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パート I システムとの接続
この項には、HP 3PAR StoreServ Storage System への接続、ユーザーの管理、ポートの構成と管理、セ
キュリティとドメインマネージャーの使用に関する情報が掲載されています。

「システムとの接続」 (21 ページ)
「ポートの構成」 (24 ページ)
「ポートの管理」 (24 ページ)



1システムとの接続
HP 3PAR Management Console では、認可されたユーザーが 1 台または複数のシステムに接続
できます。 システムに接続するには、次の情報を準備する必要があります。

• システム名または IP アドレス

• ユーザー名

• パスワード

注記: HP 3PAR Management Console では、システムに異なるセキュアなデータポート (セ
キュアな接続時) またはセキュアではないデータポート (セキュアでない接続時) があるとき、
同じ証明書を使用して同時に別のストレージシステムに接続することはできません。 そのよう
な場合には、一度に 1 つのストレージポートに接続してください。

1. [接続]ダイアログボックスで、次の情報を入力します。
a. IP アドレスまたはシステム名 (複数の IP アドレスまたはシステム名を入力するには、

カンマで区切ります)。
b. ユーザー名を指定します。

c. ログインするユーザーのパスワード。

注記: HP 3PAR Management Console を開始すると、以前接続されていたすべてのシス
テムが [IP アドレスまたは名前]のテキストボックスの下にあるテキストボックスに表示さ
れます。 [CTRL] を押しながら左クリックすることで、複数のシステムを選択できます。
複数のシステムに接続する場合は、すべてのシステムでユーザー名とパスワードを一致さ
せる必要があります。

2. (オプション) [オプション]を選択し、必要に応じて [セキュアなデータポート]と [セキュア
ではないデータポート]のポート番号を変更します。

3. セキュアな接続を望まない場合は、[セキュアな接続]チェックボックスの選択を解除し、
次に [OK] をクリックします。

注記: HP 3PAR Management Console バージョン 4.4.1 以前では、パッチ 16 のインス
トール後、HP 3PAR ストレージシステムに対してセキュアでない接続しかできません ([接
続] ダイアログで [セキュアな接続] をチェックしない)。

セキュアな接続が、望ましい接続タイプです。 システムがファイアウォールで守られてい
るか、接続速度が大幅に低下する暗号化を使用している場合にのみ、セキュアでない接続
の使用を検討してください。

HP 3PAR Management Console 4.6.1 より、CA または CA 以外のシステムのいずれかに
接続することができます。 CA システムへの接続については、「Certificate Authority (CA)
システムへの接続」 (21 ページ) を参照してください。 CA 以外のシステムへの接続につ
いて詳しくは、「CA 以外のシステムへの接続」 (22 ページ) を参照してください。

Certificate Authority (CA) システムへの接続
前提条件

HP 3PAR StoreServ Storage System で CA 証明書を設定した後、HP 3PAR Management Console
が HP 3PAR StoreServ Storage System からルート CA と中間証明書を確実に認識できるよう
に、\InFormMC\security フォルダーに CA 証明書と中間証明書を手動でコピーする必要があり
ます。

1. (オプション) [オプション]を選択し、必要に応じて [セキュアなデータポート]と [セキュア
ではないデータポート]のポート番号を変更します。
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2. [セキュアな接続]チェックボックスを選択して、次に [OK] をクリックします。
SSL 接続の場合は、ホスト名の検証が必要です。 初めてシステムにログインするときに
は、[Confirm Certificate] ダイアログが 2 つのタブに表示されます。
[General Details] タブ - 証明書情報を表示します。
[Certification Path] タブ - ルート CA、中間 CA および HP 3PAR StoreServ Storage System
証明書などの階層を表示します。

3. (オプション) [Certification Path] タブをクリックして、証明書へのディレクトリのフルパス
を表示します。 証明書の詳細を表示するには、[Verify Details] をクリックします。

4. SSL 認証情報をキャッシュしてシステムにログインするには、[OK] をクリックします。
証明書情報が正しくない場合は、[Cancel] をクリックして管理者に連絡してください。 証
明書を受け入れるまで、システムにログインすることはできません。

証明書を受け入れると、それ以降の接続では [Confirm Certificate] ダイアログは表示されなくな
ります。

CA 以外のシステムへの接続
1. [接続]ダイアログボックスで、次の情報を入力します。

a. IP アドレスまたはシステム名 (複数の IP アドレスまたはシステム名を入力するには、
カンマで区切ります)。

b. ユーザー名を指定します。

c. ログインするユーザーのパスワード。

2. (オプション) [オプション]を選択し、必要に応じて [セキュアなデータポート]と [セキュア
ではないデータポート]のポート番号を変更します。

3. [セキュアな接続]チェックボックスを選択して、次に [OK] をクリックします。
SSL 接続の場合は、ホスト名の検証が必要です。 初めてシステムにログインするときに
は、[Confirm Certificate] ダイアログが表示されます。

4. 証明書を受け入れてシステムにログインするには、[OK] をクリックします。 証明書情報
が正しくない場合は、[キャンセル]をクリックして管理者に連絡してください。 証明書を
受け入れるまで、システムにログインすることはできません。

証明書ファイルは、\<home directory>\InFormMC\security に保存されています。 証明書
を受け入れると、それ以降の接続では [Confirm Certificate] ダイアログは表示されなくな
ります。

システムダッシュボード
HP 3PAR Management Console にログインする際、単一のシステムにログインする場合と複数
のシステムにログインする場合では、マネジメントウィンドウに表示される画面が異なりま
す。

単一システムにログインした場合、ログイン先のシステムに関する [概要]画面が、[設定]、[容
量]、[ソフトウェア]、および [アラート]の各タブとともに表示されます。 詳細は、「システム
情報の表示」 (316 ページ) を参照してください。
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複数システム環境にログインした場合、Storage Systems ノードに関する [概要]画面 (または [設
定] を使用して [イントロダクション] タブを削除にしたことがない場合は、[イントロダクショ
ン]タブ) が表示されます。 ストレージシステム名を選択し、特定のシステムに関する [概要]画
面を表示します ([イントロダクション]タブの削除方法の詳細は、「インターフェイス、ダイア
ログ、およびタブ設定の指定」 (533 ページ) を参照してください)。
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2ポートの管理
「ポートの構成」 (24 ページ)
「ポートのパラメーターのクリア」 (30 ページ)
「ポートラベルの編集」 (30 ページ)
「ポートのリセット」 (31 ページ)
「ポートのオフライン設定」 (31 ページ)
「ポートの初期化」 (31 ページ)
「ポートとネームサーバーの同期」 (31 ページ)
「LIP コマンドの実行」 (32 ページ)
「Remote Copy インターフェイスの有効化」 (32 ページ)
「Remote Copy インターフェイスの無効化」 (32 ページ)
「ポートに対する ping の実行」 (32 ページ)
「システムのポートの表示」 (33 ページ)

ポートの構成
HP 3PAR Management Console を使用して以下のタイプのポートを構成できます。

• コンバージドネットワークアダプター (CNA)

• ファイバーチャネル (FC)

• Internet Small Computer System Interface (iSCSI)

• Remote Copy over Fiber Channel (RCFC)

• Remote Copy over IP (RCIP)
HP 3PAR Management Console によるポートの構成方法についての詳細は、以下を参照してく
ださい。

「CNA ポートの構成」 (24 ページ)
「ファイバーチャネルポート構成」 (27 ページ)
「iSCSI ポートの構成」 (29 ページ)
「RCFC ポートの構成」 (29 ページ)
「RCIP ポートの構成」 (30 ページ)

CNA ポートの構成
CNA ポートを設定するには、以下の手順を実行します。
1. マネージャーペインで、[システム]を選択します。
2. システムツリーを開き、[ポート]を選択します。
3. 次のいずれかの方法を使用して、[CNA ポート構成]ウィザードを開始します (CNA がサ

ポートされていること、およびシステム内に存在する CNA ポートがこれらのアクション
で利用できることが必要です)。
方法 1 – マネジメントウィンドウの [CNA の概要] 画面で、構成する CNA ポートを右ク
リックし、[構成]を選択します。
方法 2 – [共通アクション] パネルで、[CNA ポートの構成]を選択します。
方法 3 – マネジメントウィンドウで CNA ポートを選択し、ツールバーで [構成]をクリッ
クします。

[CNA ポート構成] ウィザードが表示されます。
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全般

1. (オプション) 画面の右側にあるペインで設定の詳細を表示するには、 アイコンをクリッ
クします。 設定を入力すると、詳細が自動的に更新されます。

2. リストから [システム]名を選択します。
3. リストから [ポート]を選択します。

選択したポートで使用されるプロトコルに基づき、[iSCSI] または [FCoE] があらかじめ選択
されています。

4. [プロトコル] を選択します。
5. 選択したプロトコルに関する指示に従ってください。

「FCoE」 (25 ページ)
「iSCSI」 (26 ページ)

FCoE
次の制限が、FCoE プロトコルを使用して CNA ポートを構成する場合に適用されます。

• ホスト接続モードのみが許可される。

• ポイントが、許可される唯一の接続タイプである。

• 1 つのレートのみがサポートされる。

FCoE ポートを設定するには、以下の手順を実行します。
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1. [接続モード]を、[ホスト]に設定します。 このオプションは、あらかじめ選択され、無効
になっています。

2. [接続タイプ]を [Point] に設定します。 このオプションは、あらかじめ選択され、無効に
なっています。

3. [ユニークノード WWN] の有効化または無効化を選択します。
4. リストから [構成レート]を選択し、[Auto] (デフォルト) のままにします。
5. [VLUN 変更通知 (VCN)] の有効化または無効化を選択します。
6. [割り込み処理の結合]の有効化または無効化を選択します。
7. [次へ]をクリックして [概要] ページを表示するか、[完了]をクリックして設定ウィザード

を完了します。

iSCSI
iSCSI ポートを設定するには、以下の手順を実行します。
1. [IP アドレスを自動的に取得する]または [以下の IP アドレスを使用する]を選択します。

2. [IP アドレスを自動的に取得する]を選択した場合は、以下の手順をスキップします。
3. [以下の IP アドレスを使用する]を選択した場合は、ポートで使用する [IP アドレス]、[サブ
ネットマスク]、および [ゲートウェイ]アドレスを入力します。

4. リストから [MTU] (Maximum Transmission Unit、最大転送単位) の値を選択します。
5. [次へ]をクリックします。

[iSNS の設定]ページが表示されます。
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iSNS の設定
1. (オプション) [プライマリ IP アドレス]を入力します。
2. (オプション) [TCP ポート]番号を入力するか、またはデフォルト値を使用します。
3. [次へ]をクリックして [概要] ページを表示するか、[完了]をクリックして設定ウィザード

を完了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックして設定ウィザードを完了します。

ファイバーチャネルポート構成

ファイバーチャネルポートを設定するには、[ファイバーチャネルポート構成]ダイアログにア
クセスします。

1. マネージャーペインで、[システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、ポートを構成するシステムを選択します。

3. [共通アクション] パネルで、[FC ポートの構成]をクリックします。
[ファイバーチャネルポート構成]ダイアログが表示されます。
ホスト接続モードの [ファイバーチャネルポート構成] の例:

Peer 接続モードタイプの [ファイバーチャネルポート構成] の例:
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4. [全般]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [システム]リスト - ポートを構成するシステムを選択します。
b. [ポート]リスト - ファイバーチャネルポートとして構成するポートを選択します。

5. [設定]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [接続モード]リスト - ポートのモードに [Disk]、[Host]、[RCFC]、または [Peer] を選択

します。

b. [接続タイプ]リスト - 接続のタイプ ([Loop] または [Point]) を選択します。
c. [ユニークノード WWN] - ノードの WWN を有効または無効にします。
d. [構成レート] - [Auto] (デフォルト)、[1Gbps]、[2Gbps]、[4Gbps]、[8Gbps]、または

[16Gbps] を選択します (8Gbps と 16Gbps レートは HP 3PAR StoreServ 10000 スト
レージシステムでのみ使用できます。また、ホストの接続モードをポイントツーポイ
ント接続タイプで使用する必要があります)。

e. [VLUN 変更通知 (VCN)] - VLUN 変更通知を有効または無効にします。
f. [割り込み処理の結合] - 割り込み処理の結合を有効または無効にします。
g. [NPIV ポート数] - (Peer の接続モードの場合にのみ表示されます) Windows クラスター

ノードに関連付けられている N-Port ID Virtualization (NPIV) ポートの数。 Windows
クラスターノードには 2 つの NPIV ポートが必要です。 HP 3PAR OS 3.1.3 でサポー
トされている NPIV ポートの数は最大 8 です。
[NPIV ポート数] の値を変更して、Peer Motion データ移行の際にサポートされる
Windows クラスターの数を増やせます。 変更する場合、数は現在の値より常に大き
くしますが、物理ポートあたりの仮想 Peer ポート数 8 という NPIV の最大ポート数
制限は超えないようにしてください。 詳細は、「接続のセットアップ」 (263 ページ)
を参照してください。

[NPIV ポート数] の値を変更するには、ポートをオフラインに設定し、対応する NPIV
ポートを削除する必要があります。 確認ダイアログが表示されます。 [はい]をクリッ
クしてポートをオフラインにし、ポート数を変更します。

物理 Peer ポートに接続されている仮想ポートをすべて削除するには、[NPIV ポート
数] にゼロ (0) を入力します。

6. [OK] をクリックします。
*8Gbps は HP 3PAR StoreServ 10000 ストレージシステムのみで使用できます。
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iSCSI ポートの構成
iSCSI ポートを構成するには、以下の手順を実行して、[iSCSI ポート構成]ウィザードにアクセ
スします。

1. マネージャーペインで、[システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、ポートを構成するシステムを選択します。

3. [共通アクション] パネルで、[iSCSI ポートの構成]をクリックします。 [iSCSI ポート構成]
ウィザードが表示されます。

全般

1. [全般]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [システム]リスト - ポートを構成するシステムを選択します。
b. [ポート]リスト - RCIP ポートとして構成するポートを選択します。

2. [IP 設定] グループボックスで、以下の手順を実行します。
a. [IP アドレスを自動的に取得する]を選択します。
b. [MTU] リスト - MTU (最大転送単位) の値を入力します。

または

c. [以下の IP アドレスを使用する]を選択します。
d. [IP アドレス] - iSCSI ポートの IP アドレスを入力します。
e. [サブネットマスク] - iSCSI ポートのサブネットマスクを入力します。
f. [ゲートウェイ] - iSCSI ポートのゲートウェイアドレスを入力します。
g. [MTU] リスト - MTU (最大転送単位) の値を入力します。

3. [完了]をクリックして iSCSI ポート構成を完了するか、[次へ]をクリックして iSNS 設定を
開始します。

iSNS の設定
1. [プライマリ IP アドレス] - (オプション) Internet Storage Name Service (iSNS) の IP アドレ

スを入力します。

2. [TCP ポート] - (オプション) iSNS の TCP ポートを入力します。 デフォルトのポートは 3205
です。

3. [完了]をクリックして iSCSI ポート構成を完了するか、[次へ]をクリックして設定の概要を
表示します。

概要

概要情報を確認します。 問題がなければ、[完了]をクリックします。

RCFC ポートの構成
Remote Copy over Fibre Channel (RCFC) ポートを構成するには、[ファイバーチャネルポート構
成]ダイアログにアクセスします。
1. マネージャーペインで、[システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、ポートを構成するシステムを選択します。

3. [共通アクション] パネルで、[FC ポートの構成]をクリックします。
[ファイバーチャネルポート構成]ダイアログが表示されます。

4. [全般]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [システム]リスト - ポートを構成するシステムを選択します。
b. [ポート]リスト - ファイバーチャネルポートとして構成するポートを選択します。

5. [設定]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [接続モード]リスト - ポートのモードに [RCFC] を選択します。
b. [接続タイプ]リスト - 接続のタイプ ([Loop] または [Point]) を選択します。
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c. [ユニークノード WWN] - ノードの WWN を有効または無効にします。
d. [構成レート] - [Auto] (デフォルト)、[1Gbps]、[2Gbps]、または [4Gbps] を選択しま

す。

e. [VLUN 変更通知 (VCN)] - VLUN (仮想論理ユニット番号) 変更通知を有効または無効に
します。

f. [割り込み処理の結合] - 割り込み処理の結合を有効または無効にします。
g. [Persona] リスト - 現在の構成に基づいて、ポートの persona が事前選択されます。

6. [OK] をクリックします。

RCIP ポートの構成
Remote Copy over IP (RCIP) ポートを構成するには、[RCIP ポートの構成]ダイアログにアクセス
します。

1. マネージャーペインで、[システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、ポートを構成するシステムを選択します。

3. [共通アクション] パネルで、[RCIP ポートの構成]をクリックします。
[RCIP ポートの構成]ダイアログが表示されます。

4. [全般]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [システム]リスト - ポートを構成するシステムを選択します。
b. [ポート]リスト - RCIP ポートとして構成するポートを選択します。

5. [IP 設定]グループボックスで、以下の手順を実行します。
a. [IP アドレス] - RCIP ポートの IP アドレスを入力します。 この IP アドレスは必須です。
b. [サブネットマスク] - RCIP ポートのサブネットマスクを入力します。 このサブネット

マスクは必須です。

c. [ゲートウェイ] - RCIP ポートのゲートウェイアドレスを入力します。
d. [MTU] リスト - MTU (最大転送単位) の値を入力します。
e. [速度]リスト - ポート速度 ([Auto] (デフォルト)、[10Mbps]、[100Mbps]、または

[1Gbps]) を選択します。
f. [デュプレックス]リスト - ポートのデュプレックス値 ([ハーフ] または [フル]) を選択

します。

6. [OK] をクリックします。

ポートのパラメーターのクリア

注記: この操作は、RCFC、RCIP、および iSCSI ポートに対してのみ実行できます。

ポートのパラメーターをクリアするには、以下の手順を実行します。

1. ポートの [概要]画面に移動します。
2. クリアするポートを右クリックして、メニューリストで [クリア]を選択します。

[ポート構成のクリア]ダイアログボックスが表示されます。
3. [はい]をクリックします。

ポートラベルの編集
RCIP ポートと CNA ポートを除き、他のすべてのポートの指名したラベルを編集できます。
ポートラベルを編集するには、以下の手順を実行します。

1. ポートの [概要] 画面に移動します。
2. ラベルを変更するポートを右クリックするか、ツールバーで [ラベルの編集]をクリックし

ます。
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3. [ラベルの編集]を選択します。
[ポートラベルの編集]ダイアログボックスが表示されます。

4. [ラベル]テキストボックスに新しいラベル名を入力します。
5. [OK] をクリックします。

ポートのリセット

注記: この操作は RCIP ポートに対しては実行できません。

ポートをリセットするには、以下の手順を実行します。

1. ポートの [概要]画面に移動します。
2. リセットするポートを右クリックして、メニューリストで [リセット]を選択します。

[ポートリセット]ダイアログボックスが表示されます。
3. (オプション) リセットのときにポートのファームウェアをリロードする場合は、[ファーム
ウェアをリロード]を選択します。

4. [はい]をクリックします。

ポートのオフライン設定

注記: この操作は RCIP ポートに対しては実行できません。

ポートをオフラインに設定するには、以下の手順を実行します。

1. ポートの [概要]画面に移動します。
2. オフラインに設定するポートを右クリックして、メニューリストで [オフラインの設定]を

選択します。

[オフラインの設定]ダイアログボックスが表示されます。
3. [はい]をクリックします。

ポートの初期化

注記: この操作はファイバーチャネルおよび RCFC ポートに対してのみ実行できます。

ポートを初期化するには、以下の手順を実行します。

1. ポートの [概要]画面に移動します。
2. 初期化するポートを右クリックして、メニューリストで [初期化]を選択します。

[ポートの初期化]ダイアログボックスが表示されます。
3. [はい]をクリックします。

ポートとネームサーバーの同期

注記: この操作はファイバーチャネルおよび RCFC ポートに対してのみ実行できます。

ポートをネームサーバーに同期させるには、以下の手順を実行します。

1. ポートの [概要]画面に移動します。
2. 同期するポートを右クリックして、メニューリストで [ネームサーバーの同期化]を選択し

ます。

[ネームサーバーの同期化]ダイアログボックスが表示されます。
3. [はい]をクリックします。
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LIP コマンドの実行
注記: この操作はファイバーチャネルおよび RCFC ポートに対してのみ実行できます。

LIP (Loop Initialization Primitive) コマンドを実行するには、以下の手順を実行します。
1. ポートの [概要]画面に移動します。
2. LIP コマンドを実行するポートを右クリックして、メニューリストで [LIP の実行]を選択し

ます。

[LIP の実行]ダイアログボックスが表示されます。
3. [はい]をクリックします。

Remote Copy インターフェイスの有効化
注記: この操作は RCIP ポートに対してのみ実行できます。

Remote Copy インターフェイスを有効にするには、以下の手順を実行します。
1. ポートの [概要]画面に移動します。
2. 有効にする無効な Remote Copy ポートを右クリックして、メニューリストで [インター
フェイスの有効化]を選択します。
[インターフェイスの有効化]ダイアログボックスが表示されます。

3. [はい]をクリックします。

Remote Copy インターフェイスの無効化
注記: この操作は RCIP ポートに対してのみ実行できます。

Remote Copy インターフェイスを無効にするには、以下の手順を実行します。
1. ポートの [概要]画面に移動します。
2. 無効にする Remote Copy ポートを右クリックして、メニューリストで [インターフェイス
の無効化]を選択します。
[インターフェイスの無効化]ダイアログボックスが表示されます。

3. [はい]をクリックします。

ポートに対する ping の実行
iSCSI ポートまたは RCIP ポートに対して ping を実行するには、以下の手順を実行します。
1. ポートの [概要]画面に移動します。
2. ping を実行する iSCSI ポートまたは RCIP ポートを右クリックして、メニューリストで

[Ping] を選択します。
[Ping Port] ダイアログが表示されます。

3. [全般]グループボックスで、以下を入力します。
a. [システム] - リストからシステムを選択します。
b. [ポート] - ping を開始するポートを選択します。
c. [ターゲット IP アドレス] - 送信先ポートの IP アドレスを入力します。
d. [カウント] - 指定した IP アドレスに対して ping を実行する回数 (iSCSI: 1～64、RCIP:

1～25) です。
e. [待機時間] - 各 ping の待機秒数 (5～30) を入力します。 (RCIP ポートの場合のみ)。
f. [パケットサイズ] - 各 ping の送信パケット数 (1～65,507) を入力します。 (RCIP ポー

トの場合のみ)。
g. (オプション) [パケットフラグメントを防止する]を選択します。 (RCIP ポートの場合の

み)。
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4. [Ping] をクリックします。
ping 操作の結果が [結果]グループボックスに表示されます。

システムのポートの表示
システムの [ポート] 画面では、システムのポートの情報をすべて確認できます。
システムの [ポート] 画面にアクセスするには、以下の手順を実行します。
1. マネージャーペインで [システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、ポートの情報を表示するシステムの下にある [ポート]を選択しま

す。

選択したシステムでサポートされているポートのタイプに応じて、システムの [ポート] 画面で
以下のタブが表示されます。 [概要]、[CNA]、[ファイバーチャネル]、[RCFC]、[iSCSI]、[RCIP]、
[SAS]、および [アラート]。 詳細は、以下の各項を参照してください。
「ポートの概要情報の表示」 (33 ページ)
「ポートの詳細の [概要] タブの表示」 (34 ページ)
「CNA ポートの表示」 (42 ページ)
「システムのファイバーチャネルポートの表示」 (44 ページ)
「システムの RCFC ポートの表示」 (49 ページ)
「システムの iSCSI ポートの表示」 (52 ページ)
「システムの RCIP ポートの表示」 (55 ページ)
「SAS の詳細の表示」 (56 ページ)
「システムのポートのアラートの表示」 (59 ページ)

ポートの概要情報の表示

ポートの概要情報を表示するには、以下の手順を実行します。

1. [ポート]画面に移動します。
2. マネジメントウィンドウで、[概要]タブをクリックします。

[概要]タブはリストペインと詳細ペインに分かれています。 リストペインにはすべてのシステ
ムのポートの概要が表示されます。 詳細ペインにはリストペインで選択した 1 つのポートの
詳細な情報が表示されます。
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注記: ポート状態が [同期喪失] の場合、接続が切断されているのか、接続に問題があるのか
を区別できません。 デフォルト表示は、ポートが正常であることを示す通常のアイコンです。
[同期喪失] が発生した場合は障害アイコンが表示されるように、以下の手順を実行してポート
機能を設定します。

