後のサンプリング時点からの書き込み
の平均サイズ。

ディスク、グループ ディスクのエラー数 後のサンプリング時点からのディスク
のエラー数。

ディスク、グループ キュー深度 後のサンプリング時点からサービスさ
れている保留中の I/O処理の平均数。こ
の値は、アクティビティな期間のみを表
し、非アクティブな期間は除外されます。

プール、階層 割り当て済みのページ数 ボリュームに対する書き込みに基づいて、
ボリュームに対して割り当てられる 4-
MB ページの数。ボリュームを作成して
も、割り当ては発生しません。ページはデ
ータの書き込み時に割り当てられます。
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表 28. パフォーマンスの履歴 （続き）

システム コンポーネント グラフ 説明

ティア 入ってくるページの数 別の階層からこの階層に移動するページ
の数。

ティア 出ていくページの数 この階層から別の階層に移動するページ
の数。

ティア ページ再調整の数 自動的に負荷分散を行うため、この階層内
にあるディスク グループ間で移動するペ
ージ数。

ティア 初期の割り当て数 ホストの書き込みの結果として割り当て
られるページの数。この数には、背景での
ページ階層化の動作の結果として割り当
てされるページは含まれません（階層化に
より、1 つの階層に割り当てられていない
ページが表示され、別の階層に割り当てら
れたページが表示されるように、1 つの階
層から別の階層にページが移動されます。
これらの背面での動作は、「初期の割り当
て」とはみなされません）。

ティア マップしない数 空であるため、自動的に回収されて割り当
てられない 4-MB ページの数（データがゼ
ロのデータのみが含まれます）。

ティア RF のコピー数 回転ディスクから SSD読み取りキャッシ
ュ（読み取りフラッシュ ファイル）にコ
ピーされる 4-MB ページの数。

ティア 回収されるゼロページ数 このサンプリング期間中に回収された空
の（ゼロが入力されてる）ページの数。

統計履歴をアップデートする
パフォーマンス トピックでは、ディスク、ディスク グループ、仮想プール、階層のコンポーネントの履歴パフォーマンス統計を
表示できます。デフォルトでは、 新の 100 個のサンプルが表示されます。パフォーマンス統計の詳細については、「パフォーマ
ンス統計について」を参照してください。

表示された統計履歴のアップデート
1. 「パフォーマンス統計を表示する」に記載されているとおりに、統計履歴グラフを表示します。
2. ［アクション］＞［統計履歴のアップデート］を選択します。
［統計履歴のアップデート］パネルが開き、デフォルトのカウント数の値が 100 と表示されます。

3. カウント数を指定するには、［カウント数］フィールドに 5 から 100 までの範囲で値を入力し、［OK］をクリックします。
4. 時間範囲を指定するには、次の手順を実行します。

● ［時間範囲］チェックボックスにチェックを付けます。
● 開始および終了のサンプルに日付/時刻の値を設定します。値は、現在の日付/時刻と過去 6 か月の間で設定する必要があり

ます。終了値は開始値よりも新しい必要があります。
メモ: 時間範囲を指定する場合は、24 時間以内の範囲を指定することを推奨します。

● ［OK］ をクリックします。
［パフォーマンス］トピックの［履歴データ］領域で、時間範囲の値がアップデートされ、表示されている 古および 新のサ

ンプルの時間を表示します。選択したコンポーネントのグラフもアップデートされます。

パフォーマンス統計履歴をエクスポートする
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CSV 形式のパフォーマンス統計履歴は、ネットワーク上のファイルにエクスポートできます。その後、データをスプレッドシート
や他のサードパーティ アプリケーションにインポートすることができます。

ダウンロードされるデータ サンプルの数は 100 に固定され、生成し、転送されるデータ ファイルのサイズを制限します。デフォ
ルトでは、使用可能なすべてのデータを 大 6 か月間に収集し、100 個のサンプルに集約します。開始時刻と終了時刻を指定する
ことで、異なる時間範囲を指定できます。指定された時間範囲が 100 分を超える場合、データは 100 個のサンプルに集約されます。

結果のファイルには、プロパティ名の行と各データ サンプルの行が含まれます。

履歴のパフォーマンス統計のエクスポート
1. パフォーマンスのトピックでは、［表示リスト］から、［ディスク、ディスク グループ、仮想プール］または［仮想階層］を選
択します。

2. 少なくとも 1 個のコンポーネントを選択します。

メモ: どのコンポーネントが選択されているかにかかわらず、統計はすべてのディスクに対してエクスポートされます。

3. ［アクション］＞［履歴統計のエクスポート］を選択します。
［履歴統計のエクスポート］パネルが開きます。

4. 時間範囲を指定するには、次の手順を実行します。
● ［時間範囲］チェックボックスにチェックを付けます。
● 開始および終了のサンプルに日付/時刻の値を設定します。値は、現在の日付/時刻と過去 6 か月の間で設定する必要があり

ます。終了値は開始値よりも新しい必要があります。
メモ: 時間範囲を指定する場合は、24 時間以内の範囲を指定することを推奨します。

5. ［OK］ をクリックします。

メモ: Microsoft Internet Explorer で、セキュリティバーによってダウンロードがブロックされている場合は、［ファイルのダ
ウンロード］オプションを選択します。初めてダウンロードに失敗した場合は、［履歴統計のエクスポート］パネルに戻
り、エクスポート操作を再試行します。

6. ファイルを開くか保存するプロンプトが表示されたら、［保存］をクリックします。
● Firefox または Chrome を使用してダウンロード ディレクトリに設定した場合は、ファイル Disk_Performance.csv が保

存されます。
● それ以外の場合は、ファイルの場所と名前を指定するように求められます。デフォルトのファイル名は

Disk_Performance.csv.です。システム、コントローラ、および日付を識別するために名前を変更します。
7. ［OK］ をクリックします。

パフォーマンス統計をリセットする
すべてのコンポーネントの現在または過去のパフォーマンス統計をリセット（クリア）できます。統計をリセットすると、イベン
トが記録され、新しいデータ サンプルが 5 分ごとに継続して格納されます。

パフォーマンス統計のリセット
1. ［パフォーマンス］トピックで、［アクション］＞［すべての統計のリセット］を選択します。
［すべての統計のリセット］パネルが開きます。

2. 次のいずれかの手順を実行してください。
● 現在の統計をリセットするには、［現在のデータ］を選択します。
● 履歴統計をリセットするには、［履歴データ］を選択します。

3. ［OK］ をクリックします。
確認パネルが表示されます。

4. ［はい］をクリックして続行します。それ以外の場合は、［いいえ］をクリックします。［はい］をクリックすると、統計はクリ
アされます。
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バナーとフッター内での作業
トピック：

• バナーおよびフッターの概要
• システム情報の表示
• 証明書情報を表示する
• 接続情報を表示する
• システムの日付と時刻の情報を表示する
• ユーザー情報を表示する
• 正常性情報を表示する
• イベント情報を表示する
• 容量情報の表示
• ホスト情報を表示する
• 階層情報を表示する
• 近のシステム アクティビティを表示する

バナーおよびフッターの概要
PowerVault Manager インターフェイスのバナーには、以下の 4 つのパネルが並べて配置されています。
● ［システム］パネルには、システムとファームウェアの情報が表示されます。
● ［接続情報］パネルには、PowerVault Manager とストレージ システム間のリンクに関する情報が表示されます。
● ［システムの日付/時刻］パネルには、システムの日付と時刻の情報が表示されます。
● ［ユーザー情報］パネルには、ログインしているユーザーの名前が表示されます。

PowerVault Manager インターフェイスのフッターには、以下の 6 つのパネルが並べて配置されています。
● ［システム正常性］パネルには、システムと各コントローラの現在の状態が表示されます。
● ［イベント］パネルには、システムが記録した 1,000 件以下の 新イベント（イベント タイプで分類）が表示されます。
● ［容量使用率］パネルには、色分けされた 1 組のバーが表示されます。これはシステムの物理容量と容量の割り当て方法および

使用方法を示します。
● ［ホスト I/O］パネルには、アクティブな I/O を備えた各コントローラ用の色分けされたバーが 1 組表示されます。これはすべ

てのポートに関する現在の IOPS とデータ スループット（メガバイト/秒）を示します。
● ［階層 I/O］パネルには、アクティブな I/O を備えた各仮想プール（A、B、またはその両方）の色分けされたバーが表示されま

す。
● ［アクティビティ］パネルには、 新のシステム アクティビティに関する通知が表示されます。

これらのパネル（［アクティビティ］パネルを除く）上にカーソルを置くと、別のパネルに詳しい情報が表示されます。また、一
部のパネルには関連するタスクを実行できるメニューがあります。メニューがあるパネルには、バナー用 とフッター用 の 2 つ
のアイコンがあります。パネル内の任意の場所をクリックすると、メニューが表示されます。

システム情報の表示

バナーのシステム パネルには、システム名と、アクセス中のコントローラーにストールされているファームウェア　バンドルのバ
ージョンが表示されます。

カーソルをこのパネルの上に置いて、システム情報パネルを表示します。ここには、システム名、ベンダー、場所、連絡先、情報
が示されます。各コントローラ（A および B）ファームウェア　バンドルのバージョンとサービス タグの識別子も表示されます。

アイコンによって、パネルにメニューがあることがわかります。システム情報設定の変更、システム サービスの設定、ファームウ
ェアの更新コントローラーの再起動またはシャットダウン（83 ページ）、または SSL の証明書情報の表示を行うには、パネルのい
ずれかの場所をクリックしてメニューを表示します。

10
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証明書情報を表示する
デフォルトのシステムでは、各コントローラーに対して一意の SSL 証明書が生成されます。セキュリティを も強化するには、デ
フォルトでシステムによって生成された証明書を、信頼できる証明機関から発行された証明書に置き換えることができます。

証明書情報パネルには、各コントローラーのシステム上に格納されているアクティブな SSL 証明書の情報が示されます。タブ A と
B には、それぞれの対応するコントローラーに対する未フォーマットの証明書テキストが含まれています。パネルには、各証明書
の作成日だけでなく、次のいずれかのステータス値も示されます。
● お客様が提供。コントローラーで、ユーザーがアップロードした証明書が使用されていることを示します。
● システムが生成。コントローラーで、コントローラーによって生成されたアクティブな証明書とキーが使用されていることを

示します。
● 不明なステータス。コントローラーの証明書を読み取れないことを示します。これは、コントローラーが再起動中である場合、

証明書の置き換え処理がまだ進行中である場合、またはシングルコントローラーのシステムでパートナー コントローラーのタ
ブを選択した場合に、 も多く発生します。

FTP または SFTP を通じてアップロードするか、contents パラメーター（create certificate CLI コマンド）を使用して独
自かつ一意の証明書コンテンツを含む証明書を作成することにより、独自の証明書を使用することができます。新しい証明書を有
効にするには、 初にコントローラーを再起動する必要があります。コントローラーを再起動する方法に関する情報については、

「コントローラをリスタートまたはシャットダウンする」を参照してください。

証明書の置き換えが正常に行われ、コントローラーでユーザーが提供した証明書が使用されていることを確認するには、証明書の
ステータスが customer-supplied であること、作成日が正しいこと、および証明書のコンテンツが予想される内容であること
を確認します。

ユーザー証明書情報の表示

1. バナーで、システム パネルをクリックして、［証明書情報の表示］を選択します。
［証明書情報］パネルが開きます。

2. 証明書情報の表示を終了したら、［閉じる］をクリックします。

接続情報を表示する
バナー内の接続パネルのアイコンには、PowerVault Manager とストレージ システム間の管理リンクに関する現在の状態が表示され
ます。接続情報テーブルには、各状態ごとにアイコンが表示されます。

表 29. 接続情報 

アイコン 意味

管理リンクが接続され、システムが起動しています。アニメーションはデータがいつ転送されてい
るかを示します。

管理リンクは接続されていますが、システムがダウンしています。

管理リンクが接続されていません。

このパネル上にカーソルを置くと、接続情報パネルが表示され、接続やシステムの状態を確認できます。

システムの日付と時刻の情報を表示する
バナーの［日付/時刻］パネルには、システムの日付と時刻が次の形式で表示されます。

YYYY-MM-DD
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HH:MM:SS
アイコンは、パネルにメニューがあることを示しています。パネル内の任意の場所をクリックして、日付と時刻の設定を変更す

るためのメニューを表示させます。

日付設定および時刻設定を変更する

バナー内の日付/時刻パネルに表示されるストレージ システムの日付と時刻を変更することができます。日付と時刻の設定には、
システム ログと通知のエントリに正しいタイム スタンプが付くようにすることが重要です。

日付と時刻を手動で設定するか、NTP を使用してネットワーク接続されたサーバから取得するようにシステムを設定できます。
NTP が有効で NTP サーバが使用可能な場合は、システムの時刻と日付を NTP サーバから取得できます。これにより、複数のスト
レージ デバイス、ホスト、ログ ファイルなどを同期させることができます。NTP が有効で NTP サーバが存在しない場合は、あた
かも NTP が有効になっていないかのように日付と時刻が維持されます。

NTP サーバーの時刻は、UTC のタイム スケールで提供されます。タイム スケールには、いくつかのオプションがあります。
● 複数のタイム ゾーンに設置されているストレージ デバイス間で時間ととログを同期するには、すべてのストレージ デバイスを

設定して UTC を使用します。
● ストレージ デバイスにローカル時刻を使用するには、そのタイム ゾーン オフセットを設定します。
● タイム サーバーによって UTC ではなくローカル時刻の提供が可能な場合は、タイム サーバーを使用し、これ以上時間調整を

行わないように、ストレージ デバイスを構成します。

NTP が有効であっても無効であっても、ストレージ システムでは、夏時間の時間調整は自動的に行われません。このような調整は
手動で行う必要があります。

メモ: プライマリ システムとセカンダリ システムのタイムゾーンが異なるレプリケーション セットでセカンダリ システムの
タイム ゾーンを変更する場合は、システムを再起動して、管理インターフェイスがレプリケーション操作の適切な時間値を表
示できるようにする必要があります。

手動で日付と時刻の設定を使用する

日付と時刻の設定を手動で設定するには、次の手順を実行します。
1. バナーで、［日付/時刻］パネルをクリックし、［日付と時刻の設定］を選択します。
［日付/時刻］パネルが開きます。

2. ［ネットワーク タイム プロトコル（NTP）］チェックボックスをオフにします。
3. 日付の値を設定するには、現在の日付を YYYY-MM-DD の形式で入力します。
4. 時刻の値を設定するには、現在の時刻を HH:MM の形式で入力します。

メモ: システムの時刻は 24 時間制を使用します。

5. 次のいずれかの手順を実行してください。
● 設定内容を保存してシステムの設定を続行するには、［適用］をクリックします。
● 設定内容を保存してパネルを閉じるには、［適用して閉じる］をクリックします。
確認パネルが表示されます。

6. ［OK］ をクリックします。

NTP サーバーから日付と時刻の取得

1. バナーで、日付/時刻パネルをクリックして、［日付と時刻の設定］を選択します。
［日付と時刻の設定］パネルが開きます。

2. ［ネットワーク タイム プロトコル（NTP）］チェック ボックスを選択します。
3. 次のいずれかの手順を実行してください。

● システムで特定の NTP サーバーから時間の値を取得するには、NTP サーバーのアドレス フィールドに IP アドレスを入力し
ます。

● システムでブロードキャスト モードで NTP サーバーによって送信された時間のメッセージをリッスンするには、NTP サー
バーのアドレス フィールドをクリアします。

4. NTP タイム ゾーン オフセット フィールドで、UTC からの時間（オプションで分）単位のオフセットとしてタイム ゾーン入力
します。たとえば、太平洋タイム ゾーンのオフセットは太平洋標準時の-8、太平洋標準時の夏時間の-7 になり、インドのバン
ガロールのオフセットは+5:30 になります。

5. 次のいずれかの手順を実行してください。
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● 設定を保存してシステムの設定を続行するには、［適用］をクリックします。
● 設定を保存してパネルを閉じるには、［適用して閉じる］をクリックします。
確認パネルが表示されます。

6. ［はい］をクリックして変更を保存します。それ以外の場合は、［いいえ］をクリックします。

ユーザー情報を表示する
バナーのユーザー パネルには、サインインしたユーザーの名前が表示されます。

このパネルの上にカーソルを置くと、［ユーザー情報］パネルが表示され、このユーザーの役割、アクセス可能なインターフェイ
ス、セッションのタイムアウトが表示されます。

のアイコンによって、パネルにメニューがあることが示されます。パネル内のいずれかの場所をクリックして、サインインした
ユーザー（monitor の役割）の設定を変更したり、すべてのユーザー（manage の役割）を管理したりします。ユーザーの役割と
設定の詳細については、「ユーザーを管理する」を参照してください。

正常性情報を表示する
フッターの正常性パネルには、システムと各コントローラの現在の正常性が表示されます。

このパネル上にカーソルを置くと、正常性状態を示す［システム正常性］パネルが表示されます。システム正常性に問題がある場
合、［システム正常性］パネルには正常ではないコンポーネントの問題解決に関する情報も表示されます。

アイコンは、パネルにメニューがあることを示します。パネル内の任意の場所をクリックすると、通知設定の変更、ログ データ
の保存、およびシステム情報の表示メニューが表示されます。

ファイルにログ データを保存する

システムの問題を診断するために、サービス担当者がシステムのログ データを提供するよう求めることがあります。その際には
PowerVault Manager を使用すると、以下のログ データを zip 形式のファイルに圧縮して保存することができます。
● デバイスのステータス概要。システムの基本的なステータスと構成データが含まれます
● 各コントローラのイベントログ
● 各コントローラのデバッグ ログ
● 各コントローラの起動シーケンスを示すブート ログ
● 各コントローラのダンプ（重大なエラーが発生した場合）
● 各コントローラの CAPI トレース

メモ: コントローラは 1 つのメモリ バッファを共有し、ログ データの収集およびファームウェアのロードを行います。そのた
め、異なるログ保存操作を同時に実行したり、ログ保存操作の実行中にファームウェアのアップデート操作を実行したりしな
いでください。

ストレージ システムからネットワーク上の場所にログ データの保存

1. フッターで、正常性パネルをクリックして、［ログの保存］を選択します。［ログの保存］パネルが開きます。
2. サポート担当がデータを提供したユーザーを把握できるように、名前、E メール アドレス、電話番号を入力します。

連絡先名の値には、 大で 100 バイトまでの、“ ‘ ` &の文字を除く、すべての文字を使用できます。

E メール アドレスには、“ < > \の文字を除く、 大で 100 までの文字を含めることができます。

電話番号の値には、数字のみ使用でき、その他の文字を含めることはできません。

3. 問題について説明し、問題が発生した日時を指定するコメントを入力します。この情報は、サービス担当者が、ログ データを
分析するときに役立ちます。コメントのテキストには、 大で 500 バイトの文字を含めることができます。

4. ［OK］をクリックします。ログ データが収集されます。これには数分かかります。

146 バナーとフッター内での作業



メモ: Microsoft Internet Explorer で、ダウンロードがセキュリティ バーでブロックされている場合は、［ファイルのダウン
ロード］オプションを選択します。ダウンロードが初回で成功しない場合は、［ログの保存］パネルに戻り、保存操作を再
試行します。

5. ファイルを開くか保存するプロンプトが表示されたら、［保存］をクリックします。
● Chrome を使用している場合、store.zip がダウンロード フォルダに保存されます。
● Firefox を使用しており、ダウンロード フォルダが設定されている場合、store.zip はそのフォルダに保存されます。
● それ以外の場合は、ファイルの場所と名前を指定するように求められます。デフォルトのファイル名は store.zip です。