1. [表示]メニューを選択します。
2. [設定]を選択し、[詳細]タブをクリックします。
3. [同期喪失ステータスポートを失敗として表示]チェックボックスを選択します。

リストペイン

リストペインには以下の情報が表示されます。

説明列

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[位置]

指名したポートラベル。[ラベル]

接続されているデバイスの World Wide Name または MAC アドレス。[WWN/MAC]

ポートの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ページ)
を参照してください。

[ステータス]

ポートがファイバーチャネルかどうかを表します。 iSCSI、RCIP、RCFC のいずれ
か。

[タイプ]

ポートが接続されているデバイスのタイプ。 [空き]、[ディスク]、[ホスト]、[Peer]、
[RC]、[InServ] のいずれか。

[接続済みデバイスのタイプ]

ポートが接続されているデバイスの名前 (host1、cage0 など) です。[接続済みデバイス]

ポートファームウェアのモード設定。Initiator、 Target、Peer、Suspended のいずれ
か。 Initiator モードのポートはドライブケージに接続され、Target モードのポート

[モード]

はホストにエクスポートされます。 Suspended モードはシステムによってまだ初期
化されていないターゲットポート向けのモードです (まれなケース)。 Peer モードは
Ethernet ポート向けのモードです。

パートナーポート。[パートナー]

パートナーポートの WWN または IP アドレス。[パートナー WWN/IP]

システムがフェイルオーバー状態かどうかを示します。[フェイルオーバーステータ
ス]

詳細ペイン

詳細ペインにはリストペインで選択したポートの詳細な情報が表示されます。 情報は最大 4
つのタブに表示され、[概要]タブのほか、[物理ディスク]、[SFP]、[セッション]、[ホスト]など
のタブがシステム設定に応じて表示されます。 各タブについての詳細は、以下を参照してくだ
さい。

「ポートの詳細の [概要] タブの表示」 (34 ページ)
「[物理ディスク] タブ」 (47 ページ)
「[SFP] タブ」 (51 ページ)
「[セッション] タブ」 (42 ページ)
「[ホスト] タブ」 (42 ページ)

ポートの詳細の [概要] タブの表示
ポートの詳細の概要は [概要]画面に表示されます。
FC ポート情報を示す [概要] 画面
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Target モード FC の永続ポートの情報を示す [概要] 画面

RCFC ポート情報を示す [概要] 画面
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iSCSI ポート情報を示す [概要] 画面

RCIP ポート情報を示す [概要] 画面
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SAS ポート情報を示す [概要] 画面

[概要]画面には、以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[位置][全般]

指名したポートラベル。[ラベル]

ポートの World Wide Name。[ポート WWN ]

ノードの World Wide Name。[ノード WWN ]

ポートが FC、iSCSI、RCIP、RCFC のいずれであるかを示します。[タイプ]

ポートを経由するデータの転送可能速度 (1Gbps、2Gbps、4Gbps)。 値
が指定されていない場合、接続は存在しません。

[転送レート]
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説明フィールドグループ

ポートが接続されているデバイスの種類。 [空き]、[ディスク]、[ホスト]、
[Peer]、[RC]、[InServ] のいずれか。

[接続済みデバイス
のタイプ ]

ポートが接続されているデバイスの名前 (host1、cage0 など) です。[接続済みデバイス
]

ポートのファームウェアのモード設定。 Initiator モードのポートはドライ
ブケージに接続され、Target モードのポートはホストにエクスポートさ

[モード]

れます。 Suspended モードはシステムによってまだ初期化されていない
ターゲットポート向けのモードです (まれなケース)。 Peer モードは Ethernet
ポート向けのモードです。

ポートの現在の状態。 Ready、Login Wait、同期喪失、Offline のいずれ
か。

[ステータス]

(iSCSI ポートの場合) Ethernet インターフェイスの MAC アドレスです。[MAC]

(iSCSI ポートの場合) iSCSI ターゲットポータルグループのターゲットポー
タルグループタグ (TPGT)。

[TPGT]

KB/秒単位のスループット (RCFC ポートまたは永続ポートでは表示され
ない)。

[トータルデータス
ループット ]

[リソース]

ポートの接続のタイプ。[接続モード ][設定] (FC ポート
および RCFC ポー
トの場合に表示) 接続のタイプまたはポート接続設定 ([Loop]、[Point]、または [Loop-point])。

ポートを [Loop-point] に設定すると、ループ接続とポイントツーポイント
接続が両方有効になります。

[接続タイプ]

データ転送速度設定 (1Gbps など)。 [Auto] は速度が自動選択されること
を示します。

[構成レート]

ポートの最大接続速度。[最大レート]

ファイバーチャネルサービスのクラス 2 が [無効]、[Ack 1]、[Ack 0] のい
ずれかを示します。

[Class 2 ]

(ファブリック接続ポートの場合) VLUN 変更通知の設定を示します。 [有
効] に設定されている場合、通知が生成されてファブリックコントロー

[VCN]

ラーへ送信されます。 [無効] に設定されている場合、通知は送信されま
せん。

ノードの WWN が [有効]か [無効]かを示します。[ユニークノード
WWN ]

無効の場合、複数の I/O 完了時に 1 回の割り込みが生成されるのではな
く、I/O ごとに HBA (ホストバスアダプター) ポートドライバーへの割り
込みが生成されます。

[割り込み処理の結
合 ]

(RCIP ポートの場合) Ethernet インターフェイスの MAC アドレスです。[MAC][IP 設定] (RCIP
ポートおよび

(iSCSI ポートの場合) DHCP プロトコルが有効かどうかを示します。[DHCP]iSCSI ポートの場
合に表示)

iSCSI または RCIP ポートの IP アドレス。[IP アドレス]

システムと同じネットワーク上にあり、ローカルネットワーク越しの送
信先へのトラフィック転送に使用されるローカル IP ルーターのアドレス。

[ゲートウェイ]

iSCSI または RCIP インターフェイスのネットマスクアドレス。[サブネットマスク
]

最大転送単位。 接続に過負荷を生じさせずに、特定のネットワーク接続
を介して一度に送信できるデータサイズ、つまり「パケット」サイズの

[MTU]

最大量です。 iSCSI ポートでは MTU のデフォルト設定は 1500 です。
ネットワークでサポートされている場合は、MTU 値として 9000 を使用
できます。

(RCIP ポートの場合)。 構成されているデータ転送速度。 値が 0 の場合、
データは転送されません。

[構成レート]
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説明フィールドグループ

(iSCSI ポートの場合)。 データ転送速度。 値が 0 の場合、データは転送
されません。

[転送レート]

(iSCSI ポートの場合)。 iSCSI カードで使用する TCP ポート番号。[TCP ポート ]

(RCIP ポートの場合)。 デュプレックス速度 ([ハーフ] または [フル]) です。[デュプレックス]

(RCIP ポートの場合)。 ポートが搭載されているアダプターのモデル (Intel
PRO/1000MT など)。

[アダプタータイプ
]

接続のタイプ ([Private Loop]、[Public Loop]、または [Point-Point])。[トポロジ][ファイバーチャネ
ル設定]

有効になっているファイバーチャネルのサービスのクラスを示します
([2]、[3]、または [2/3])。 [2/3] はクラス 2 とクラス 3 が両方有効であ
ることを示します。

[クラス]
(FC ポートおよび
RCFC ポートの場
合に表示)

ポートが搭載されているファイバーチャネルアダプターのモデル (QLOGIC
2302 など)。

[アダプタータイプ
]

(RCFC ポートの場合)。 リモートノードの WWN。[リモートノード
WWN ]

(RCFC ポートの場合)。 リモートポートの WWN。[リモートポート
WWN ]

Initiator から Target (またはその逆) へのポートモードの変更が許可されて
いるか禁止されているかを示します。 この設定は、HP 3PAR CLI コマン
ドの controlport を使用して構成します。

[モード変更 ]

ポートに接続されているホストの数。 (ポートがホストに接続されている
場合のみ表示されます)。

[ホスト]

ポートに接続されている物理ディスクの数。 ポートがドライブケージに
接続されている場合のみ表示されます。

[物理ディスク]

(RCFC ポートの場合)。 リンクの現在の状態。[リンクステータス]

プライマリ Internet Storage Name Service (iSNS) サーバーの IP アドレス。
iSNS プロトコルを使用して、iSCSI の自動検出、管理、構成が可能。

[プライマリ IP アド
レス ]

[iSNS の設定]
(iSCSI ポートの場
合に表示)

通信に使用する iSNS サーバー上のポート。[TCP ポート]

パートナーポートを表示します。[パートナー][仮想ポート] (FC
ポート、iSCSI

パートナーポートの WWN (FC ポートおよび RCFC ポートの場合に表示)
または IP (iSCSI ポートの場合に表示) を表示します。

[パートナー WWN/
パートナー IP]

ポート、および
RCFC ポートの場
合に表示)

システムがフェイルオーバー状態かどうかを示します。[フェイルオーバー
ステータス]

NPIV ポートの数。[NPIV ポート][NPIV ポート]

各 NPIV ポートの WWN。[ポート WWN]

[物理ディスク] タブ
物理ディスクのポートの情報は [物理ディスク]タブに表示されます。
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以下の情報が表示されます。

説明列

デバイスのアービトレーテッドループ物理アドレス。[AL_PA ]

接続されているディスクのタイプ。[デバイス]

システム内のディスクの位置。C:M:D (ケージ:マガジン:ディスク) の形
式で表されます。

[位置]

接続されているディスクのエラーの数。[I/O エラーカウント ]

ディスクの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」
(527 ページ) を参照してください。

[ステータス]

[SFP] タブ
ポートの SFP 情報は [SFP] タブに表示されます。
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以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

システム内の SFP の場所。[位置][全般]

SFP の現在の状態。[ステータス]

SFP の製造元。[製造元]

SFP の製品番号。[製品番号 ]

SFP のシリアルナンバー。[シリアル番号]

SFP のリビジョンレベル。[リビジョン]

SFP で使用できる最大速度。[最大速度 ]

SFP がテスト済みかどうかと、SFP がサポートされているかどうか
が表示されます。

[テスト済み]

伝送レーザーが無効になっているかどうかが表示されます。[TX 無効 ]

伝送レーザーに問題があるかどうかが表示されます。[TX 障害 ]

SFP の受信機でホストまたはドライブケージからの信号の損失が発
生しているかどうかが表示されます。

[RX 損失 ]

SFP の受信パワーが低下しているかどうかが表示されます。[RX パワー低電 ]

SFP が DDM (Digital Diagnostic Monitoring) 対応であるかどうかが表
示されます。

[DDM サポート ]

監視されるパラメーター (温度、電圧、TX バイアス、TX パワー、RX
パワー) を示します。

[タイプ][DDM]

監視されるパラメーターで使用される計測単位。[ユニット]

現在計測されている値。[値]

製造元が推奨する下限警告レベル。[下限警告しきい値 ]

製造元が推奨する上限警告レベル。[上限警告しきい値]
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説明フィールドグループ

製造元が推奨する下限アラームレベル。[下限アラームしきい値
]

製造元が推奨する上限アラームレベル。[上限アラームしきい値
]

[セッション] タブ
iSCSI ポートの場合、セッション情報が [セッション]タブに表示されます。
以下の情報が表示されます。

説明列

iSCSI ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[位置]

接続を開始したホストの IP アドレス。[IP アドレス ]

Target Session Identifying Handle (TSIH) の識別子。[TSIH]

関連付けられている iSCSI ホストパスの iSCSI 名。[iSCSI]

このセッションの接続の数。[接続数 ]

セッションの開始時刻。[開始時刻 ]

[ホスト] タブ
ホストのポートの情報は [ホスト]タブに表示されます。 情報はファイバーチャネルポートと
iSCSI ポートで異なります。
ファイバーチャネルポートでは以下の情報が表示されます。

説明列

ホストの ID。[ホスト ID ]

ホストの名前。[ホスト名]

ホストが存在しているドメイン。[ドメイン]

ホストの WWN。[WWN]

N:S:P (ノード:スロット:ポート) 形式で示されるホストの場所。[ポート]

iSCSI ポートでは以下の情報が表示されます。

説明列

ホストの ID。[ホスト ID]

ホストの名前。[ホスト名]

ホストが存在しているドメイン。[ドメイン]

関連付けられている iSCSI ホストパスの iSCSI 名。[iSCSI]

iSCSI ポートの IP アドレス。[IP アドレス]

CNA ポートの表示
CNA ポート情報を表示するには、以下の手順を実行します。
1. [ポート] 画面に移動します。
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2. マネジメントウィンドウで、[CNA] タブをクリックします。

[CNA] タブはリストペインと詳細ペインに分かれています。 リストペインにはシステムのすべ
ての CNA ポートの概要が表示されます。 詳細ペインにはリストペインで選択した 1 つのポー
トの詳細な情報が表示されます。

リストペイン

以下の情報が提供されます。

説明列

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[位置]

接続されているデバイスの World Wide Name または MAC アドレス。[WWN/MAC]

ポートの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ページ)
を参照してください。

[ステータス]

ポートのプロトコルタイプ。[タイプ]

ポートが接続されているデバイスの種類。 [空き]、[ディスク]、[ホスト]、[Peer]、
[RC]、[InServ] のいずれか

[接続済みデバイスのタイプ]

ポートが接続されているデバイスの名前 (host1、cage0 など) です。[接続済みデバイス ]

ポートファームウェアのモード設定。Initiator、 Target、Peer、Suspended のいずれ
か。 Initiator モードのポートはドライブケージに接続され、Target モードのポート

[モード]

はホストにエクスポートされます。 Suspended モードはシステムによってまだ初期
化されていないターゲットポート向けのモードです (まれなケース)。 Peer モードは
Ethernet ポート向けのモードです。

パートナーポート。[パートナー]

パートナーポートの WWN。[パートナー WWN]

システムがフェイルオーバー状態かどうかを示します。[フェイルオーバーステータ
ス]

詳細ペイン

詳細ペインにはリストペインで選択した CNA ポートの詳細な情報が表示されます。
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iSCSI 構成済みポートの場合は、[概要]、[セッション]、および [ホスト]の各タブが表示されま
す。 これらのタブに表示される情報は、 iSCSI ポートに関する以下の対応するタブに表示され
る情報と同じものです。 「iSCSI ポートの [概要] タブ」 (53 ページ) 、「[セッション] タブ」
(54 ページ) 、および「[ホスト] タブ」 (55 ページ) 。
[概要]タブは、FCoE 構成のポートで表示されます。 このタブに表示される情報は、[FC] タブ
に表示される情報と同じです。 「ファイバーチャネルの [概要] タブ」 (45 ページ) 。

システムのファイバーチャネルポートの表示

システムのファイバーチャネルポートの情報を表示するには、以下の手順を実行します。

1. [ポート] 画面に移動します。
2. マネジメントウィンドウで、[ファイバーチャネル]タブをクリックします。

[ファイバーチャネル]タブはリストペインと詳細ペインに分かれています。 リストペインには
システムのすべてのファイバーチャネルポートの概要が表示されます。 詳細ペインにはリスト
ペインで選択した 1 つのポートの詳細な情報が表示されます。

リストペイン

リストペインをフィルターして、ファイバーチャネルの概要と設定の情報を表示できます。

[概要]を選択すると、以下の情報が表示されます。

説明列

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[位置]

接続されているデバイスの World Wide Name。[WWN]

ポートの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ページ)
を参照してください。

[ステータス]

ポートのファームウェアのモード設定。 Initiator モードのポートはドライブケージ
に接続され、Target モードのポートはホストにエクスポートされます。 Suspended

[モード]

モードはシステムによってまだ初期化されていないターゲットポート向けのモード
です (まれなケース)。 Peer モードは Ethernet ポート向けのモードです。

接続のタイプ ([Loop]、[Point]、または [Loop-point])。[トポロジ]

ポートを経由するデータの転送可能速度 (1Gbps、2Gbps、4Gbps)。 値が指定され
ていない場合、接続は存在しません。

[転送レート]
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説明列

有効になっているファイバーチャネルのサービスのクラスを示します ([2]、[3]、ま
たは [2/3])。 [2/3] はクラス 2 とクラス 3 が両方有効であることを示します。

[クラス]

ポートが接続されているデバイスのタイプ ([空き]、[ディスク]、[ホスト]、[Peer]、
または [InServ])。

[接続済みデバイスのタイプ]

ポートが接続されているデバイスの名前 (host1、cage0 など) です。[接続済みデバイス ]

Initiator から Target (またはその逆) へのポートモードの変更が許可されているか禁
止されているかを示します。 この設定は、HP 3PAR CLI コマンドの controlport
を使用して設定します。

[モード変更 ]

パートナーポート。[パートナー]

パートナーポートの WWN。[パートナー WWN]

システムがフェイルオーバー状態かどうかを示します。[フェイルオーバーステータ
ス]

[設定]を選択すると、以下の情報が表示されます。

説明列

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[位置]

ポートの接続のタイプ ([ディスク]、[ホスト]、[Peer]、または [RCFC])。[接続モード]

接続のタイプ ([Loop]、[Point]、 または [Loop-point])。[接続タイプ ]

データ転送速度設定 (Gbps 単位) (1Gbps など)。 [Auto] は速度が自動選択されるこ
とを示します。

[構成レート (Gbps)]

ポートの最大接続速度 (Gbps 単位)。[最大レート (Gbps)]

Class2 サービスが有効か無効かを示します。[Class2]

(ファブリック接続ポートの場合) VLUN 変更通知の設定を示します。 [有効] に設定
されている場合、通知が生成されてファブリックコントローラーへ送信されます。
[無効] に設定されている場合、通知は送信されません。

[VCN]

ユニークノード WWN が有効か無効かを示します。[ユニークノード WWN]

無効の場合、複数の I/O 完了時に 1 回の割り込みが生成されるのではなく、I/O ご
とに HBA ポートドライバーへの割り込みが生成されます。 HP 3PAR OS 2.2.4 以前
を実行するシステムでは使用できません。

[割り込み処理の結合]

詳細ペイン

詳細ペインにはリストペインで選択したファイバーチャネルポートの詳細な情報が表示されま
す。 ファイバーチャネルポートがディスクに接続されている場合、情報は [概要]タブ、[物理
ディスク]タブ、[SFP] タブに表示されます。 ファイバーチャネルポートがホストに接続されて
いる場合、情報は [概要]タブ、[ホスト]タブ、[SFP] タブに表示されます。 各タブについての詳
細は、以下のセクションを参照してください。

「ファイバーチャネルの [概要] タブ」 (45 ページ)
「[物理ディスク] タブ」 (47 ページ)
「[SFP] タブ」 (51 ページ)
「[ホスト] タブ」 (48 ページ)

ファイバーチャネルの [概要] タブ
ファイバーチャネルの概要は [概要]タブに表示されます。
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以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されま
す。

[位置][全般]

指名したポートラベル。[ラベル]

ポートの World Wide Name[ポート WWN ]

ノードの World Wide Name[ノード WWN]

ポートが FC、iSCSI、RCIP、RCFC のいずれであるかを示
します。

[タイプ]

ポートを経由するデータの転送可能速度 (1Gbps、2Gbps、
4Gbps)。 値が指定されていない場合、接続は存在しませ
ん。

[転送レート]

ポートが接続されているデバイスのタイプ ([空き]、[ディ
スク]、[ホスト]、[Peer]、または [InServ])。

[接続済みデバイスのタイプ ]

ポートが接続されているデバイスの名前 (host1、cage0 な
ど) です。

[接続済みデバイス ]

ポートのファームウェアのモード設定。 Initiator モードの
ポートはドライブケージに接続され、Target モードのポー

[モード]

トはホストにエクスポートされます。 Suspended モード
はシステムによってまだ初期化されていないターゲット
ポート向けのモードです (まれなケース)。 Peer モードは
Ethernet ポート向けのモードです。

ポートの現在の状態。[ステータス]

スループット (KB/秒単位)。[トータルデータスループット][リソース]

ポートの接続のタイプ。[接続モード ][設定]

接続のタイプまたはポート接続設定 ([Loop]、[Point]、 また
は [Loop-point])。 ポートを [Loop-point] に設定すると、ルー

[接続タイプ]

プ接続とポイントツーポイント接続が両方有効になりま
す。

データ転送速度設定 (1Gbps など)。 [Auto] は速度が自動
選択されることを示します。

[構成レート ]

ポートの最大接続速度。[最大レート ]

ファイバーチャネルサービスのクラス 2 が [無効]、[Ack
1]、[Ack 0] のいずれかを示します。

[Class 2 ]

(ファブリック接続ポートの場合) VLUN 変更通知の設定を
示します。 [有効] に設定されている場合、通知が生成され

[VCN]

てファブリックコントローラーへ送信されます。 [無効] に
設定されている場合、通知は送信されません。

ノードの WWN が有効か無効かを示します。 HP 3PAR OS
2.2.4 以前を実行するシステムでは使用できません。

[ユニークノード WWN ]

無効の場合、複数の I/O 完了時に 1 回の割り込みが生成
されるのではなく、I/O ごとに HBA ポートドライバーへ

[割り込み処理の結合]

の割り込みが生成されます。 HP 3PAR OS 2.2.4 以前を実
行するシステムでは使用できません。

接続のタイプ ([Loop]、[Point]、 または [Loop-point])。[トポロジ][ファイバーチャネル
設定 ]

有効になっているファイバーチャネルのサービスのクラス
を示します ([2]、[3]、または [2/3])。 [2/3] はクラス 2
とクラス 3 が両方有効であることを示します。

[クラス]
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説明フィールドグループ

ポートが搭載されているファイバーチャネルアダプターの
モデル (QLOGIC 2302 など)。

[アダプタータイプ ]

Initiator から Target (またはその逆) へのポートモードの変
更が許可されているか禁止されているかを示します。 この

[モード変更 ]

設定は、HP 3PAR CLI コマンドの controlport を使用し
て設定します。

Ethernet ノードの MAC アドレスです (FCoE プロトコルで
のみ表示されます)。

[Ethernet ノード MAC]

プライマリフロー制御 (PFC) マスクです (FCoE プロトコル
でのみ表示されます)。

[PFC マスク]

ポートに接続されているホストの数。 ポートがホストに接
続されている場合のみ表示されます。

[ホスト]

ポートに接続されている物理ディスクの数。 ポートがドラ
イブケージに接続されている場合のみ表示されます。

[物理ディスク]

パートナーポート。[パートナー][仮想ポート]

パートナーポートの WWN。[パートナー WWN]

システムがフェイルオーバー状態かどうかを示します。[フェイルオーバーステータス]

現在の port persona 設定の番号。[Persona][Persona] (HP 3PAR
OS 2.3.1 以降を使用

ホストコンピューターのネットワークアダプターの製造
元。 この値は port persona によって決定されます。

ベンダーするシステムでは表
示されません)

ホストコンピューターのネットワークアダプター。 この値
は port persona によって決定されます。

[アダプタータイプ]

ホストコンピューターのオペレーティングシステム。 この
値は port persona によって決定されます。

[OS]

接続が [Direct Connect] または [Fabric Attached] のいずれ
であるかを示します。これは port persona によって決定さ
れます。

[接続]

ユーザーによって persona が編集されている場合、この列
に [更新済]が表示されます。 その他の場合、この列は空白
(--) のままです。

[更新済]

[物理ディスク] タブ
物理ディスクのポートの情報は [物理ディスク]タブに表示されます。
以下の情報が表示されます。

説明列

デバイスのアービトレーテッドループ物理アドレス。[AL_PA]

接続されているディスクのタイプ。[デバイス]

システム内のディスクの位置。[位置]

接続されているディスクのエラーの数。[I/O エラーカウント]

ディスクの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」
(527 ページ) を参照してください。

[ステータス]

[SFP] タブ
ファイバーチャネルポートの SFP 情報は [SFP] タブに表示されます。
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以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

システム内の SFP の場所。[位置][全般]

SFP の現在の状態。[ステータス]

SFP の製造元。[製造元]

SFP の製品番号。[製品番号]

SFP のシリアルナンバー。[シリアル番号]

SFP のリビジョンレベル。[リビジョン]

SFP で使用できる最大速度。[最大速度]

SFP がテスト済みかどうかと、SFP がサポートされているかどうかが表示され
ます。

[テスト済み]

伝送レーザーが無効になっているかどうかが表示されます。[TX 無効]

伝送レーザーに問題があるかどうかが表示されます。[TX 障害]

SFP の受信機でホストまたはドライブケージからの信号の損失が発生している
かどうかが表示されます。

[RX 損失 ]

SFP の受信パワーが低下しているかどうかが表示されます。[RX パワー低電 ]

SFP が DDM (Digital Diagnostic Monitoring) 対応であるかどうかが表示されま
す。

[DDM サポート]

監視されるパラメーター (温度、電圧、TX バイアス、TX パワー、RX パワー)
を示します。

[タイプ][DDM]

監視されるパラメーターで使用される計測単位。[ユニット]

現在計測されている値。[値]

製造元が推奨する下限警告レベル。[下限警告しきい値
]

製造元が推奨する上限警告レベル。[上限警告しきい値
]

製造元が推奨する下限アラームレベル。[下限アラームしき
い値]

製造元が推奨する上限アラームレベル。[上限アラームしき
い値]

[ホスト] タブ
ホストのポートの情報は [ホスト]タブに表示されます。
以下の情報が表示されます。

説明列

ホストの ID。[ホスト ID ]

ホストの名前。[ホスト名 ]

ホストが存在しているドメイン。[ドメイン]

ホストの WWN。[WWN]

N:S:P (ノード:スロット:Port) 形式で示されるホストの場所。[ポート]

48 ポートの管理



システムの RCFC ポートの表示
システムの RCFC ポートの情報を表示するには、以下の手順を実行します。
1. [ポート] 画面に移動します。
2. マネジメントウィンドウで、[RCFC] タブをクリックします。

[RCFC] タブはリストペインと詳細ペインに分かれています。 リストペインにはシステムのす
べての RCFC ポートの概要が表示されます。 詳細ペインにはリストペインで選択した 1 つの
ポートの詳細な情報が表示されます。

リストペイン

リストペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[位置]

ポートの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ページ) を
参照してください。

[ステータス]

ポートのファームウェアのモード設定。 Initiator モードのポートはドライブケージに
接続され、Target モードのポートはホストにエクスポートされます。 Suspended モー

[モード]

ドはシステムによってまだ初期化されていないターゲットポート向けのモードです
(まれなケース)。 Peer モードは Ethernet ポート向けのモードです。

接続のタイプ ([Loop]、[Point]、 または [Loop-point])。[トポロジ]

ポートを経由するデータの転送可能速度 (1Gbps、2Gbps、4Gbps)。 値が指定され
ていない場合、接続は存在しません。

[転送レート]

リモートポートの World Wide Name。[リモートポート WWN]

リモートノードの World Wide Name。[リモートノード WWN ]
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詳細ペイン

詳細ペインにはリストペインで選択した RCFC ポートの詳細な情報が表示されます。 情報は
[概要]タブに表視され、システム設定によっては [SFP] タブにも表示されます。 各タブについ
ての詳細は、以下のセクションを参照してください。

「RCFC ポートの [概要] タブ」 (50 ページ)
「[SFP] タブ」 (51 ページ)

RCFC ポートの [概要] タブ
RCFC ポートの概要は [概要]タブに表示されます。
以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[位置][全般]

指名したポートラベル。[ラベル]

ポートの World Wide Name。[ポート WWN ]

ノードの World Wide Name。[ノード WWN ]

ポートが FC、iSCSI、RCIP、RCFC のいずれであるかを示します。[タイプ]

ポートを経由するデータの転送可能速度 (1Gbps、2Gbps、
4Gbps)。 値が指定されていない場合、接続は存在しません。

[転送レート]

ポートが接続されているデバイスの種類。 ([空き]、[ディスク]、
[ホスト]、[Peer]、または [InServ])。

[接続済みデバイスのタイプ]

ポートが接続されているデバイスの名前 (host1、cage0 など) で
す。

[接続済みデバイス ]

ポートのファームウェアのモード設定。 Initiator モードのポート
はドライブケージに接続され、Target モードのポートはホストに

[モード]

エクスポートされます。 Suspended モードはシステムによってま
だ初期化されていないターゲットポート向けのモードです (まれ
なケース)。 Peer モードは Ethernet ポート向けのモードです。

ポートの現在の状態。[ステータス]

スループット (KB/秒単位)。[トータルデータスループッ
ト ]

[リソース]

ポートの接続のタイプ。[接続モード ][設定]

接続のタイプまたはポート接続設定 ([Loop]、[Point]、または
[Loop-point])。 ポートを [Loop-point] に設定すると、ループ接続と
ポイントツーポイント接続が両方有効になります。

[接続タイプ ]

データ転送速度設定 (1Gbps など)。 [Auto] は速度が自動選択さ
れることを示します。

[構成レート]

ポートの最大接続速度。[最大レート ]

ファイバーチャネルサービスのクラス 2 が [無効]、[Ack 1]、[Ack
0] のいずれかを示します。

[Class 2]

(ファブリック接続ポートの場合) VLUN 変更通知の設定を示しま
す。 [有効] に設定されている場合、通知が生成されてファブリッ

[VCN]

クコントローラーへ送信されます。 [無効] に設定されている場
合、通知は送信されません。

ノードの WWN が有効か無効かを示します。 HP 3PAR OS 2.2.4
以前を実行するシステムでは使用できません。

[ユニークノード WWN ]

無効の場合、複数の I/O 完了時に 1 回の割り込みが生成される
のではなく、I/O ごとに HBA ポートドライバーへの割り込みが

[割り込み処理の結合]
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説明フィールドグループ

生成されます。 HP 3PAR OS 2.2.4 以前を実行するシステムでは
使用できません。

接続のタイプ ([Loop]、[Point]、 または [Loop-point])。[トポロジ][ファイバーチャネ
ル設定 ]

有効になっているファイバーチャネルのサービスのクラスを示し
ます ([2]、[3]、または [2/3])。 [2/3] はクラス 2 とクラス 3 が
両方有効であることを示します。

[クラス]

ポートが搭載されているファイバーチャネルアダプターのモデル
(QLOGIC 2302 など)。

[アダプタータイプ ]

リモートポートの World Wide Name。[リモートポート WWN ]

リモートノードの World Wide Name。[リモートノード WWN]

Initiator から Target (またはその逆) へのポートモードの変更が許
可されているか禁止されているかを示します。 この設定は、HP
3PAR CLI コマンドの controlport を使用して設定します。

[モード変更 ]

リンクの状態。[リンクステータス ]

現在の port persona 設定の番号。[Persona][Persona] (HP
3PAR OS 2.3.1 以

ホストコンピューターのネットワークアダプターの製造元。 この
値は port persona によって決定されます。

[ベンダー]降を使用するシス
テムでは表示され
ません)

ホストコンピューターのネットワークアダプター。 この値は port
persona によって決定されます。

[アダプタータイプ]

ホストコンピューターのオペレーティングシステム。 この値は
port persona によって決定されます。

[OS]

接続が [Direct Connect] または [Fabric Attached] のいずれである
かを示します。これは port persona によって決定されます。

[接続]

ユーザーによって persona が編集されている場合、この列に [更
新済]が表示されます。 その他の場合、この列は空白 (--) のままで
す。

[更新済]

[SFP] タブ
RCFC の SFP 情報は [SFP] タブに表示されます。
以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

システム内の SFP の場所。[位置][全般]

SFP の現在の状態。[ステータス]

SFP の製造元。[製造元]

SFP の製品番号。[製品番号]

SFP のシリアルナンバー。[シリアル番号 ]

SFP のリビジョンレベル。[リビジョン]

SFP で使用できる最大速度。[最大速度 ]

SFP がテスト済みかどうかと、SFP がサポートされているかどう
かが表示されます。

[テスト済み]

伝送レーザーが無効になっているかどうかが表示されます。[TX 無効 ]

伝送レーザーに問題があるかどうかが表示されます。[TX 障害 ]
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説明フィールドグループ

SFP の受信機でホストまたはドライブケージからの信号の損失が
発生しているかどうかが表示されます。

[RX 損失 ]

SFP の受信パワーが低下しているかどうかが表示されます。[RX パワー低電 ]

SFP が DDM (Digital Diagnostic Monitoring) 対応であるかどうかが
表示されます。

[DDM サポート]

監視されるパラメーター (温度、電圧、TX バイアス、TX パワー、
RX パワー) を示します。

[タイプ][DDM]

監視されるパラメーターで使用される計測単位。[ユニット]

現在計測されている値。[値]

製造元が推奨する下限警告レベル。[下限警告しきい値]

製造元が推奨する上限警告レベル。[上限警告しきい値 ]

製造元が推奨する下限アラームレベル。[下限アラームしきい値]

製造元が推奨する上限アラームレベル。[上限アラームしきい値]

システムの iSCSI ポートの表示
システムの iSCSI ポートの情報を表示するには、以下の手順を実行します。
1. [ポート] 画面に移動します。
2. マネジメントウィンドウで、[iSCSI] タブをクリックします。

[iSCSI] タブはリストペインと詳細ペインに分かれています。 リストペインにはシステムのすべ
ての iSCSI ポートの概要が表示されます。 詳細ペインにはリストペインで選択した 1 つのポー
トの詳細な情報が表示されます。
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リストペイン

リストペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[位置]

接続先デバイスの MAC アドレス。[MAC]

ポートの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ペー
ジ) を参照してください。

[ステータス]

iSCSI ポートの IP アドレス。IP アドレス

iSCSI インターフェイスのネットマスクアドレス。[サブネットマスク]

システムと同じネットワーク上にあり、ローカルネットワーク越しの送信先への
トラフィック転送に使用されるローカル IP ルーターのアドレス。

[ゲートウェイ]

最大転送単位。 接続に過負荷を生じさせずに、特定のネットワーク接続を介し
て一度に送信できるデータサイズ、つまり「パケット」サイズの最大量です。

[MTU]

iSCSI ポートでは MTU のデフォルト設定は 1500 です。ネットワークでサポー
トされている場合は、MTU 値として 9000 を使用できます。

パートナーポート。[パートナー]

パートナーポートの IP アドレス。[パートナー IP]

システムがフェイルオーバー状態かどうかを示します。[フェイルオーバーステータス]

詳細ペイン

詳細ペインにはリストペインで選択したポートの詳細な情報が表示されます。 情報は [概要]タ
ブ、[セッション]タブ、[ホスト]タブに表示されます。 各タブについての詳細は、以下のセク
ションを参照してください。

「iSCSI ポートの [概要] タブ」 (53 ページ)
「[セッション] タブ」 (54 ページ)
「[ホスト] タブ」 (55 ページ)

iSCSI ポートの [概要] タブ
iSCSI ポートの概要は [概要]タブに表示されます。
以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[位置 ][全般 ]

指名したポートラベル。[ラベル]

ポートが FC、iSCSI、RCIP、RCFC のいずれであるかを示しま
す。

[タイプ ]

ポートを経由するデータの転送可能速度 (1Gbps、2Gbps、
4Gbps)。 値が指定されていない場合、接続は存在しません。

[転送レート ]

ポートが接続されているデバイスのタイプ ([空き]、[ディスク]、
[ホスト]、[Peer]、または [InServ])。

[接続済みデバイスのタ
イプ ]

ポートが接続されているデバイスの名前 (host1、cage0 など) で
す。

[接続済みデバイス ]

ポートのファームウェアのモード設定。 Initiator モードのポート
はドライブケージに接続され、Target モードのポートはホスト

[モード ]

にエクスポートされます。 Suspended モードはシステムによっ
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説明フィールドグループ

てまだ初期化されていないターゲットポート向けのモードです
(まれなケース)。 Peer モードは Ethernet ポート向けのモードで
す。

ポートの現在の状態。[ステータス ]

Ethernet インターフェイスの MAC アドレスです。[MAC ]

iSCSI ターゲットポータルグループのターゲットポータルグルー
プタグ (TPGT)。

[TPGT ]

スループット (KB/秒単位)。[トータルデータスルー
プット ]

[リソース ]

(iSCSI ポートの場合) DHCP プロトコルが有効か無効かを示しま
す。

[DHCP ][IP 設定 ]

iSCSI ポートの IP アドレス。[IP アドレス ]

ストレージシステムと同じネットワーク上にあるローカル IP ルー
ターのアドレス。ローカルネットワークの外の宛先にトラフィッ
クを転送する際に使用されます。

[ゲートウェイ ]

iSCSI インターフェイスのネットマスクアドレス。[サブネットマスク ]

最大転送単位。 接続に過負荷を生じさせずに、特定のネットワー
ク接続を介して一度に送信できるデータサイズ、つまり「パケッ

[MTU ]

ト」サイズの最大量です。 iSCSI ポートでは MTU のデフォルト
設定は 1500 です。ネットワークでサポートされている場合は、
MTU 値として 9000 を使用できます。

データ転送速度。 値が 0 の場合、データは転送されません。[転送レート ]

iSCSI カードで使用する TCP ポート番号。[TCP ポート ]

プライマリ Internet Storage Name Service (iSNS) サーバーの IP
アドレス。iSNS プロトコルを使用して、iSCSI の自動検出、管
理、設定が可能。

[プライマリ IP アドレ
ス ]

[iSNS の設定]

通信に使用する iSNS サーバー上のポート。[TCP ポート ]

パートナーポート。[パートナー][仮想ポート] (FC ポー
ト、iSCSI ポート、およ

パートナーポートの IP アドレス。[パートナー IP]び RCFC ポートの場合
に表示)

システムがフェイルオーバー状態かどうかを示します。[フェイルオーバース
テータス]

[セッション] タブ
以下の情報が表示されます。

説明列

iSCSI ポートの場所。[位置 ]

接続を開始したホストの IP アドレス。[IP アドレス ]

Target Session Identifying Handle (TSIH) の識別子。[TSIH ]

関連付けられている iSCSI ホストパスの iSCSI 名。[iSCSI ]

このセッションの接続の数。[接続数 ]

セッションの開始時刻。[開始時刻 ]
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[ホスト] タブ
以下の情報が表示されます。

説明列

ポートの一意の番号。[ホスト ID ]

ターゲットポートが接続するホストの名前。[ホスト名 ]

ホストに関連付けられているドメインの名前 (該当する場合)。[ドメイン ]

iSCSI ポートの IP アドレス。[IP アドレス ]

システムの RCIP ポートの表示
システムの RCIP ポートの情報を表示するには、以下の手順を実行します。
1. [ポート] 画面に移動します。
2. マネジメントウィンドウで、[RCIP] タブをクリックします。

[RCIP] タブはリストペインと詳細ペインに分かれています。 リストペインにはシステムのすべ
ての RCIP ポートの概要が表示されます。 詳細ペインにはリストペインで選択した 1 つのポー
トの詳細な情報が表示されます。

リストペインには以下の情報が表示されます。

説明列

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[位置 ]

接続先デバイスの MAC アドレス。[MAC ]

ポートの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ページ) を
参照してください。

[ステータス ]

RCIP ポートの IP アドレス。[IP アドレス ]

RCIP インターフェイスのネットマスクアドレス。[サブネットマスク ]

Storage System と同じネットワーク上にあるローカル IP ルーターのアドレス。ロー
カルネットワークの外の宛先にトラフィックを転送する際に使用されます。

[ゲートウェイ ]

最大転送単位。 接続に過負荷を生じさせずに、特定のネットワーク接続を介して一
度に送信できるデータサイズ、つまり「パケット」サイズの最大量です。 iSCSI ポー

[MTU ]
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説明列

トでは MTU のデフォルト設定は 1500 です。ネットワークでサポートされている場
合は、MTU 値として 9000 を使用できます。

ポートを経由するデータの転送可能速度 (1Gbps、2Gbps、4Gbps)。 値が指定され
ていない場合、接続は存在しません。

[転送レート ]

詳細ペインには以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[位置 ][全般 ]

指名したポートラベル。[ラベル]

ポートが FC、iSCSI、RCIP、RCFC のいずれであるかを示しま
す。

[タイプ ]

ポートを経由するデータの転送可能速度 (1Gbps、2Gbps、
4Gbps)。 値が指定されていない場合、接続は存在しません。

[転送レート ]

ポートが接続されているデバイスのタイプ ([空き]、[ディス
ク]、[ホスト]、[Peer]、または [InServ])。

[接続済みデバイスの
タイプ ]

ポートが接続されているデバイスの名前 (host1、cage0 など)
です。

[接続済みデバイス ]

ポートのファームウェアのモード設定。 Initiator モードのポー
トはドライブケージに接続され、Target モードのポートはホ

[モード ]

ストにエクスポートされます。 Suspended モードはシステム
によってまだ初期化されていないターゲットポート向けのモー
ドです (まれなケース)。 Peer モードは Ethernet ポート向けの
モードです。

ポートの現在の状態。[ステータス ]

Ethernet インターフェイスの MAC アドレス。[MAC ][IP 設定 ]

RCIP ポートの IP アドレス。[IP アドレス ]

システムと同じネットワーク上にあり、ローカルネットワー
ク越しの送信先へのトラフィック転送に使用されるローカル
IP ルーターのアドレス。

[ゲートウェイ ]

RCIP インターフェイスのネットマスクアドレス。[サブネットマスク ]

最大転送単位。 接続に過負荷を生じさせずに、特定のネット
ワーク接続を介して一度に送信できるデータサイズ、つまり

[MTU ]

「パケット」サイズの最大量です。 iSCSI ポートでは MTU の
デフォルト設定は 1500 です。ネットワークでサポートされ
ている場合は、MTU 値として 9000 を使用できます。

二重通信の方式。 [ハーフ] または [フル]。[構成レート ]

ポートが搭載されているアダプターのモデル (Intel
PRO/1000MT など)。

[デュプレックス ]

iSCSI カードまたは RCIP カードで使用する TCP ポート番号。[アダプタータイプ ]

スループット (KB/秒単位)。[トータルデータス
ループット ]

[リソース ]

SAS の詳細の表示
システムで SAS ケージがサポートされている場合、マネジメントウィンドウに [SAS] タブが表
示されます。 SAS ポートはディスク接続のみを受け入れます。
SAS の詳細情報を表示するには、以下の手順を実行します。
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1. [ポート] 画面に移動します。
2. マネジメントウィンドウで、[SAS] タブをクリックします。

[概要]情報と [設定]情報で SAS 画面をフィルターできます。

概要情報

SAS の概要画面はリストペインと詳細ペインに分割されています。 リストペインにはシステ
ムのすべての SAS の概要が表示されます。 詳細ペインにはリストペインで選択した 1 つの
SAS の詳細な情報が表示されます。
リストペインには以下の情報が表示されます。

説明列

SAS が取り付けられているポートの位置 (ノード:スロット:ポートの形式)。[位置]

サーバー接続ストレージの World Wide Name。[WWN]

SAS の現在の状態。[ステータス]

ポートファームウェアのモード設定。Initiator、 Target、Peer、Suspended の
いずれか。 Initiator モードのポートはドライブケージに接続され、Target モー

[モード]

ドのポートはホストにエクスポートされます。 Suspended モードはシステム
によってまだ初期化されていないターゲットポート向けのモードです (まれな
ケース)。 Peer モードは Ethernet ポート向けのモードです。

接続の種類 (Private Loop、Public Loop、または Point-Point)。[トポロジ]

ポート上で転送できるデータの速度 (1Gbps、2Gbps、または 4Gbps)。 値が
指定されていない場合は、接続がありません。

[転送レート]

ポートが接続されているデバイスの種類。 [空き]、[ディスク]、[ホスト]、
[Peer]、[RC]、[InServ] のいずれか。

[接続済みデバイスのタイプ]
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説明列

ポートが接続されているデバイスの名前 (host1、cage0 など) です。[接続済みデバイス]

Initiator から Target (またはその逆) へのポートモードの変更が許可されている
か禁止されているかを示します。

[モード変更]

詳細ペインでは「[概要] タブ」 (58 ページ) が表示され、接続されているデバイスのタイプが
ディスクの場合は、「[物理ディスク] タブ」 (59 ページ) も表示されます。

[概要] タブ
[概要] タブの詳細リストには以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

SAS が取り付けられているポートの位置 (ノード:スロット:
ポートの形式)。

[位置][全般]

指名したポートラベル。[ラベル]

ポートの World Wide Name。[ポート WWN]

ポートの種類、たとえば、SAS。[タイプ]

ポート上で転送できるデータの速度 (1Gbps、2Gbps、また
は 4Gbps)。 値が指定されていない場合は、接続がありま
せん。

[転送レート]

ポートが接続されているデバイスの種類。 [空き]、[ディス
ク]、[ホスト]、[Peer]、[RC]、[InServ] のいずれか。

[接続済みデバイスのタイ
プ]

ポートが接続されているデバイスの名前 (host1、cage0 な
ど) です。

[接続済みデバイス]

ポートファームウェアのモード設定。Initiator、 Target、
Peer、Suspended のいずれか。 Initiator モードのポートはド

[モード]

ライブケージに接続され、Target モードのポートはホスト
にエクスポートされます。 Suspended モードはシステムに
よってまだ初期化されていないターゲットポート向けのモー
ドです (まれなケース)。 Peer モードは Ethernet ポート向け
のモードです。

SAS の現在の状態。[ステータス]

スループット (KB/秒単位)。[トータルデータスルー
プット]

[リソース]

ポートの接続の種類。[接続モード][設定]

接続の種類、またはポート接続設定[接続タイプ]

データ転送速度設定 (1Gbps など)。 [Auto] に設定されてい
る場合は、システムが自動的に速度を選択します。

[構成レート]

ポートからの接続の最高速度。[最大レート]

無効の場合、複数の I/O 完了時に 1 回の割り込みが生成さ
れるのではなく、I/O ごとに HBA ポートドライバーへの割
り込みが生成されます。

[割り込み処理の結合]

接続の種類、たとえば、Point。[トポロジ][SAS 設定]

ポートで使用されているアダプターの種類。[アダプタータイプ]

Initiator から Target (またはその逆) へのポートモードの変更
が許可されているか禁止されているかを示します。

[モード変更]

ポートに接続されている物理ディスクの数。 ポートがドラ
イブケージに接続されている場合のみ表示されます。

[物理ディスク]
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[物理ディスク] タブ
[物理ディスク] タブの詳細リストには以下の情報が表示されます。

説明列

接続されているディスクのタイプ。[デバイス]

システム内のディスクの位置。[位置]

接続されているディスクのエラーの数。[I/O エラーカウント ]

ディスクの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」
(527 ページ) を参照してください。

[ステータス]

設定情報

SAS の [設定] 画面はリストペインと詳細ペインに分割されています。 リストペインにはシス
テムのすべての SAS の概要が表示されます。 詳細ペインにはリストペインで選択した 1 つの
SAS の詳細な情報が表示されます。
リストペインには以下の情報が表示されます。

説明列

SAS が取り付けられているポートの位置 (ノード:スロット:ポートの形式)。[位置]

ポートの接続の種類。[接続モード]

接続の種類またはポートの接続設定 (Loop、Point、または Loop-point)。[接続タイプ]

二重通信の方式。 [ハーフ] または [フル]。[構成レート]

ポートからの接続の最高速度。[最大レート]

無効の場合、複数の I/O 完了時に 1 回の割り込みが生成されるのではなく、
I/O ごとに HBA ポートドライバーへの割り込みが生成されます。

[割り込み処理の結合]

詳細ペインには、「概要情報」 (57 ページ) に関する詳細ペインと同じ情報が表示されます。

システムのポートのアラートの表示

ポートのアラートを表示するには、以下の手順を実行します。

1. [ポート] 画面に移動します。
2. マネジメントウィンドウで、[アラート]タブをクリックします。
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[アラート]タブはリストペインと詳細ペインに分かれています。 リストペインにはすべての
ポートのアラートの概要が表示されます。 詳細ペインにはリストペインで選択した 1 つのア
ラートの詳細な情報が表示されます。

リストペインには以下の情報が表示されます。

説明列

アラートの重大度。 「アラート重大度インジケーター」 (526 ページ) を参照してくだ
さい。

[深刻度 ]

アラートの ID。[ID ]

アラートの状態。[ステータス ]

前回アラートが発生した日時。[前回 ]

アラートの簡単な説明。[メッセージ ]

アラートの発生回数。[リピート回数 ]

アラートが初めて発生した日時。[初回 ]

詳細ペインには以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

アラートの重要度。 「アラート重大度インジケーター」
(526 ページ) を参照してください。

[深刻度 ][全般 ]

アラートのタイプ。[タイプ ]

アラートの簡単な説明。[メッセージ ]

アラートの ID。[ID ]

アラートの状態。[ステータス ]

アラートのメッセージコード。[メッセージコード ]

アラートのシーケンス。[シーケンス ]

コントローラーのノード ID。[ノード ID ][イベントにより解決済み]
(解決済みの場合)
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説明フィールドグループ

アラートが発生したコンポーネント。[コンポーネント ]

アラートの重要度。 「アラート重大度インジケーター」
(526 ページ) を参照してください。

[深刻度 ]