システム、コントローラ、および日付を識別するために名前を変更します。

メモ: それに含まれるファイルを調べる前にファイルを解凍する必要があります。診断データのために調べる 初のファ
イルは store_yyyy_mm_dd__hh_mm_ss.logs です。

イベント情報を表示する
システムに問題がある場合は、テクニカル サポートに問い合わせる前にイベントログを確認します。イベントログの情報によっ
て、問題を解決できる場合があります。

イベントログを表示するには、フッターの［イベント］パネルをクリックし、［イベント リストの表示］を選択します。［イベント
ログ ビューア］パネルが開きます。パネルには、いずれかのコントローラによって記録された直近 1000 件のイベントがテーブル
形式で表示されます。通知設定に関係なく、すべてのイベントが記録されます。通知設定の詳細については、「システム通知の設
定 、p. 49」を参照してください。

フッターのイベント パネルには、システムが記録した以下のイベントが表示されます。
● 重大度。以下の重大度アイコンのいずれかが表示されます。

○ ［重大］。コントローラがシャットダウンする可能性がある障害が発生しました。すぐに問題を修正してください。

○ ［エラー］。データの整合性または安定性に影響する可能性のある障害が発生しました。できるだけ早く問題を修正して
ください。

○ ［警告］。データの整合性には影響しないものの、システムの安定性に影響する可能性のある障害が発生しました。必要
に応じて問題を評価して修正してください。

○ ［情報］。設定または状態の変更が発生したか、システムが修正される問題が発生しました。操作は必要ありません。
○ ［解決済み］。発生したイベントはログ記録され、解決された状態です。操作は必要ありません。

● 日付/時刻。イベントが発生した日付と時刻。年-月-日 時:分:秒の形式で示されます。タイム スタンプの間隔は 1 秒です。
● ID。イベント ID。プレフィックス A または B によって、イベントのログを記録したコントローラーを特定します。
● コード。ユーザーやサポート担当者が問題を診断するのに役立つイベント コード。
● メッセージ。イベントに関する簡単な情報。メッセージをクリックすると、追加情報および推奨される操作が表示されたり非

表示になったりします。
● Ctrl。イベントのログを記録したコントローラの ID 。

この領域の左側にカーソルを置くと、［重大およびエラー イベント情報］パネルに以下が表示されます。
● 過去 24 時間以内に発生したイベントまたは直近 1000 件のイベントのなかで、重大度が重大およびエラーのイベント数
● 直近で も重大なイベントが発生した日付と時刻

アイコンは、パネルにメニューがあることを示します。パネルの任意の場所をクリックすると、メニューが表示され、「イベント
ログを表示する 、p. 147」で直近 1000 件のイベントを表示し、「システム通知の設定 、p. 49」ではシステム通知設定をセット ア
ップすることができます。

イベント ログを表示して、 近の重大イベント、エラー イベント、または警告イベントをさがします。それぞれについてメッセ
ージをクリックすると、追加情報および推奨される操作が表示されます。推奨される操作に従って、問題を解決します。

イベント ログを表示する
システムに問題がある場合は、テクニカル サポートに問い合わせる前にイベントログを確認します。イベントログの情報によっ
て、問題を解決できる場合があります。

イベントログを表示するには、フッターの［イベント］パネルをクリックし、［イベント リストの表示］を選択します。［イベント
ログ ビューア］パネルが開きます。パネルには、いずれかのコントローラによって記録された直近 1000 件のイベントがテーブル
形式で表示されます。通知設定に関係なく、すべてのイベントが記録されます。通知設定の詳細については、「システム通知の設
定 、p. 49」を参照してください。
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各イベントのパネルには、次の情報が示されます。
● 重大度。以下の重大度アイコンのいずれかが表示されます。

○ ［重大］。コントローラーがシャットダウンする可能性のある障害が発生しました。すぐに問題を修正してください。
○ ［エラー］。データの整合性または安定性に影響する可能性のある障害が発生しました。できるだけ早く問題を修正してく

ださい。
○ ［警告］。データの整合性には影響しないものの、システムの安定性に影響する可能性のある障害が発生しました。必要に応

じて問題を評価して修正してください。
○ ［情報］。設定または状態の変更が発生したか、システムが修正される問題が発生しました。操作は必要ありません。
○ ［解決済み］。発生したイベントはログ記録され、解決された状態です。操作は必要ありません。

● 日付/時刻。イベントが発生した日付と時刻。年-月-日 時:分:秒の形式で示されます。タイム スタンプの間隔は 1 秒です。
● ID。イベント ID。プレフィックス A または B によって、イベントのログを記録したコントローラーを特定します。
● コード。ユーザーやサポート担当者が問題を診断するのに役立つイベント コード。
● メッセージ。イベントに関する簡単な情報。メッセージをクリックすると、追加情報および推奨される操作が表示されたり非

表示になったりします。
● Ctrl。イベントのログを記録したコントローラの ID 。

イベント ログを表示して、 近の重大イベント、エラー イベント、または警告イベントをさがします。それぞれについてメッセ
ージをクリックすると、追加情報および推奨される操作が表示されます。推奨される操作に従って、問題を解決します。

問題の診断と解決のためのリソース
● お使いの製品の『導入ガイド』に記載されているトラブルシューティングの章と LED の説明の付録
● お使いの製品の『FRU の設置と交換ガイド』に記載されているコンポーネント障害の確認に関するトピック
● お使いの製品のマニュアルに記載されているイベントのコード、説明、推奨される操作の完全なリスト

容量情報の表示
フッターの［容量］パネルには、色の付いたバーのペアが表示されます。下のバーは、システムの物理容量を表し、上のバーは容
量がどのように割り当てられ、使用されるかを示します。

セグメントで表されるストレージ タイプとサイズを表示されるには、セグメントの上にカーソルを置きます。たとえば、ストレー
ジが使用されているシステムの場合、下のバーには、未使用のディスク領域と、ディスク グループによって使用されている領域の
合計を示す、色分けされたセグメントがあります。これらのセグメントの合計は、システムの合計ディスク容量と同じです。

セグメントで表されるストレージ タイプとサイズを確認するには、セグメントの上にカーソルを置きます。たとえば、ストレージ
（仮想およびリニア）が使用されているシステムの場合、下のバーには、仮想およびリニアのディスク グループ用に割り当てられ

た未使用のディスク領域と、ディスク グループによって使用されている領域の合計を示す、色分けされたセグメントがあります。
これらのセグメントの合計は、システムの合計ディスク容量と同じです。

この同じシステムについて、上のバーには、ディスク グループの予約済み領域、割り当て済み領域、未割り当て領域を示す色分け
されたセグメントがあります。これらのカテゴリーのいずれにもディスク グループ領域がほとんど使用されない場合は、表示され
ません。

この同じシステムについて、上のバーには、仮想およびリニアのディスク グループの予約済み領域、割り当て済み領域、未割り当
て領域を示す色分けされたセグメントがあります。これらのカテゴリーのいずれにもディスク グループ領域がほとんど使用され
ない場合は、表示されません。

予約済み領域とは、ホストで使用できない領域を意味します。これは RAID パリティと、データ構造の内部管理に必要なメタデー
タで構成されています。割り当て済み領域と未割り当て領域の両用語は、仮想ストレージ テクノロジーとリニア ストレージ テク
ノロジーでそれぞれ別の意味を持ちます。仮想ストレージの場合、割り当て済み領域とは、プールに書き込まれるデータによって
消費される領域の量を意味します。未割り当て領域は、すべてのボリュームに対して指定された領域と割り当て済み領域の差異を
指します。

予約済み領域とは、ホストで使用できない領域を意味します。これは RAID パリティと、データ構造の内部管理に必要なメタデー
タで構成されています。割り当て済み領域と未割り当て領域の両用語は、仮想ストレージ テクノロジーとリニア ストレージ テク
ノロジーでそれぞれ別の意味を持ちます。仮想ストレージの割り当て済み領域とは、プールに書き込まれるデータによって消費さ
れる領域の量を意味します。未割り当て領域は、すべてのボリュームに対して指定された領域と割り当て済み領域の差異を指しま
す。

リニア ストレージの場合、割り当て済み領域は、すべてのボリュームに対して指定された領域です。（リニア ボリュームが作成さ
れると、ボリューム サイズに相当する領域が予約されます。これは、仮想ボリュームの場合は該当しません）。未割り当て領域は、
全体の領域と割り当て済み領域の差異を指します。
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セグメントで表されるストレージ サイズを確認するには、バーのセグメントの上にカーソルを置きます。このパネルのいずれかの
場にカーソルを合わせると、［容量使用率］パネルで容量使用率に関する次の情報を確認することができます。
● ［総ディスク容量］：システムの物理容量の合計
● ［未使用］：システムの未使用ディスク容量の合計
● ［グローバル スペア］：システムのグローバル スペアの総容量
● ［仮想/リニア ディスク グループ］：ディスク グループの容量（合計とプールごとの両方）。
● ［予約済み］：ディスク グループの予約済み領域（合計とプールごとの両方）
● ［割り当て済み］：ディスク グループの割り当て済み領域（合計とプールごとの両方）
● ［未割り当て］：ディスク グループの未割り当て領域（合計とプールごとの両方）
● ［非コミット］：仮想ディスク グループについて、各プール内でコミットされていない領域（合計領域から割り当て済み領域と

未割り当て領域を差し引いたもの）およびコミットされていない総容量

ホスト情報を表示する
フッターのホスト I/O パネルには、アクティブな I/O がある各コントローラーに対して色分けされたバーのペアが表示されます。
各ペアの上のバーには、すべてのポートの現在の IOPS が示され、これらの統計が 後に要求またはリセットされてから、その間
隔で計算されます。下のバーには、すべてのポートの現在のデータのスループット（MB/秒）が示され、これらの統計が 後に要
求またはリセットされてから、その間隔で計算されます。バーのペアのサイズは、各コントローラーの相対値を示すように設定さ
れます。

バーが表す値を確認するには、そのバーにカーソルを置きます。

パネルのいずれかの場所にカーソルを置くと、ホスト I/O の情報パネルが表示され、現在のポートの OPS とデータのスループット
（MB/秒）が示されます。

階層情報を表示する
フッターの階層 I/O パネルには、アクティブな I/O を備えた各仮想プール（A、B、またはその両方）の色分けされたバーが表示さ
れます。バーは各プールの相対 IOPS を表す大きさになっています。各バーには、アクティブな I/O を備えた各階層のセグメント
が含まれています。セグメントは各階層の相対 IOPS を表す大きさになっています。

セグメント上にカーソルを置くと、そのセグメントが表す値が表示されます。

このパネルの任意の場所にカーソルを置くと、各仮想プールの各階層について次の詳細を示す［階層 I/O 情報］パネルが表示され
ます。
● プールの現在の IOPS（これらの統計が 後に要求またはリセットされてからの経過時間に基づいて計算）。
● プールの現在のデータ スループット（MB/s）（これらの統計が 後に要求またはリセットされてからの経過時間に基づいて計

算）。

パネルには、両方のプールの IOPS と現在のデータ スループット（MB/s）を合わせた比率も含まれています。

近のシステム アクティビティを表示する
フッターのアクティビティ パネルには、サインイン時の設定データのロード、解決済みステータスのイベント、スケジュールされ
たタスクなどの 新のシステム アクティビティ通知が表示されます。

この PowerVault Manager セッションの過去の通知を表示するには、フッターのアクティビティ パネルをクリックし、［通知履歴］
を選択します。詳細については、「通知履歴を表示する」を参照してください。

通知履歴を表示する
［通知履歴］パネルには、この PowerVault Manager セッションの過去のアクティビティ通知が表示されます。次のボタンを使用す

ることにより、リストの項目を通じてページを移動できます。

次の項目のセットを表示

リストの 後に到達
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前の項目のセットを表示

リストの先頭に到達

サインアウトすると、リストがクリアされます。

通知履歴の表示

1. フッターのアクティビティ パネルをクリックして、［通知履歴］を選択します。
［通知履歴］パネルが開きます。

2. ナビゲーション ボタンを使用して、アクティビティ通知を表示します。
3. 完了したら、［閉じる］をクリックします。
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その他の管理インターフェイス
トピック：

• SNMP リファレンス
• FTP と SFTP を使用する
• SMI-S を使用する
• SLP の使用

SNMP リファレンス
この付録では、Dell EMC ストレージ システムがサポートする Simple Network Management Protocol（SNMP）の機能について説明
します。これには、標準 MIB-II、ファイバ アライアンス*（FibreAlliance）SNMP 管理情報ベース（MIB）バージョン 2.2 オブジェク
ト、およびエンタープライズ トラップが含まれます。

ストレージ システムは、SNMP を介してステータスをレポートできます。SNMP は、MIB-II を使用した基本検出、FA MIB 2.2 での
詳細なステータス、およびエンタープライズ トラップを使用した非同期通知を提供します。

SNMP は、広く使用されているネットワーク モニタリングおよび制御プロトコルであり、ネットワーク デバイス間の管理情報の
交換を促すアプリケーション層プロトコルです。また、TCP/IP（トランスミッション コントロール プロトコル/インターネット プ
ロトコル）のプロトコル スイートの一部でもあります。

SNMP を使用すると、ネットワーク管理者はネットワーク パフォーマンスを管理し、ネットワークの問題を発見および解決して、
ネットワークの成長を計画できます。データは、SNMP エージェント（各ネットワーク デバイスのアクティビティをレポートす
る）からワークステーション コンソール（ネットワーク モニタリング用）に渡されます。エージェントは、管理情報ベース
（MIB）に含まれる情報を返します。これは、デバイスから取得できるものと制御できるもの（オンとオフなど）を定義するデータ
構造です。

サポートされている SNMP のバージョン

ストレージ システムでは、SNMPv2c または NMPv3 の使用が許可されます。SNMPv2c では、通信ベースのセキュリティ スキーム
が使用されます。セキュリティ向上のために、SNMPv3 では、ストレージ システムにアクセスしているネットワーク管理システム
の認証と、ストレージ システムとネットワーク管理システムとの間で転送する情報の暗号化が提供されます。

SNMPv3 が無効な場合は、SNMPv2c がアクティブになります。SNMPv3 が有効な場合は、SNMPv2c のみに MIB-II 共通システム情
報へのアクセス権があります。これにより、デバイスの検出が可能になります。

SNMPv2c を使用する場合であっても、v3 使用する場合であっても、SNMP のみ書き込み可能な情報は、システムの連絡先、名前、
場所のみであることに注意してください。システム データ、構成、状態は SNMP を通じて変更できません。

標準 MIB-II の動作

MIB-II は、基本的な検出とステータスをサポートするように実装されています。

SNMP オブジェクト識別子（OID）は、識別の目的のために、ネットワーク内のデバイスに割り当てられた番号です。OID の番号
付けは階層的です。非常に長い IP アドレスに類似する桁とドットの IETF 表記を使用すると、ANSI などのさまざまなレジストリは
ベンダーと組織に高レベルの番号を割り当てます。順番に桁が数値に追加され、個々のデバイスまたはソフトウェアのプロセスが
定義されます。

Dell EMC ストレージ システム用のシステム オブジェクト識別子（sysObjectID）は、1.3.6.1.4.1.674 です。システムの稼働時間
は、このオブジェクトが 初に読み取られた時点からのオフセットです。

システムグループでは、すべてのオブジェクトの読み取りができます。連絡、名前、場所のオブジェクトを設定できます。

インターフェイス グループで、内部 PPP インターフェイスは文書化されますが、外部からデバイスには到達できません。

アドレス変換（at）グループおよび外部ゲートウェイ プロトコル（egp）グループはサポートされていません。

A
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エンタープライズ トラップ
トラップは、ストレージ　システムで発生するイベントに対して生成することができます。これらのイベントは、重大度と個々の
イベントのタイプ別に選択できます。 大で 3 つの SNMP トラップの送信先を、IP アドレスによって設定できます。

エンタープライズ イベントの重大度には、情報、マイナー、メジャー、重要があります。これらのそれぞれの重大度には、異なる
トラップ タイプがあります。トラップ形式は、エンタープライズ トラップの MIB によって表されます。記載されている情報は、
内部イベントから生成されたイベント ID、イベントのコード タイプ、テキストの説明です。同等の情報は、PowerVault Manager
にログインしているユーザーに、E メールまたはポップアップ アラートを使用して送信することもできます。

FA MIB 2.2 SNMP の動作

FA MIB 2.2 オブジェクトは、ファイバ アライアンス*（FibreAlliance）MIB v2.2 仕様概要（FA MIB2.2 仕様）に準拠しています。

FA MIB 2.2 は標準として正式に採用されたことはありませんが、広く実装されており、ストレージ製品に役立つ多くのエレメント
が含まれています。この MIB は、一般にその他の標準 SNMP 情報を参照および統合しません。実験的なサブツリーの下で実装さ
れています。

デバイス内の重要なステータスには、温度センサーや電力センサーなどの要素、仮想ディスクなどのストレージ要素の正常性、お
よび I/O コントローラーなどの冗長コンポーネントの障害が含まれます。センサーは個別に照会できますが、ネットワーク管理シ
ステムの利便性を高めるために、前述のすべての要素は「全体のステータス」センサーに統合されます。これはユニットのステー
タス（ユニット専用の connUnitStatus）として利用できます。

デバイス内のさまざまなコンポーネントのリビジョンは、SNMP経由で要求できます。

ポート セクションは Fibre Channel ホスト ポートを備えた製品にのみ適合します。

イベント テーブルにより、直近に生成された 400 件のイベントが要求されます。イベント タイプについては情報、マイナー、メ
ジャー、またはクリティカルの中からいずれかを選択できます。タイプを選択すると、そのタイプのキャプチャとより重大なイベ
ントが有効化されます。このメカニズムはトラップを発生させるイベントの割り当てとは無関係です。

トラップ セクションはサポートされていません。これは、コマンド ライン インターフェイス（CLI）または PowerVault Manager を
用いたトラップの宛先の設定機能に置き換えられています。統計セクションは実装されていません。

次の表は、ME4 Series ストレージ システムで設定されている MIB オブジェクトとその説明、および値を一覧にしたものです。特
に記載がない限り、オブジェクトは設定不可です。

表 30. FA MIB 2.2 のオブジェクト、説明、および値 

オブジェクト 説明 値

RevisionNumber この MIB のリビジョン番号 220

UNumber このデバイスのトップ レベルの URL
（例：http://10.1.2.3）です。Web サ

ーバがデバイスに存在しない場合、この文
字列は FA MIB2.2 仕様に準拠して空にな
っています。

デフォルト：http://10.0.0.1

StatusChangeTime 非対応 0

ConfigurationChangeTime 非対応 0

ConnUnitTableChangeTime 非対応 0

connUnitTable FA MIB2.2 仕様で指定されている以下のオブジェクトを含みます。

connUnitId この接続ユニットの固有識別 合計 16 バイト。前半の 8 バイトはノード
WWN またはシリアル番号に基づく識別
子（1000005013b05211 など）、後半の 8 バ
イトはゼロに等しい識別子で構成されま
す

connUnitGlobalId connUnitId と同じ connUnitId と同じ

connUnitType 接続ユニットのタイプ ストレージ サブシステム（11）

connUnitNumports 接続ユニット内のホスト ポートの数 ホスト ポートの数
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表 30. FA MIB 2.2 のオブジェクト、説明、および値 （続き）

オブジェクト 説明 値

connUnitState 接続ユニットの全体の状態 オンライン（2）または不明（1）、必要に
応じて

connUnitStatus 接続ユニットの全体のステータス ok（3）、警告（4）、失敗（5）、または不
明（1）、必要に応じて

connUnitProduct 接続ユニット ベンダーの製品モデル名 モデル文字列

connUnitSn この接続ユニットのシリアル番号 シリアル番号文字列

connUnitUpTime ユニットを 後に初期化してからの経過
時間（単位：100 分の 1 秒）

起動時に 0

connUnitUrl systemURL と同じ systemURL と同じ

connUnitDomainId 使用されていません。FA MIB2.2 仕様で
指定されているすべての 1s に設定します

0xFFFF

connUnitProxyMaster スタンドアロン ユニットはこのオブジェ
クトに対して yes を返します

これはスタンドアロン ユニットであるた
め yes（3）

connUnitPrincipal この接続ユニットがファブリック エレメ
ントのグループ内で主要ユニットである
かどうか。この値が該当しない場合は、不
明を返します。

不明（1）

connUnitNumSensors connUnitSensorTable のセンサー数 33

connUnitStatusChangeTime statusChangeTime と同じ statusChangeTime と同じ

connUnitNumRevs connUnitRevsTable のリビジョン数 16

connUnitNumZones 非対応 0

connUnitModuleId 非対応 0s の 16 バイト

connUnitName 設定可能：この接続ユニットの名前を含む
文字列の表示

デフォルト：初期化されていない名前

connUnitInfo 設定可能：この接続ユニットに関する情報
を含む文字列の表示

デフォルト：初期化されていない情報

connUnitControl 非対応 SNMP GET 操作では無効（2）で、SNMP
SET 操作では設定できません。

connUnitContact 設定可能：この接続ユニットの担当者情報 デフォルト：初期化されていない担当者

connUnitLocation 設定可能：この接続ユニットのロケーショ
ン情報

デフォルト：初期化されていないロケーシ
ョン

connUnitEventFilter この接続ユニットによって記録されるイ
ベントの重大度を定義します。
PowerVault Manager でのみ設定可能で
す。

デフォルト：情報（8）

connUnitNumEvents connUnitEventTable の現在のイベン
ト数

イベント テーブルのサイズが変わると変
化します

connUnitMaxEvents connUnitEventTable で定義できるイ
ベントの 大数

400

connUnitEventCurrID 非対応 0

connUnitRevsTable FA MIB2.2 仕様で指定されている以下のオブジェクトを含みます。

connUnitRevsUnitId このリビジョン テーブルを含む接続ユニ
ットの connUnitId

connUnitId と同じ

connUnitRevsIndex 1 と connUnitNumRevs間の各
connUnitRevsEntry の固有値

「特定の FA MIB 2.2 オブジェクトに関す
る外部詳細」を参照してください。
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表 30. FA MIB 2.2 のオブジェクト、説明、および値 （続き）

オブジェクト 説明 値

connUnitRevsRevId connUnit のコンポーネント リビジョン
を識別するベンダー固有の文字列

コード バージョンを指定する文字列。モ
ジュール情報が利用できない場合、「イン
ストールされていないか、またはオフライ
ンです」とレポートされます。

connUnitRevsDescription リビジョンが対応するコンポーネントの
説明を含む文字列の表示

「特定の FA MIB 2.2 オブジェクトに関す
る外部詳細」を参照してください。

connUnitSensorTable FA MIB2.2 仕様で指定されている以下のオブジェクトを含みます。

connUnitSensorUnitId このセンサー テーブルを含む接続ユニッ
トの connUnitId

connUnitId と同じ

connUnitSensorIndex 1 と connUnitNumSensors間の各
connUnitSensorEntry の固有値

「特定の FA MIB 2.2 オブジェクトに関す
る外部詳細」を参照してください。

connUnitSensorName 演算子の使用を主目的とするセンサーの
テキスト識別を含む文字列の表示

「特定の FA MIB 2.2 オブジェクトに関す
る外部詳細」を参照してください。

connUnitSensorStatus センサーが示す状態 存在する FRU に応じて ok（3）、警告（4）、
または失敗（5）、あるいは FRU が存在し
ない場合はその他（2）です。

connUnitSensorInfo 非対応 空の文字列

connUnitSensorMessage センサーのステータスをメッセージとし
て説明

connUnitSensorName に続いて、適切
なセンサー読み取り値が得られます。温
度は摂氏と華氏の両方で表示されます。
たとえば、CPU温度（コントローラ モジ
ュール A）：48C 118F）。データが利用でき
ない場合は、「インストールされていませ
ん」または「オフライン」とレポートされ
ます。

connUnitSensorType このセンサーがモニターするコンポーネ
ントのタイプ

「特定の FA MIB 2.2 オブジェクトに関す
る外部詳細」を参照してください。

connUnitSensorCharacteristic このセンサーがモニターする特性 「特定の FA MIB 2.2 オブジェクトに関す
る外部詳細」を参照してください。

connUnitPortTable FA MIB2.2 仕様で指定されている以下のオブジェクトを含みます。

connUnitPortUnitId このポートを含む接続ユニットの
connUnitId

connUnitId と同じ

connUnitPortIndex 1 と connUnitNumPorts間の各
connUnitPortEntry の固有値

各ポートの固有値（1 とポート数の間）

connUnitPortType ポートの種類 存在しない（3）、またはポイントツーポイ
ント トポロジーの場合の n ポート（5）、
または l ポート（6）

connUnitPortFCClassCap このポートのサービス機能のクラスを指
定するビット マスク。これが該当しない
場合は、ゼロに設定されたすべてのビット
を返します。

ファイバ チャネル ポートはクラス 3 に
対して 8 を返します

connUnitPortFCClassOp 現在動作しているサービスのクラスを指
定するビット マスク。これが該当しない
場合は、ゼロに設定されたすべてのビット
を返します。

ファイバ チャネル ポートはクラス 3 に
対して 8 を返します

connUnitPortState ポート ハードウェアの状態 不明（1）、オンライン（2）、オフライン
（3）、バイパス（4）
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表 30. FA MIB 2.2 のオブジェクト、説明、および値 （続き）

オブジェクト 説明 値

connUnitPortStatus ポートに関する全体のプロトコル ステー
タス

不明（1）、未使用（2）、ok（3）、警告（4）、
障害（5）、不参加（6）、初期化（7）、バ
イパス（8）

connUnitPortTransmitterType ポート トランシーバのテクノロジー ファイバ チャネル ポートについて不明
（1）

connUnitPortModuleType ポート コネクタのモジュール タイプ 不明（1）

connUnitPortWwn 該当する場合は、ポートの Fibre Channel
ワールド ワイド ネーム（WWN）

ポートの WWN オクテット、またはポート
が存在しない場合は空の文字列

connUnitPortFCId このポートの割り当てられた Fibre
Channel ID

ポートの Fibre Channel ID。Fibre Channel
ID が割り当てられていない場合、または
ポートが存在しない場合は、すべてのビッ
トが 1 に設定されます

connUnitPortSn ユニットのシリアル番号（GBIC の場合な
ど）。これが該当しない場合は、空の文字
列を返します。

空の文字列

connUnitPortRevision ポート リビジョン（GBIC の場合など） 空の文字列

connUnitPortVendor ポート ベンダー（GBIC の場合など） 空の文字列

connUnitPortSpeed ポート速度（キロバイト/秒）（1 キロバイ
ト = 1000 バイト）

ポート速度（キロバイト/秒）、またはポー
トが存在しない場合は 0

connUnitPortControl 非対応 SNMP GET 操作では無効（2）で、SNMP
SET 操作では設定できません

connUnitPortName 指定されたポートを表す文字列 「特定の FA MIB 2.2 オブジェクトに関す
る外部詳細」を参照してください。

connUnitPortPhysicalNumber ハードウェアに表示されるポート番号 ハードウェアに表示されるポート番号

connUnitPortStatObject 非対応 0（利用可能な統計はありません）

connUnitEventTable FA MIB2.2 仕様で指定されている以下のオブジェクトを含みます。

connUnitEventUnitId このポートを含む接続ユニットの
connUnitId

connUnitId と同じ

connUnitEventIndex 接続ユニットのイベント バッファへの索
引。各イベントごとにインクリメントさ
れます

テーブルがリセットされるたびに、または
ユニットのイベント テーブルがその 大
索引値に達するたびに 1 から開始します

connUnitEventId 内部イベント ID は、0 から
connUnitMaxEvents の範囲にあるイベ
ントごとにインクリメントされます

テーブルがリセットされるたびに、または
connUnitMaxEvents に達するたびに 0
から開始します

connUnitREventTime イベント発生時のリアルタイム。以下の
フォーマットで表示されます。

DDMMYYYY HHMMSS

起動前または起動時に発生した記録済み
イベントの場合は 0

connUnitSEventTime イベント発生時の sysuptime タイムス
タンプ

起動時に 0

connUnitEventSeverity イベント重大度レベル エラー（5）、警告（6）または情報（8）

connUnitEventType このイベントのタイプ CAPI で定義されているとおり

connUnitEventObject 不使用 0

connUnitEventDescr このイベントのテキスト説明 関連するパラメーターや値を含む、フォー
マットされたイベント

connUnitLinkTable 非対応 該当なし
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表 30. FA MIB 2.2 のオブジェクト、説明、および値 （続き）

オブジェクト 説明 値

connUnitPortStatFabricTable 非対応 該当なし

connUnitPortStatSCSITable 非対応 該当なし

connUnitPortStatLANTable 非対応 該当なし

SNMP トラップ 以下の SNMP トラップがサポートされています。

trapMaxClients トラップ クライアントの 大数 3

trapClientCount 現在有効になっているトラップ クライア
ントの数

トラップが有効になっている場合は 1。
トラップが有効になっていない場合は 0

connUnitEventTrap このトラップは、
connUnitEventFilter と
trapRegFilter を通過するイベントが
発生するたびに生成されます。

該当なし

trapRegTable FA MIB2.2 仕様による以下のオブジェクトを含みます。

trapRegIpAddress トラップ用に登録されたクライアントの
IP アドレス

ユーザーが設定した IP アドレス

trapRegPort このホストのトラップを送信するユーザ
ー データグラム プロトコル（UDP）ポー
ト

162

trapRegFilter 設定可能：このトラップ ホストのトラッ
プ重大度フィルターを定義します。
connUnit はこのホストにこの値以下の重
大度レベルを持つトラップを送信します。

デフォルト：警告（6）

trapRegRowState 行の状態を指定します 読み取り：トラップが有効になっている場
合は rowActive（3）。それ以外の場合は
rowInactive（2）

書き込み：サポートされていません

特定の FA MIB 2.2 オブジェクトに関する外部詳細

この項の表は、次の表に記載されている特定のオブジェクトの値を指定しています。

表 31. connUnitRevsTable の索引と説明の値 

connUnitRevsIndex connUnitRevsDescription

1 ストレージ コントローラー（コントローラー A）の CPU タイプ

2 コントローラー（コントローラー A）のバンドル リビジョン

3 ストレージ コントローラー（コントローラー A）のビルド日付

4 ストレージ コントローラー（コントローラー A）のコード リビジョン

5 ストレージ コントローラー（コントローラー A）のコード ベース レベル

6 メモリ コントローラー（コントローラー A）の FPGA コード リビジョン

7 ストレージ コントローラー（コントローラー A）のローダー コード リビジョン

8 CAPI リビジョン（コントローラー A）

9 管理コントローラー（コントローラー A）のコード リビジョン

10 管理コントローラー（コントローラー A）のローダー コード リビジョン

11 エクスパンダー コントローラー（コントローラー A）のコード リビジョン
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表 31. connUnitRevsTable の索引と説明の値 （続き）

connUnitRevsIndex connUnitRevsDescription

12 CPLD コード リビジョン（コントローラー A）

13 ハードウェア リビジョン（コントローラー A）

14 ホスト インターフェイス モジュール リビジョン（コントローラー A）

15 HIM リビジョン（コントローラー A）

16 バックプレーン タイプ（コントローラー A）

17 ホスト インターフェイス ハードウェア（チップ）リビジョン（コントローラー A）

18 ディスク インターフェイス ハードウェア（チップ）リビジョン（コントローラー A）

19 ストレージ コントローラー（コントローラー B）の CPU タイプ

20 コントローラー（コントローラー B）のバンドル リビジョン

21 ストレージ コントローラー（コントローラー B）のビルド日付

22 ストレージ コントローラー（コントローラー B）のコード リビジョン

23 ストレージ コントローラー（コントローラー B）のコード ベース レベル

24 メモリ コントローラー（コントローラー B）の FPGA コード リビジョン

25 ストレージ コントローラー（コントローラー B）のローダー コード リビジョン

26 CAPI リビジョン（コントローラー B）

27 管理コントローラー（コントローラー B）のコード リビジョン

28 管理コントローラー（コントローラー B）のローダー コード リビジョン

29 エクスパンダー コントローラー（コントローラー B）のコード リビジョン

30 CPLD コード リビジョン（コントローラー B）

31 ハードウェア リビジョン（コントローラー B）

32 ホスト インターフェイス モジュール リビジョン（コントローラー B）

33 HIM リビジョン（コントローラー B）

34 バックプレーン タイプ（コントローラー B）

35 ホスト インターフェイス ハードウェア（チップ）リビジョン（コントローラー B）

36 ディスク インターフェイス ハードウェア（チップ）リビジョン（コントローラー B）

ConnUnitSensorTable の外部詳細

表 32. connUnitSensorTable の索引、名前、タイプ、および特性の値 

ConnUnitSensorIndex ConnUnitSensorName ConnUnitSensorType connUnitSensor の特性

1 オンボード温度 1（コントロー
ラ A）

ボード（8） 温度（3）

2 オンボード温度 1（コントロー
ラ B）

ボード（8） 温度（3）

3 オンボード温度 2（コントロー
ラ A）

ボード（8） 温度（3）

4 オンボード温度 2（コントロー
ラ B）

ボード（8） 温度（3）
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表 32. connUnitSensorTable の索引、名前、タイプ、および特性の値 （続き）

ConnUnitSensorIndex ConnUnitSensorName ConnUnitSensorType connUnitSensor の特性

5 オンボード温度 3（コントロー
ラ A）

ボード（8） 温度（3）

6 オンボード温度 3（コントロー
ラ B）

ボード（8） 温度（3）

7 ディスク コントローラ温度
（コントローラ A）

ボード（8） 温度（3）

8 ディスク コントローラ温度
（コントローラ B）

ボード（8） 温度（3）

9 メモリ コントローラ温度（コ
ントローラ A）

ボード（8） 温度（3）

10 メモリ コントローラ温度（コ
ントローラ B）

ボード（8） 温度（3）

11 コンデンサ パック電圧（コン
トローラ A）

ボード（8） 電源（9）

12 コンデンサ パック電圧（コン
トローラ B）

ボード（8） 電源（9）

13 コンデンサ セル 1 の電圧（コン
トローラ A）

ボード（8） 電源（9）

14 コンデンサ セル 1 の電圧（コン
トローラ B）

ボード（8） 電源（9）

15 コンデンサ セル 2 の電圧（コ
ントローラ A）

ボード（8） 電源（9）

16 コンデンサ セル 2 の電圧（コ
ントローラ B）

ボード（8） 電源（9）

17 コンデンサ セル 3 の電圧（コ
ントローラ A）

ボード（8） 電源（9）

18 コンデンサ セル 3 の電圧（コ
ントローラ B）

ボード（8） 電源（9）

19 コンデンサ セル 4 の電圧（コ
ントローラ A）

ボード（8） 電源（9）

20 コンデンサ セル 4 の電圧（コ
ントローラ B）

ボード（8） 電源（9）

21 コンデンサ充電率（コントロー
ラ A）

ボード（8） その他（2）

22 コンデンサ充電率（コントロー
ラ B）

ボード（8） その他（2）

23 全体のステータス エンクロージャ（7） その他（2）

24 上部 IOM の温度（コントロー
ラ A）

エンクロージャ（7） 温度（3）

25 下部 IOM の温度（コントロー
ラ B）

エンクロージャ（7） 温度（3）

26 PSU1（左）の温度 PSU（5） 温度（3）

27 PSU2（右）の温度 PSU（5） 温度（3）

28 上部 IOM の電圧、12V（コント
ローラ A）

エンクロージャ（7） 電源（9）
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表 32. connUnitSensorTable の索引、名前、タイプ、および特性の値 （続き）

ConnUnitSensorIndex ConnUnitSensorName ConnUnitSensorType connUnitSensor の特性

29 上部 IOM の電圧、5V（コント
ローラ A）

エンクロージャ（7） 電源（9）

30 下部 IOM の電圧、12V（コント
ローラ B）

エンクロージャ（7） 電源（9）

31 下部 IOM の電圧、5V（コント
ローラ B）

エンクロージャ（7） 電源（9）

32 PSU1（左）の電圧、12V PSU（5） 電源（9）

33 PSU1（左）の電圧、5V PSU（5） 電源（9）

34 PSU1（左）の電圧、3.3V PSU（5） 電源（9）

35 PSU2（右）の電圧、12V PSU（5） 電源（9）

36 PSU2（右）の電圧、5V PSU（5） 電源（9）

37 PSU2（右）の電圧、3.3V PSU（5） 電源（9）

38 上部 IOM の電圧、12V（コント
ローラ A）

エンクロージャ（7） CurrentValue（6）

39 下部 IOM の電圧、12V（コント
ローラ B）

エンクロージャ（7） CurrentValue（6）

40 PSU1（左）の電流、12V PSU（5） CurrentValue（6）

41 PSU1（左）の電流、5V PSU（5） CurrentValue（6）

42 PSU2（右）の電流、12V PSU（5） CurrentValue（6）

43 PSU2（右）の電流、5V PSU（5） CurrentValue（6）

connUnitPortTable の外部の詳細

表 33. connUnitPortTable の索引と名前の値 

connUnitPortIndex connUnitPortName

0 ホスト ポート 0（コントローラー A）

1 ホスト ポート 1（コントローラー B）

2 ホスト ポート 2（コントローラー B）

3 ホスト ポート 3（コントローラー B）

PowerVault Manager で SNMP イベント通知の構成

1. ストレージ システムの SNMP サービスが有効になっていることを確認します。「システム管理設定を有効化または無効化」を
参照してください。

2. SNMP トラップを構成し、有効にします。「システム通知設定を設定する」を参照してください。
3. オプションで、ユーザー アカウントを構成して、SNMP トラップを受信します。「ユーザーを追加、変更、削除する」を参照し

てください。

SNMP 管理

システム グループ オブジェクトを表示、設定するには、SNMP をストレージ システムで有効にする必要があります。「システム管
理設定の有効化または無効化 、p. 48」を参照してください。SNMPv3 を使用するには、ストレージ システムと、そのストレージ

その他の管理インターフェイス 159



システムへアクセスしたり、そこからトラップを受信したりする予定のネットワーク管理システムとの両方で SNMPv3 を設定する
必要があります。SNMPv3 の設定は、「Adding, modifying, and deleting users 、p. 44」に記載のとおり、ストレージ システムで SNMP
ユーザー アカウントを作成、使用して行います。同じユーザー、セキュリティ プロトコル、パスワードをネットワーク管理シス
テムで設定する必要があります。