アラートのタイプ。[タイプ ]

アラートのシーケンス。[シーケンス ]

アラートが解決された時刻。[時刻 ]

アラートの簡単な説明。[メッセージ ]

アラートの原因となった問題を解決するために推奨されるアクションのリスト。[推奨アクション] (解決でき
ない場合)

アラートを生成したサーバーの名前。[システム ][コンポーネント ]

システムのシリアルナンバー。[システム SN ]

ノード ID。[ノード ID ]

影響を受けるシステムコンポーネント。[コンポーネント ]

アラートの発生回数。[リピート回数 ][回数 ]

前回アラートが発生した日時。[前回 ]

アラートが初めて発生した日時。[初回 ]
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パート II セキュリティの管理
この項には、セキュリティとドメインマネージャーを使用したドメインおよびユーザーのセキュリティ
の管理に関する情報が掲載されています。

「セキュリティとドメインマネージャーを使用したユーザーの管理」 (63 ページ)
「セキュリティとドメインマネージャーを使用したドメインの管理」 (68 ページ)
「セキュリティとドメインマネージャーを使用した LDAP の管理」 (80 ページ)
「セキュリティとドメインマネージャーを使用した FIPS の管理」 (89 ページ)
「セキュリティとドメインマネージャー」 (92 ページ)



3セキュリティとドメインマネージャーを使用したユー
ザーの管理

セキュリティとドメインマネージャーには、HP 3PAR StoreServ Storage System ユーザーを確
認し、操作する機能があります。 詳細は、以下の各項を参照してください。
「ユーザーアカウントの作成」 (63 ページ)
「ユーザーの表示」 (64 ページ)
「ユーザーの編集」 (64 ページ)
「ユーザーの削除」 (65 ページ)
「ユーザー接続の管理」 (65 ページ)

注記: HP 3PAR Management Console 経由でシステムにアクセスするには、ユーザーアカウ
ントが必要です。

ユーザーアカウントの作成
ユーザーを作成するには、[ユーザーの作成]ウィザードにアクセスします。
1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[ユーザーの作成]をクリックします。

[ユーザーの作成]ウィザードが表示されます。

認証

1. [システム]グループボックスから、新しいユーザーアカウントを作成するシステムを選択
します。

2. [認証情報]グループボックスで、ユーザー名、パスワードを入力し、パスワードを確認し
ます。

注記: OS のバージョンが 3.1.3 以前の StoreServ システムでは、パスワードは 6~8 文
字である必要があります。 バージョンが 3.2.1 以降の StoreServ システムでは、デフォル
トのパスワードは 6~32 文字である必要があります。 Admin ユーザーは、システムのパ
スワードの最小長を変更する権限を持ちます。

3. [次へ]をクリックします。

権限

1. [権限]グループボックスで、以下の項目を選択します。
a. [ドメイン] - リストからドメインを選択します。

注記: HP 3PAR ドメインを使用するには、HP 3PAR ドメインライセンスが必要で
す。 ドメインライセンスおよび 3PAR ドメインの詳細は、『HP 3PAR OS コンセプト
ガイド』を参照してください。

b. [ロール] - 選択したドメインで、新しいユーザーの権限レベルを選択します。
2. [追加]をクリックして、新しいユーザーに選択した権限の設定を [ドメイン]グループボッ

クスのリストに追加します。

3. (オプション) 手順 1～2 を繰り返して、他のドメインへのアクセスを追加します。
4. (オプション) [ドメイン]グループボックスから行を削除するには、行を選択して [削除]をク

リックします。

5. [次へ]をクリックして、概要情報を表示するか、または [完了]をクリックします。
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概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

ユーザーの表示
[ユーザー] 概要画面には、システムのユーザーの概要が表示されます。
[ユーザー] 概要画面にアクセスするには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示するユーザーが存在するシステムを選択して、[ユーザー]ノー

ドを選択します。

[ユーザー]概要画面がマネジメントウィンドウに表示されます。

[ユーザー] 概要画面には、以下の情報が表示されます。

説明列

ユーザー名。[ユーザー名 ]

ユーザーが属するドメイン。[ドメイン ]

ユーザーの権限レベル。[ロール ]

[ドメイン]列に表示されるドメインが、ユーザーのデフォルトドメインであるかを示
します。

[デフォルトドメイン ]

ユーザーの編集
ユーザーを編集するには、[ユーザーの編集]ウィザードにアクセスします。
1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]を選択します。
2. マネジメントツリーで、編集するユーザーが存在するシステムを選択して、[ユーザー]ノー

ドを選択します。

3. ユーザーの概要画面で編集するユーザーを右クリックします。

4. [編集]をクリックします。
[ユーザーの編集]ウィザードが表示されます。
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認証

次の手順はオプションです。 ユーザーのパスワードを変更しない場合は、[次へ]をクリックし
て「権限」 (65 ページ) に進みます。
1. [認証情報]グループボックスから [パスワードの変更]チェックボックスを選択します。
2. 現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、新しいパスワードを再入力して確定しま

す。

注記: OS のバージョンが 3.1.3 以前の StoreServ システムでは、パスワードは 6~8 文
字である必要があります。 バージョンが 3.2.1 以降の StoreServ システムでは、デフォル
トのパスワードは 6~32 文字である必要があります。 Admin ユーザーは、システムのパ
スワードの最小長を変更する権限を持ちます。

3. [次へ]をクリックします。

権限

1. [権限]グループボックスで、以下の項目を選択します。
a. [ドメイン] - リストからドメインを選択します。

注記: HP 3PAR ドメインを使用するには、HP 3PAR ドメインライセンスが必要で
す。 ドメインライセンスおよび 3PAR ドメインの詳細は、『HP 3PAR OS コンセプト
ガイド』を参照してください。

b. [ロール] - 選択したドメインで、新しいユーザーの権限レベルを選択します。
2. [追加]をクリックして、新しいユーザーに選択した権限の設定を [ドメイン]グループボッ

クスのリストに追加します。

3. (オプション) 手順 1～2 を繰り返して、他のドメインへのアクセスを追加します。
4. (オプション) [ドメイン]グループボックスから行を削除するには、行を選択して [削除]をク

リックします。

5. [次へ]をクリックして、概要情報を表示するか、または [完了]をクリックします。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

ユーザーの削除
ユーザーを削除するには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]を選択します。
2. マネジメントツリーで、削除するユーザーが存在するシステムを選択して、[ユーザー]ノー

ドを選択します。

3. ユーザーの概要画面で削除するユーザーを右クリックします。

注記: 複数のユーザーを削除する場合は (「複数のアイテムの選択」 (526 ページ) を参
照)、削除するすべてのユーザーを選択してから右クリックします。

4. [削除]をクリックします。
5. [ユーザーの削除]ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。

ユーザー接続の管理
HP 3PAR Management Console では、ユーザー接続を表示および削除できます。
「ユーザー接続の表示」 (66 ページ)
「ユーザー接続の削除」 (66 ページ)
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ユーザー接続の表示

ユーザー接続を表示するには、以下の手順に従います。

1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示する接続が存在するシステムの下にある [接続]ノードを選択

します。

[接続] 画面が表示されます。

[接続] 画面には、以下の情報が表示されます。

説明列

システム ID。[接続 ID ]

ユーザー名。[ユーザー名 ]

システム名。[システム ]

ユーザーが属するドメイン。[ドメイン ]

ユーザーの権限レベル。[ロール ]

システム上のユーザーのステータス。アクティブ (Active) または非アク
ティブ (Inactive) のいずれかになります。

[ステータス ]

現在 HP 3PAR Management Console インスタンスを稼働中の接続には
チェックマークが付加されます。

[マイセッション ]

クライアントがリモートまたはローカルのいずれで接続されているかを
示します。

[クライアントタイプ ]

システムに接続されているコンピューターの名前。[クライアント名] *

接続が存在する IP アドレス。[クライアント IP アドレス]

システムに接続するために使用されるアプリケーション名。[アプリケーション名] *

クライアント上のアプリケーションのバージョンレベル。[アプリケーションバージョン] *

表示された日付以降の接続持続時間。[接続開始時間]

*HP 3PAR OS 3.1.1 以降でのみ示される列。

ユーザー接続の削除

ユーザーを削除するには、以下の手順に従います。

1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]を選択します。
2. マネジメントツリーで、削除する接続が存在するシステムを選択して、[接続]ノードを選

択します。

3. [接続] 画面で、削除する接続を右クリックします。
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注記: 複数の接続を削除する場合は (「複数のアイテムの選択」 (526 ページ) を参照)、右
クリックする前に削除する接続をすべて選択します。

4. [ユーザー接続の削除]をクリックします。
5. [ユーザー接続の削除]ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。
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4セキュリティとドメインマネージャーを使用したドメ
インの管理

セキュリティとドメインマネージャーが、ドメインおよびドメインセット、さらにドメインに
属するオブジェクトを表示および操作する機能を提供します。 詳細は、以下の各項を参照して
ください。

「ドメインの作成」 (68 ページ)
「ドメインの表示」 (69 ページ)
「[ドメイン] 画面の [概要] タブの表示」 (70 ページ)
「[ドメイン] タブの表示」 (71 ページ)
「ドメインの編集」 (73 ページ)
「ドメインセットへのドメインの追加」 (74 ページ)
「ドメインの削除」 (74 ページ)
「ドメインセットの作成」 (74 ページ)
「ドメインセットの表示」 (75 ページ)
「ドメインセットの編集」 (77 ページ)
「ドメインセットの削除」 (78 ページ)
「ドメイン間でのオブジェクトの移動」 (78 ページ)

注記: HP 3PAR Management Console 経由でシステムにアクセスするには、ユーザーアカウ
ントが必要です。

注記: HP 3PAR ドメインを使用するには、HP 3PAR ドメインライセンスが必要です。 ドメイ
ンライセンスおよび 3PAR ドメインの詳細は、『HP 3PAR OS コンセプトガイド』を参照して
ください。

次の項も参照してください。

「マネージャーペイン」 (515 ページ)

ドメインの作成
ドメインを作成するには、[ドメインの作成]ダイアログにアクセスします。
1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで [ドメインの作成]をクリックします。

[ドメインの作成]ダイアログボックスが表示されます。
3. [ストレージシステム]リストからドメインを作成するストレージサーバーを選択します。
4. ドメイン名を入力します。

5. (オプション) 最大ボリューム保有期間を適用するかどうかを選択します。
デフォルトの保有期間は 14 日です。
a. 保有期間を変更する場合は、[オーバーライドシステム]をクリックします。
b. [日]または [時間]を選択します。
c. 保有期間を入力します。 値の範囲は、日数は 1～1,825、時間は 1～43,800 です。

6. (オプション) [コメント]フィールドに任意のコメントを入力します。
7. [追加]をクリックします。

[ドメイン]リストに新しいドメインが表示されます。
8. (オプション) 追加のドメインを作成する場合は、手順 3～7 を繰り返します。
9. [OK] をクリックします。
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ドメインの表示
接続されているすべての HP 3PAR StoreServ Storage System または単一のシステムのドメイン
に関する情報を表示できます。

すべてのストレージシステムのドメインの表示

すべての接続されているシステムに関するドメイン情報を表示するには、以下の手順に従いま
す。

1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]を選択します。
2. マネジメントツリーで、[ストレージシステム]を選択します。
3. マネジメントウィンドウで、[ドメイン]タブをクリックします。
[ドメイン]タブでは、フィルター機能を使用して、接続されたすべてのシステム内のドメイン
に関する [概要]と [物理容量]の情報を表示できます。
• [概要] 情報の内容は次のとおりです。

ドメインの名前。◦
◦ 各ドメインが存在するシステム。

◦ ドメインに対応するドメインセット (存在する場合)。

◦ そのドメイン内の共通プロビジョニンググループ (CPG) の数。

◦ 仮想ボリュームの数。

◦ 仮想ボリュームセットの数。

◦ ホストの数。

◦ ホストセットの数。

◦ 有効な VLUN の数。

◦ ドメインの総容量 (GiB 単位)。

◦ ドメインを作成したときにユーザーが入力したコメント。

• [物理容量] 情報の内容は次のとおりです。

ドメインの名前と、ドメインが存在するシステム。◦
◦ 各ドメインの非 CPG のユーザースペース、コピースペース、および管理スペースの

サイズ。

◦ 各ドメインの CPG のユーザースペース、コピースペース、および管理スペースのサ
イズ。

◦ 各ドメインのマップされていないスペースのサイズ。

◦ 各ドメインの総サイズ。

単一サーバーのドメインの表示

[ドメイン] 画面は、システムのドメインに関する概要と詳細情報を提供します。
[ドメイン] 画面にアクセスするには、以下の手順を実行します。
1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示するドメインのシステムに対応する [ドメイン]ノードを選択

します。
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[ドメイン] 画面はマネジメントウィンドウ内に表示され、[概要]タブ (デフォルト) と [ドメイ
ン]タブがあります。

[ドメイン] 画面の [概要] タブの表示
[ドメイン] 画面にアクセスすると、デフォルトで [概要]タブが表示されます。 [ドメイン] 画面
の [概要]タブには、すべてのシステムドメインに関するすべてのオブジェクトおよび容量情報
が表示されます (累計ビュー)。 単一のドメインに関する情報を表示するには、「[ドメイン] タ
ブの表示」 (71 ページ) を参照してください。

[ドメイン] 画面の [概要]タブは、次の情報を提供します。

説明フィールドグループ

システム上のドメインの数。[ドメイン ][全般 ]

システム内のドメインに関連付けられた CPG の数。[CPG ][ドメイン内のオブ
ジェクト ]

システム内のドメインに関連付けられた Fast Class (ファイバー
チャネルおよび SAS) オブジェクトの数。

[FC ]

システム内のドメインに関連付けられたニアラインオブジェク
トの数。

[NL ]

システム内のドメインに関連付けられた Solid State Disk の数。[SSD ]

システム内のドメインに関連付けられた仮想ボリュームの総数。[仮想ボリューム ]

システム内のドメインに関連付けられた基本ボリュームの数。[ベースボリューム ]

システム内のドメインに関連付けられたシンプロビジョニング
された仮想ボリュームの数。

[シンプロビジョニング ]
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説明フィールドグループ

システム内のドメインに関連付けられたフルプロビジョニング
された仮想ボリュームの数。

[フルプロビジョニング ]

システム内のドメインに関連付けられたバーチャルコピーの総
数。

[バーチャルコピー ]

システム内のドメインに関連付けられた物理コピーの総数。[物理コピー ]

システム内のドメインに関連付けられた有効期限切れの仮想ボ
リュームの総数。

[期限切れボリューム ]

システム内のドメインに関連付けられたエクスポートされてい
ない仮想ボリュームの総数。

[アンエクスポートボ
リューム ]

システム内のドメインに関連付けられた Remote Copy 仮想ボ
リュームの総数。

[Remote Copy ボリューム
]

システム内のドメインに関連付けられた仮想ボリュームの総数。[仮想ボリュームセット ]

システム内のドメインに関連付けられたエクスポートされた仮
想ボリュームの総数。

[アクティブ VLUN ]

システム内のドメインに関連付けられたホストの総数。[ホスト ]

システム内のドメインに関連付けられたホストセットの総数。[ホストセット ]

システム内の全ドメインの総サイズ (GiB 単位)。[合計サイズ ][ドメイン容量 ]

ドメインの名前。[ドメイン ]

選択したドメインのサイズ (GiB 単位)。[サイズ ]

チェックボックス (システム内に 10 個を上回るドメインが存在
する場合に表示)。 選択した場合は、サイズの大きい (GiB 単位)
上位 10 のシステムドメインのみが表示されます。

[トップ 10 ]

[ドメイン] タブの表示
[ドメイン] 画面にアクセスすると、デフォルトで [概要]タブが表示されます。
その内容を表示するには、[ドメイン]タブを選択します。
[ドメイン]タブはリストペインと詳細ペインに分割されています。 リストペインでは、フィル
ター機能を使用して、概要情報または容量情報を表示できます。 詳細ペインには、リストペイ
ンで選択した項目の詳細が表示されます。

概要情報

[ドメイン]タブで概要情報を表示するには、表示リストから [概要]を選択します。
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リストペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

ドメイン名。[ドメイン ]

ドメインに関連付けられている CPG の総数。[CPG ]

ドメインに関連付けられている仮想ボリュームの総数。[仮想ボリューム ]

ドメインに関連付けられている仮想ボリュームセットの総数。[仮想ボリュームセット ]

ドメインに関連付けられているホストの総数。[ホスト ]

ドメインに関連付けられているホストセットの総数。[ホストセット ]

ドメインに関連付けられているエクスポートされた仮想ボリュームの総
数。

[アクティブ VLUN ]

ドメインの総容量 (GiB 単位)。[合計サイズ ]

ドメインを作成したときにユーザーが入力したコメント。[コメント ]

詳細ペインには、以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

ドメイン名。[ドメイン ][全般 ]

ドメインセット名。[セット ]

ドメインが作成された日時。[作成日 ]
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説明フィールドグループ

ドメイン内でボリュームを保持する最長時間。[最長ボリューム保存時間 ]

ドメインの作成時にユーザーが入力したコメント。[コメント ]

[ドメイン内のオブジェクト]グループ内の情報は、情報がすべてのシステムドメインの
累計ではなく選択したドメインごとに一覧されている点を除き、[ドメイン] 画面の [概
要]タブの [ドメイン内のオブジェクト]グループに表示されている情報と同一です。

[ドメイン内のオブジェク
ト ]

リスト。 容量のチャートを表示するデバイスのタイプと
して、Fast Class (FC)、ニアライン (NL)、または Solid
State Disk (SSD) のいずれかを選択します。

[デバイスタイプ][容量 ]

物理容量情報

[ドメイン]タブで容量情報を表示するには、表示リストから [物理容量]を選択します。

リストペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

ドメイン名。[ドメイン ]

ドメインに関連付けられたシステムの名前。 (マネジメントツリーで
[ストレージシステム] ノードが選択されている場合のみ表示)。

[システム ]

非 CPG のユーザースペースのサイズ (GiB 単位)。[非 CPG ユーザースペースサイズ ]

非 CPG のコピースペースのサイズ (GiB 単位)。[非 CPG コピースペースサイズ ]

非 CPG の管理スペースのサイズ (GiB 単位)。[非 CPG 管理スペースサイズ ]

共通プロビジョニンググループ (CPG) のユーザースペースのサイズ
(GiB 単位)。

[CPG ユーザースペースサイズ ]

CPG の使用されているユーザースペースのサイズ (GiB 単位)。[CPG ユーザースペース使用サイズ ]

CPG のコピースペースのサイズ (GiB 単位)。[CPG コピースペースサイズ]

CPG の使用されているコピースペースのサイズ (GiB 単位)。[CPG コピースペース使用サイズ]

CPG の管理スペースのサイズ (GiB 単位)。[CPG 管理スペースサイズ ]

CPG の使用されている管理スペースのサイズ (GiB 単位)。[CPG 管理スペース使用サイズ ]

マップされていないスペースのサイズ (GiB 単位)。[アンマップされたスペース ]

ドメインの総サイズ (GiB 単位)。[合計サイズ ]

詳細ペインには、概要情報画面の詳細ペインと同じ情報が表示されます。

ドメインの編集
既存のドメインを編集するには、[ドメインの編集]ダイアログにアクセスします。
1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]を選択します。
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2. マネジメントツリーで、ドメインが存在しているシステムの下にある [ドメイン]ノードを
選択します。

3. [ドメイン] 画面で、「ドメインの表示」 (69 ページ) と「[ドメイン] タブの表示」 (71 ペー
ジ) の説明に従い、[ドメイン]タブをクリックします。

4. 編集するドメインを右クリックし、[編集]を選択します。
[ドメインの編集]ダイアログボックスが表示されます。

5. 新しいドメイン名を入力します。

6. (オプション) 最大ボリューム保有期間を適用するかどうかを選択します。
デフォルトの保有期間は 14 日です。
a. 保有期間を変更する場合は、[オーバーライドシステム]をクリックします。
b. [日]または [時間]を選択します。
c. 保有期間を入力します。 値の範囲は、日数は 1～1,825、時間は 1～43,800 です。

7. (オプション) [コメント]フィールドにコメントを入力します。
8. [OK] をクリックします。

ドメインセットへのドメインの追加
ドメインを既存のドメインセットに追加するには、以下の手順に従います。

1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]を選択します。
2. マネジメントツリーで、追加するドメインが存在するシステムの下にある [ドメイン]ノー

ドを選択します。

3. [ドメイン]画面に移動します。
4. 追加するドメインを右クリックして、[ドメインセットに追加]を選択します。

[ドメインセットに追加]ダイアログボックスが表示されます。
5. 一覧から [ドメインセット]を選択して、[OK] をクリックします。

ドメインの削除
既存のドメインを削除するには、以下の手順に従います。

1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]を選択します。
2. マネジメントツリーで、ドメインが存在しているシステムの下にある [ドメイン]ノードを

選択します。

3. [ドメイン] 画面で、「ドメインの表示」 (69 ページ) と「[ドメイン] タブの表示」 (71 ペー
ジ) の説明に従い、[ドメイン]タブをクリックします。

4. 削除するドメインを右クリックします。

注記:  複数のドメインを削除する場合は (「複数のアイテムの選択」 (526 ページ) を参
照)、右クリックする前に削除するドメインをすべて選択します。

5. [削除]をクリックします。
6. [ドメインの削除]ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。

ドメインセットの作成
ドメインセットを作成するには、[ドメインセットの作成]ウィザードにアクセスします。
1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで [ドメインセットの作成]をクリックします。

[ドメインセットの作成]ウィザードが表示されます。

全般

1. [システム]リストからドメインセットを作成するシステムを選択します。
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2. ドメインセット名を入力します。

3. (オプション) [コメント]フィールドに任意のコメントを入力します。
4. [次へ]をクリックします。

ドメイン

1. [利用可能]リストから、ドメインセットに追加するドメインを選択します。

注記:  一度に複数のドメインを選択して、ドメインセットに追加できます (「複数のア
イテムの選択」 (526 ページ) を参照)。

2. 下矢印をクリックし、選択したドメインを [割り当て済み]リストに移動します。
3. [次へ]をクリックして、概要情報を表示するか、または [完了]をクリックします。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

ドメインセットの表示
システムのドメインセットの情報を表示するには、以下の手順に従います。

1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]を選択します。
2. マネジメントツリーで、ドメインセットが存在するシステムの下にある [ドメインセット]

ノードを選択します。

[ドメインセット]画面が表示されます。

[ドメインセット]画面は、システム内のすべてのドメインセットのサマリーを表示するリスト
ペインと、リストペインで選択されたドメインセットに関する詳細情報を表示する詳細ペイン
に分かれています。

リストペイン

[ドメインセット]画面のリストペインでは、システム内にあるすべてのドメインセットの概要
が表示されます。

リストペインには以下の情報が表示されます。

説明列

ドメインセットの名前。[名前 ]

ドメインセットに属するドメインの数。[ドメイン ]

ドメインセットに接続されているホストの数。[ホスト ]

ドメインセットのサイズ (GiB 単位)。[エクスポート済み合計サイズ ]

ドメインセットを作成したときにユーザーが入力しコメント。[コメント ]
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詳細ペイン

[ドメインセット]画面の詳細ペインには、リストペインで選択したドメインセットの詳細情報
が表示されます。 その中に [概要]タブと [ドメイン]タブがあります。

[概要] タブ

[ドメインセット] 画面の [概要] タブは、次の情報を提供します。

説明フィールドグループ

ドメインセットの名前。[名前][全般]

ドメインセット内のドメインの数。[ドメイン]

ドメインセット内のホストの数。[ホスト]

ユーザーが入力したコメント。[コメント]

1 ホストあたりの VLUN の平均数。[平均/ホスト][アクティブ VLUN]

各ホストの名前。[ホスト]

各ホストの有効な VLUN の数。[アクティブ VLUN]

すべての有効な VLUN の合計エクスポートサイズ (GiB 単
位)。

[エクスポート済み合計サイズ][エクスポート済み容
量]

すべての有効な VLUN の平均仮想サイズ (GiB 単位)。[平均仮想サイズ]

各ホストの名前。[ホスト]

各ホストの合計エクスポートサイズ (GiB 単位)。[エクスポート済み合計サイズ]

[ドメイン] タブ
[ドメイン]タブは、[概要]情報と [物理容量]情報でフィルターできます。

概要情報の表示
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[概要]フィルターには以下の情報が表示されます。

説明列

ドメインセット内にある各ドメインの名前。[ドメイン]

ドメイン内の CPG の数。[CPG]

ドメイン内の仮想ボリュームの数。[仮想ボリューム]

ドメイン内の仮想ボリュームセットの数。[仮想ボリュームセット]

ドメイン内のホストの数。[ホスト]

ドメイン内のホストセットの数。[ホストセット]

ドメイン内の有効な VLUN の数。[アクティブ VLUN]

ドメインごとのボリュームサイズ (GiB 単位)。[合計サイズ]

ユーザーが入力したコメント。[コメント]

物理容量情報の表示

[物理容量]フィルターには以下の情報が表示されます。

説明列

ドメインセット内にある各ドメインの名前。[ドメイン]

ドメインが存在するシステム (マネジメントツリーで [ストレージシステム] ノー
ドが選択されている場合のみ表示されます)。

[システム]

ユーザーに対して割り当てられた非 CPG のサイズ (GiB 単位)。[非 CPG ユーザースペースサイ
ズ]

コピーに対して割り当てられた非 CPG のサイズ (GiB 単位)。[非 CPG コピースペースサイズ]

管理使用目的で割り当てられた非 CPG のサイズ (GiB 単位)。[非 CPG 管理スペースサイズ]

ユーザー CPG のサイズ (GiB 単位)。[CPG ユーザースペースサイズ]

使用されているユーザー CPG のサイズ (GiB 単位)。[CPG ユーザースペース使用サイ
ズ]

CPG の管理スペースのサイズ (GiB 単位)。[CPG 管理スペースサイズ]

CPG の使用されている管理スペースのサイズ (GiB 単位)。[CPG 管理スペース使用サイズ]

マップされていないスペースの容量 (GiB 単位)。[アンマップされたスペース]

合計サイズ (GiB 単位)。[合計サイズ]

ドメインセットの編集
既存のドメインセットを編集するには、[ドメインセットの編集]ウィザードにアクセスします。
1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]を選択します。
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2. マネジメントツリーで、ドメインセットが存在するシステムの下にある [ドメインセット]
ノードを選択します。

3. [ドメインセット] 画面で、「ドメインセットの表示」 (75 ページ) の説明に従い、編集す
るドメインセットを右クリックします。

[ドメインセットの編集]ウィザードが表示されます。

全般

1. 新しいドメインセット名を入力します。

2. (オプション) [コメント]フィールドに任意のコメントを入力します。
3. [次へ]をクリックします。

ドメイン

1. [利用可能]リストから、ドメインセットに追加するドメインを選択します。

注記:  一度に複数のドメインを選択して、ドメインセットに追加できます (「複数のア
イテムの選択」 (526 ページ) を参照)。

2. 下矢印をクリックし、選択したドメインを [割り当て済み]リストに移動します。
3. [割り当て済み]リストで、ドメインセットから削除するドメインを選択します。
4. 上矢印をクリックし、選択したドメインを [利用可能]リストに移動します。
5. [次へ]をクリックして概要情報を表示するか、[完了]をクリックします。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

ドメインセットの削除
既存のドメインセットを削除するには、以下の手順に従います。

1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]を選択します。
2. マネジメントツリーで、ドメインセットが存在するシステムの下にある [ドメインセット]

ノードを選択します。

3. [ドメイン] 画面で、「ドメインの削除」 (74 ページ) の説明に従い、削除するドメインセッ
トを右クリックします。

注記:  複数のドメインセットを削除する場合は (「複数のアイテムの選択」 (526 ページ)
を参照)、右クリックする前に削除するドメインセットをすべて選択します。

4. [削除]をクリックします。
5. [ドメインセットの削除]ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。

ドメイン間でのオブジェクトの移動
ドメイン間でオブジェクトを移動するには、[ドメインの移動]ウィザードにアクセスします。
1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで [ドメインの移動]をクリックします。
[ドメインの移動]ウィザードが表示されます。

全般

1. [システム]リストから、オブジェクトの移動先システムを選択します。
2. [ソースドメイン]リストから、移動するオブジェクトが現在存在しているドメインを選択

します。

3. [ターゲットドメイン]リストから、オブジェクトの移動先ドメインを選択します。
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4. [タイプ]リストから、移動するオブジェクトのタイプ (ホスト、CPG、または仮想ボリュー
ム) を選択します。

注記: CPG が AO 構成の一部である場合、その構成中のすべての CPG が指定したドメ
インに移動されます。

5. [オブジェクト]リストから、移動するオブジェクトを選択します。
6. 次へをクリックします。

関連付けられたオブジェクト

選択したオブジェクトに関連付けられ、ドメインの移動によって影響を受けるすべてのオブ
ジェクト (ホスト、CPG、仮想ボリューム、および仮想ボリュームセット) が表示されます。
概要情報を確認して、[完了]をクリックします。
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5セキュリティとドメインマネージャーを使用した LDAP
の管理

HP 3PAR Management Console は、次のタイプの Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
認証をサポートします。

• シンプル

シンプルバインディング◦
◦ SSL を使用したシンプルバインディング

◦ SSL および証明書による検証を使用したシンプルバインディング

◦ SSL および Start-TLS を使用したシンプルバインディング

◦ SSL、Start-TLS、および証明書による検証を使用したシンプルバインディング

• SASL (Simple Authentication and Security Layer)

PLAIN◦
◦ GSSAPI

◦ DIGEST-MD5

詳細は、以下の各項を参照してください。

「LDAP の設定」 (80 ページ)
「LDAP 構成の表示」 (83 ページ)
「LDAP 接続のテスト」 (87 ページ)
「LDAP 構成の削除」 (88 ページ)
「承認の追加」 (88 ページ)
「承認の削除」 (88 ページ)

LDAP の設定
LDAP を設定するには、以下の手順を実行します。
1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]をクリックします。
2. LDAP を構成するシステムノードを選択します。
3. [共通アクション] パネルで、[LDAP の構成]を選択します。

または

メインメニューバーで、[アクション] > [セキュリティとドメイン] > [LDAP] > [LDAP の構
成]の順に選択します。
[LDAP 構成の作成]ウィザードが表示されます。

認証

1. [全般]グループボックスで、[LDAP サーバー] の IP アドレスを入力します。

注記: HP 3PAR OS 3.1.2 以降を実行している場合、LDAP サーバー名は、IP アドレスと、
DNS サーバー名のどちらかにすることができます。

2. [ドメインネーム属性]を入力します。
3. [ドメインネームプレフィックス]を入力します。
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4. (オプション) LDAP ユーザーが CLI コマンド [setsshkey] を使用して公開 SSH キーを設定で
きるようにする場合は、SSH キー許可チェックボックスを選択します。

5. [バインディング]グループボックスで、バインディングを選択します。 [シンプル]または
[SASL] です。

6. (オプション) SSL を使用したバインディングを使用するには、[SSL を使用]チェックボック
スを選択します。

7. [シンプル]バインディングの場合は、以下の手順を実行します。

a. [TLS 開始]リストで値を選択します。
[no] – LDAP サーバーは TLS プロトコルを使用せずに暗号化接続を作成します (デフォ
ルト)。
[try] – LDAP サーバーは TLS プロトコルを開始しようとしますが、TLS を開始できない
場合でもバインディングは進行します。

[require] – LDAP サーバーは続行するために TLS プロトコルを開始する必要がありま
す。

b. [グループ DN] (グループの Distinguished Name、識別名) を入力します。
c. [ユーザーベース DN] を入力します。 認証プロセスは、サーバーの DIT (Directory

Information Tree、ディレクトリ情報ツリー) 内のエントリーに、ユーザーをバインド
しようとします。 このエントリーの DN (識別名) は、user-attr の値、"="、
username、","、および user-dn-base の値を連結したものです。 group-obj が posixGroup
に設定されている場合、バインディングタイプにかかわりなく、user-dn-base の値も
ユーザーの posixAccount エントリーを検索するためのベースとして使用されます。

d. [グループオブジェクトクラス]属性を入力します。 Active Directory のデフォルトは
[posixGroup] です。

e. [グループ名属性]を入力します。 Active Directory のデフォルトは [cn] です。
f. バインディング用の DN を形成するために、[ユーザー属性]を入力します。 Active

Directory のデフォルトは [uid] です。
g. ユーザー名が含まれている [メンバー属性]を入力します。 Active Directory のデフォル

トは [memberUid] です。
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h. (オプション) 有効なサーバー証明書を要求するには、[証明書の使用]チェックボック
スを選択します。 このチェックボックスを選択した場合、[証明書の入力]ボタンが有
効になります。 その後、LDAP サーバー名を入力する必要があります。

i. [証明書の入力]ボタンをクリックして、[証明書]ダイアログボックスを表示しま
す。 ローカルの証明書ファイルを選択するか、コピーした証明書テキストを、表
示されたテキストボックスに貼り付けることができます。 詳細は、「証明書の入
力」 (83 ページ) を参照してください。

ii. ホストの [LDAP サーバー名]を入力します。

8. [SASL] バインディングの場合

a. [SASL メカニズム]を選択します。 [PLAIN]、[DIGEST MD5]、または [GSSAPI] です。
b. [アカウント DN] (アカウントの識別名) を入力します。
c. ホストの [LDAP サーバー名]を入力します。
d. 暗号化データを保存するための [Kerberos レルム]を入力します。
e. LDAP サーバーのアドレスと異なっている場合、[Kerberos サーバー IP] アドレスを入

力します。

f. [グループオブジェクトクラス]属性を入力します。 Active Directory のデフォルトは
[group] です。

g. [アカウントオブジェクトクラス]属性を入力します。 Active Directory のデフォルトは
[user] です。

h. ユーザーの username が含まれている [アカウント名属性]を入力します。 Active
Directory のデフォルトは [sAMAccountName] です。
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i. ユーザーのメンバーグループの名前が含まれている [属性のメンバー]を入力します。
Active Directory のデフォルトは [memberOf] です。

9. [次へ]をクリックして [権限] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを今
すぐ終了し権限を後で追加します。

証明書の入力

1. [証明書ファイル]を選択し、[参照]ボタンをクリックしてローカル証明書をロードするか、
コピーした証明書テキストを表示されたテキストボックスに貼り付ける場合は [証明書]を
選択します。

2. [OK] をクリックして、[認証] ページに戻ります。

権限

1. [グループ DN] を入力します。
2. [権限グループ]を入力し、指定したグループ DN に関連付けます。
3. [追加]をクリックします。
4. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完

了します。

概要

選択した設定を確認し、[完了]をクリックします。

LDAP 構成の表示
1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]を選択します。
2. マネジメントツリーで、LDAP 構成を表示するシステムノードの下にある [LDAP] ノードを

選択します。
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マネジメントウィンドウに、[概要]タブと [権限]タブが表示されます。

LDAP の [概要] 画面
LDAP の [概要] 画面には、LDAP 構成のタイプに応じて、異なる情報が表示されます。 どの
LDAP 構成も存在していない場合、設定可能なパラメーターが、対応する値なしで表示されま
す。

シンプルバインディングの LDAP 構成の場合、以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

LDAP サーバーの IP アドレス[LDAP サーバー][全般]
(HP 3PAR OS 3.1.2 以降では、LDAP サーバー名は、IP アド
レスと、DNS サーバー名のどちらかにすることができます)。

LDAP サーバーのポートを表します (デフォルトは、SSL 非対
応の場合は 389、SSL の場合は 636)。

[ポート]

[ドメインネームプレフィックス] が設定されている場合、[ド
メインネーム属性] で指定した属性の値が、候補ドメイン名

[ドメインネーム属性]

になります。 domain-name-prefix の値は、候補からドメイン
名を抽出するために使用される文字列です。 この値は、オプ
ションの感嘆符 ('!') に、「プレフィックス」と呼ばれる文字
列を続けたものです。 感嘆符は、プレフィックスの存在が必
須であることを意味するフラグであり、以下で詳細に説明し
ます。

プレフィックスの存在に対応する候補ドメイン名が検索され
ます。見つかった場合は、プレフィックスの最初の登場個所
より後でドメイン名が始まり、それ以降の最初のスペースま
たはタブ、あるいは候補ドメイン名の最後で、ドメイン名が
終わります。

プレフィックスが見つからない場合、動作はフラグによって
異なります。 感嘆符が使用されていない (フラグがない) 場
合、候補ドメイン名がドメイン名になります。 フラグが存在
する場合、候補ドメイン名は拒否され、ドメイン名はありま
せん。 最後の手順として、[ドメインネーム属性] に関連して
説明したように、ドメイン名が切り捨てられ、無効な文字が
置換される可能性があります。
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説明フィールドグループ

設定されている場合、ドメインに対するグループのマッピン
グが有効になります。 ユーザーが、ロールにマッピングされ

[ドメインネームプレフィッ
クス]

るグループのメンバーである場合、[ドメインネーム属性] の
値を使用して、ドメイン名を保持するグループの中にある属
性が参照されます。 ドメイン名が長すぎる場合や、ドメイン
名に使用できない文字が含まれている場合は、どの名前はド
メイン名の最大長に切り捨てられ、無効な文字はアンダース
コア ('_') に置換されます。

LDAP ユーザーが CLI コマンド setsshkey を使用して SSH
公開キーを設定することを許可するかどうかを表します。

[SSH キー許可]

バインディングのタイプを表します。 [シンプル] または
[SASL] です。

[バインディング][認証パラメーター]

SSL を使用するバインディングを使用するかどうかを表しま
す。

[SSL を使用]

暗号化接続を作成するために TLS プロトコルを使用するかど
うかを表します。

[TLS 開始]

[no] – LDAP サーバーは TLS プロトコルを使用せずに暗号化接
続を作成します (デフォルト)。
[try] – LDAP サーバーは TLS プロトコルを開始しようとしま
すが、TLS を開始できない場合でもバインディングは進行し
ます。

[必須] – LDAP サーバーは続行するために TLS プロトコルを開
始する必要があります。

続行するために、有効なサーバー証明書が必須かどうかを表
します。

[証明書の使用]

ホスト LDAP サーバーの名前です。[LDAP サーバー名]

グループ識別名。 グループ情報を保持しているオブジェクト
を検索するために使用される、DIT 内のサブツリーのベース
を表します。

[グループ DN]

グループの名前を保持しているグループオブジェクトの属性
です (デフォルトは cn です)。

[グループ名属性]

ユーザー属性の値、username、およびユーザーベース DN の
値を連結したものです。

[ユーザーベース DN]

シンプルバインディングの場合に DN を形成するために使用
されます。 この値がバックスラッシュで終わる場合、DN は

[ユーザー属性]

ユーザー属性の値と username を連結したものになります。
属性の最後がバックスラッシュではない場合、ユーザーベー
ス DN 変数に関する説明のように扱われます (デフォルトは
uid です)。

ユーザーがメンバーになっているグループの名前を保持する
属性です (デフォルトは memberUid です)。

[メンバー属性]

グループオブジェクトの objectClass 属性を表します (デフォ
ルトは posixGroup です)。

[グループオブジェクトクラ
ス]

証明書のバージョン番号。[バージョン][証明書]
([証明書の使用] フィー
ルドの値が [はい] の場
合に表示されます)。

証明書の発行先。[発行先]

証明書の発行者。[発行元]

証明書が有効になった日付。[発効日]

LDAP 構成の表示 85



SASL バインディングの LDAP 構成の場合、以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

LDAP サーバーの IP アドレス[LDAP サーバー][全般]
(HP 3PAR OS 3.1.2 以降では、LDAP サーバー名は、IP アド
レスと、DNS サーバー名のどちらかにすることができます)。

LDAP サーバーのポートを表します (デフォルトは、SSL 非対
応の場合は 389、SSL の場合は 636)。

[ポート]

[ドメインネームプレフィックス] が設定されている場合、[ド
メインネーム属性] で指定した属性の値が、候補ドメイン名

[ドメインネーム属性]

になります。 domain-name-prefix の値は、候補からドメイン
名を抽出するために使用される文字列です。 この値は、オプ
ションの感嘆符 ('!') に、「プレフィックス」と呼ばれる文字
列を続けたものです。 感嘆符は、プレフィックスの存在が必
須であることを意味するフラグであり、以下で詳細に説明し
ます。

プレフィックスの存在に対応する候補ドメイン名が検索され
ます。見つかった場合は、プレフィックスの最初の登場個所
より後でドメイン名が始まり、それ以降の最初のスペースま
たはタブ、あるいは候補ドメイン名の最後で、ドメイン名が
終わります。

プレフィックスが見つからない場合、動作はフラグによって
異なります。 感嘆符が使用されていない (フラグがない) 場
合、候補ドメイン名がドメイン名になります。 フラグが存在
する場合、候補ドメイン名は拒否され、ドメイン名はありま
せん。 最後の手順として、[ドメインネーム属性] に関連して
説明したように、ドメイン名が切り捨てられ、無効な文字が
置換される可能性があります。

設定されている場合、ドメインに対するグループのマッピン
グが有効になります。 ユーザーが、ロールにマッピングされ

[ドメインネームプレフィッ
クス]

るグループのメンバーである場合、[ドメインネーム属性] の
値を使用して、ドメイン名を保持するグループの中にある属
性が参照されます。 ドメイン名が長すぎる場合や、ドメイン
名に使用できない文字が含まれている場合は、どの名前はド
メイン名の最大長に切り捨てられ、無効な文字はアンダース
コア ('_') に置換されます。

LDAP ユーザーが CLI コマンド setsshkey を使用して SSH
公開キーを設定することを許可するかどうかを表します。

[SSH キー許可]

バインディングのタイプを表します。 [シンプル] または
[SASL] です。

[バインディング][認証パラメーター]

SSL を使用するバインディングを使用するかどうかを表しま
す。

[SSL を使用]

使用するバインディングメカニズムを表します。[SASL メカニズム]
[PLAIN] – シンプルバインディングと似ており、ユーザー名お
よびパスワードが、認証のために LDAP サーバーに直接送信
されます (デフォルト)。
[DIGEST-MD5] – LDAP クライアントによって暗号化されて
LDAP サーバーに返される 1 回限りのデータが、サーバーに
よってクライアントに送信されます。この方法により、ユー
ザーのパスワードを実際に送信しなくても、クライアントが
ユーザーのパスワードを認識していることが証明されます。

[GSSAPI] – ユーザーのアイデンティティを確認する Kerberos
サーバーからチケットを取得します。 その後、このチケット
が、認証のために LDAP サーバーに送信されます。

ホスト LDAP サーバーの名前です。[LDAP サーバー名]
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説明フィールドグループ

Kerberos サーバーの数値形式 IP アドレスが LDAP サーバー
の数値形式 IP アドレスと異なっている場合に、Kerberos サー
バーの数値形式 IP アドレスを表します。

[Kerberos レルム]

Kerberos サーバーの IP アドレスが LDAP サーバーの IP アド
レスと異なっている場合の、Kerberos サーバーの IP アドレ
ス。

[Kerberos サーバー IP]

アカウント情報を保持しているオブジェクトを検索するため
に使用される、DIT 内のサブツリーのベースを表します。 グ
ループ DN とは相互に排他的です。

[アカウント DN]

アカウントオブジェクトの objectClass 属性 (デフォルトは
user です)。

[アカウントオブジェクトク
ラス]

ユーザーの username を保持しているアカウントオブジェク
トの属性 (デフォルトは sAMAccountName です)。

[アカウント名属性]

ユーザーがメンバーになっているグループの名前を保持する
属性です (デフォルトは memberOf です)。

[メンバー属性]

グループオブジェクトの objectClass 属性を表します (デフォ
ルトは group です)。

[グループオブジェクトクラ
ス]

証明書のバージョン番号。[バージョン][証明書]
([証明書の使用] フィー
ルドの値が [はい] の場
合に表示されます)。

証明書の発行先。[発行先]

証明書の発行者。[発行元]

証明書が有効になった日付。[発効日]

LDAP の [権限] 画面
[権限] 画面には、承認されたすべての LDAP ユーザーの [権限グループ] と [グループ識別名] が
表示されます。

注記:  ツールバーで [LDAP 接続のテスト]ボタンを有効にするには、この画面を表示する必要
があります。

LDAP 接続のテスト
LDAP 接続をテストするには、以下の手順に従います。
1. マネジメントツリーで、テストする LDAP 構成を含むシステムの下にある LDAP ノードを

選択します。
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2. マネジメントウィンドウで、[権限]タブをクリックします。
3. ツールバーで [LDAP 接続のテスト]をクリックします。

[LDAP 接続のテスト] ダイアログボックスが表示されます。
4. [認証情報]グループボックスで、自分の [ユーザー名]と [パスワード]を入力します。
5. [テスト接続]をクリックします。

テスト結果が [結果]グループボックスに表示されます。

LDAP 構成の削除
システムに既存の LDAP 構成が存在している場合のみ、[LDAP 構成の削除] 機能が利用できま
す。

1. マネジメントツリーで、削除する LDAP 構成を含むシステムを選択します。
2. メインメニューバーで、[アクション] > [セキュリティとドメイン] > [LDAP] > [LDAP 構成の
削除]の順にクリックします。

3. [LDAP 構成を削除]ダイアログボックスが表示されるので、表示された情報を確認して、
[OK] をクリックします。
LDAP 構成を削除すると、その LDAP 構成が完全に破棄され、LDAP ユーザーはもうシステ
ムへの接続を許可されなくなることを示す警告ダイアログが表示されます。 [削除]をク
リックして構成を削除するか、[削除しない]をクリックしてキャンセルします。

承認の追加
承認を追加するには、以下の手順を実行します。

1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]をクリックします。
2. 承認を追加する LDAP 構成が含まれているシステムの下にある LDAP ノードを右クリック

します。

[認証の追加]ダイアログボックスが表示されます。
3. [グループ DN] を入力します。
4. [権限グループ]を入力します。
5. [追加]をクリックします。
6. [OK] をクリックします。

承認の削除
承認を削除するには、以下の手順を実行します。

1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]をクリックします。
2. 承認を削除する LDAP 構成が含まれているシステムの下にある LDAP ノードを選択します。
3. マネジメントウィンドウの [権限]タブの下で、削除する [権限グループ] の名前を右クリッ

クし、[認証の削除]を選択します。
[権限を削除]ダイアログボックスが表示されます。

4. 表示されている情報を確認し、[OK] をクリックします。
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6セキュリティとドメインマネージャーを使用した FIPS
の管理

HP 3PAR StoreServ Data Encryption ソリューションは、Self-Encrypting 技術を使用して物理ド
ライブ上のすべてのデータを暗号化し、不正アクセスを防ぎます。 HP 3PAR OS 3.2.1 から、
Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 のサポートが提供されます。
FIPS モードでの HP 3PAR Data Encryption を有効にする前に、以下を実行する必要があります。

• FIPS 検証済みの外部キーマネージャー (EKM) を適用します。

• CLI を使用して EKM への接続を設定し、アレイの FIPS 準拠モードを確認します。 詳細
は、「CLI による署名済み証明書の設定」を参照してください。

システムは、以下のチェックも実行します。

• すべてのドライブが SED であること

• EKM が構成され到達可能であること
上記の条件のいずれかが満たされていないとシステムが判断した場合は、データの暗号化は有
効になりません。

注記:  FIPS モードでデータの暗号化が有効な場合、ローカルキーマネージャー (LKM) 状態へ
の復帰はありません。

HP 3PAR Data Encryption は、以下のキー管理サーバーをサポートします。

• HP Enterprise Secure Key Manager (HP Atalla) バージョン 4.0 以降

• SafeNet KeySecure
FIPS モードでのデータ暗号化を有効にする前に、以下の手順を実行する必要があります。
1. CLI を使用して証明書を設定します。
2. HP 3PAR Management Console で、[EKM ホストの追加]ダイアログを使用して EKM を設

定します。

3. EKM にアレイを接続し、構成が正しいことを確認します。

CLI による署名済み証明書の設定
EKM と通信するには、以下の 3 つの証明書が必要です。

• Certificate Authority (CA) によって署名され、続く手順で EKM によって信頼されたアレイ
の証明書

• CA の証明書

• EKM の存在について署名された CA 証明書
シングルレベル CA を設定するには、以下の手順を実行します。
1. 次の CLI コマンドを使用して、アレイにクライアントとサーバーの CA 証明書をインポー

トします。

importcert ekm-client -ca <EKM CA file>

importcert ekm-server -ca <EKM CA file>

2. 次の CLI コマンドを使用して、証明書署名要求 (CSR) を生成します。
createcert -csr ekm-client -CN <array certificate common name>

3. CSR の署名後に、次の CLI コマンドを使用して、結果として得られた証明書をアレイにイ
ンポートします。

importcert ekm-client <file of signed certificate>
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注記:  チェーン CA のセットアップについて詳しくは、CLI コマンド createcert および
importcert についてのマニュアルを参照してください。