MIB を入手するには、www.dell.com/support を参照してください。

FTP と SFTP を使用する
PowerVault Manager はログ データやディスクとパフォーマンスの履歴統計情報のダウンロードにお勧めのインターフェイスです
が、このようなタスクを実行したり、セキュリティ証明書とキーをインストールしたりするのに、FTP および SFTP を使用するこ
ともできます。

メモ: デフォルトで SFTP は有効、デフォルトで FTP は無効になっています。

メモ: 同時にこの付録に記載されている複数の操作の実行を試行してはいけません。それらは互いに干渉する可能性があるた
め、操作が失敗することがあります。具体的には、同時に複数のファームウェアのアップデートを実行してみたり、ファーム
ウェアのアップデートの実行中にシステム ログをダウンロードしてみたりしないでください。

システム ログをダウンロードする

サービス担当者がシステムの問題を診断できるように、システムのログ データを提供するように求められることがあります。シス
テムの FTP または SFTP インターフェイスにアクセスして、get logs コマンドを実行することにより、このデータをダウンロー
ドできます。両方のコントローラーがオンラインである場合、動作モードとは関係なく、get logs によって、1 つの圧縮された
zip ファイルがダウンロードされます。このファイルは次の情報を含みます。
● デバイスのステータス概要。システムの基本的なステータスと構成データが含まれます
● 各コントローラの MC ログ
● 各コントローラのイベント ログ
● 各コントローラのデバッグ　ログ
● 各コントローラの起動シーケンスを示すブート ログ
● 各コントローラのダンプ（重大なエラーが発生した場合）
● 各コントローラの CAPI トレース

コマンドラインベースの FTP/SFTP クライアントを使用します。UI ベースの FTP/SFTP クライアントは動作しないことがありま
す。

システム ログのダウンロード

システム ログをダウンロードするには、次の手順を実行します。
1. PowerVault Manager で、次のように、FTP/SFTP を使用するための準備をします。

a. システム コントローラーのネットワークポートの IP アドレスを確認します。「コントローラー ネットワーク ポートの構
成」を参照してください。

b. システムで FTP/SFTP サービスが有効になっていることを確認します。「システム管理設定の有効化または無効化」を参照
してください。

c. ログ インするユーザーが FTP インターフェイスを使用する権限を持っていることを確認します。「ユーザーの追加、変更、
および削除」を参照してください。

2. コマンド プロンプト（Windows）またはターミナル ウィンドウ（UNIX）を開き、ログ ファイルの宛先ディレクトリーに移動し
ます。

3. タイプ：

sftp -P port controller-network-address または、

ftp controller-network-address

sftp -P 1022 10.235.216.152 または

ftp 10.1.0.9
4. FTP/SFTP インターフェイスの使用権限を持つユーザーとしてログ インします。
5. タイプ：
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get logs filename.zip
ここで、ファイル名は、ログが格納されているファイルです。Dell EMC では、システム、コントローラー、および日付を識別
するファイル名を使用することを推奨しています。

get logs Storage2_A_20120126.zip
FTP で、Operation Complete のメッセージが表示されるまで待ちます。SFTP ではメッセージは表示されません。代わり
に、ログ収集が終了すると、get コマンドが返されます。

6. FTP/SFTP セッションを終了します。

メモ: ログ ファイルを表示するには、.zip ファイルからログ ファイルを解凍する必要があります。診断データを調査するに
は、 初に store_yyyy_mm_dd__hh_mm_ss.logs ファイルを表示します。

ログ収集システムにログ データを転送する

ログ管理機能がプルモードで構成されている場合、ログ収集システムは、ストレージ システムの FTP または SFTP インターフェイ
スにアクセスして managed-logs コマンドを取得し、システム ログ ファイルから未転送データを取得することができます。この
コマンドにより、ログ収集システム上の圧縮された zip ファイルに対して指定されているログから、未転送のデータが取得されま
す。このログは圧縮形式の zip ファイルの収集システムにログインします。ログ データの転送後、ログの容量ステータスは、未転
送のデータがないことを示すゼロにリセットされます。ログ データは、コントローラに固有のものです。

ログの管理機能の概要については、「管理対象ログについて」を参照してください。

コマンドラインベースの FTP/SFTP クライアントを使用します。UI ベースの FTP クライアントは動作しない場合があります。

ログ データをログ収集システムに転送する

ログ データをログ収集システムに転送するには、次の手順を実行します。
1. PowerVault Manager で、次のように、FTP/SFTP を使用するための準備をします。

a. システム コントローラーのネットワークポートの IP アドレスを確認します。「コントローラー ネットワーク ポートの構
成」を参照してください。

b. システムで FTP/SFTP サービスが有効になっていることを確認します。「システム管理設定の有効化または無効化」を参照
してください。

c. ログ インするユーザーが FTP/SFTP インターフェイスを使用する権限を持っていることを確認します。「ユーザーの追加、
変更、および削除」を参照してください。

2. ログ収集システムで、コマンド プロンプト（Windows）またはターミナル ウィンドウ（UNIX）を開き、ログ ファイルの宛先デ
ィレクトリーに移動します。

3. タイプ：

sftp -P port controller-network-address または、

ftp controller-network-address

sftp -P 1022 10.235.216.152 または

ftp 10.1.0.9
4. FTP/SFTP インターフェイスの使用権限を持つユーザーとしてログ インします。
5. タイプ：

get managed-logs:log-type filename.zip
ここで、
● log-type で、転送するログ データのタイプが指定されます。

○ crash1, crash2, crash3, or crash4：ストレージ コントローラーの 4 つのクラッシュ ログの 1 つです。
○ ecdebug:エキスパンダー コントローラー ログ。
○ mc:管理コントローラー ログ。
○ scdebug:ストレージ コントローラー ログ。

● ファイル名は、転送されるデータが格納されているファイルです。Dell EMC は、システム、コントローラー、および日付を
識別するファイル名を使用することを推奨しています。

get managed-logs:scdebug Storage2-A_scdebug_2011_08_22.zip
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FTP で、Operation Complete のメッセージが表示されるまで待ちます。SFTP ではメッセージは表示されません。代わり
に、データ転送が終了すると、get コマンドが返されます。

6. FTP/SFTP セッションを終了します。

メモ: ログ ファイルを表示するには、.zip ファイルからログ ファイルを解凍する必要があります。

過去のディスクパフォーマンス統計情報のダウンロード

ストレージ システムの FTP/SFTP インターフェイスにアクセスし、get perf コマンドを使用して、ストレージ システム内のす
べてのディスクの過去のディスクパフォーマンス統計情報をダウンロードすることができます。このコマンドは、スプレッドシー
トや他のサード パーティー アプリケーションにインポートするために、CSV 形式でデータをファイルにダウンロードします。

ダウンロードされるデータ サンプルの数は、生成および転送されるデータ ファイルのサイズを制限するために 100 に設定されて
います。デフォルトでは、100 個のサンプルに集約された使用可能なデータ（ 大 6 か月）をすべて取得します。開始時刻と終了
時刻を指定することにより、異なる時間範囲を指定できます。指定された時間範囲が 15 分のサンプル 100 個を超える場合、データ
は 100 個のサンプルに集約されます。

生成されるファイルには、次の例に示すように、プロパティ名の行と各データ サンプルの行が含まれます。プロパティの説明につ
いては、『Dell EMC PowerVault ME4 Series Storage System CLI Guide』の disk-hist-statistics ベースタイプに関するトピッ
クを参照してください。

"sample-time","durable-id","serial-number","number-of-ios", ...
"2012-01-26 01:00:00","disk_1.1","PLV2W1XE","2467917", ...
"2012-01-26 01:15:00","disk_1.1","PLV2W1XE","2360042", ...
...

コマンドラインベースの FTP/SFTP クライアントを使用してください。UI ベースの FTP/SFTP クライアントは機能しない場合が
あります。

過去のディスクパフォーマンス統計情報を取得する

過去のディスクパフォーマンス統計情報を取得するには、次の手順を実行します。
1. PowerVault Manager で、次のように、FTP/SFTP を使用するための準備をします。

a. システム コントローラーのネットワークポートの IP アドレスを確認します。「コントローラー ネットワーク ポートの構
成」を参照してください。

b. システムで FTP/SFTP サービスが有効になっていることを確認します。「システム管理設定の有効化または無効化」を参照
してください。

c. 使用する予定のユーザーに FTP/SFTP インターフェイスの権限があることを確認します。「ユーザーの追加、変更、および
削除」を参照してください。

2. コマンド プロンプト（Windows）またはターミナル ウィンドウ（UNIX）を開き、ログ ファイルの宛先ディレクトリーに移動し
ます。

3. タイプ：

sftp -P port controller-network-address または、

ftp controller-network-address

たとえば、次のとおりです。

sftp -P 1022 10.235.216.152 または

ftp 10.1.0.9
4. FTP/SFTP インターフェイスの使用権限を持つユーザーとしてログ インします。
5. タイプ：

get perf:date/time-range filename.csv
ここで、
● ［日付/時刻の範囲］はオプションであり、データ転送の時間範囲を次の形式で指定するものです。start.yyyy-mm-dd.hh:mm.

[AM|PM].end.yyyy-mm-dd.hh:mm.[AM|PM]。文字列にはスペースを含めないようにする必要があります。
● filename.csv は、データが格納されているファイルです。Dell EMC では、システム、コントローラー、および日付を識別す

るファイル名を使用することを推奨しています。
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get perf:start.2019-01-26.12:00.PM.end.2019-01-26.23:00.PM Storage2_A_20120126.csv
FTP で、Operation Complete のメッセージが表示されるまで待ちます。SFTP ではメッセージは表示されない代わりに、ダ
ウンロードが終了すると get コマンドが戻ります。

6. FTP/SFTP セッションを終了します。

システム ヒートマップ データのダウンロード
解析の目的でサポート エンジニアからリクエストされた場合は、システムから累積 I/O 密度データ（ヒート マップ データとも呼
ばれる）をダウンロードすることができます。このデータを収集するには、ストレージ システムの FTP/SFTP インターフェイスに
アクセスし、ログ収集のコマンドをヒートマップ オプションとともに使用して、ログ ファイルを CSV 形式でダウンロードします。
このファイルには、両方のコントローラーの過去 7 日間文のデータが含まれています。
1. PowerVault Manager で、次のように、FTP/SFTP を使用するための準備をします。

a. システム コントローラーのネットワークポートの IP アドレスを確認します。「コントローラー ネットワーク ポートの構
成」を参照してください。

b. システムで FTP/SFTP サービスが有効になっていることを確認します。「システム管理設定の有効化または無効化」を参照
してください。

c. 使用する予定のユーザーに FTP/SFTP インターフェイスの権限があることを確認します。「ユーザーの追加、変更、および
削除」を参照してください。

2. コマンド プロンプト（Windows）またはターミナル ウィンドウ（UNIX）を開き、ログ ファイルの宛先ディレクトリーにナビゲ
ートします。

3. タイプ：

sftp -P port controller-network-address または、

ftp controller-network-address

たとえば、次のとおりです。

sftp -P 1022 10.235.216.152 または

ftp 10.1.0.9
4. FTP/SFTP インターフェイスの使用権限を持つユーザーとしてログ インします。
5. タイプ：

get logs:heatmap filename.csv
ここで、filename.csv は、データが格納されているファイルです。

たとえば、次のとおりです。

get logs:heatmap IO_density.csv
FTP で、Operation Complete のメッセージが表示されるまで待ちます。SFTP ではメッセージは表示されない代わりに、ダ
ウンロードが終了すると get コマンドが戻ります。

6. FTP/SFTP セッションを終了します。

ファームウェアのアップデート
コントローラー モジュール、ドライブ エンクロージャの拡張モジュール、およびディスクのファームウェアのバージョンをアッ
プデートすることができます。

デュアルコントローラー システムを使用し、パートナー ファームウェア アップデート（PFU）オプションが有効になっている場
合、単一のコントローラーでファームウェアをアップデートすると、システムはパートナー コントローラーでファームウェアを自
動的にアップデートします。PFU が無効になっている場合は、単一のコントローラーでファームウェアをアップデートした後、パ
ートナー コントローラーの IP アドレスにログ インして、そのコントローラーでもファームウェア アップデートを実行する必要が
あります。

● ファームウェア アップデートを開始する前に、ストレージ システムが正常な状態であることを確認します。システムの正常性
に障害がある場合は、ファームウェア アップデートを続行できません。ファームウェアをアップデートする前に、[システム概
要]パネルの[正常性の理由]値によって指定された問題を解決する必要があります。

● 書き込まれていないキャッシュ データがある場合、ファームウェア アップデートは続行されません。ファームウェアをアップ
デートする前に、書き込まれていないデータをキャッシュから削除する必要があります。clear cache コマンドの詳細につい
ては、Dell EMC PowerVault ME4 Series Storage System CLI Guide を参照してください。
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● ディスク グループが隔離されている場合は、ファームウェアをアップデートする前にテクニカル サポートに問い合わせて、コ
ンポーネントが隔離している原因となっている問題を解決します。

● オンラインでのアップデートが正常に行われるようにするには、I/O アクティビティが少ない期間を選択します。これにより、
アップデートが可能な限り迅速に完了し、タイムアウトによるホストやアプリケーションの停止を回避できます。I/O 負荷の高
い大規模なバッチ ジョブを処理しているストレージ システムをアップデートしようとすると、ホストがストレージ システムと
の接続を失う可能性があります。

コントローラ モジュール ファームウェアをアップデートする

デュアル コントローラシステムでは、両方のコントローラ モジュールが同じファームウェア バージョンを実行する必要がありま
す。レプリケーション セット内のストレージ システムは、同じまたは互換性のあるファームウェア バージョンを実行する必要が
あります。エンクロージャ ベンダーから入手したファームウェア ファイルをロードすることによって、各コントローラ モジュー
ルのファームウェアをアップデートできます。

コントローラー モジュール ファームウェアのアップデート

コントローラー モジュール ファームウェアをアップデートするには、次の手順を実行します。
1. 適切なファームウェア ファイルを取得し、PC またはネットワークにダウンロードします。
2. PowerVault Manager で、次のように、FTP/SFTP を使用するための準備をします。

a. システム コントローラーのネットワークポートの IP アドレスを確認します。「コントローラー ネットワーク ポートの構
成」を参照してください。

b. システムで FTP/SFTP サービスが有効になっていることを確認します。「システム管理設定の有効化または無効化」を参照
してください。

c. 使用する予定のユーザーに管理ロールの権限と FTP/SFTP インターフェイスの権限があることを確認します。「ユーザーの
追加、変更、および削除」を参照してください。

3. ストレージ システムが単一コントローラーである場合は、ファームウェア アップデートを開始する前にディスク グループへの
I/O処理を停止します。

4. コマンド プロンプト（Windows）またはターミナル ウィンドウ（UNIX）を開き、ロードするファームウェア ファイルが含まれ
ているディレクトリーに移動します。

5. タイプ：

sftp -P port controller-network-address または、

ftp controller-network-address

たとえば、次のとおりです。

sftp -P 1022 10.235.216.152 または

ftp 10.1.0.9
6. 管理ロールの権限と FTP/SFTP インターフェイスの権限を持つユーザーとしてログ インします。
7. タイプ：

put firmware-file flash
注意: ファームウェア アップデート中に電源を入れ直したり、コントローラーを再起動したりしないでください。アップデ
ートの中断や電源障害が発生した場合、モジュールが操作不能になることがあります。この問題が発生した場合は、テク
ニカル サポートに連絡してください。再プログラミングのためにモジュールを工場に戻すことが必要になる場合がありま
す。

メモ: 互換性のないファームウェア バージョンをロードしようとすると、「*** Code Load Fail. Bad format
image. ***」というメッセージが表示され、数秒後に FTP/SFTP プロンプトが再表示されます。コードはロードされま
せん。

ファームウェア アップデートには通常、現在の CPLD ファームウェアを使用するコントローラーの場合は 10 分、下位レベルの
CPLD ファームウェアを使用するコントローラーの場合は 20 分かかります。コントローラー エンクロージャに取り付けられ
たエンクロージャがある場合、拡張モジュールに各エンクロージャ管理プロセッサー（EMP）をアップデートするためにさら
に時間がかかります。これには、ドライブ エンクロージャの各 EMP で通常 2 分 30 秒かかります。

メモ: Windows の FTP/SFTP クライアントを使用している場合、ファームウェア アップデート中に、クライアント サイド
の FTP/SFTP アプリケーションの問題により、またはタイムアウト設定によって、FTP/SFTP セッションが中断されるこ
とがあります。問題が解決しない場合は、PowerVault Manager を使用してアップデートを実行するか、別のクライアント
を使用するか、別の FTP/SFTP アプリケーションを使用してみてください。
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ストレージ コントローラーをアップデートできない場合、アップデート操作がキャンセルされます。FTP/SFTP プロンプトが
戻らない場合は、FTP/SFTP セッションを閉じて、再度ログ インします。正しいファームウェア ファイルを指定したかどうか
確認し、アップデートを繰り返します。この問題が解決しない場合は、テクニカル サポートに連絡してください。

ローカル コントローラー上のファームウェア アップデートが完了すると、FTP セッションは sftp>プロンプトに戻り、ローカ
ル MC への FTP/SFTP セッションが閉じられます。管理インターフェイスを使用してシステムをモニタリングし、アップデー
トが完了したことを確認します。

パートナー ファームウェア アップデート（PFU）機能が有効になっている場合は、両方のコントローラーをアップデートする
まで追加で 5 分から 20 分かかります。

8. FTP/SFTP セッションを終了します。
9. Web ブラウザーのキャッシュをクリアしてから、PowerVault Manager にサイン インします。

サイン インするコントローラー上で PFU が実行されている場合は、ダイアログ ボックスに PFU の進行状況が表示され、PFU
が完了するまでその他のタスクが実行されないようにします。

メモ: システムで PFU が有効の場合、両方のコントローラーでファームウェア アップデートが完了したら、システムの正
常性を確認します。システムの正常性が低下しており、ファームウェアのバージョンが間違っていることが判明した場合、
正しいファームウェア ファイルを指定したかどうか確認します。この問題が解決しない場合は、テクニカル サポートに連
絡してください。

拡張モジュール ファームウェアをアップデートする

拡張エンクロージャには、1 個や 2 個の拡張モジュールを含めることができます。各拡張モジュールには、EMP（エンクロージャ
管理プロセッサー）が入っています。コントローラ モジュールのファームウェアを更新すると、すべての拡張モジュールが互換性
のあるファームウェア バージョンに自動的にアップデートされます。

拡張モジュールおよびドロワーのファームウェア アップデート

拡張モジュールとドロワーのファームウェアをアップデートするには、次の手順を実行します。
1. 適切なファームウェア ファイルを取得し、PC またはネットワークにダウンロードします。
2. PowerVault Manager で、次のように、FTP を使用するための準備をします。

a. システム コントローラーのネットワークポートの IP アドレスを確認します。「コントローラー ネットワーク ポートの構
成」を参照してください。

b. システムで FTP サービスが有効になっていることを確認します。「システム管理設定の有効化または無効化」を参照してく
ださい。

c. 使用する予定のユーザーに管理ロールの権限と FTP インターフェイスの権限があることを確認します。「ユーザーの追加、
変更、および削除」を参照してください。

3. すべての拡張モジュールをアップデートする場合は、次のステップに進みます。それ以外の場合は、PowerVault Manager で、
アップデートする各拡張モジュールのアドレスを決定します。
a. ［構成の表示］パネルで、ドライブ エンクロージャを選択します。
b. エンクロージャのプロパティ表で、各 EMP バス ID とターゲット ID の値を確認します。例えば、0 と 63、1 と 63 であると