HP 3PAR Management Console では、CLI CA 証明書のみをサポートしています。 発行先およ
び組織の発行者を表示するには、CLI を使用して以下の操作を実行する必要があります。
1. 中間 CA 証明書の組織を設定します。

openssl req -new -batch -key intkey.pem -out intcsr.pem -subj /CN=<Subject
Name>/O=<Organization Name>

openssl x509 -req -days 1 -trustout -in intcsr.pem -extensions v3_ca -CA ca.pem
-CAkey cakey.pem –out

int.pem -CAcreateserial -extfile test.cfg

2. -O オプションで、その組織で CLI CA 証明書を作成します。

createcert -csr cli -days 1 -O HP -CN "<Array Certificate Common Name>" cli.csr

openssl x509 -req -in cli.csr -extensions v3_ca -out cli.pem -CA int.pem -CAkey
intkey.pem –Cacreateserial

3. 中間 CA 証明書および CLI CA 証明書の両方をインポートします。

importcert -f cli cli.pem int.pem

FIPS の設定
EKM ホストを追加するには、以下の手順を実行します。
1. [セキュリティとドメインマネージャー] で、[FIPS] を選択します (代わりに、[共通アクショ

ン] パネルで [FIPS の構成...]をクリックして、次の手順を省略することもできます)。
2. メインツールバーで、[EKM ホストの追加]をクリックします。

[EKM ホストの追加]ダイアログが表示されます。

EKM ホストの追加

1. EKM のホスト名または IP アドレスを入力します。
2. EKM との通信に使用するポート番号を入力します。
3. EKM の認証に使用するユーザー名を入力します。
4. パスワードを入力します。

5. [OK] をクリックします。
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FIPS 構成の表示
[セキュリティとドメインマネージャー] で、表示したい構成を含むシステムの下で [FIPS] を選
択します。 [FIPS の概要] 画面には、以下が表示されます。

説明フィールド

EKM ホストの IP アドレス。[EKM ホスト]

EKM との通信に使用するポート番号。[ポート]

EKM の認証に使用するユーザー名。[ユーザー名]
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7セキュリティとドメインマネージャー
セキュリティとドメインマネージャーを使用すると、ユーザーとドメインの作成および管理が
可能です。また、HP 3PAR StoreServ Storage System のユーザー、ドメイン、および接続を表
示できます。

詳細は、以下の各項を参照してください。

「Security System 概要画面の表示」 (92 ページ)
「セキュリティとドメインマネージャーを使用したユーザーの管理」 (63 ページ)
「セキュリティとドメインマネージャーを使用したドメインの管理」 (68 ページ)
「ユーザー接続の管理」 (65 ページ)

注記:  HP 3PAR ドメインを使用するには、HP 3PAR ドメインライセンスが必要です。 ドメ
インライセンスおよび 3PAR ドメインの詳細は、『HP 3PAR OS コンセプトガイド』を参照し
てください。

Security System 概要画面の表示
Security System 概要画面には、すべてのユーザー、ユーザー接続、ドメイン、ドメインセッ
ト、および接続の概要が表示されます。

Security System 概要画面にアクセスするには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで [セキュリティとドメイン]を選択します。
2. マネジメントツリーで、システムを選択します。

マネジメントウィンドウに、システム概要画面が表示されます。

Security System 概要画面には、以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

システムのユーザーの総数。 [ユーザー]の見出しは、[ユー
ザー] 画面へのリンクになっています。

[ユーザー ][全般 ]

LDAP が構成されているかどうかを表します。[LDAP 構成]

FIPS が構成されているかどうかを表します。[FIPS 構成]

システムにあるドメインの数。 [ドメイン]の見出しは、[ドメ
イン] 画面へのリンクになっています。

[ドメイン ]
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説明フィールドグループ

システムにあるドメインセットの数。 [ドメインセット]の見
出しは、[ドメインセット] 画面へのリンクになっています。

[ドメインセット ]

システムへのユーザー接続の数。 [接続]の見出しは、[ユー
ザー接続] 画面へのリンクになっています。

[接続 ]

選択されたシステム内のすべてのドメインのサイズ (GiB 単
位)。

[システム内ドメインサイ
ズ ]

[容量 ]

選択されたシステム外のすべてのドメインのサイズ (GiB 単
位)。

[システム外ドメインサイ
ズ ]

すべての内部および外部ドメインの合計サイズ (GiB 単位)。[合計サイズ ]

ドメインの名前。[ドメイン ]

ドメインのサイズ (GiB 単位)。[サイズ ]

チェックボックス (システム内に 10 個を上回るドメインが
存在する場合に表示)。 選択されている場合は、最も大きい
(GiB 単位) 10 のシステムドメインのみが表示されます。

[トップ 10 ]

非ドメインユーザーの数。 アクセス権限タイプごとにユー
ザー数が分けられています (super、edit、browse、basic_edit、
create)。

[グローバル ][ユーザーのロール ]

ドメインユーザーの数。 ドメインアクセス権限タイプごとに
ユーザー数が分けられています (edit、browse)。

[ドメイン ]

現在の HP 3PAR Management Console セッションのユーザー
名。

[ユーザー名 ][マイセッション ]

クライアントの IP アドレス。[クライアント IP アドレス
]

セッションのステータス。[Active] または [Inactive] のいずれ
かです。

[ステータス ]

セキュアな接続が使用されているかどうかを示します。[セキュアな接続 ]

現在接続されているセッションが開始された日時。[接続開始時間 ]
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8 DAR 暗号化によるセキュリティの向上
Data-At-Rest (DAR) 暗号化では、ストレージシステム上のすべてのハードドライブを、認証キー
と自己暗号化ドライブ (SED) を使用することで暗号化できます。 この機能は StoreServ 7000
および 10000 システムで使用可能で、次の暗号化関連のタスクを実行できます。

• 暗号化ステータスの確認

• 暗号化の有効化

• 認証キーのバックアップ

• 認証キーのリストア

• 新しいキーの生成

• キーのリカバリ

この機能を有効にするには、DAR ライセンスが必要です。また、暗号化するすべてのディスク
が、自己暗号化ドライブ (SED) である必要があります。 ストレージシステムに DAR ライセン
スを追加すると、SED が自動的に暗号化または解読されます。 システムの暗号化機能を有効
にする (アクティブ化する) と、ストレージシステムが自らのステータスを「暗号化済み」と報
告します。 これにより、システムの [概要]タブで、個々の物理ディスクを表示する際に暗号化
ステータスを確認できます。

DAR 暗号化の有効化
DAR 暗号化を有効化するには、以下の手順に従ってください。
1. [マネージャー] ペインで [システム]を選択し、メインツールバーで [暗号化]をクリックし

て [有効]を選択します。 または、メニューバーで [アクション] > [暗号化] > [有効]を選択
できます。

[認証キーの暗号化およびバックアップの有効化]ダイアログが表示されます。
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2. ファイル名とキーファイルの場所を入力するか、[参照]をクリックしてファイルに移動し、
[保存]をクリックしてダイアログに戻ります。 [キーファイル]テキストボックスに、選択
したファイルパスが入力されます。

警告! 外部メディア (CD、外部ハードドライブ、サーバーなど) にキーのバックアップ
ファイルを保存し、このメディアを安全な場所に保管します。 予想外のイベントが発生し
た場合は、キーのバックアップファイルとそのパスワードを使用して、認証キーをリカバ
リできる必要があります。 キーのバックアップを取らなかったり、キーのバックアップ
ファイルにアクセスできなかったりすると、すべてのストレージシステムのハードドライ
ブ上のデータが失われるおそれがあります。

3. パスワードを入力します (6～31 文字である必要があります)。
4. パスワードを再入力します。

5. [OK] をクリックしてバックアップ手順を開始し、暗号化を有効にします。
暗号化に成功すると、確認ダイアログが表示され、ステータスバーは同様のメッセージで更新
されます。 このプロセスはタスクとして実行され、バックグラウンドで実行されます。 確認
ダイアログが表示され、タスクが正常に起動したことが示されます。 その後、[タスクとスケ
ジュール] マネージャーにアクセスして、タスクの詳細情報を確認できます。
暗号化に失敗すると、エラーダイアログが表示され、ステータスバーが同様のメッセージで更
新されます。

暗号キーのバックアップ
暗号キーをバックアップするには、以下の手順に従ってください。

1. [マネージャー] ペインで [システム]を選択し、メインツールバーで [暗号化]をクリックし
て [キーをバックアップ]を選択します。 または、メニューバーで [アクション] > [暗号化]
> [キーをバックアップ]を選択できます。
[認証キーのバックアップ]ダイアログが表示されます。

2. ファイル名とキーファイルの場所を入力するか、[参照]をクリックしてファイルに移動し、
[保存]をクリックしてダイアログに戻ります。 [キーファイル]テキストボックスに、選択
したファイルパスが入力されます。

警告! 外部メディア (CD、外部ハードドライブ、サーバーなど) にキーのバックアップ
ファイルを保存し、このメディアを安全な場所に保管します。 予想外のイベントが発生し
た場合は、キーのバックアップファイルとそのパスワードを使用して、認証キーをリカバ
リできる必要があります。 キーのバックアップを取らなかったり、キーのバックアップ
ファイルにアクセスできなかったりすると、すべてのストレージシステムのハードドライ
ブ上のデータが失われるおそれがあります。

3. パスワードを入力します (6～31 文字である必要があります)。
4. [OK] をクリックしてバックアップ手順を開始します。
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バックアップに成功すると、確認ダイアログが表示され、ステータスバーは同様のメッセージ
で更新されます。 このプロセスはタスクとして実行され、バックグラウンドで実行されます。
確認ダイアログが表示され、タスクが正常に起動したことが示されます。 その後、[タスクと
スケジュール] マネージャーにアクセスして、タスクの詳細情報を確認できます。
バックアップに失敗すると、エラーダイアログが表示され、ステータスバーが同様のメッセー
ジで更新されます。

認証キーのリストア
暗号キーをリストアするには、以下の手順に従ってください。

1. [マネージャー] ペインで [システム]を選択し、メインツールバーで [暗号化]をクリックし
て [キーを復元]を選択します。 または、メニューバーで [アクション] > [暗号化] > [キー
を復元]を選択できます。
[認証キーの復元]ダイアログが表示されます。

2. ファイル名とキーファイルの場所を入力するか、[参照]をクリックしてファイルに移動し、
[Open] をクリックしてダイアログに戻ります。 [キーファイル]テキストボックスに、選択
したファイルパスが入力されます。

3. パスワードを入力します (6～31 文字である必要があります)。
4. [OK] をクリックしてリストア手順を開始します。

注記:  システムがヘルシーで暗号キーのリストアが不要の場合は、その情報が表示され
てリストアプロセスが停止されます。

リストアに成功すると、確認ダイアログが表示され、ステータスバーは同様のメッセージで更
新されます。 このプロセスはタスクとして実行され、バックグラウンドで実行されます。 確
認ダイアログが表示され、タスクが正常に起動したことが示されます。 その後、[タスクとス
ケジュール] マネージャーにアクセスして、タスクの詳細情報を確認できます。
リストアに失敗すると、エラーダイアログが表示され、ステータスバーが同様のメッセージで
更新されます。

新しいキーの生成
一連の SED のキーを再作成するには、以下の手順に従ってください。
1. [マネージャー] ペインで [システム]を選択し、メインツールバーで [暗号化]をクリックし

て [新規キーを生成]を選択します。 または、メニューバーで [アクション] > [システム] >
[暗号化] > [新規キーを生成]を選択できます。
[新規認証キーの生成およびバックアップ]ダイアログが表示されます。
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2. ファイル名とキーファイルの場所を入力するか、[参照]をクリックしてファイルに移動し、
[保存]をクリックしてダイアログに戻ります。 [キーファイル]テキストボックスに、選択
したファイルパスが入力されます。

警告! 外部メディア (CD、外部ハードドライブ、サーバーなど) にキーのバックアップ
ファイルを保存し、このメディアを安全な場所に保管します。 予想外のイベントが発生し
た場合は、キーのバックアップファイルとそのパスワードを使用して、認証キーをリカバ
リできる必要があります。 キーのバックアップを取らなかったり、キーのバックアップ
ファイルにアクセスできなかったりすると、すべてのストレージシステムのハードドライ
ブ上のデータが失われるおそれがあります。

3. パスワードを入力します (6～31 文字である必要があります)。
4. パスワードを再入力します。

5. [OK] をクリックしてバックアップ手順を開始し、キーの再作成プロセスを開始します。
バックアップが完了すると、ストレージシステム中のすべてのディスクに新しいキーが設定さ
れます。 キーの再作成プロセスが正常に開始されると、[タスクとスケジュール] マネージャー
を表示することでその進捗を監視できることを示すダイアログが表示されます。 現在のスト
レージシステムでキーの再作成手順を実行しながら、他のストレージシステムで作業できま
す。

キーの再作成プロセスが失敗した場合、エラーダイアログが表示されます。
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パート III ストレージの作成
この項には、ドメイン、ホスト、プロビジョニング、仮想ボリューム、および VLUN の管理に関する情
報が掲載されています。 詳細は、以下の各項を参照してください。
「ホストの管理」 (99 ページ)
「ホストセットの管理」 (119 ページ)
「共通プロビジョニンググループの管理 」 (124 ページ)
「仮想ボリューム」 (149 ページ)
「VLUN の管理」 (196 ページ)



9ホストの管理
ホストマネージャーでは以下の操作を実行できます。

「ホストの作成」 (99 ページ)
「ホストの編集」 (101 ページ)
「ホストの削除」 (102 ページ)
「ホストの表示」 (103 ページ)
「ホスト情報の表示」 (105 ページ)
「パスの表示」 (114 ページ)
「未割り当てのパスの表示」 (117 ページ)
「ホストマネージャーの使用」 (117 ページ)

注記:  ドメインユーザーは、アクセス権限のあるドメイン内部の情報のみを表示できます。

ホストの作成
HP 3PAR Management Console でホストを作成するには、次の手順を実行します。
1. マネージャーペインで [ホスト]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで [ホストの作成]をクリックします。

[ホストの作成]ウィザードが表示されます。

ホストの設定

1. [全般]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [システム] - 新しいホストを作成するシステムを選択します。
b. [ドメイン] - 新しいホストを作成するドメインを選択します。 該当しない場合は [< な
し >] を選択します。

c. [名前] - ホスト名を入力します。 名前は大文字と小文字が区別されます。
d. [セット名] - 新しいホストを作成するホストセットを選択します。 該当するドメイン

がない場合は、[< なし >] を選択してください。
e. [ホスト OS] - ホストで動作しているオペレーティングシステムを選択します。
f. [Persona] - host persona が表示され、無効になっています。 [ホスト OS] を選択した

場合、ユーザーに対応する persona が選択され、[オペレーティングシステム] 記述子
フィールドには [ホスト OS] が自動的に入力されます。
• 1 – Generic (Unit Attention Report LUN、SES デバイス有効)

• 2 – Generic-ALUA (Unit Attention Report LUN、 SES デバイス有効、Asymmetric
Logical Unit Access)

• 6 – Generic-legacy

• 7 – HPUX-legacy (Volume Set Addressing、LUN 0: ストレージコントローラーコン
ポーネント)

• 8 – AIX-legacy (Normal Auto Contingent Allegiance)

• 9 – Egenera (Soft Inquiry Data)

• 10 – ONTAP–legacy (Soft Inquiry Data)

• 11 – VMware (サブ LUN アドレス指定有効、Asymmetric Logical Unit Access)

• 12 – OpenVMS (Unit Attention Report LUN、Report Target Port Group、SES デバ
イス有効、LUN 0: ストレージコントローラーコンポーネント)
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• 13 – HPUX (Unit Attention Report LUN、Volume Set Addressing、SES デバイス有
効、Asymmetric Logical Unit Access、LUN 0: ストレージコントローラーコンポー
ネント)

• 15 — WindowsServer

2. (オプション) [記述子]グループボックスで、[場所]、[IP アドレス]、[オペレーティングシス
テム]、[モデル番号]、[連絡先]、および [コメント]フィールドに、必要に応じて説明情報を
入力します。

3. [次へ]をクリックします。または、[完了]をクリックしてウィザードを終了し、入力した情
報によりホストを作成します。

ファイバーチャネルの設定

1. 使用可能な WWN を割り当てるには、以下の手順を実行します。
a. [使用可能な WWN] リストから 1 つまたは複数の WWN を選択します。 このリスト

には、物理的に接続されているが、まだホストに割り当てられていないホストパスの
WWN がすべて表示されます。

b. 左矢印をクリックし、選択した WWN を [割り当て済みの WWN] リストに追加しま
す。

2. 新しい WWN を割り当てるには、[新規 WWN] テキストボックスに新しいホストの WWN
を入力して、[割り当て]をクリックします。

3. [次へ]をクリックします。または、[完了]をクリックしてウィザードを終了し、入力した情
報によりホストを作成します。

iSCSI の設定
1. [iSCSI ホストパス]グループボックスで、以下の手順を実行します。

a. [利用可能な iSCSI 名]リストから 1 つまたは複数の iSCSI 名を選択します。 このリス
トには、物理的に接続されているが、まだホストに割り当てられていないホストパス
の iSCSI 名がすべて表示されます。

b. 左矢印をクリックし、選択した iSCSI 名を [割り当て済みの iSCSI 名]リストに追加し
ます。

c. 新しい iSCSI 名を割り当てるには、[新規 iSCSI 名]テキストボックスに iSCSI 名を入力
して、[割り当て]をクリックします。

注記:  次の手順の [CHAP] グループボックスには、以下のルールがあります。
• [イニシエーター CHAP] チェックボックスを選択すると、CHAP 名はホスト名 (デフォ

ルト) に初期化されます。
• [イニシエーター CHAP] チェックボックスが選択されている場合、[ターゲット CHAP]

チェックボックスが有効になります。

• [CHAP 名] が入力されている場合、[CHAP シークレット]テキストボックスは必須で
す。

• [ターゲット CHAP] はオプションです。

• [ターゲット CHAP] は、[イニシエーター CHAP] が入力されている場合に限り入力でき
ます。

2. [CHAP] グループボックスで、以下の手順を実行します。
a. [イニシエーター CHAP] チェックボックスを選択します。 [CHAP 名]テキストボックス

にホスト名が表示されます。

b. [CHAP シークレット]テキストボックスにシークレットまたはパスワードを入力しま
す。

c. [CHAP シークレット]テキストボックスに 16 進数を入力する場合は、[16 進数]チェッ
クボックスを選択します。
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d. 必要な場合は、[ターゲット CHAP] チェックボックスを選択します。 [CHAP 名]テキス
トボックスにシステム名が表示されます。

e. [CHAP シークレット]テキストボックスにシークレットまたはパスワードを入力しま
す。

3. [次へ]をクリックして概要情報を表示します。または、[完了]をクリックしてウィザードを
終了し、ホストを設定します。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

ホストの編集
ホストを編集するには、[ホストの編集]ウィザードにアクセスします。
1. マネージャーペインで [ホスト]を選択します。
2. マネジメントツリーで、編集するホストが存在しているシステムの下にある [ホスト]をク

リックします。

3. [ホスト] 画面の [ホスト]タブをクリックします。
4. 編集するホストを右クリックして、メニューリストで [ホストの編集]を選択します。

[ホストの編集]ウィザードが表示されます。

ホストの設定

1. [全般]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [名前] - 新しいホスト名を入力します。
b. [ホスト OS] - ホストで動作しているオペレーティングシステムを選択します。
c. [Persona] - host persona が表示され、無効になっています。 [ホスト OS] を選択した

場合、ユーザーに対応する persona が選択され、[オペレーティングシステム] 記述子
フィールドには [ホスト OS] が自動的に入力されます。

2. (オプション) [記述子]グループボックスで、[場所]、[IP アドレス]、[オペレーティングシス
テム]、[モデル]、[連絡先]、[コメント]フィールドの説明情報を必要に応じて編集します。

3. [次へ]をクリックします。または、[完了]をクリックしてウィザードを終了し、入力した情
報によりホストを編集します。

ファイバーチャネルの設定

1. 使用可能な WWN を割り当てるには、以下の手順を実行します。
a. [使用可能な WWN] リストから 1 つまたは複数の WWN を選択します。 このリスト

には、物理的に接続されているが、まだホストに割り当てられていないホストパスの
WWN がすべて表示されます。

b. 左矢印をクリックし、選択した WWN を [割り当て済みの WWN] リストに追加しま
す。

c. 割り当て済みの WWN を削除するには、[割り当て済みの WWN] リストから 1 つま
たは複数の WWN を選択して、右矢印をクリックします。

2. 新しい WWN を割り当てるには、[新規 WWN] テキストボックスに新しいホストの WWN
を入力して、[割り当て]をクリックします。

3. [次へ]をクリックします。または、[完了]をクリックしてウィザードを終了し、ホストを編
集します。

iSCSI の設定
1. [iSCSI ホストパス]グループボックスで、以下の手順を実行します。
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a. [利用可能な iSCSI 名]リストから 1 つまたは複数の iSCSI 名を選択します。 このリス
トには、物理的に接続されているが、まだホストに割り当てられていないホストパス
の iSCSI 名がすべて表示されます。

b. 左矢印をクリックし、選択した iSCSI 名を [割り当て済みの iSCSI 名]リストに追加し
ます。

c. 割り当て済みの iSCSI 名を削除するには、[割り当て済みの iSCSI 名]リストから 1 つ
または複数の iSCSI 名を選択して、右矢印をクリックします。

d. 新しい iSCSI 名を割り当てるには、[新規 iSCSI 名]テキストボックスに iSCSI 名を入力
して、[割り当て]をクリックします。

注記:  次の手順の [CHAP] グループボックスには、以下のルールがあります。
• [イニシエーター CHAP] チェックボックスを選択すると、[CHAP 名]はホスト名 (デフォ

ルト) に初期化されます。
• [イニシエーター CHAP] チェックボックスが選択されている場合、[ターゲット CHAP]

チェックボックスが有効になります。

• [CHAP 名]が入力されている場合、[CHAP シークレット]テキストボックスは必須です。

• [ターゲット CHAP] はオプションです。

• [ターゲット CHAP] は、[イニシエーター CHAP] が入力されている場合に限り入力でき
ます。

2. [CHAP] グループボックスで、以下の手順を実行します。
a. [イニシエーター CHAP] チェックボックスを選択します。 [CHAP 名]テキストボックス

にホスト名が表示されます。

b. [CHAP シークレット]テキストボックスに新しいシークレットまたはパスワードを入力
します。

c. [CHAP シークレット]テキストボックスに 16 進数を入力する場合は、[16 進数]チェッ
クボックスを選択します。

d. 必要な場合は、[ターゲット CHAP] チェックボックスを選択します。 [CHAP 名] テキ
ストボックスにシステム名が表示されます。

e. [CHAP シークレット]テキストボックスに新しいシークレットまたはパスワードを入力
します。

3. [次へ]をクリックして概要情報を表示します。または、[完了]をクリックしてウィザードを
終了し、ホストを編集します。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

ホストの削除
1 つまたは複数のホストを削除するには、以下の手順を実行します。
1. マネージャーペインで [ホスト]を選択します。
2. マネジメントツリーで、削除するホストが存在しているシステムの下にある [ホスト]を選

択します。

3. [ホスト] 画面の [ホスト]タブをクリックします。
4. 削除するホストを選択します。

5. 右クリックして、メニューリストで [ホストの削除]を選択します。
[ホストの削除]ダイアログボックスが表示されます。

6. (オプション) [ホストの削除]ダイアログボックスで、エクスポートされたボリュームがあ
る場合の [ホストの削除]やホストセットからのホストの削除 (該当する場合) を選択しま
す。
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7. [OK] をクリックします。

ホストの表示
ホストマネージャーを使用して、接続されているすべてのシステムのホストと 1 つのシステム
のホストについて、それぞれの概要情報と詳細情報を表示できます。 また、ホストパスとホス
トセットの情報を表示できます。

詳細は、以下の各項を参照してください。

「すべてのホストの概要」 (103 ページ)
「システムのホストの概要」 (104 ページ)
「ホスト情報の表示」 (105 ページ)
「パスの表示」 (114 ページ)
「ホストマネージャーの使用」 (117 ページ)

すべてのホストの概要

接続されているすべてのシステムのホストの概要を表示するには、以下の手順を実行します。

1. マネージャーペインで [ホスト]を選択します。
2. マネジメントツリーで、[ストレージシステム]を選択します。
3. [概要]タブをクリックします。

以下の情報が提供されます。

説明フィールドグループ

ホストの総数。[ホスト ][全般 ]