します。バス 0 は、特定のコントローラーに対してネイティブのバスであり、バス 1 はパートナー コントローラーを介した
代替パスを指します。Dell EMC では、混乱を避けるため、1 つのコントローラーを介して継続的にアップデート タスクを実
行することを推奨しています。

4. システムが単一コントローラーである場合は、ファームウェア アップデートを開始する前にディスク グループへの I/O処理を
停止します。

5. コマンド プロンプト（Windows）またはターミナル ウィンドウ（UNIX）を開き、ロードするファームウェア ファイルが含まれ
ているディレクトリーに移動します。

6. タイプ：

ftp controller-network-address
たとえば、次のとおりです。

ftp 10.1.0.9
7. 管理ロールの権限と FTP/SFTP インターフェイスの権限を持つ FTP ユーザーとしてログ インします。
8. 次のアクションのいずれかを実行します。

● すべての拡張モジュールをアップデートするには、次のように入力します。
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put firmware-file encl
● 特定の拡張モジュールをアップデートするには、次のように入力します。

put firmware-file encl:EMP-bus-ID:EMP-target-ID

注意: ファームウェア アップデート中に電源を入れ直したり、コントローラーを再起動したりしないでください。アップデ
ートの中断や電源障害が発生した場合、モジュールが操作不能になることがあります。この問題が発生した場合は、テク
ニカル サポートに連絡してください。再プログラミングのためにモジュールを工場に戻すことが必要になる場合がありま
す。

通常、ドライブ エンクロージャ内の各 EMP のアップデートには 2.5 分かかります。コードのロードが完了したことを示すメッ
セージが表示されるまで待ちます。

メモ: アップデートが失敗した場合は、正しいファームウェア ファイルを指定していることを確認してから、もう一度アッ
プデートを実行します。再度失敗した場合は、テクニカル サポートにお問い合わせください。

9. 特定の拡張モジュールをアップデートする場合は、アップデートが必要な残りの拡張モジュールごとに手順 8 を繰り返します。
10. FTP セッションを終了します。
11. アップデートされた各拡張モジュールのファームウェア バージョンが正しいことを確認します。

ディスク ファームウェアのアップデート

ディスクのファームウェアは、販売店から入手したファームウェア ファイルを読み込むことによってアップデートすることができ
ます。

ディスクは、いずれかのコントローラーからアップデートすることができます。

メモ: ストレージ システム内の同じモデルのディスクのファームウェア リビジョンは同じである必要があります。

すべてのディスクまたは特定のディスクのみをアップデートすることを指定できます。すべてのディスクをアップデートするよ
うに指定し、システムに複数のタイプのディスクが含まれている場合は、システム内のすべてのディスクでアップデートが試行さ
れます。このアップデートは、タイプがファイルと一致するディスクに対してのみ成功し、他のタイプのディスクでは失敗しま
す。

アップデートの準備

1. 適切なファームウェア ファイルを取得し、コンピューターまたはネットワークにダウンロードします。
2. ファームウェア アップデート後にディスクの電源を入れ直す必要があるかどうかを判断するために、ディスクの製造元のマニ

ュアルを確認します。
3. ファームウェアが適用されるタイプのすべてのディスクをアップデートする場合は、次の手順に進みます。

それ以外の場合は、PowerVault Manager でアップデートする各ディスクのエンクロージャ番号とスロット番号を確認します。

4. PowerVault Manager で、次のように、FTP/SFTP を使用するための準備をします。
a. システム コントローラーのネットワークポート IP アドレスを確認します。
b. システムの FTP/SFTP サービスが有効になっていることを確認します。
c. ログインに使用するユーザーが FTP インターフェイスを使用する権限を持っていることを確認します。同じ設定で、ユーザ

ーは FTP と SFTP の両方を使用してファイルを転送できるようになります。
5. ストレージ システムへの I/O を停止します。アップデート中は、ホストは一時的にすべてのボリュームにアクセスできなくな

ります。I/O が停止していない場合、マッピングされたホストは I/O エラーを報告します。ボリュームへのアクセスは、アップ
デートの完了後に復元されます。

ディスク ファームウェア アップデート

ディスク ファームウェアをアップデートするには、次の手順を実行します。
1. 適切なファームウェア ファイルを取得し、PC またはネットワークにダウンロードします。
2. PowerVault Manager で、次のように、FTP を使用するための準備をします。

a. システム コントローラーのネットワークポートの IP アドレスを確認します。「コントローラー ネットワーク ポートの構
成」を参照してください。

b. システムで FTP/SFTP サービスが有効になっていることを確認します。「システム管理設定の有効化または無効化」を参照
してください。
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c. 使用する予定のユーザーに管理ロールの権限と FTP/SFTP インターフェイスの権限があることを確認します。「ユーザーの
追加、変更、および削除」を参照してください。

3. コマンド プロンプト（Windows）またはターミナル ウィンドウ（UNIX）を開き、ロードするファームウェア ファイルが含まれ
ているディレクトリーに移動します。

4. タイプ：

sftp -P port controller-network-address または、

ftp controller-network-address

たとえば、次のとおりです。

sftp -P 1022 10.235.216.152 または

ftp 10.1.0.9
5. 管理ロールの権限と FTP/SFTP インターフェイスの権限を持つユーザーとしてログ インします。
6. 次のアクションのいずれかを実行します。

● ファームウェアに適用されるタイプのディスクすべてをアップデートするには、次のように入力します。

put firmware-file disk
たとえば、次のとおりです。

put AS10.bin disk
● 特定のディスクをアップデートするには、次のように入力します。

put firmware-file disk:enclosure-ID:slot-number
たとえば、次のとおりです。

put AS10.bin disk:1:11

注意: ファームウェア アップデート中は、エンクロージャの電源を入れたり、コントローラーを再起動したりしないでくだ
さい。アップデートが中断された場合、または電源障害が発生した場合は、ディスクが動作しなくなる可能性があります。
この問題が発生した場合は、テクニカル サポートにお問い合わせください。

通常、ファームウェアの読み込みには数分かかります。FTP で、メッセージ Operation Complete が表示されるまで待ちま
す。SFTP ではメッセージは表示されません。

メモ: アップデートが失敗した場合は、正しいファームウェア ファイルを指定していることを確認してから、もう一度アッ
プデートを実行します。再度失敗した場合は、テクニカル サポートにお問い合わせください。

7. 特定のディスクをアップデートする場合は、アップデートする残りのディスクごとに手順 4 を繰り返します。
8. FTP/SFTP セッションを終了します。
9. アップデートされたディスクの電源を入れ直す必要がある場合は、次を実行します。

a. PowerVault Manager を使用して、両方のコントローラーをシャットダウンします。
b. 『Dell EMC PowerVault ME4 Series ストレージ システム導入ガイド』の説明に従って、すべてのエンクロージャの電源を入れ

直します。
10. 各ディスクのファームウェア リビジョンが正しいことを確認します。

セキュリティ証明書をインストールする

ストレージ システムは、セキュアなデータ通信のために固有証明書の使用をサポートします。固有証明書は、ストレージ システ
ムが要求どおりに管理されていることを認証します。認証証明書は HTTPS プロトコルに適用されます。HTTPS プロトコルは、各
コントローラ モジュールの Web サーバで使用されます。

ストレージ システムに CLI でセキュリティ証明書を作成する代わりに、システムに FTP/SFTP でカスタム証明書をインストールす
ることもできます。証明書は証明書ファイルと関連するキー ファイルで構成されています。証明書は OpenSSL などで作成するこ
とができ、有効であることが求められます。カスタム証明書がインストールされているコントローラ モジュールを交換すると、パ
ートナー コントローラは証明書ファイルを交換されたコントローラ モジュールに自動的にインストールします。

セキュリティ証明書のインストール

セキュリティ証明書をインストールするには、次の手順を実行します。
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1. PowerVault Manager で、次のように、FTP/SFTP を使用するための準備をします。
a. システム コントローラーのネットワークポートの IP アドレスを確認します。「コントローラー ネットワーク ポートの構

成」を参照してください。
b. システムで FTP/SFTP サービスが有効になっていることを確認します。「システム管理設定の有効化または無効化」を参照

してください。
c. 使用する予定のユーザーに管理ロールの権限と FTP/SFTP インターフェイスの権限があることを確認します。「ユーザーの

追加、変更、および削除」を参照してください。
2. コマンド プロンプト（Windows）またはターミナル ウィンドウ（UNIX）を開き、証明書ファイルが含まれているディレクトリ

ーに移動します。
3. タイプ：

sftp -P port controller-network-address または、

ftp controller-network-address

たとえば、次のとおりです。

sftp -P 1022 10.235.216.152 または

ftp 10.1.0.9
4. 管理ロールの権限と FTP/SFTP インターフェイスの権限を持つユーザーとしてログ インします。
5. タイプ：

put certificate-file-name cert-file
ここで、証明書-ファイル名は、特定のシステムの証明書ファイルの名前を指します。

6. タイプ：

put key-file-name cert-key-file
ここで、key-file-name は、特定のシステムのセキュリティ キー ファイルの名前を指します。

7. 新しいセキュリティ証明書が有効になるように、両方の管理コントローラーを再起動します。

SMI-S を使用する
この付録では、ストレージ システム（ストレージ管理アプリケーションから Storage Management Initiative Specification（SMI-S）
に至るまで）を管理するネットワーク管理者向けに情報提供を行います。SMI-S は Storage Networking Industry Association（SNIA）
の標準であり、ストレージ ネットワークやストレージ デバイスの相互運用可能な管理を実現します。

メモ: SMI-S は、5U84 エンクロージャを備えたシステムではサポートされていません。

SMI-S は、複数の異種管理オブジェクト モデル、プロトコル、およびトランスポートを、ストレージ ネットワーク内の各コンポー
ネント タイプごとに単一のオブジェクト指向モデルに置き換えます。この仕様はストレージ管理ソリューションを標準化するた
めに、SNIA によって作成されました。管理アプリケーションはもはや専有されるものではないため、SMI-S を活用することで、複
数ベンダーのストレージ デバイスを迅速かつ確実にサポートすることができます。SMI-S はベンダー別ではなく、タイプ別にスト
レージ エレメントを検出および管理します。

SMI-S の主なコンポーネントは次のとおりです。
● Web ベースのエンタープライズ管理（WBEM）。エンタープライズ コンピューティング環境を一元管理するために開発された、

管理標準テクノロジーおよびインターネット標準テクノロジー。WBEM には、次の仕様が含まれています。
○ CIM XML：DTD に準拠した XML エレメントを定義します（CIM クラスおよび CIM インスタンスを表すために使用）。
○ HTTP/HTTPS を介した CIMxml 操作：HTTP/HTTPS への CIM 操作のマッピングを定義します（転送メカニズムとして使用）。

● 共通情報モデル（CIM）。WBEM のデータ モデル。システム、ネットワーク、アプリケーション、およびサービスの管理情報の
共通定義を提供し、ベンダー エクステンションを許容します。SMI-S はストレージに関する CIM の解釈です。オブジェクト指
向技術を使用して、データの整合性がとれた定義と構造を提供します。CIM のエレメントを定義する標準言語は MOF です。

● サービス ロケーション プロトコル（SLP）。事前設定することなく、ローカル エリア ネットワーク内のコンピューターやその
他のデバイスがサービスを検索できるようにします。SLP は小規模かつ管理対象外のネットワークから大規模エンタープライ
ズ ネットワークへ拡張できるように設計されています。

組み込み SMI-S アレイ プロバイダー
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組み込み SMI-S アレイ プロバイダーは、cim-xml over HTTP/HTTPS を使用して SMI-S 1.5 を実装します。プロバイダーは追加の
（またはサポート用の）サブプロファイルを備えたアレイおよびサーバ プロファイルをサポートします。サーバ プロファイルに

は、組み込みプロバイダーの接続方法と使用方法をクライアントに指示するための仕組みが備わっています。アレイ プロファイル
では、次のプロファイルとサブプロファイルをサポートしています。
● アレイ プロファイル
● ブロック サービス パッケージ
● 物理パッケージのパッケージ
● 正常性パッケージ
● 複数のコンピューター システムのサブプロファイル
● マスキングおよびマッピングのプロファイル
● FC イニシエーター ポート プロファイル
● SAS イニシエーター ポート プロファイル
● iSCSI イニシエーター ポート プロファイル
● ディスク ドライブ ライト プロファイル
● エクステント構成サブプロファイル
● ストレージ エンクロージャー プロファイル
● ファン プロファイル
● 電源装置プロファイル
● センサー プロファイル
● アクセス ポイント サブプロファイル
● 場所のサブプロファイル
● ソフトウェア インベントリ サブプロファイル
● ブロック サーバ パフォーマンスのサブプロファイル
● コピー サービス サブプロファイル
● ジョブ制御サブプロファイル
● ストレージ エンクロージャー サブプロファイル（拡張エンクロージャーが接続されている場合）。
● ディスク スペアリング サブプロファイル
● オブジェクト マネージャー アダプター サブプロファイル
● シン プロビジョニング プロファイル
● ボリューム プロファイルからのプール

組み込み SMI-S プロバイダーでは、以下をサポートしています。
● デフォルトのポート 5989 上で SSL 暗号化を使用する HTTPS、またはデフォルトのポート 5988 上の標準 HTTP。両方のポート

を同時に有効にすることはできません。
● SLPv2
● CIM アラートとライフサイクルの表示
● Microsoft Windows Server 2012 Server Manager および System Center Virtual Machine Manager

SMI-S の実装
SMI-S は、次のコンポーネントを使用して実装されます。
● CIM サーバー（CIM オブジェクト マネージャーまたは CIMOM と呼ばれます）。CIM クライアントからの WBEM 要求（HTTP/

HTTPS の CIM処理）をリッスンして、応答します。
● CIM プロバイダー。特定のタイプの管理対象のリソース、たとえば、ストレージ システムと通信し、CIMOM にそれに関する情

報を提供します。理論上は、複数タイプのデバイスのプロバイダー、たとえば、ストレージ システムや Brocade スイッチを同
じ CIMOM に接続できます。ただし、実際には、すべてのストレージ ベンダーは、CIMOM と単一のプロバイダーを一緒に提供
しており、他のベンダーのソリューションとはうまく共存しません。

次のコンポーネントは、いくつか異なる方法で提供されることがあります
● 組み込みエージェント：ハードウェア デバイスには、組み込み SMI-S エージェントがあります。デバイスの管理を有効にする

には、その他のソフトウェアのインストールは不要です。
● SMI ソリューション：ハードウェアまたはソフトウェアにはホストにインストールされるエージェントが同梱されています。

エージェントがデバイスに接続し、固有の識別情報を取得する必要があります。

SMI-S アーキテクチャ
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組み込み SMI-S アレイ プロバイダのアーキテクチャ要件は、管理コントローラ（MC）アーキテクチャ内で動作し、限られたディ
スク領域やメモリ リソースでも、サーバ上で実行されるプロキシ プロバイダと同等に高速化することです。使用する CIMOM はオ
ープン ソースの SFCB CIMOM です。

SFCB は CIM クライアントの要求に応答し、http/https プロトコルで標準の CIM XML をサポートする、軽量な CIM デーモンです。
プロバイダは共通管理プロトコル インターフェイス（CMPI）プロバイダであり、このインターフェイスを使用します。メモリ占
有領域を削減するために、CIMPLE と呼ばれるサード パーティのパッケージが使用されています。SFCB の詳細については、http://
sourceforge.net/projects/sblim/files/sblim-sfcb を参照してください。

SMI-S プロバイダーについて

メモ: SMI-S は、5U84 エンクロージャを備えたシステムではサポートされていません。

プロバイダーは、CTP 1.5 テストを渡す SMI-S 1.5 のプロバイダーです。フル プロビジョニングはサポートされています。

SMI-S プロバイダーは、ファームウェアに実装されている本格的な組み込みプロバイダーです。業界標準の WBEM ベースの管理フ
レームワークを提供します。SMI-S クライアントはこの組み込みプロバイダーと直接やり取りできるので、中間プロキシ プロバイ
ダーは必要ありません。プロバイダーでは、RAID プロビジョニングなどのアクティブな管理機能がサポートされます。

CNC および SAS システムがサポートされます。Dell EMC のクラスは SMI_XXX です。Dell EMC のデバイスの名前空間は/root/
smis です。

組み込み CIMOM は、リッスンすることによりポート 5989 上 SMI-S のクライアントの SMI-S クエリを保護して資格情報をすべて
のクエリに提供することを要求するか、リッスンすることによりポート 5988 上 SMI-S のクライアントの SMI-S クエリを保護しな
いように構成することができます。このプロバイダーの実装は、SNIA SMI-S 仕様バージョン 1.5.0 1.5 に準拠しています。

メモ: ポート 5989 とポート 5988 は、同時に有効にすることはできません。

名前空間の詳細は以下のとおりです。
● 実装名前空間 - root/smis
● 相互運用機能空間 - root/interop
組み込みサービス プロバイダー設定には、次のプロバイダーが含まれます。
● インスタンス プロバイダー
● 関連付けプロバイダー
● メソッド　プロバイダー
● 指示プロバイダ

組み込みプロバイダーは、次の CIM 操作をサポートします
● getClass
● enumerateClasses
● enumerateClassNames
● getInstance
● enumerateInstances
● enumerateInstaneceNames
● associators
● associatorNames
● references
● referenceNames
● invokeMethod

SMI-S プロファイル

SMI-S はプロファイルを中心に構成されています。プロファイルには、ストレージ サブシステムのクラスに関連するオブジェクト
が記述されています。SMI-S には、アレイ、FC HBA、FC スイッチ、テープ ライブラリのプロファイルが含まれています。プロフ
ァイルは CIM サーバに登録され、SLP を使用してクライアントにアドバタイズされます。
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表 34. サポートされている SMI-S プロファイル 

プロファイル/サブプロファイ
ル/パッケージ

説明

アレイ プロファイル RAID アレイシステムについて説明します。これは高レベルのアレイシステム オーバービューを
提供します。

ブロック サービス パッケージ 既存のストレージ容量の標準式、ストレージ プールへの容量の割り当て、および外部デバイス
またはアプリケーションで使用される容量の割り当てを定義します。

物理パッケージのパッケージ ストレージ システムの物理パッケージと、オプションで内部サブパッケージについての情報を
モデル化します。

正常性パッケージ SMI-S で正常性を表現する際に使用される、一般的メカニズムを定義します。

サーバ プロファイル サポートする通信メカニズムに基づいて、CIM オブジェクト マネージャの機能を定義します。

FC イニシエーター ポート プ
ロファイル

ターゲット ストレージ システムの FibreChannel 固有の特徴をモデル化します。

SAS イニシエーター ポート サ
ブプロファイル

ターゲット ストレージ システムの SAS 固有の特徴をモデル化します。

iSCSI イニシエーター ポート
サブプロファイル

ターゲット ストレージ システムの iSCSI 固有の特徴をモデル化します。

アクセス ポイント サブプロフ
ァイル

管理サービスのためのリモート アクセス ポイントのアドレスを提供します。

ファン プロファイル 表示を追加することで、DMTF ファン プロファイルを専用化します。

電源装置プロファイル 表示を追加することで、DMTF PSU プロファイルを専用化します。

プロファイル登録のプロファ
イル

オブジェクト マネージャに登録されているプロファイルと、そのプロファイルを実装している
登録クラスとドメイン クラスとの間の関連付けをモデル化します。

ソフトウェア サブプロファイ
ル

システムにインストールされているソフトウェアまたはファームウェアをモデル化します。

マスキングおよびマッピング
のプロファイル

SCSI システムのデバイス マッピングとマスキング機能をモデル化します。

ディスク ドライブ ライト プ
ロファイル

ディスク ドライブ デバイスをモデル化します。

範囲構成 基になる原始ストレージ プールから公開可能なブロック ストレージ エレメントを仮想化する
方法について、その摘要を提供します。

場所のサブプロファイル 製品とそのサブコンポーネントの場所の詳細をモデル化します。

センサー プロファイル DMTF センサー プロファイルを専用化します。

ソフトウェア インベントリ プ
ロファイル

インストール済みで使用可能なソフトウェアとファームウェアをモデル化します。

ストレージ エンクロージャー
プロファイル

ストレージ エレメント（ディスクまたはテープ ドライブなど）とエンクロージャ エレメント
（ファンや電源装置など）を含むエンクロージャについて説明します。

複数のコンピューター システ
ムのサブプロファイル

追加の機能や冗長性を備えた「仮想」コンピューター システムを提供するために連携する複数
のシステムをモデル化します。

コピー サービス サブプロファ
イル

ローカル スナップショットおよびローカル ボリュームコピー（クローン）を作成および削除し、
スナップショットとそのソース ボリューム間の同期状態をリセットする機能を提供します。

ジョブ制御サブプロファイル ボリュームとスナップショットの作成、ボリュームのホストへのマッピングなど、プロビジョニ
ング操作を監視する機能を提供します。

ディスク スペアリング サブプ
ロファイル

現在のスペア ディスク構成を説明し、スペア ディスクの割り当て/割り当て解除を行い、使用不
可能なディスク ドライブの状態をクリアする機能を提供します。

オブジェクト マネージャー ア
ダプター サブプロファイル

クライアントが SMI エージェントのオブジェクト マネージャ アダプターを管理できるように
します。特に、表示サービスのオン/オフを切り替えるために使用できます。
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表 34. サポートされている SMI-S プロファイル （続き）

プロファイル/サブプロファイ
ル/パッケージ

説明

シン プロビジョニング プロフ
ァイル

ブロック サービス パッケージを専用化して、ボリュームのシン プロビジョ二ングのサポートを
追加します。SMI-S は仮想プールの作成をサポートしていません。ただし、クライアントは仮想
ボリュームを作成できます。

ボリューム プロファイルから
のプール

その他のボリュームから作成されたプールをモデル化します。このプロファイルは、シン プロ
ビジョニング　プロファイルと組み合わせて使用され、仮想ストレージ プールをモデル化しま
す。

ブロック サーバ パフォーマンスのサブプロファイル

ブロック サーバ パフォーマンスのサブプロファイルの実装では、CIM_BlockStorageStatisticalData クラスとその関連付
け、GetStatisticsCollection, CreateManifestCollection、AddOrModifyManifest、および RemoveManifest の
メソッドを使用できます。

ブロック サーバ パフォーマンス サブプロファイルの統計収集は、60 秒間隔でアップデートされます。

CIM

サポートされている OST 操作

SFCB では、GetClass, ModifyClass, CreateClass, DeleteClass, EnumerateClasses, EnumerateClassNames,
GetInstance, DeleteInstance, CreateInstance, ModifyInstance, EnumerateInstances,
EnumerateInstanceNames, InvokeMethod (MethodCall), ExecQuery, Associators, AssociatorNames,
References, ReferenceNames, GetQualifier, SetQualifier, DeleteQualifier, EnumerateQualifiers,
GetProperty および SetProperty などの CIM 操作の完全なセットを提供しています。

CIM アラート

アラート指示の実装により、サブスクライブしている CIM クライアントで、FC ケーブル接続、電源装置イベント、ファン イベン
ト、温度センサー イベント、ディスク ドライブ イベントなどのイベントを受信できます。

ストレージ システムの SMI-S インターフェイスが有効な場合、システムでは SMI-S クライアントに指示のようなイベントが送信
されます。これにより、SMI-S クライアントは、システムのパフォーマンスを監視できるようになります。SMI-S インターフェイ
スの有効化の詳細については、「SMI-S の構成」を参照してください。

デュアルコントローラー構成では、コントローラー A と B のアラート イベントは、両方ともコントローラー A の SMI-S プロバイ
ダーを経由して送信されます。

次の表のイベント カテゴリは、FRU アセンブリーと特定の FRU コンポーネントに関連しています。

表 35. CIM アラート指示のイベント 

FRU/イベント カテゴリー 対応する SMI-S クラス アラート条件をトリガーする運用ステータスの値

コントローラ SMI_Controller ダウン、インストールなし、OK

ハードディスクドライブ SMI_DiskDrive 不明、欠落、エラー、縮退、OK

ファン SMI_PSUFan エラー、停止、OK

電源装置 SMI_PSU 不明、エラー、その他、高負荷、縮退、OK

温度センサー SMI_OverallTempSensor 不明、エラー、その他、回復不能エラー、縮退、OK

バッテリ/スーパー キャップ SMI_SuperCap 不明、エラー、OK

FC ポート SMI_FCPort 停止、OK
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表 35. CIM アラート指示のイベント （続き）

FRU/イベント カテゴリー 対応する SMI-S クラス アラート条件をトリガーする運用ステータスの値

SAS ポート SMI_SASTargetPort 停止、OK

iSCSI ポート SMI_ISCSIEthernetPort 停止、OK

ライフ サイクルの表示

SMI-S インターフェイスでは、ストレージ システム内の物理デバイスおよび論理デバイスに変更があった場合は、CIM ライフ サイ
クルの表示を提供しています。SMI-S Provider は、SNIA SMI-S 仕様バージョン 1.5.0 のすべての必須エレメントおよび特定のオプ
ション エレメントをサポートしています。CIM クエリー言語（CQL）と Windows Management Instrumentation Query Language
（WQL）の両方をサポートしていますが、CQL インジケーション フィルターにはいくつかの制限事項があります。このプロバイダ

ーは、Windows Server 2012 オペレーティング システムが必要とする追加のライフ サイクルの表示をサポートしています。

表 36. ライフ サイクルの表示 

プロファイル
またはサブプ
ロファイル

エレメントの説明と名前 WQL また
は CQL

ブロックサー
ビス

SELECT * FROM CIM_InstCreationWHERESourceInstanceISACIM_StoragePool
ディスク グループが作成または削除されると、ライフ サイクルの表示を送信します。

両方

ブロックサー
ビス

SELECT * FROM CIM_InstCreationWHERESourceInstanceISACIM_StorageVolume
ボリュームが作成または削除されると、ライフ サイクルの表示を送信します。

両方

ブロックサー
ビス

SELECT * FROM CIM_InstModificationWHERESourceInstance ISA
CIM_LogicalDevice
ディスク ドライブ（または論理デバイス）のステータスが変更されると、ライフ サイクルの表示
を送信します。

両方

コピーサービ
ス

SELECT * FROM CIM_InstModificationWHERESourceInstance ISA
CIM_StorageSynchronized AND SourceInstance.SyncState<>
PreviousInstance.SyncState
スナップショットの同期化状態が変更されると、ライフ サイクルの表示を送信します。

CQL

ディスクドラ
イブライト

SELECT * FROM CIM_InstCreation WHERE SourceInstance ISA CIM_DiskDrive
ディスク ドライブが挿入または取り外されると、ライフ サイクルの表示を送信します。

両方

ジョブ制御 SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA
CIM_ConcreteJob AND SourceInstance.OperationalStatus=17 AND
SourceInstance.OperationalStatus=2
ボリューム、LUN、またはスナップショットの作成または削除の操作が完了すると、ライフ サイ
クルの表示を送信します。

WQL

マスキングお
よびマッピン
グ

SELECT * FROM CIM_InstCreation WHERE SourceInstance ISA
CIM_AuthorizedSubject
ホスト権限が作成または削除されると、ライフ サイクルの表示を送信します。

両方

マスキングお
よびマッピン
グ

SELECT * FROM CIM_InstCreation WHERE SourceInstance ISA
CIM_ProtocolController
ストレージ ハードウェア ID が作成/削除（ホストの追加/削除）されると、ライフ サイクルの表
示を送信します。

両方

マスキングお
よびマッピン
グ

SELECT * FROM CIM_InstCreation WHERE SourceInstance ISA
CIM_ProtocolControllerForUnit
LUN が作成、削除、または修正されると、ライフ サイクルの表示を送信します。

両方
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表 36. ライフ サイクルの表示 （続き）

プロファイル
またはサブプ
ロファイル

エレメントの説明と名前 WQL また
は CQL

複数のコンピ
ュータシステ
ム

SELECT * FROM CIM_InstCreation WHERE SourceInstance ISA
CIM_ComputerSystem
コントローラーの電源がオンまたはオフにされると、ライフ　サイクルの表示を送信します。

両方

複数のコンピ
ュータシステ
ム

SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA
CIM_ComputerSystem AND SourceInstance.OperationalStatus <>
PreviousInstance.OperationalStatus
論理コンポーネントがシステムを縮退またはアップグレードすると、ライフ　サイクルの表示を
送信します。

WQL

複数のコンピ
ュータシステ
ム

SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA
CIM_RedundancySet AND SourceInstance.RedundancyStatus <>
PreviousInstance.RedundancyStatus
コントローラーのアクティブ アクティブ構成が変更されると、ライフ　サイクルの表示を送信し
ます。

WQL

ターゲット ポ
ート

SELECT * FROM CIM_InstCreation WHERE SourceInstance ISA CIM_FCPort
ターゲット ポートが作成または削除されると、ライフ サイクルの表示を送信します。

両方

ターゲット ポ
ート

SELECT * FROM CIM_InstModification WHERE SourceInstance ISA CIM_FCPort
AND SourceInstance.OperationalStatus <>
PreviousInstance.OperationalStatus
ターゲット　ポートのステータスが変更されると、ライフ　サイクルの表示を送信します。

WQL

SMI-S 設定

デフォルトの SMI-S 設定では、セキュアな SMI-S プロトコルが有効になっています。セキュアな SMI-S プロトコルは、SMI-S の推
奨プロトコルです。

表 37. SMI-S プロトコル設定の CLI コマンド 

アクション CLI コマンド

セキュアな SMI-S ポート 5989 を有効にします（ポート 5988 を
無効にします）

set protocols smis enabled

セキュアな SMI-S ポート 5989 を無効にします set protocols smis disabled

セキュアでない SMI-S ポート 5988 を有効にします（ポート
5989 を無効にします）

set protocols usmis disabled

セキュアでない SMI-S ポート 5988 を有効にします set protocol usmis enabled

現在のステータスを表示します show protocols

すべての設定をリセットします reset smis-configurations

他のユーザーの SMI-S インターフェイスへのアクセスを設定

1. SMI-S インターフェイスへのアクセス権も持つ管理者ロールのユーザーとしてログインします。
2. そのようなユーザーが存在しない場合は、次のコマンドを使用してユーザーを作成します。

create user interfaces wbi,cli,smis,ftp roles manage username
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3. 次のコマンドを入力して、別のユーザーに SMI-S インターフェイスへのアクセス権を設定します。

set user username2 interfaces wbi,cli,smis,ftp

管理対象ログの通知受信

ストレージ システムの管理対象ログ機能を使用すると、SMI-S Provider で通知受信を設定できます。この設定は、ログ ファイルが
一定量に達してログ収集システムに転送できる状態になったことを通知します。
1. CLI で、次のコマンドを入力します。set advanced-settings managed-logs enabled。
2. SMI-S クライアントの場合、次を行います。

a. SELECT * FROM CIM_InstCreation WHERE SourceInstance ISA CIM_LogicalFile フィルターを使用してサ
ブスクライブします。

b. SELECT * FROM CIM_InstDeletion WHERE SourceInstance ISA CIM_LogicalFile フィルターを使用してサ
ブスクライブします。

管理対象ログ機能の詳細については、「管理対象ログについて」を参照してください。

SMI-S のテスト

SMI-S 1.5 には SMI-S 認定済みクライアントを使用します。共通クライアントには、Microsoft System Center、IBM Tivoli、EMC
CommandCenter、CA Unicenter が含まれます。共通 WBEM CLI クライアントは Pegasus cimcli および Sblim の wbemcli です。

アレイ プロバイダが SMI-S 1.5 準拠であることを証明するために、SNIA はプロバイダが適合試験プログラム（CTP）の試験に合格
することを要求しています。

reset smis-configuration コマンドを使用すると、元の SMI-S 設定をリストアできます。

Troubleshooting

表 38. Troubleshooting 

Problem Cause Solution

Unable to connect to the
embedded SMI-S Array provider.

SMI-S protocol is not
enabled.

Log in to the array as manage and type: set protocolsmis
enabled

HTTP Error (Invalid username/
password or 401 Unauthorized).

User preferences are
configurable for each
user on the storage
system.

Check that the user has access to the smis interface and set the user
preferences to support the smis interface, if necessary. See
Adding,modifying,and deleting users for instructions on how to add
users. Also verify the supplied credentials.

Want to connect securely as user
name my_xxxx.

Need to add user. Log in to the array as manage . Type: create user level
manage my_xxxuser and then type: set user my_xxxuser
interfaces wbi,cli,smis

Unable to discover via SLP. SLP multicast has limited
range(known as hops).

Move the client closer to the array or set up a SLP DA server or using
unicast requests.

Unable to determine if SMI-S is
running.

Initial troubleshooting. Use a Common Information Model (CIM) client tool, such as wbemcli,
to troubleshoot.   

SMI-S is not responding to client
requests.

SMI-S configuration may
have become corrupted.

Use the CLI command reset smis-configuration. For more
information, see the Dell EMC PowerVault ME4 Series Storage System
CLI Guide.
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SLP の使用
ME4 Series ストレージ システムは、サービス ロケーション プロトコル（SLP、srvloc）をサポートしています。サービス検出プロ
トコルにより、事前設定をしなくても、コンピューターやその他のデバイスが LAN内のサービスを発見することが可能となりま
す。SLP はすべてのオペレーティング システムで使用できるため、正式なライセンスは必要ありません。

SLP は、ユーザー データグラム プロトコル（UDP）に基づいており、必要に応じて、トランスミッション コントロール プロトコ
ル（TCP）を使用できます。SLP はポート 427 でリスンします。クライアント、つまりユーザー エージェント（UA）がネットワー
クに接続すると、クライアントはネットワーク上のディレクトリー エージェント（DA）をクエリします。DA が応答しない場合、
クライアントは DA が少ないネットワークを前提として、マルチキャスト UDP クエリを送信します。クエリに一致するすべてのサ
ービス エージェント（SA）は、クライアントに UDP の応答を送信します。応答メッセージが大きすぎる場合、クライアントは
TCP を使用してクエリを繰り返すことができます。

複数の DA のあるネットワークでは、各 SA がすべてのサービスを 1 つの DA に登録する必要があります。その後、クライアントが
DA をクエリすると、DA はキャッシュされた SA 情報を使用してクエリに応答します。

また、DA を使用することにより、SLP はローカル エリア ネットワークを超える規模のエンタープライズに拡張できます。これは
エンタープライズ IT の問題です。IETF RFC2165 を参照してください。

SLP を有効にすると、ストレージ システムは SLP によってアドバタイズされたインターフェイス 、p. 176 に示したインターフェ
イスをアドバタイズし、ストレージ システムに対して表示される SLP属性 、p. 176 に示した設定属性を表示します。

システム管理設定の有効化または無効化 、p. 48 の説明に従って PowerVault Manager で、または『Dell EMC PowerVault ME4 Series
Storage System CLI Guide』の説明に従って CLI の set protocols コマンドを使用して、SLP サービスを有効化または無効化する
ことができます。

SLP サービスが有効になっている場合は、www.openslp.org の SLP ツールなどのオープン ソース ツールを使用してテストすること
ができます。

表 39. SLP によってアドバタイズされたインターフェイス 

インターフェイス（プロトコル）の説明 アドバタイズメントの文字列

HTTP service:api:http
HTTPS service:api:https
Telnet service:ui:telnet
SSH service:ui:ssh
FTP/SFTP（ファームウェア アップグレード） service:firmware-update:ftp/sftp
snmp service:api:snmp

表 40. ストレージ システムに対して表示される SLP属性 

SLP属性 XML API モードで CLI の show systemdetail コマンドによっ
て表示される対応プロパティ

x-system-name system-name
x-system-contact system-contact
x-system-location system-location
x-system-information system-information
x-midplane-serial-number midplane-serial-number
x-vendor-name vendor-name
x-product-id product-id
x-product-brand product-brand
x-wwnn current-node-wwn
x-platform-type platform-type
x-bundle-version 対応プロパティなし

x-build-date 対応プロパティなし
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表 40. ストレージ システムに対して表示される SLP属性 （続き）

SLP属性 XML API モードで CLI の show systemdetail コマンドによっ
て表示される対応プロパティ

x-mac-address 対応プロパティなし

x-top-level-assembly-part-number 対応プロパティなし

x-top-level-assembly-serial-number 対応プロパティなし
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ログ収集システムを管理する
ログ収集システムは、管理対象のログ機能を有効にするストレージ　システムからの増分的に転送されるログ データを受信し、表
示および分析のためのデータを統合するために使用されます。管理対象のログ機能の情報については、「管理対象のログについて」
を参照してください。

長期間にわたって、ログ収集システムでは、1 つまたは複数のストレージ システムから多数のログ ファイルを受信できます。管理
者がログ収集システム上のこのようなログファイルを整理および格納します。次に、ストレージ システムに分析を必要とする問題
が発生した場合は、分析のため、そのシステムの現在のログ データを収集し、格納されている履歴ログ データと組み合わせて、
システム運用に関する長期的な視点を提供します。

管理対象のログ機能により、次のコントローラ固有のログ ファイルが監視されます。
● EC（エキスパンダ コントローラ）デバッグ データ、EC リビジョン、PHY 統計情報を含む EC ログ
● SC（ストレージ コントローラ）デバッグ ログおよびコントローラのイベント ログ
● SC ブート ログが含まれる SC クラッシュ ログ
● MC（管理コントローラ）のログ

各ログファイルのタイプには、システム設定情報も含まれています。

トピック：

• ログ ファイルの転送および識別の方法
• ログ ファイルの詳細
• ログ ファイルを保存する

ログ ファイルの転送および識別の方法

ログ ファイルは、管理対象のログ機能が push mode またはプル モードで動作するように構成されているかどうかに応じて、2 つ
の方法でログ収集システムに転送できます。
● プッシュ モードでは、ログ データがかなりのサイズまで蓄積されると、ストレージ システムはログ ファイルが添付された通

知イベントを E メール経由でログ収集システムに送信します。この通知では、ストレージ システムの名前、場所、連絡先、IP
アドレスが指定され、圧縮された zip ファイルにはシングル ログ セグメントが含まれます。ログ セグメントには、ログ ファイ
ルの種類、作成日時、ストレージ システムを示す一意の名前が付けられます。この情報は E メールの件名にも表示されます。
ファイル名の形式は logtype_yyyy_mm_dd__hh_mm_ss.zip です。

● プル モードで、ログ データがかなりのサイズまで蓄積されると、システムでは、E メール、SMI-S、SNMP トラップによって
通知イベントをログ収集システムに送信します。通知では、ストレージシステムの名前、場所、連絡先、IP アドレス、転送す
る必要のあるログファイルのタイプ（リージョン）が指定されます。ストレージ システムの FTP/SFTP インターフェイスを使
用すると、「ログ データをログ収集システムに転送する」の説明に従って、ログ収集システムに適切なログを転送できます。

ログ ファイルの詳細

● SC デバッグ ログ レコードには、mm/dd hh:mm:ss 形式の日付/時刻スタンプが含まれています。
● ファームウェアに障害が発生すると、SC クラッシュ ログ（診断プログラムのダンプ）が生成されます。再起動すると、このロ

グが利用可能になり再起動ブート ログも生成されます。ストレージ システムには、直近の 4 つのクラッシュ ログが保持されま
す。

● EC デバッグ ログが取得されると、EC リビジョン データと SAS PHY 統計も提供されます。
● 管理ログ機能によって転送される MC デバッグ ログは、5 つの内部コンポーネント（appsv, mccli, logc, web, and

snmpd）向けのものです。含まれているファイルは、これらの内部コンポーネントのログ ファイル セグメントであり、シーケ
ンシャルに番号が付けられています。

ログ ファイルを保存する

B
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ストレージ システム名、ログファイルのタイプ、日付/時刻別にログ ファイルを階層的に格納することをお勧めします。次に、履
歴分析が必要な場合は、適切なログファイル セグメントを簡単に配置でき、完全な記録に連結できます。

たとえば、ログコレクション システムの管理者が、Storage1 および Storage2 という名前が付けられた 2 つのストレージ システム
からのログに対して、次の階層を作成したとします。

プッシュ　モードでは、管理者は、Storage1 から ecdebug ファイルが添付されたメールを受信すると、添付ファイルを開いて、
ecdebug サブディレクトリー（Storage1 ディレクトリ内）に解凍します。

プル モードでは、管理者は、Storage2 から SC デバッグ ログを転送する必要があるという通知を受信すると、ストレージ シス
テムの FTP/SFTP インターフェイスを使用して、ログを取得し、Storage2 ディレクトリーの scdebug サブディレクトリーに保存し
ます。

ログ収集システムを管理する 179



ベストプラクティス
この付録では、ストレージ システムの構成およびプロビジョニングのベスト プラクティスについて説明します。

トピック：

• プールのセットアップ
• RAID selection
• RAID レベルごとのディスク数
• プール内のディスク グループ
• 階層のセットアップ
• マルチパス設定
• 物理ポートの選択

プールのセットアップ
2 つのコントローラ モジュールを備えたストレージ システムでは、コントローラの作業負荷のバランスを取るようにしてくださ
い。各コントローラには 1 つの仮想プールを所有できます。各プールに同じ数のディスク グループとボリュームを持つことで、負
荷を分散してパフォーマンスを向上させることができます。

RAID selection
A pool is created by adding disk groups to it. Disk groups are based on RAID technology.