ホストセットの合計数。[ホストセット ]

オペレーティングシステムの内訳が表示されます。 Host
Explorer が実行されていない場合、このフィールドは [不明]
と表示されます。

[オペレーティングシステム ]

1 ホストあたりのパスの平均数。[ホストあたりの平均パス数 ]

1 ホストあたりの VLUN の平均数。[平均/ホスト ][アクティブ VLUN
]

オンにすると、有効な VLUN のうち上位 10 件のみが表示さ
れます。 チェックボックス (システム内に 10 台を上回るホ
ストが存在する場合に表示)。

[トップ 10 ]

ホストの名前。 リストされている名前は、それぞれ [ホスト]
画面にリンクしています。

[ホスト ]
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説明フィールドグループ

ホストが存在しているシステム。[システム ]

有効な VLUN の数。[アクティブ VLUN ]

合計エクスポートサイズ (GiB)。[エクスポート済み合計サイズ
]

[エクスポート済み
容量 ]

平均仮想サイズ (GiB)。[平均仮想サイズ ]

オンにすると、エクスポートされた容量の大きさが上位 10
件のホストのみが表示されます。 チェックボックス (ドメイ
ン内に 10 台を上回るホストが存在する場合に表示)。

[トップ 10 ]

ホストの名前。 リストされている名前は、それぞれ [ホスト]
画面にリンクしています。

[ホスト ]

エクスポート元のシステム。[システム ]

合計エクスポートサイズ (GiB)。[エクスポート済み合計サイズ
]

システムのホストの概要

1 つのシステムのホストの概要にアクセスするには、以下の手順を実行します。
1. マネージャーペインで [ホスト]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示するホストが含まれているシステムを選択します。

システムホストの概要が表示されます。

以下の情報が提供されます。

説明フィールドグループ

ホストの総数。 これは、[ホスト] 画面にリンクしています。[ホスト ][全般 ]

ホストセットの合計数。 これは、[ホストセット] 概要画面にリ
ンクしています。

[ホストセット ]
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説明フィールドグループ

オペレーティングシステムの内訳が表示されます。 Host Explorer
が実行されていない場合、このフィールドは [不明] と表示され
ます。

[オペレーティングシステ
ム ]

パスの合計数。 これは、[パス] 画面にリンクしています。[パス ]

未割り当てのホストの合計数。 これは、[未割り当て] パス画面
にリンクしています。

[未割り当て ]

有効な VLUN の平均数。[平均/ホスト ][アクティブ VLUN ]

ホストの名前。 リストされている名前は、それぞれ [ホスト] 画
面にリンクしています。

[ホスト ]

ホストが存在しているドメイン。[ドメイン]

1 ホストあたりの有効な VLUN の数。[アクティブ VLUN ]

ノード番号。[ノード ][ドあたりのイニシ
エーター数 ]

イニシエーターの数。[イニシエーター ]

1 ホストあたりのエクスポート済みサイズ (GiB)。[エクスポート済み合計サ
イズ ]

[エクスポート済み容
量 ]

エクスポート済み容量の平均仮想サイズ (GiB)。[平均仮想サイズ ]

ホストの名前。 リストされている名前は、それぞれ [ホスト] 画
面にリンクしています。

[ホスト ]

1 ホストあたりのエクスポート済みサイズ (GiB)。[エクスポート済み合計サ
イズ ]

ホストポートの場所 (ノード:スロット:ポートの形式)。[ポート ][ポートあたりのイニ
シエーター数 ]

ホストポートのタイプ。[タイプ ]

イニシエーターの数。[イニシエーター ]

ホスト情報の表示
1 つのシステムのホストに関するより詳細な情報を表示するには、以下の手順を実行します。
1. マネージャーペインで [ホスト]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示するホストが含まれているシステムの下にある [ホスト]を選

択します。

[ホスト] 画面はリストペインと詳細ペインに分かれています。 リストペインには、システム内
のすべてのホストに関する全般的な情報が表示されます。 詳細ペインには、リストペインで選
択した特定のホストに関する詳細な情報が表示されます。

リストペイン

リストペイン内の情報は、次の 2 つのタブで表示されます。 [ホスト]と [Host Explorer] です。

[ホスト] タブ
[ホスト]タブには設定によって概要情報または記述子情報を表示できます。
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以下の概要情報が表示されます。

説明列

ホストの名前。[名前 ]

ホストが存在しているドメイン。[ドメイン ]

ホストポート。[ホストポート ]

ホストを認識可能なシステムポート。[ストレージシステムポート
]

ホストに接続されているノード。[ノード ID ]

以下の host persona のいずれかです。[Persona ]
• 1 – Generic (Unit Attention Report LUN、SES デバイス有効)

• 2 – Generic-ALUA (Unit Attention Report LUN、 SES デバイス有効、Asymmetric
Logical Unit Access)

• 6 – Generic-legacy

• 7 – HPUX-legacy (Volume Set Addressing、LUN 0: ストレージコントローラーコン
ポーネント)

• 8 – AIX-legacy (Normal Auto Contingent Allegiance)

• 9 – Egenera (Soft Inquiry Data)

• 10 – ONTAP–legacy (Soft Inquiry Data)

• 11 – VMware (サブ LUN アドレス指定有効、Asymmetric Logical Unit Access)

• 12 – OpenVMS (Unit Attention Report LUN、Report Target Port Group、SES デバイ
ス有効、LUN 0: ストレージコントローラーコンポーネント)

• 13 – HPUX (Unit Attention Report LUN、Volume Set Addressing、SES デバイス有
効、Asymmetric Logical Unit Access、LUN 0: ストレージコントローラーコンポー
ネント)

• 15 — WindowsServer

ホストからエクスポートされたボリュームの数。[エクスポートボリューム ]

エクスポートされたデータの合計サイズ (GiB)。[エクスポート済み合計サイ
ズ ]
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以下の記述子情報が表示されます。

説明列

ホストの名前。[名前 ]

ホストが存在しているドメイン。[ドメイン ]

ホストの場所。[場所 ]

ホストの IP アドレス。[IP アドレス ]

オペレーティングシステムの種類。[オペレーティングシステム
]

ホスト HBA のモデル。[モデル ]

連絡先情報。[連絡先 ]

注記。[コメント ]

[Host Explorer] タブ

注記: [Host Explorer] タブは、HP 3PAR OS 2.3.1 以降を実行するシステムの場合に表示され
ます。 また、ホストが Host Explorer の情報から作成された場合はその情報が表示されます。

[Host Explorer] タブには以下の情報が表示されます。

説明列

ホストの名前。[ホスト名 ]

エージェントによって報告されたホストの名前。[報告されたホスト名 ]

ホストが存在しているドメイン。[ドメイン ]

オペレーティングシステムの種類。[OS ]

オペレーティングシステムのバージョン。[OS バージョン ]

オペレーティングシステムのパッチレベル。[OS パッチ ]
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説明列

ホストの IP アドレス。[IP ]

ホスト上で使用中のマルチパスソフトウェア。[マルチパス ]

マルチパスソフトウェアのバージョン。[マルチパスバージョン ]

ホスト上で使用中のホストクラスタリングソフトウェア。[クラスターソフトウェア ]

ホストクラスタリングソフトウェアのバージョン。[クラスターソフトウェア
バージョン ]

ホストクラスターの ID。[クラスター ID ]

ホストクラスターの名前。[クラスター名 ]

詳細ペイン

詳細ペインには、リストペインで選択した特定のホストに関する詳細な情報が表示されます。
リストペインの [ホスト]タブでホストを選択すると、詳細ペインには 4 つのタブ ([概要]、
[VLUN]、[仮想ボリューム]、および [リンクエラー]) が表示されます。 [Host Explorer] タブでホ
ストを選択すると、詳細ペインには Host Explorer の詳細が表示されます。
詳細は、以下の各項を参照してください。

「ホストの概要の詳細」 (108 ページ)
「Host Explorer の詳細」 (109 ページ)
「VLUN の詳細」 (110 ページ)
「仮想ボリュームの詳細」 (112 ページ)
「リンクエラーの詳細」 (113 ページ)

ホストの概要の詳細

概要の詳細は [概要]タブに表示されます。
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以下の情報が提供されます。

説明フィールドグループ

ホストの名前。[名前 ][全般 ]

ホストの ID。[ID ]

ホストが存在しているドメイン。[ドメイン ]

ホストセット内のホストの数。[セット ]

ホストポート。[ホストポート ]

ホストを認識可能なシステムポート。[ストレージシステムポート ]

ホストに接続されているノード。[ノード ID ]

ホストからエクスポートされたボリュームの数。[エクスポートボリューム ]

エクスポートされたデータの合計サイズ (GiB)。[エクスポート済み合計サイズ ]

ホストの場所。[場所 ][記述子 ]

ホストの IP アドレス。[IP アドレス ]

オペレーティングシステムの種類。[オペレーティングシステム ]

ホスト HBA のモデル。[モデル ]

連絡先情報。[連絡先 ]

コメント。[コメント ]

ホストの World-Wide Name (WWN) または iSCSI
名。

[WWN/iSCSI 名][パス]

ホストポートのタイプ。[タイプ]

ホストポートの場所 (ノード:スロット:ポートの形
式)。

[ポート]

persona の名前。[名前 ][Persona ]

persona の ID。[ID ]

persona の機能。[機能 ]

イニシエーター CHAP が有効か無効か。[イニシエーター CHAP][CHAP] (該当する場合)

イニシエーター CHAP の名前。[CHAP 名]

ターゲット CHAP が有効か無効か。[ターゲット CHAP]

ターゲット CHAP の名前。[CHAP 名]

Host Explorer の詳細
詳細ペインの Host Explorer の詳細画面には、リストペインの [ホスト]タブで選択したホストに
関する詳細情報が表示されます (選択したホストが Host Explorer 情報を使用して作成された場
合のみ表示されます)。
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以下の情報が提供されます。

説明フィールドグループ

ホストの名前。[ホスト名 ][全般 ]

ホストの ID。[ID]

ホストが存在しているドメイン。[ドメイン ]

エージェントによって報告されたホストの名前。[報告されたホスト名 ]

オペレーティングシステムの種類。[OS ]

オペレーティングシステムのパッチレベル。[OS パッチ ]

ホストの CPU。[アーキテクチャー ]

ホストの IP アドレス。[IP ]

ホスト上で使用中のマルチパスソフトウェア。[マルチパス ]

ホスト上で使用中のホストクラスタリングソフトウェア。[クラスターソフトウェア
]

ホストクラスターの ID。[クラスター ID ]

ホストクラスターの名前。[クラスター名 ]

ホスト HBA の WWN。[WWN ][パス]

ホスト HBA のベンダー。[ベンダー ]

ホスト HBA のモデル。[モデル ]

ホスト HBA のファームウェアバージョン。[ファームウェアバージョ
ン ]

ホストのドライバーバージョン。[ドライバーバージョン ]

ホストの速度。[速度 ]

ホスト WWN がマルチパスシステムポートで表示されるかを
示します。

[複数接続 ]

VLUN の詳細
VLUN の詳細は以下の 3 つのタブに表示されます。
「[VLUN テンプレート] タブ」 (111 ページ)
「[アクティブ VLUN] タブ」 (111 ページ)
「[パス概要] タブ」 (112 ページ)
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[VLUN テンプレート] タブ

以下の情報が提供されます。

説明列

エクスポートされた LUN 値。 各 LUN は、VLUN テンプレートにリンクしています。[LUN ]

VLUN が属しているドメイン。[ドメイン ]

エクスポートされたボリューム。 各仮想ボリュームは、仮想ボリューム画面にリン
クしています。

[仮想ボリューム ]

ボリュームの RAID タイプ。[RAID タイプ ]

VLUN のエクスポート先となっているホストの名前。[ホスト ]

パスの接続先ポートで、ノード:スロット:ポートの形式。[ポート ]

VLUN のタイプ。[タイプ ]

有効な VLUN の数。[アクティブ VLUN ]

[アクティブ VLUN] タブ

以下の情報が提供されます。

説明列

エクスポートされた LUN 値。[LUN ]

VLUN が属しているドメイン。[ドメイン ]

エクスポートされたボリューム。[仮想ボリューム ]
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説明列

ボリュームの RAID タイプ。[RAID タイプ ]

VLUN のエクスポート先となっているホストの名前。[ホスト ]

パスの接続先ポートで、ノード:スロット:ポートの形式。[ポート ]

ホストの WWN または iSCSI 名。[WWN/iSCSI 名 ]

VLUN のサイズ (GiB)。[エクスポートサイズ ]

VLUN のタイプ。[タイプ ]

[パス概要] タブ

以下の情報が提供されます。

説明列

エクスポートされた LUN 値。[LUN ]

エクスポートされたボリューム。[仮想ボリューム ]

VLUN のエクスポート先となっているホストの名前。[ホスト ]

ホストポートの数。[ホストポート]

ホストが報告した WWN。ただし、システムでは参照できません。[非アクティブポート ]

ホストを認識できるシステムポートの数。[ストレージシステムポート
]

ホストとシステムの間の使用可能な一意のパスの合計数。[利用可能なパス ]

システムによって認識され、ホストによって「正常」と報告されたパスの数。[正常なパス ]

使用中のマルチパス方式。[マルチパス ]

障害パスの監視方法。[障害パスポリシー]

ホストが障害パスをチェックするための監視間隔 (秒単位)。[監視間隔 ]

ホスト上の選択された VLUN に対応するデバイス名。[ホストデバイス名 ]

仮想ボリュームの詳細

詳細ペインの仮想ボリュームの詳細画面には、リストペインの [ホスト]タブで選択したボリュー
ムに関する詳細情報が表示されます。
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以下の情報が提供されます。

説明列

ホストの名前。 括弧内は、ボリュームツリーにおける階層の深さ。 それぞれ
の名前は、仮想ボリュームタブにリンクしています。

[名前 ]

仮想ボリュームが所属するドメイン。[ドメイン ]

ボリュームが所属しているホストセットの名前。[セット]

システムの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ペー
ジ) を参照してください。

[ステータス ]

ボリュームが、基本ボリューム、物理コピー、またはバーチャルコピーのいず
れであるかを示します。

[タイプ ]

ボリュームが、フルプロビジョニングされた仮想ボリューム (Full) またはシン
プロビジョニングされた仮想ボリューム (TPVV) のどちらであるかを示します。

[プロビジョニング ]

ボリュームの RAID タイプ。[RAID ]

ボリュームのサイズ (GiB)。[仮想サイズ ]

ボリュームの予約済みユーザースペースのサイズ (GiB)。[予約済みユーザーサイズ ]

使用されているユーザースペースの割合。[予約済みユーザーサイズ (％ 仮
想)]

ボリュームの予約済みコピースペースのサイズ。[予約済みコピースペースサイズ
]

使用されているコピースペースの割合。[予約済みコピースペースサイズ
(% 仮想)]

ボリュームのエクスポート先となっているホスト。 赤色のエントリーは、非ア
クティブな VLUN を示しています。 青色のエントリーは、アクティブな VLUN
を示しています。 各ホスト名は、ホストの [概要] タブにリンクしています。

[エクスポート先 ]

リンクエラーの詳細

詳細ペインのリンクエラーの詳細画面には、リストペインの [ホスト]タブで選択したホストに
関する詳細情報が表示されます。
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以下の情報が提供されます。

説明列

ポートの World Wide Name。[ポート WWN ]

ポートの数。 各ポートは、ポートの概要画面にリンクしています。[ポート ]

アービトレーテッドループ物理アドレス。[AL_PA ]

信号 (電気信号または光信号) の損失またはタイムアウト期間を超える同期の
損失が生じているファイバーチャネルループ。

[リンク障害 ]

信号 (電気信号または光信号) はありますが、ファイバーチャネルのデータが
有効ではありません。

[同期喪失 ]

ファイバーチャネルノードの受信ポートへの信号 (電気信号または光信号) の
損失。

[信号損失 ]

プリミティブシーケンスのプロトコルエラー。 ファイバーチャネルのプリミ
ティブシーケンスの送信中にエラーが発生しました。 ループリカバリまたは
初期化中のエラーを示している可能性があります。

[プリミティブシーケンス ]

無効な伝送ワード。 受信したファイバーチャネルの伝送ワードが正しくあり
ません。

[無効なワード ]

無効な巡回冗長検査。 ファイバーチャネルフレームのデータが破損していま
す。

[無効な CRC ]

パスの表示
ホストパスを表示するには、以下の手順を実行します。

1. マネージャーペインで [ホスト]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示するホストパスが含まれているシステムの下にある [パス]を

選択します。

[パス] 画面はリストペインと詳細ペインに分かれています。 リストペインには、システムのす
べてのホストパスの概要が表示されます。 詳細ペインには、リストペインで選択した 1 つの
ホストパスの詳細な情報が表示されます。

リストペイン

[パス] 画面のリストペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

ホストの WWN または iSCSI 名。[WWN/iSCSI 名 ]

ホストの名前。 名前が表示されていない場合、パスは未割り当てです。 各ホスト
名は、ホストの [概要]タブにリンクしています。

[ホスト名 ]

ホストが存在しているドメイン。[ドメイン ]

パスのタイプ (ファイバーチャネルまたは iSCSI)。[タイプ ]

114 ホストの管理



説明列

パスの接続先ポート (ノード:スロット:ポートの形式)。 各ポートは、ポートの概要
にリンクしています。

[ポート ]

iSCSI パスの IP アドレス。[iSCSI IP アドレス ]

詳細ペイン

詳細ペインでは、リストペインで選択した 1 つのホストパスの詳細な情報が以下の 3 つのタ
ブに表示されます。

「[VLUN テンプレート] タブ」 (115 ページ)
「[アクティブ VLUN] タブ」 (116 ページ)
「[パス概要] タブ」 (116 ページ)

[VLUN テンプレート] タブ

[VLUN テンプレート]タブには以下の情報が表示されます。

説明列

エクスポートされた LUN 値。[LUN ]

VLUN が属しているドメイン。[ドメイン ]

エクスポートされたボリューム。[仮想ボリューム ]

ボリュームの RAID タイプ。[RAID タイプ ]

VLUN のエクスポート先となっているホストの名前。[ホスト ]

パスの接続先ポート (ノード:スロット:ポートの形式)。[ポート ]

VLUN のタイプ。[タイプ ]

有効な VLUN の数。[アクティブ VLUN ]
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[アクティブ VLUN] タブ

[アクティブ VLUN] タブには以下の情報が表示されます。

説明列

エクスポートされた LUN 値。 各 LUN は、「[アクティブ VLUN] タブ」 (198 ページ)
にリンクしています。

[LUN ]

VLUN が属しているドメイン。[ドメイン ]

エクスポートされたボリューム。 各仮想ボリュームは、[仮想ボリューム]タブにリン
クしています。

[仮想ボリューム ]

ボリュームの RAID タイプ。[RAID タイプ ]

VLUN のエクスポート先となっているホストの名前。[ホスト ]

パスの接続先ポート (ノード:スロット:ポートの形式)。[ポート ]

ホストの WWN または iSCSI 名。[ホスト WWN/iSCSI 名 ]

VLUN のサイズ (GiB 単位)。[エクスポートサイズ ]

VLUN のタイプ。[タイプ ]

[パス概要] タブ
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[パス概要]タブには以下の情報が表示されます。

説明列

エクスポートされた LUN 値。[LUN ]

エクスポートされたボリューム。[仮想ボリューム ]

VLUN のエクスポート先となっているホストの名前。[ホスト ]

ホストポートの数。[ホストポート]

ホストが報告した WWN。ただし、システムでは参照できません。[非アクティブポート ]

ホストを認識できるシステムポートの数。[ストレージシステムポート ]

ホストとシステムの間の使用可能な一意のパスの合計数。[利用可能なパス ]

システムによって認識され、ホストによって「正常」と報告されたパスの数。[正常なパス ]

使用中のマルチパス方式。[マルチパス ]

障害パスの監視方法。[障害パスポリシー]

ホストが障害パスをチェックするための監視間隔 (秒単位)。[監視間隔 ]

ホスト上の選択された VLUN に対応するデバイス名。[ホストデバイス名 ]

未割り当てのパスの表示

未割り当てのホストパスを表示するには、以下の手順を実行します。

1. マネージャーペインで [ホスト]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示する未割り当てのホストパスが含まれているシステムの [パ
ス]ノードの下にある [未割り当て]を選択します。

[未割り当て] パス画面に表示される情報はリストペインと詳細ペインに分割されており、[パ
ス] 画面に表示される情報と同じです。

ホストマネージャーの使用
HP 3PAR Host Explorer をインストールした場合、各 WWN または各 iSCSI の名前はそのホス
トで分類され、新しいホストがストレージシステムに接続されるごとに、システムは既存のホ
スト割り当てに従って新しいホストパスを自動的に構成できるようになります。 詳細は、『HP
3PAR Host Explorer ユーザーガイド』を参照してください。
また、HP 3PAR Management Console を使用して、確立されていないホストパスとしての新し
い WWN または iSCSI 名を追加し、ホストシステムがストレージシステムに物理的に接続さ
れる前に、それらを既存のホストに割り当てること、またはそれらを使用して新しいホストを
作成することができます。 これにより、新しいホストパスの確立後の手動での再構成が不要な
「プラグアンドプレイ」機能が可能になります。

Host Manager の詳細は、以下の各項を参照してください。
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「ホスト情報の表示」 (105 ページ)
「ホストの管理」 (99 ページ)
「ホストセットの管理」 (119 ページ)

注記:  ドメインユーザーは、アクセス権限のあるドメイン内部の情報のみを表示できます。

ドメインユーザーの場合、マネジメントツリーの [ドメイン] ノードを使用してホストタスクを
実行できます。 [ドメイン]ノードでの情報および手順は、[ストレージシステム]ノードの下の
情報および手順と同じです。ただし、情報はドメインによってフィルターされています。

118 ホストの管理



10ホストセットの管理
ホストセットを使用するとホストグループの名前を作成できます。 これを利用して、仮想ボ
リュームを同じ一連のホストにエクスポートすることができます。

ホストセットでは以下の操作を実行できます。

「ホストセットの作成」 (119 ページ)
「ホストセットへのホストの追加」 (119 ページ)
「ホストセットの編集」 (120 ページ)
「ホストセットの削除」 (120 ページ)
「ホストセットの表示」 (121 ページ)
「ホストセットの詳細の表示」 (121 ページ)

注記:  ドメインユーザーは、アクセス権限のあるドメイン内部の情報のみを表示できます。

ホストセットの作成
ホストセットを作成するには、[ホストセットの作成]ウィザードにアクセスします。
1. マネージャーペインで [ホスト]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで [ホストセットの作成]をクリックします。

[ホストセットの作成]ウィザードが表示されます。

全般

1. [全般]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [システム] - 新しいホストセットを作成するシステムを選択します。
b. [ドメイン] - 新しいホストセットを作成するドメインを選択します。 該当するドメイ

ンがない場合は、[< なし >] を選択してください。
c. [名前] - ホストセット名を入力します
d. [コメント] - (オプション) コメントを入力します。

2. [次へ]をクリックします。または、[完了]をクリックしてウィザードを終了し、入力した情
報によりホストセットを作成します。

ホスト

1. 利用可能なホストを割り当てるには、以下の手順を実行します。

a. [利用可能]のホストリストから 1 つまたは複数の WWN を選択します。
b. 下矢印をクリックし、選択した WWN を [割り当て済み]のホストリストに追加しま

す。

2. [次へ]をクリックします。または、[完了]をクリックしてウィザードを終了し、入力した情
報によりホストセットを作成します。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

ホストセットへのホストの追加
既存のホストセットにホストを追加できます。

既存のホストセットに 1 つまたは複数のホストを追加するには、[ホストセットへの追加]ダイ
アログボックスにアクセスします。

1. マネージャーペインで [ホスト]を選択します。
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2. マネジメントツリーで、ホストが存在しているシステムの下にある [ホスト]を選択しま
す。

3. [ホスト] 画面の [ホスト]タブをクリックします。
4. 追加するホストを選択します。

5. 右クリックして、メニューリストで [ホストセットへの追加]を選択します。
[ホストセットへの追加]ダイアログボックスが表示されます。

6. ホストセットをリストから選択します。

7. [OK] をクリックします。

ホストセットの編集
ホストセットを編集するには、[ホストセットの編集]ウィザードにアクセスします。
1. マネージャーペインで [ホスト]を選択します。
2. マネジメントツリーで、編集するホストセットが存在するシステムの下にある [ホストセッ
ト]を選択します。