The following table describes the characteristics and use cases of each RAID level:

RAID level Protection Performance Capacity Application use
cases

Suggested disk
speed

RAID 1/RAID 10 Protects against up
to one disk failure
per mirror set

Great random I/O
performance

Poor: 50% fault
tolerance capacity
loss

Databases, OLTP,
Exchange Server

10K, 15K, 7K

RAID 5 Protects against up
to one disk failure
per RAID set

Good sequential I/O
performance,
moderate random
I/O performance

Great: One-disk fault
tolerance capacity
loss

Big data, media and
entertainment
(ingest, broadcast,
and past production)

10K, 15K, lower
capacity 7K

RAID 6 Protects against up
to two disk failures
per RAID set

Moderate sequential
I/O performance,
poor random I/O
performance

Moderate: Twodisk
fault tolerance
capacity loss

Archive, parallel
distributed file
system

High capacity 7K

RAID レベルごとのディスク数
コントローラは仮想ボリュームを 4 MB ページに分割します。この 4 MB ページはメモリ内のページングされたテーブルで参照さ
れ、固定割り当て単位となります。したがって、4 MB単位のデータがディスク グループにプッシュされます。ディスク グループ
のストライプ サイズが 4 MB ページの倍数でない場合、RAID 5 または RAID 6 のディスク グループにライト パフォーマンス ペナル
ティが導入されます。
● 例 1：5 つのディスクを備えた RAID 5 ディスク グループを考えます。4 つのディスクに等価な容量が有効容量として提供され、

1 つのディスクに等価な容量がパリティに使用されます。パリティはディスク間で分散されます。有効容量を提供する 4 つの

C
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ディスクはデータ ディスクであり、パリティを提供する 1 つのディスクはパリティ ディスクです。実際には、パリティはすべ
てのディスクに分散されていますが、このように考えると理解しやすくなります。

データ ディスクの数は 2 のべき乗（2、4、および 8）であることに注意してください。コントローラはデータ ディスクが 2 の
べき乗である場合、512 KB のストライプ ユニット サイズを使用します。これにより、4 MB ページが 2 つのストライプに均等
に分散されます。これはパフォーマンスには 適です。

● 例 2：6 つのディスクを備えた RAID 5 ディスク グループを考えます。5 つのディスクに等価な容量が有効容量として提供され
ます。コントローラが再び 512 KB のストライプ ユニットを使用しているとします。4 MB ページがディスク グループにプッ
シュされると、1 つのストライプにはフル ページが含まれますが、コントローラは新しいパリティを計算するために新しいデー
タと組み合わせて 2 つのディスクから古いデータと古いパリティを読み取る必要があります。これは読み出し/修正/書き込み
と呼ばれ、シーケンシャル ワークロードを伴うパフォーマンス キラーとなります。本質的に、ディスク グループにプッシュさ
れるたびに、読み出し/修正/書き込みが行われます。

この問題を軽減するために、RAID 5 または RAID 6 のディスク グループが 2 のべき乗データ ディスクで作成されていない場合、
コントローラは 64 KB のストライプ ユニットを使用します。これにより、より多くのフル ストライプ書き込みが可能になりま
すが、同じ 4 MB ページをプッシュするためにディスクごとにさらに多くの I/O トランザクションを犠牲にします。

次の表は、RAID 6 および RAID 5 のディスク グループに関する推奨ディスク数を示しています。各エントリはディスク グループ内
のディスク総数と、それに等価なデータ ディスクおよびパリティ ディスクの数を指定します。実際には、パリティはすべてのデ
ィスクに分散されていることに注意してください。

表 41. ディスク グループの推奨サイズ 

RAID レベル ディスク合計 データ ディスク（等価） パリティ ディスク（等価）

RAID 6 4 2 2

6 4 2

10 8 2

RAID 5 3 2 1

5 4 1

9 8 1

シーケンシャル ワークロードと RAID 5 および RAID 6 のディスク グループで 高のパフォーマンスを確保するには、2 のべき乗デ
ータ ディスクを使用します。

プール内のディスク グループ
効率性とパフォーマンスを向上させるには、1 つのプール内で類似のディスク グループを使用します。
● ディスク数のバランス：たとえば、20 のディスクがある場合、1 つの 10+2 RAID-6 ディスク グループと 1 つの 6+2 RAID-6 ディ

スク グループよりも、2 つの 8+2 RAID-6 ディスク グループの方がお勧めです。
● RAID のバランス：1 つの RAID-5 ディスク グループと 1 つの RAID-6 ディスク グループよりも、2 つの RAID-5 ディスク グルー

プの方がお勧めです。
● 書き込み速度の観点からは、ワイド ストライピングのために、階層とプールは も低速なディスク グループと同じ遅さになり

ます。
● 1 つの階層内のすべてのディスクは同じタイプである必要があります。たとえば、すべて 10K のディスクまたはすべて 15K ディ

スクを使用します。

少数の大規模なディスク グループではなく、多くの小規模なディスク グループを作成します。
● 各ディスク グループにおける、書き込みのキューの深さ制限は 100 です。これは、書き込みが多いアプリケーションで、この

アーキテクチャを使用すると、レイテンシの要件内で、より大きなキューの深さが維持されることを意味します。
● 小規模なディスク グループを使用すると、より多くの未処理容量を消費します。パフォーマンスに影響されにくいアプリケー

ションの場合は、より大規模なディスク グループが必要になります。

階層のセットアップ
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一般的に、3 つの階層ではなく、2 つの階層にするのが 適です。 も上の階層がほぼいっぱいになってから、 も下の階層を使
用します。 も上の階層は、受信される書き込みの容量を確保するため、コントローラがより下の階層に対するコールド ページを
削除する前に、95%までいっぱいにする必要があります。

通常は、SSD と 10K/15K ディスクを備えた階層、または SSD と 7K ディスクを備えた階層を使用するようにします。パフォーマン
スに対する価格の組み合わせに合うように、SSD とより高速な回転ディスクの両方を使用することが必要な場合、例外がある可能
性はありますが、7K ディスクを使用せずに容量のニーズを満たすことはできません。これはめったにありません。

マルチパス設定
ME4 Series のストレージ システムは、非対称論理ユニット アクセス（ALUA）の SCSI-3 標準に準拠しています。

ALUA 準拠のストレージ システムでは、デバイスの検出中に、ホストに 適なパス情報と 適でないパス情報が提供されますが、
オペレーティング システムは ALUA を使用するようダイレクトする必要があります。次の手順を使用して、ALUA を使用するよう
Windows システムと Linux システムをダイレクトすることができます。

MPIO を有効にするには、次のいずれかの手順を実行します。

Windows で MPIO を有効化する
1. Server Manager がまだ実行されていない場合は、起動します。
2. ［管理］メニューで、［ロールと機能の追加］を選択します。
3. ［ロールと機能の追加］ウィザードで、［ロールベースまたは機能ベースのインストール］を選択します。
4. ［次へ］ をクリックします。
5. プールからサーバーを選択し、［次へ］をクリックします。
6. 再び［次へ］をクリックして、機能の選択のウィンドウに移動します。
7. ［マルチパス IO］を選択してから［次へ］をクリックします。
8. ［インストール］ をクリックします。
9. プロンプトが表示されたら、システムを再起動します。

再起動が完了したら、MPIO を使用できるようになります。

Linux で MPIO を有効化する
1. 次のコマンドを実行して、マルチパス デーモンがインストールされ、実行時に開始するように設定されていることを確認しま

す。

chkconfig multipathd on
2. 各 OSS/MDS ホスト上の/etc/multipath.conf ファイルに正しいエントリーが存在することを確認します。ME4 Series ストレー

ジ システムについては、個別のデバイス エントリーを作成します。次の表では、設定する必要のある 4 つの属性を指定してい
ます。次のコマンドを実行して、正確なベンダーと製品 ID の値を取得します。

multipath -v3

属性 値

prio alua

フェールバック 即時

ベンダー ベンダー名

製品 製品 ID

3. 次のコマンドを実行して、multipath.conf ファイルを再読み込みします。

service multipathd reload
4. 次のコマンドを実行して、マルチパス デーモンが ALUA を使用して 適/非 適パスを取得しているかどうかを判断します。

multipath -v3 | grep alua
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パスの優先順位を設定するために ALUA を使用したことを示す出力が表示されます。たとえば、次のように表示されます。

Oct 01 14:28:43 | sdb: prio = alua (controller setting) Oct 01 14:28:43 | sdb: alua prio =
130

物理ポートの選択
すべての FC ポートまたはすべての iSCSI ポートを使用するように構成されたシステムでは、次の順序でポートを使用します。
1. A0、B0
2. A2、B2
3. A1、B1
4. A3、B3

その理由は、ポートの各ペア（A0、A1 または A2、A3）が専用の CNC チップに接続されているためです。コントローラー上の 4
つのポートすべてを使用していない場合は、各ペア（A0、A2）から 1 つのポートを使用し、フロント エンドで I/O バランスを確実
に向上させることを推奨しています。
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システム構成の制限
次の表で、ME4 Series ストレージ システムのシステム構成の制限事項をリスト表示します。

表 42. ME4 Series のシステム構成の制限事項 

特長 値

［ エンクロージャおよびディスク］

システム 2U12 あたりの 大エンクロージャおよびディスク サポートされる構成：
● 2U12 コントローラー エンクロージャ + 9 x 2U12拡張エンクロ

ージャ = 120
● 2U12 コントローラー エンクロージャ + 9 x 2U24拡張エンクロ

ージャ = 228
● 2U12 コントローラー エンクロージャ + 3 x 5U84拡張エンクロ

ージャ = 264
● 2U24 コントローラー エンクロージャ + 9 x 2U12拡張エンクロ

ージャ = 132
● 2U24 コントローラー エンクロージャ + 9 x 2U24拡張エンク

ロージャ = 240
● 2U24 コントローラー エンクロージャ + 3 x 5U84拡張エンク

ロージャ = 276
● 5U84 コントローラー エンクロージャ + 3 x 5U84拡張エンク

ロージャ = 336

［ ディスク グループおよびプール］

コントローラー モジュールあたりの 大仮想プール 1

コントローラー モジュールあたりの 大使用可能仮想プー
ル サイズ

512 TiB：CLI で大規模プール機能が無効化されている場合。1 PB：
CLI で大規模プール機能が有効化されている場合

ディスク グループの 大サイズ 無制限（非 ADAPT）。1 PB（ADAPT）

プールあたりの 大ディスク グループ 16

コントローラー モジュールあたりの 大仮想ディスク グル
ープ

16

コントローラー モジュールあたりの 大リニア ディスク グ
ループ

32

仮想ディスク グループあたりの 小/ 大ディスク ● NRAID（RAID 非対応）：1/1（リード キャッシュのみ）
● RAID 0：2/2（リード キャッシュのみ）
● RAID 1：2/2
● RAID 3：サポート対象外
● RAID 5：3/16
● RAID 6：4/16
● RAID 10：4/16
● RAID 50：サポート対象外
● ADAPT：12/128

リニア ディスク グループあたりの 小/ 大ディスク ● NRAID（RAID 非対応）：1/1
● RAID 0：2/16
● RAID 1：2/2
● RAID 3：3/16
● RAID 5：3/16
● RAID 6：4/16

D
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表 42. ME4 Series のシステム構成の制限事項 （続き）

特長 値

● RAID 10：4/16
● RAID 50：6/32
● ADAPT：12/128

リニア ディスク グループあたりの 大専用スペア 4

システムあたりの 大グローバル スペア 64

コントローラー モジュールあたりの 大 ADAPT グループ 4

大 ADAPT単体ディスク サイズ 64 TiB

ディスク グループの 大 ADAPT サイズ 1 PiB

ADAPT ストライプ幅 8+2

［ ボリューム、イニシエータ、ホスト、およびマッピング］

システムあたりの 大仮想ボリューム 1024

システムあたりの 大リニア ボリューム 512（推奨）

仮想ボリュームの 大ボリューム サイズ 128 TiB（約 140 TB）

リニア ボリュームの 大ボリューム サイズ ディスク グループの 大サイズ制限と等しい

ディスク グループあたりの 大マッピング可能ボリューム
（LUN）

128

プールあたりの 大マッピング可能仮想ボリューム（LUN） 512

プールあたりの 大マッピング可能リニア ボリューム
（LUN）

128

コントローラー モジュールあたりの 大マッピング可能ボ
リューム（LUN）

512

プールあたりの 大仮想ボリューム 1024（512 ベース ボリュームおよび 512 スナップショット）

プールあたりの 大リニア ボリューム 1024

ボリューム グループあたりの 大仮想ボリューム 1024

コントローラー モジュールあたりの 大ボリューム グルー
プ

256

レプリケーション ボリューム グループあたりの 大ボリュ
ーム数

16

ホスト ポートあたりの 大ボリューム 1024（Microsoft Windows は 256 へのアクセスを制限）

ボリュームあたりの 大イニシエーター 128

ホスト ポートあたりの 大イニシエータ 1024

コントローラー モジュールあたりの 大イニシエータ 4096

ホストあたりの 大イニシエータ 128

ホスト グループあたりの 大ホスト 256

システムあたりの 大ホスト グループ 32

LUN（優先パス）あたりの 大コマンド 4096

ホスト ポートあたりの 大キューの深さ 1024

大ホスト ポート リンク速度 ● 16 Gb FC対応、認定 SFP+トランシーバー
● 10 GbE iSCSI対応、認定 SFP+トランシーバー（CNC のみ）
● 12 Gb SAS
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表 42. ME4 Series のシステム構成の制限事項 （続き）

特長 値

サポート対象 FC/iSCSI モジュール ホスト ポートの構成、コ
ントローラー モジュールあたり

● 4 ポート FC
● 4 ポート iSCSI
● 2 ポート FC および 2 ポート iSCSI

［ 仮想ボリュームのスナップショット］

プールあたりの 大スナップショット 512

システムあたりの 大ベース ボリューム 1024

スナッピング可能ボリュームあたりの 大ベース スナップ
ショット

● 254：コマンド ライン インターフェイス（CLI）で大規模プー
ル機能が無効化されたボリュームのスナップショット ツリー
の場合

● 8：コマンド ライン インターフェイス（CLI）で大規模プール
機能が有効化されたボリュームのスナップショット ツリーの
場合

システムあたりの 大マッピング可能スナップショット 1024

［ 仮想ボリュームのレプリケーション］

システムあたりの 大ピア接続数 4

システムあたりの 大複製ボリューム数 32

ボリュームの 大レプリケーション セット数 1

複製ボリューム グループの 大ボリューム数 16：その他のボリュームがレプリケーション セットに属していな
い場合

スケジュール設定可能な 小レプリケーション頻度 1

［組み込み SMI-S provider］

大マッピング パス（ここで、パスはホスト ポートを介し
てイニシエータに提示されるボリュームです）。

メモ: 5U84 エンクロージャ搭載のシステムでは SMI-S
はサポートされていません。

250

［その他］

大 SCSI 予約 ● コントローラー モジュールあたり：1024
● LUN あたり：1

仮想ストレージの 大 SCSI 登録 ● システムあたり：32768
● LUN あたり：4096

リニア ストレージの 大 SCSI 登録 ● システムあたり：32768
● FC LUN あたり：128
● iSCSI LUN あたり：IQN レングスに応じて、85～128
● SAS LUN あたり：128
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Glossary of terms
The following table lists definitions of the terms used in ME4 Series publications:

表 43. Glossary of ME4 Series terms 

Term Definition

2U12 An enclosure that is two rack units in height and can contain 12 disks.

2U24 An enclosure that is two rack units in height and can contain 24 disks.

5U84 An enclosure that is five rack units in height and can contain 84 disks.

AES Advanced Encryption Standard.

AFA All-flash array. A storage system that uses only SSDs, without tiering.

all-flash array See also AFA.

allocated page A page of virtual pool space that has been allocated to a volume to store data.

allocation rate The rate, in pages per minute, at which a virtual pool is allocating pages to its volumes because they
need more space to store data.

ALUA Asymmetric Logical Unit Access.

array See storage system.

ASC/ASCQ Additional Sense Code/Additional Sense Code Qualifier. Information on sense data returned by a SCSI
device.

automated tiered storage A virtual-storage feature that automatically uses the appropriate tier of disks to store data based on
how frequently the data is accessed. This enables higher-cost, higher-speed disks to be used only for
frequently needed data, while infrequently needed data can reside in lower-cost, lower-speed disks.

auto-write-through See AWT

available disk A disk that is not a member of a disk group, is not configured as a spare, and is not in the leftover
state. It is available to be configured as a part of a disk group or as a spare. See also compatible disk,
dedicated spare, dynamic spare, global spare.

AWT Auto-write-through. A setting that specifies when the RAID controller cache mode automatically
changes from write-back to write-through

base volume A virtual volume that is not a snapshot of any other volume, and is the root of a snapshot tree.
canister See IOM.

CAPI Configuration Application Programming Interface. A proprietary protocol used for communication
between the Storage Controller and the Management Controller in a controller module. CAPI is always
enabled.

CHAP Challenge-Handshake Authentication Protocol.

chassis The sheet metal housing of an enclosure.

child volume The snapshot of a parent volume in a snapshot tree. See parent volume.

chunk size The amount of contiguous data that is written to a disk group member before moving to the next
member of the disk group.

CIM Common Information
Model

The data model for WBEM. It provides a common definition of management information for systems,
networks, applications and services, and allows for vendor extensions.

CIMOM Common Information
Model Object Manager

A component in CIM that handles the interactions between management applications and providers.

E
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CNC Converged Network
Controller

A controller module whose host ports can be set to operate in FC or iSCSI mode, using qualified SFP
and cable options. Changing the host-port mode is also known as changing the ports’ personality.

compatible disk A disk that can be used to replace a failed member disk of a disk group because it has at least the
same capacity as, and is of the same type (enterprise SAS, for example) as, the disk that failed. See
also available disk, dedicated spare, dynamic spare, global spare.

controller A (or B) A short way of referring to controller module A (or B). controller enclosure An enclosure that contains
one or two controller modules.

controller module A FRU that contains the following subsystems and devices: a Storage Controller processor; a
Management Controller processor; a SAS expander and Expander Controller processor; management
interfaces; cache protected by a supercapacitor pack and flash memory; host, expansion, network,
and service ports; and midplane connectivity.

CPLD Complex programmable logic device.

CQL CIM Query Language.

CRC Cyclic Redundancy Check.

CRU customer-replaceable unit A product module that can be ordered as a SKU and replaced in an enclosure by customers or by
qualified service personnel, without having to send the enclosure to a repair facility. See also FRU.

CSV Comma-separated values A format to store tabular data in plain-text form.

DAS Direct Attached Storage A dedicated storage device that connects directly to a host without the use of a switch.

deallocation rate The rate, in pages per minute, at which a virtual pool is deallocating pages from its volumes because
they no longer need the space to store data.

dedicated spare A disk that is reserved for use by a specific linear disk group to replace a failed disk. See also available
disk, compatible disk, dynamic spare, global spare.

default mapping Host-access settings that apply to all initiators that are not explicitly mapped to that volume using
different settings. See also explicit mapping, masking.

DES Data Encryption Standard.

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. A network configuration protocol for hosts on IP networks.

disk group A group of disks that is configured to use a specific RAID level and provides storage capacity for a
pool. See also linear disk group, virtual disk group, read cache.

drain The automatic movement of active volume data from a virtual disk group to other disk-group
members within the same pool.

drawer In a 5U84 enclosure, one of two FRUs that each holds 42 disks. drive enclosure See expansion
enclosure. See also EBOD, JBOD.

drive spin down See DSD.

DSD Drive spin down. A power-saving feature available for non-ADAPT linear disk groups that monitors
disk activity in the storage system and spins down inactive spinning disks based on user-selectable
policies. Drive spin down is not applicable to disks in virtual pools.

DSP Digital signal processor.

dual-port disk A disk that is connected to both controllers so it has two data paths, achieving fault tolerance.

dynamic spare An available compatible disk that is automatically assigned, if the dynamic spares option is enabled, to
replace a failed disk in a disk group with a fault-tolerant RAID level. See also available disk, compatible
disk, dedicated spare, global spare.

EBOD Expanded Bunch of Disks. Expansion enclosure attached to a controller enclosure.

EC Expander Controller. A processor (located in the SAS expander in each controller module and
expansion module) that controls the SAS expander and provides SES functionality. See also EMP.

EEPROM Electrically erasable programmable ROM.
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EMP Enclosure management processor. An Expander Controller subsystem that provides SES data such as
temperature, power supply and fan status, and the presence or absence of disks.

enclosure A physical storage device that contains I/O modules, disk drives, and other FRUs. See also controller
enclosure, expansion enclosure.

enclosure management
processor

See EMP.

ESD Electrostatic discharge.

ESM Environmental Service Module. See IOM.

Expander Controller See EC.

expansion enclosure An enclosure that contains one or two expansion modules. Expansion enclosures can be connected to
a controller enclosure to provide additional storage capacity. See also EBOD, JBOD.

expansion module A FRU that contains the following subsystems and devices: a SAS expander and Expander Controller
processor; host, expansion, and service ports; and midplane connectivity.

explicit mapping Access settings for an initiator to a volume that override the volume’s default mapping. See also
default mapping, masking.

failback See recovery.

failover In an active-active configuration, failover is the act of temporarily transferring ownership of controller
resources from an offline controller to its partner controller, which remains operational. The resources
include pools, volumes, cache data, host ID information, and LUNs and WWNs. See also recovery.

fan module The fan FRU used in 5U84 enclosures. There are five in each enclosure, separate from the PSUs. FC
Fibre Channel.

FC-AL Fibre Channel Arbitrated Loop. The FC topology in which devices are connected in a one-way loop.

FDE Full Disk Encryption. A feature that secures all the user data on a storage system. See also lock key,
passphrase, repurpose, SED.

FPGA Field-programmable gate array. An integrated circuit designed to be configured after manufacturing.

FRU field-replaceable unit. A product module that can be replaced in an enclosure by qualified service
personnel only, without having to send the enclosure to a repair facility. Product interfaces use the
term “FRU” to refer to both FRUs and CRUs. See CRU.

Full Disk Encryption See FDE.

GEM Generic Enclosure Management. The firmware responsible for managing enclosure electronics and
environmental parameters. GEM is used by the Expander Controller.

global spare A compatible disk that is reserved for use by any disk group with a fault-tolerant RAID level to replace
a failed disk. See also available disk, compatible disk, dedicated spare, dynamic spare.

HBA Host bus adapter. A device that facilitates I/O processing and physical connectivity between a host
and the storage system.

host A user-defined group of initiators that represents a server.

host group A user-defined group of hosts for ease of management, such as for mapping operations. host port A
port on a controller module that interfaces to a host computer, either directly or through a network
switch.

initiator An external port to which the storage system is connected. The external port may be a port in an I/O
adapter in a server, or a port in a network switch.

I/O Manager An SNMP MIB term for a controller module.

I/O module See IOM

IOM Input/output module, or I/O module. An IOM can be either a controller module or an expansion
module.
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IOPS I/O operations per second.

IQN iSCSI Qualified Name.

iSCSI Internet SCSI.

iSNS Internet Storage Name Service.

JBOD “Just a bunch of disks.” See expansion enclosure.

LBA Logical block address. The address used for specifying the location of a block of data.

leftover The state of a disk that the system has excluded from a disk group because the timestamp in the disk’
s metadata is older than the timestamp of other disks in the disk group, or because the disk was not
detected during a rescan. A leftover disk cannot be used in another disk group until the disk’s
metadata is cleared. For information and cautions about doing so, see documentation topics about
clearing disk metadata.

LFF Large form factor.

linear The storage-class designation for logical components such as volumes that do not use paged-storage
technology to virtualize data storage. The linear method stores user data in sequential, fully allocated
physical blocks, using a fixed (static) mapping between the logical data presented to hosts and the
physical storage where it is stored.

linear disk group For linear storage, a group of disks that is configured to use a specific RAID level. The number
of disks that a linear disk group can contain is determined by its RAID level. Any supported RAID level
can be used. When a linear disk group is created, a linear pool with the same name is also created to
represent the volume-containment properties of the disk group. See also linear pool.

linear pool For linear storage, a container for volumes that is composed of one linear disk group.

LIP Loop Initialization Primitive. An FC primitive used to determine the loop ID for a controller. lock key A
system-generated value that manages the encryption and decryption of data on FDE-capable disks.
See also FDE, passphrase.

loop See FC-AL.

LUN Logical Unit Number. A number that identifies a mapped volume to a host system.

MAC address Media Access Control Address. A unique identifier assigned to network interfaces for communication
on a network.

Management Controller See MC.

map/mapping Settings that specify whether a volume is presented as a storage device to a host system, and how
the host system can access the volume. Mapping settings include an access type (read-write, read-
only, or no access), controller host ports through which initiators may access the volume, and a LUN
that identifies the volume to the host system. See also default mapping, explicit mapping, masking.

masking A volume-mapping setting that specifies no access to that volume by hosts. See also default mapping,
explicit mapping.

MC Management Controller. A processor (located in a controller module) that is responsible for human-
computer interfaces, such as the PowerVault Manager, and computer-computer interfaces, such as
SNMP, and interacts with the Storage Controller. See also EC, SC.

metadata Data in the first sectors of a disk that stores disk-, disk-group-, and volume-specific information
including disk group membership or spare identification, disk group ownership, volumes and snapshots
in the disk group, host mapping of volumes, and results of the last media scrub.

MIB Management Information Base. A database used for managing the entities in SNMP. midplane The
printed circuit board to which components connect in the middle of an enclosure. mount To enable
access to a volume from a host OS. See also host, map/mapping, volume.

midplane The printed circuit board to which components connect in the middle of an enclosure.

mount To enable access to a volume from a host OS. See also host, map/mapping, volume.
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network port The Ethernet port on a controller module through which its Management Controller is connected to
the network.

NTP Network time protocol.

NV device Nonvolatile device. The CompactFlash memory card in a controller module. OID Object Identifier. In
SNMP, an identifier for an object in a MIB.

orphan data See unwritable cache data.

overcommit A setting that controls whether a virtual pool is allowed to have volumes whose total size exceeds the
physical capacity of the pool.

overcommitted The amount of storage capacity that is allocated to virtual volumes exceeds the physical capacity of
the storage system.

page A range of contiguous LBAs in a virtual disk group.

paged storage A method of mapping logical host requests to physical storage that maps the requests to virtualized
“pages” of storage that are in turn mapped to physical storage. This provides more flexibility for
expanding capacity and automatically moving data than the traditional, linear method in which
requests are directly mapped to storage devices. Paged storage is also called virtual storage.

parent volume A virtual volume that has snapshots (can be either a base volume or a base snapshot volume). The
parent of a snapshot is its immediate ancestor in the snapshot tree.

partner firmware update See PFU.

passphrase A user-created password that allows users to manage lock keys in an FDE-capable system. See also
FDE, lock key.

PCB Printed circuit board.

PCBA Printed circuit board assembly.

PCM Power and cooling module FRU. A power supply module that includes an integrated fan. See also
PSU.

PDU Power distribution unit. The rack power-distribution source to which a PCM or PSU connects. peer
connection The configurable entity defining a peer-to-peer relationship between two systems for the
purpose of establishing an asynchronous replication relationship. See also peer system.

peer system A remote storage system that can be accessed by the local system and is a candidate for
asynchronous replications. Both systems in a peer connection are considered peer systems to each
other, and they both maintain a peer connection with the other. Asynchronous replication of volumes
may occur in either direction between peer systems configured in a peer connection. See also peer
connection.

PFU Partner firmware update. The automatic update of the partner controller when the user updates
firmware on one controller.

PGR Persistent group reservations.

PHY One of two hardware components that form a physical link between devices in a SAS network that
enables transmission of data.

point-to-point Fibre Channel Point-to-Point topology in which two ports are directly connected. pool See linear pool,
virtual pool.

POST Power-on self test. Tests that run immediately after a device is powered on.

primary system The storage system that contains a replication set’s primary volume. See also replication set,
secondary system.

primary volume The volume that is the source of data in a replication set and that can be mapped to hosts. The
primary volume exists in a primary (linear storage) or pool (virtual storage) in the primary storage
system.

PSU Power supply unit
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quick rebuild A virtual-storage feature that reduces the time that user data is less than fully fault-tolerant after a
disk failure in a disk group. The quick-rebuild process rebuilds only data stripes that contain user data.
Data stripes that have not been allocated to user data are rebuilt in the background.

RAID head See controller enclosure.

RBOD “RAID bunch of disks.” See controller enclosure.

read cache A special disk group, comprised of SSDs, that can be added to a virtual pool for the purpose of
speeding up read access to data stored on spinning disks elsewhere in the pool. Read cache is also
referred to as read flash cache.

read flash cache See read cache.

recovery In an active-active configuration, recovery is the act of returning ownership of controller resources to
a controller which was offline from its partner controller. The resources include volumes, cache data,
host ID information, and LUNs and WWNs. See also read cache.

remote syslog support See syslog.

replication Asynchronous replication of block-level data from a volume in a primary system to a volume in a
secondary system by creating an internal snapshot of the primary volume and copying the snapshot
data to the secondary system via Fibre Channel or iSCSI links.

replication set For virtual replication, a container that houses the infrastructure upon which replications are
performed. It defines a relationship between a primary and secondary volume for the purposes of
maintaining a remote copy of the primary volume on a peer system. See primary volume, secondary
volume.

replication snapshot history As part of handling a replication, the replication set will automatically take a snapshot of the primary
and/or secondary volume, thereby creating a history of data that has been replicated over time. This
feature can be enabled for a secondary volume or for a primary volume and its secondary volume, but
not for a volume group.

repurpose A method by which all data on a system or disk is erased in an FDE-capable system. Repurposing
unsecures the system and disks without needing the correct passphrase. See also FDE, passphrase.

RFC Read flash cache. See read cache.

SAS Serial Attached SCSI.

SBB Storage Bridge Bay. A specification that standardizes physical, electrical, and enclosure-management
aspects of storage enclosure design.

SC Storage Controller. A processor (located in a controller module) that is responsible for RAID controller
functions. The SC is also referred to as the RAID controller. See also EC, MC.

secondary system The storage system that contains a replication set’s secondary volume. See also replication set,
primary system.

secondary volume The volume that is the destination for data in a replication set and that is not accessible to hosts. The
secondary volume exists in a secondary (linear storage) or pool (virtual storage) in a secondary
storage system.

secret For use with CHAP, a password that is shared between an initiator and a target to enable
authentication.

SED Self-encrypting drive. A disk drive that provides hardware-based data encryption and supports use of
the storage system’s Full Disk Encryption feature. See also FDE.

SEEPROM Serial electrically erasable programmable ROM. A type of nonvolatile (persistent if power removed)
computer memory used as FRU ID devices.

SES SCSI Enclosure Services. The protocol that allows the initiator to communicate with the enclosure
using SCSI commands.

SFCB Small Footprint CIM Broker.

SFF Small form factor.
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SFTP SSH File Transfer Protocol. A secure secondary interface for installing firmware updates, downloading
logs, and installing security certificates and keys. All data sent between the client and server will be
encrypted.

SHA Secure Hash Algorithm.

shelf See enclosure.

sideplane A printed circuit board to which components connect longitudinally within an enclosure.

SLP Service Location Protocol. Enables computers and other devices to find services in a local area
network without prior configuration.

SMART Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology. A monitoring system for disk drives that monitors
reliability indicators for the purpose of anticipating disk failures and reporting those potential failures.

SMC Storage Management Console. The web application that is embedded in each controller module and is
the primary management interface for the storage system.

SMI-S Storage Management Initiative - Specification. The SNIA standard that enables interoperable
management of storage networks and storage devices.

The interpretation of CIM for storage. It provides a consistent definition and structure of data, using
object-oriented techniques.

SMI-S is not supported for a system with 5U84 enclosures.

snapshot A point-in-time copy of the data in a source volume that preserves the state of the data as it existed
when the snapshot was created. Data associated with a snapshot is recorded in both the source
volume and in its associated snap pool. A snapshot can be mapped and written to. Snapshots that can
be mapped to hosts are counted against the snapshot limit, whereas transient and unmappable
snapshots are not.

snapshot tree A group of virtual volumes that are interrelated due to creation of snapshots. Since snapshots can be
taken of existing snapshots, volume inter-relationships can be thought of as a “tree” of volumes. A
tree can be 254 levels deep. See also base volume, child volume, parent volume, source volume.

SNIA Storage Networking Industry Association. An association regarding storage networking technology
and applications.

source volume A volume that has snapshots. Used as a synonym for parent volume. SSD Solid-state drive.

SSH Secure Shell. A network protocol for secure data communication.

SSL Secure Sockets Layer. A cryptographic protocol that provides security over the internet.

standard volume A volume that can be mapped to initiators and presented as a storage device to a host system, but is
not enabled for snapshots.

Storage Controller See SC.

storage system A controller enclosure with at least one connected expansion enclosure. Product documentation and
interfaces use the terms storage system and system interchangeably.

syslog A protocol for sending event messages across an IP network to a logging server. This feature
supports User Datagram Protocol (UDP) but not Transmission Control Protocol (TCP).

thin provisioning A virtual-storage feature that allows actual storage for a virtual volume to be assigned as data is
written, rather than storage being assigned immediately for the eventual size of the volume. This
allows the storage administrator to overcommit physical storage, which in turn allows the connected
host system to operate as though it has more physical storage available than is actually allocated to it.
When physical resources fill up, the storage administrator can add storage capacity on demand.

tier A homogeneous group of disks, typically of the same capacity and performance level, that comprise
one or more virtual disk groups in the same pool. Tiers differ in their performance, capacity, and cost
characteristics, which forms the basis for the choices that are made with respect to which data is
placed in which tier. The predefined tiers are:
● Performance, which uses SSDs (high speed)
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● Standard, which uses enterprise-class spinning SAS disks (10k/15k RPM, higher capacity)
● Archive, which uses midline spinning SAS disks (<10k RPM, high capacity).

tier migration The automatic movement of blocks of data, associated with a single virtual volume, between tiers
based on the access patterns that are detected for the data on that volume.

tray See enclosure.

ULP Unified LUN Presentation. A RAID controller feature that enables a host system to access mapped
volumes through any controller host port. ULP incorporates ALUA extensions.

undercommitted The amount of storage capacity that is allocated to volumes is less than the physical capacity of the
storage system.

unmount To remove access to a volume from a host OS.

unwritable cache data Cache data that has not been written to disk and is associated with a volume that no longer exists or
whose disks are not online. If the data is needed, the volume’s disks must be brought online. If the
data is not needed it can be cleared, in which case it will be lost and data will differ between the host
system and disk. Unwritable cache data is also called orphan data.

UPS Uninterruptible power supply.

UTC Coordinated Universal Time.

UTF-8 UCS transformation format - 8-bit. A variable-width encoding that can represent every character in
the Unicode character set used for the PowerVault Manager and CLI.

vdisk See linear disk group.

virtual The storage-class designation for logical components such as volumes that use paged-storage
technology to virtualize data storage. See paged storage.

virtual disk group A group of disks that is configured to use a specific RAID level. The number of disks that a virtual disk
group can contain is determined by its RAID level. A virtual disk group can be added to a new or
existing virtual pool. See also virtual pool.

virtual pool A container for volumes that is composed of one or more virtual disk groups.

volume A logical representation of a fixed-size, contiguous span of storage that is presented to host systems
for the purpose of storing data.

volume copy An independent copy of the data in a linear volume. The capability to copy volumes makes use of
snapshot functionality.

volume group A user-defined group of volumes for ease of management, such as for mapping operations.

VPD Vital Product Data. Data held on an EEPROM in an enclosure or FRU that is used by GEM to identify
and control the component.

WBEM Web-Based Enterprise Management.

WBI Web-browser interface, called PowerVault Manager. The primary interface for managing the storage
system. A user can enable the use of HTTP, HTTPS for increased security, or both.

WWN World Wide Name. A globally unique 64-bit number that identifies a device used in storage
technology.

WWNN World Wide Node Name. A globally unique 64-bit number that identifies a device.

WWPN World Wide Port Name. A globally unique 64-bit number that identifies a port.
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