3. [ホストセット] 画面で、編集するホストセットを右クリックして、メニューリストで [編
集]を選択します。
[ホストセットの編集]ウィザードが表示されます。

全般

1. [全般]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [名前] - 新しいホストセット名を入力します
b. [コメント] - (オプション) コメントを入力します。

2. [次へ]をクリックします。または、[完了]をクリックしてウィザードを終了し、入力した情
報によりホストセットを編集します。

ホスト

1. 利用可能なホストを割り当てるには、以下の手順を実行します。

a. [利用可能]のホストリストから 1 つまたは複数の WWN を選択します。
b. 下矢印をクリックし、選択した WWN を [割り当て済み]のホストリストに追加しま

す。

c. [割り当て済み]のホストリストからホストを削除するには、[割り当て済み]のホストリ
ストで 1 つまたは複数のホストを選択して上矢印をクリックします。

2. [次へ]をクリックします。または、[完了]をクリックしてウィザードを終了します。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

ホストセットの削除
1 つまたは複数のホストセットを削除するには、以下の手順を実行します。
1. マネージャーペインで [ホスト]を選択します。
2. マネジメントツリーで、削除するホストセットが存在するシステムの下にある [ホストセッ
ト]を選択します。

3. [ホストセット] 画面で、削除するホストセットを選択します。
4. 右クリックして、メニューリストで [削除]を選択します。

[ホストセットの削除]ダイアログボックスが表示されます。
5. [OK] をクリックします。
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ホストセットの表示
ホストセットの概要を表示するには、以下の手順を実行します。

1. マネージャーペインで [ホスト]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示するホストセットが含まれているシステムの [ホスト]ノード

の下にある [ホストセット]を選択します。

以下の情報が提供されます。

説明列

ホストセットの名前。 リストされている名前は、それぞれ [ホストセット]詳細画面
にリンクしています。

[名前 ]

ホストセットが存在しているドメイン。[ドメイン ]

ホストセットに属しているホストの数。[ホスト]

ホストセットの合計予約済みサイズ (GiB 単位)。[予約済みサイズ合計]

すべてのホストセットの合計エクスポートサイズ (GiB 単位)。[エクスポート済み合計サイ
ズ]

ホストセットに関するコメント。[コメント ]

ホストセットの詳細の表示
ホストセットの詳細を表示するには、以下の手順を実行します。

1. マネージャーペインで [ホスト]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示するホストセットが含まれているシステムの [ホストセット]

ノードの下にある [< ホストセット名 >] を選択します。
または

[ホストセット] の概要画面で、詳細を表示するホストセットの名前を選択します。
[ホストセット] の詳細画面には、次のタブが含まれます。
「[ホストセット] の詳細の [概要] タブ」 (122 ページ)
「[ホストセット] の詳細の [ホスト] タブ」 (122 ページ)
「[ホストセット] の詳細の [パス] タブ」 (123 ページ)
「[ホストセット] の詳細の [仮想ボリューム] タブ」 (123 ページ)
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[ホストセット] の詳細の [概要] タブ

以下の情報が提供されます。

説明フィールドグループ

ホストセットの名前。[名前 ][全般 ]

ホストセットが存在しているドメイン。[ドメイン ]

ホストセット内のホストの数。[ホスト ]

オペレーティングシステムの内訳が表示されま
す。 Host Explorer が実行されていない場合、こ
のフィールドは [不明] と表示されます。

[オペレーティングシステム ]

コメント。[コメント]

有効な VLUN の平均数。[平均/ホスト ][アクティブ VLUN ]

ホストの名前。 リストされている名前は、それ
ぞれ [ホスト] 画面にリンクしています。

[ホスト ]

ドメインの名前。[ドメイン ]

1 ホストあたりの有効な VLUN の数。[アクティブ VLUN ]

1 ホストあたりのエクスポート済みサイズ
(GiB)。

[エクスポート済み合計サイズ ][エクスポート済み容量 ]

エクスポート済み容量の平均仮想サイズ (GiB)。[平均仮想サイズ ]

ホストの名前。 リストされている名前は、それ
ぞれ [ホスト] 画面にリンクしています。

[ホスト ]

ドメインの名前。[ドメイン]

ホストのエクスポート済みサイズ (GiB 単位)。[エクスポート済み合計サイズ]

[ホストセット] の詳細の [ホスト] タブ
概要情報と記述子情報を使用して、[ホストセット]の詳細のタブをフィルターできます。 [概要]
画面には、選択したホストセット内にある各ホストの基本情報が表示されます。 [記述子] 画面
には、ホストセットを作成または編集したときに [記述子] グループボックスから取得した情報
が表示されます。
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[概要] フィルター
以下の情報が提供されます。

説明列

ホストの名前。[名前]

ホストが存在しているドメイン。[ドメイン]

ホストポートの数。[ホストポート]

ホストに関連付けられているストレージシステムポートの数。[ストレージシステムポート]

ホストに関連付けられているノード ID の数。[ノード ID]

ホストに関連付けられている persona。[Persona]

エクスポートされたボリュームの総数。[エクスポートボリューム]

エクスポートされたボリュームの合計予約済みサイズ (GiB 単位)。[予約済みサイズ合計]

エクスポートされたボリュームの合計サイズ (GiB 単位)。[エクスポート済み合計サイズ]

[記述子] フィルター
リスト表示されたホストごとに、[記述子] 画面では、ホストが作成または編集されたときに
[記述子]グループボックスの [場所]、[IP アドレス]、[オペレーティングシステム]、[モデル]、
[連絡先]、および [コメント]の各フィールドに入力された情報が表示されます。

[ホストセット] の詳細の [パス] タブ
[ホストセット] の詳細の [パス] 画面には、以下の情報が表示されます。

説明列

ホストの WWN または iSCSI 名。[WWN/iSCSI 名]

ホストの名前。[ホスト名]

ホストが存在しているドメイン。[ドメイン]

ホストパスのタイプ (FC、iSCSI など)。[タイプ]

ホストポートの場所 (ノード:スロット:ポートの形式)。[ポート]

iSCSI IP アドレス (該当する場合)。[iSCSI IP アドレス]

[ホストセット] の詳細の [Host Explorer] タブ
この画面に表示される情報は、「[Host Explorer] タブ」 (107 ページ) の表示と同じものです。

[ホストセット] の詳細の [仮想ボリューム] タブ
この画面に表示される情報は、「[仮想ボリューム] タブの表示」 (179 ページ) のリストペイン
の表示と同じものです。
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11 共通プロビジョニンググループの管理
プロビジョニングマネージャーを使用して、システムの CPG に関連付けられたすべてのタス
クを実行できます。 次の項が用意されています。
「共通プロビジョニンググループの作成」 (124 ページ)
「共通プロビジョニンググループの編集」 (125 ページ)
「共通プロビジョニンググループのテンプレートとしての保存」 (127 ページ)
「類似した共通プロビジョニンググループの作成」 (129 ページ)
「共通プロビジョニンググループの圧縮」 (130 ページ)
「共通プロビジョニンググループの削除」 (130 ページ)
「共通プロビジョニンググループテンプレートの作成」 (131 ページ)
「共通プロビジョニンググループテンプレートの編集」 (133 ページ)
「共通プロビジョニンググループの表示」 (134 ページ)

共通プロビジョニンググループの作成
CPG アクセスを作成するには、[CPG の作成]ウィザードにアクセスします。
1. マネージャーペインで、[プロビジョニング]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[CPG の作成]をクリックします。
[CPG の作成]ウィザードが表示されます。

全般

1. [システム] - CPG を作成するシステムを選択します。
2. [ドメイン] - CPG が配置されるドメインを選択します。 該当するドメインがない場合は、

[< なし >] を選択してください。
3. [名前] - 新しい CPG の名前を入力します。
4. [テンプレートの使用] - 新しい CPG に適用する CPG テンプレートを選択します。 必要が

なければ、[< なし >] を選択します。
5. [デバイスタイプ] - Fast Class ドライブの場合は [FC]、ニアラインドライブの場合は [NL]、

SSD ドライブの場合は [SSD] を選択します。
6. [デバイス RPM] - 適切な速度または [< デフォルト >] を選択します。 cMLC SSD では、デ

バイス RPM は 100K です。 SanDisk ECO SSD では 150K です。

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の
場合は回転速度ではありません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のド
ライブのパフォーマンスを比較するための概算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場
合、数値は、実際の回転速度と一致しており、パフォーマンスを示す指標にもなっていま
す。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的
なパフォーマンスベンチマークとして扱われます。

7. [可用性] * リストから、[Cage] (デフォルト)、[Port]、または [Magazine] を選択します。
8. [優先するチャンクレット *] リストから、[Fast] (デフォルト) または [Slow] を選択します。
9. [RAID タイプ] - ボリュームの RAID タイプを選択します。

注記:  大容量の NL ドライブでは、RAID-6 を強くお勧めします。

10. [セットサイズ] - セットサイズを選択します。
11. [ステップサイズ] * リストから、[32KiB]、[64KiB]、[128KiB]、[256KiB]、または [512KiB]

を選択します。 デフォルト値と使用可能な値は、使用されている RAID タイプおよびデバ
イスの種類によって異なります。 FC または NL ドライブを使用している場合、[ステップ
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サイズ] のデフォルト値は、RAID 0 と RAID 1 は 256KiB、RAID 5 は 128KiB です。SSD
ドライブを使用している場合、[ステップサイズ] のデフォルト値は、RAID 0 と RAID 1 は
32KiB、RAID 5 は 64KiB です。RAID 6 のデフォルト値は、セットサイズによって変わり
ます。

12. [サイズの増分] * - [有効]チェックボックスを選択して適切な値を入力し、リストから単位
([MiB]、[GiB]、[TiB]) を選択します。 (CLI コマンド createcpg で –sdgs 引数を使用する
のと同じです)。

13. [サイズの増加の制限値] * - [有効]チェックボックスを選択して適切な値を入力し、リスト
から単位 ([MiB]、[GiB]、[TiB]) を選択します。 (CLI コマンド createcpg で –sdgs 引数
を使用するのと同じです)。

注意:  一部の CPG、特に SSD などの小さな物理ディスクを使用する CPG では、CPG
に追加するバッファー領域が、未使用のままにしておくには大きすぎる場合があります。
このバッファー領域を最小限に留めるには、CPG の増加の制限を必要最低限の値に設定し
ます。 ただし、これを行う場合は、CPG をスナップショットまたは基本 TPVV の割り当
てのデフォルト (CLI コマンドの showvv -cpgalloc で表示される CPG) にしないよう
にします。 スナップショットまたは基本 TPVV の割り当てのデフォルト CPG には、拡張
の余地が常に十分にあるものを選択します。

注記:  SSD CPG を自動増加に使用せず、Adaptive Optimization の移動のみに使用する
場合は、SSD CPG の増加の制限を最低限の値に減らすことを推奨します。ただし、次の
注意事項で説明するように、CPG がスナップショットまたは基本 TPVV の割り当てのデ
フォルトの場合は除きます。

14. [サイズの増加の警告] * - [有効]チェックボックスを選択して適切な値を入力し、リストか
ら単位 ([MiB]、[GiB]、[TiB]) を選択します。 (CLI コマンド createcpg で –sdgsw 引数を
使用するのと同じです)。

注記: CPG が AO 構成の一部である場合、Adaptive Optimization では、その階層に新し
いデータを移動する際の領域制限として、CPG の警告制限が使用されます。

15. [次へ]をクリックして、[ディスクフィルター]を使用するか ([詳細設定オプションの表示]が
有効になっている場合)、または [完了]をクリックします。

アスタリスク (*) が付いた項目は [詳細設定オプションの表示]が選択されている場合にのみ表
示されます。

ディスクフィルター

[ディスクフィルター]は、使用されている物理ディスクを表示します。 [パターン] は、使用さ
れるディスクのパラメーターを表示します。

使用されているディスクのリストを変更するには、以下の手順に従います。

1. [フィルター]アイコンをクリックします。
2. 詳細は、「フィルタリング」 (530 ページ) を参照してください。
3. [次へ]をクリックして、概要情報を表示するか、または [完了]をクリックします。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

共通プロビジョニンググループの編集
CPG を編集するには、以下の手順を実行します。
1. [CPG] 画面に移動します。
2. 編集する CPG を右クリックします。
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3. メニューリストで、[編集]を選択します。
[CPG の編集]ウィザードが表示されます。

全般

1. [名前] - CPG の新しい名前を入力します (最大 31 文字)。
2. [デバイスタイプ] - Fast Class ドライブの場合は [FC]、ニアラインドライブの場合は [NL]、

SSD ドライブの場合は [SSD] を選択します。
3. [デバイス RPM] - 適切な速度または [< デフォルト >] を選択します。 cMLC SSD では、デ

バイス RPM は 100K です。 SanDisk ECO SSD では 150K です。

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の
場合は回転速度ではありません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のド
ライブのパフォーマンスを比較するための概算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場
合、数値は、実際の回転速度と一致しており、パフォーマンスを示す指標にもなっていま
す。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的
なパフォーマンスベンチマークとして扱われます。

4. [可用性] * リストから、[Cage] (デフォルト)、[Port]、または [Magazine] を選択します。
5. [優先するチャンクレット *] リストから、[Fast] (デフォルト) または [Slow] を選択します。
6. [RAID タイプ] - ボリュームの RAID タイプを選択します。

注記:  大容量の NL ドライブでは、RAID-6 を強くお勧めします。

7. [セットサイズ] - セットサイズを選択します。
8. [ステップサイズ] * リストから、[32KiB]、[64KiB]、[128KiB]、[256KiB]、または [512KiB]

を選択します。 デフォルト値と使用可能な値は、使用されている RAID タイプおよびデバ
イスの種類によって異なります。 FC または NL ドライブを使用している場合、[ステップ
サイズ] のデフォルト値は、RAID 0 と RAID 1 は 256KiB、RAID 5 は 128KiB です。SSD
ドライブを使用している場合、[ステップサイズ] のデフォルト値は、RAID 0 と RAID 1 は
32KiB、RAID 5 は 64KiB です。RAID 6 のデフォルト値は、セットサイズによって変わり
ます。

9. [サイズの増分] * - [有効]チェックボックスを選択して適切な値を入力し、リストから単位
([MiB]、[GiB]、[TiB]) を選択します。 (CLI コマンド createcpg で –sdgs 引数を使用する
のと同じです)。

10. [サイズの増加の制限値] * - [有効]チェックボックスを選択して適切な値を入力し、リスト
から単位 ([MiB]、[GiB]、[TiB]) を選択します。 (CLI コマンド createcpg で –sdgl 引数
を使用するのと同じです)。

注意:  一部の CPG、特に SSD などの小さな物理ディスクを使用する CPG では、CPG
に追加するバッファー領域が、未使用のままにしておくには大きすぎる場合があります。
このバッファー領域を最小限に留めるには、CPG の増加の制限を必要最低限の値に設定し
ます。 ただし、これを行う場合は、CPG をスナップショットまたは基本 TPVV の割り当
てのデフォルト (CLI コマンドの showvv -cpgalloc で表示される CPG) にしないよう
にします。 スナップショットまたは基本 TPVV の割り当てのデフォルト CPG には、拡張
の余地が常に十分にあるものを選択します。

注記:  SSD CPG を自動増加に使用せず、Adaptive Optimization の移動のみに使用する
場合は、SSD CPG の増加の制限を最低限の値に減らすことを推奨します。ただし、次の
注意事項で説明するように、CPG がスナップショットまたは基本 TPVV の割り当てのデ
フォルトの場合は除きます。
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11. [サイズの増加の警告] * - [有効]チェックボックスを選択して適切な値を入力し、リストか
ら単位 ([MiB]、[GiB]、[TiB]) を選択します。 (CLI コマンド createcpg で –sdgsw 引数を
使用するのと同じです)。

注記: CPG が AO 構成の一部である場合、Adaptive Optimization では、その階層に新し
いデータを移動する際の領域制限として、CPG の警告制限が使用されます。

12. [次へ]をクリックして、[ディスクフィルター]を使用するか ([詳細設定オプションの表示]が
有効になっている場合)、または [完了]をクリックします。

アスタリスク (*) が付いた項目は [詳細設定オプションの表示]が選択されている場合にのみ表
示されます。

ディスクフィルター

[ディスクフィルター]は、使用される物理ディスクを表示します。 [パターン]は、使用される
ディスクのパラメーターを表示します。

使用されているディスクのリストを変更するには、以下の手順に従います。

1. [フィルター]アイコンをクリックします。
2. 詳細は、「フィルタリング」 (530 ページ) を参照してください。
3. [次へ]をクリックして、概要情報を表示するか、または [完了]をクリックします。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

共通プロビジョニンググループのテンプレートとしての保存
CPG をテンプレートとして保存するには、以下の手順を実行します。
1. [CPG] 画面に移動します。
2. テンプレートとして保存する CPG を右クリックします。
3. メニューリストで、[テンプレートとして保存]を選択します。

[CPG テンプレートの作成]ウィザードが表示されます。

全般
1. [テンプレート]グループボックス:

a. [システム]リストから、ボリュームの作成先システムを選択します。
b. [名前]テキストボックスに新しいボリュームの名前を入力します (最長 31 文字)。
c. (オプション) [説明]テキストボックスで、テンプレートの説明を入力します (最長 255

文字)。
d. (オプション) [含まれていないプロパティのオーバーライドを許可する]チェックボッ

クスを選択し、テンプレートの適用時に含まれていないプロパティにデフォルト以外
の値を設定するのを許可します。

2. [全般]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. 左側の [デフォルト値を含む]列で、テンプレートに含めるプロパティに対応するボッ

クスを選択します。 各プロパティの値のリストが、右側の [デフォルト値を定義する]
列に表示されます。 テンプレートで使用されるように特定の値を定義するプロパティ
を含めます。 [オーバーライドを許可する]チェックボックスを選択し、ユーザーにテ
ンプレート適用時のプロパティ値の変更を許可します。
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b. 次の表は、含めるプロパティを決定する際の参考として使用してください。

テンプレートに含める目的プロパティ

結果としてアラートを発生させる、使用済みのコピー管理またはコピース
ペースのパーセンテージを指定します。

[割り当て警告 ]

デフォルトとは異なるサイズの増分を設定します。 最小のサイズ増分とデ
フォルトは、システム内のコントローラーノード数に応じて変わります (表
を参照)。

[サイズの増分 ]

最小値デフォルトノード数

8GiB32GiB1-2

16GiB64GiB3-4

24GiB96GiB5-6

32GiB128GiB7-8

LD スペースがこの量を超えたときに警告を発するしきい値を設定します。[サイズの増加の警告 ]

CPG から領域を取得しているボリュームをサポートするためにシステムが追
加の LD を作成するのを停止するしきい値を設定します。

[サイズの増加の制限値 ]

ディスクタイプを、Fast Class (FC)、ニアライン (NL)、またはソリッドステー
トデバイス (SSD) に設定します。

[デバイスタイプ ]

ディスク速度を設定します。 cMLC SSD では、デバイス RPM は 100K です。
SanDisk ECO SSD では 150K です。

[デバイス RPM ]

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の場合は回転速
度ではありません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のドライブのパフォーマンス
を比較するための概算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回転速度と一致し
ており、パフォーマンスを示す指標にもなっています。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯
域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパフォーマンスベンチマークとして扱われます。

仮想ボリュームの RAID タイプを設定します。[RAID タイプ ]

仮想ボリュームのセットサイズを指定します。[セットサイズ ]

3. [次へ]をクリックして割り当て設定情報を入力するか、[完了]をクリックします。

割り当て設定
1. 左側の [デフォルト値を含む]列で、テンプレートに含めるプロパティに対応するボックス

を選択します。 各プロパティの値のリストが、右側の [デフォルト値を定義する]列にリス
トされます。 テンプレートで使用されるように特定の値を定義するプロパティを含めます
(たとえば、ステップサイズが 128KB)。 [オーバーライドを許可する]チェックボックスを
選択し、ユーザーにテンプレート適用時のプロパティ値の変更を許可します。

2. 次の表は、含めるプロパティを決定する際の参考として使用してください。

テンプレートに含める目的プロパティ

このテンプレートで作成されるボリュームの耐障害性のレベルを設定
します。 選択肢は、[Cage] (デフォルト)、[Port]、[Magazine] です。

[可用性 ]

このテンプレートで作成されるボリュームをサポートする論理ディス
ク内で、システムが次のチャンクレットに移動する前にアクセスする

[ステップサイズ ]

連続バイト数を決定します。 [ステップサイズ]リストから、32、64、
128、256、または 512KiB を選択します。 RAID 6 の場合は、32、
64、または 128 を選択できます。

このテンプレートで作成されるボリュームをサポートする論理ディス
クが、物理ディスクの先頭または終了近くのいずれかのチャンクレッ

[優先するチャンクレット ]
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テンプレートに含める目的プロパティ

トを使用するかどうかを示します。 選択肢は、[Fast] - デフォルト、
または [Slow] です。

3. [次へ]をクリックしてディスクフィルターの情報を入力するか、[完了]をクリックします。

ディスクフィルター
[ディスクフィルター]は、使用される物理ディスクを表示します。 [パターン]は、使用される
ディスクのパラメーターを表示します。

使用されているディスクのリストを変更するには、以下の手順に従います。

1. [フィルター]アイコンをクリックします。
2. 詳細は、「フィルタリング」 (530 ページ) を参照してください。
3. [次へ]をクリックして、概要情報を表示するか、または [完了]をクリックします。

概要
概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

類似した共通プロビジョニンググループの作成
既存の CPG に基づいて、新しい CPG を作成するには、以下の手順を実行します。
1. [CPG] 画面に移動します。
2. 新しい CPG の基盤として使用する CPG を右クリックします。
3. メニューリストで、[類似を作成]を選択します。

[CPG の作成]ウィザードが表示されます。

全般

1. [システム] - CPG を作成するシステムを選択します。
2. [ドメイン] - CPG が配置されるドメインを選択します。 該当するドメインがない場合は、

[< なし >] を選択してください。
3. [名前] - 新しい CPG の名前を入力します。
4. [デバイスタイプ] - Fast Class ドライブの場合は [FC]、ニアラインドライブの場合は [NL]、

SSD ドライブの場合は [SSD] を選択します。
5. [デバイス RPM] - 適切な速度または [< デフォルト >] を選択します。 cMLC SSD では、デ

バイス RPM は 100K です。 SanDisk ECO SSD では 150K です。

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の
場合は回転速度ではありません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のド
ライブのパフォーマンスを比較するための概算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場
合、数値は、実際の回転速度と一致しており、パフォーマンスを示す指標にもなっていま
す。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的
なパフォーマンスベンチマークとして扱われます。

6. [可用性] * リストから、[Cage] (デフォルト)、[Port]、または [Magazine] を選択します。
7. [優先するチャンクレット *] リストから、[Fast] (デフォルト) または [Slow] を選択します。
8. [RAID タイプ] - ボリュームの RAID タイプを選択します。
9. [セットサイズ] - セットサイズを選択します。

注記:  大容量のニアラインドライブでは、RAID-6 を強くお勧めします。

10. [ステップサイズ] * リストから、[32KiB]、[64KiB]、[128KiB]、[256KiB]、または [512KiB]
を選択します。 デフォルト値と使用可能な値は、使用されている RAID タイプおよびデバ
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イスの種類によって異なります。 FC または NL ドライブを使用している場合、[ステップ
サイズ] のデフォルト値は、RAID 0 と RAID 1 は 256KiB、RAID 5 は 128KiB です。SSD
ドライブを使用している場合、[ステップサイズ] のデフォルト値は、RAID 0 と RAID 1 は
32KiB、RAID 5 は 64KiB です。RAID 6 のデフォルト値は、セットサイズによって変わり
ます。

11. [サイズの増分] * - [有効]チェックボックスを選択して適切な値を入力し、リストから単位
([MiB]、[GiB]、[TiB]) を選択します。

12. [サイズの増加の制限値] * - [有効]チェックボックスを選択して適切な値を入力し、リスト
から単位 ([MiB]、[GiB]、[TiB]) を選択します。

13. [サイズの増加の警告] * - [有効]チェックボックスを選択して適切な値を入力し、リストか
ら単位 ([MiB]、[GiB]、[TiB]) を選択します。

14. [次へ]をクリックして、[ディスクフィルター]を使用するか ([詳細設定オプションの表示]が
有効になっている場合)、または [完了]をクリックします。

* [詳細設定オプションの表示]が選択されている場合にのみ表示されます。

ディスクフィルター

[ディスクフィルター]は、使用されている物理ディスクを表示します。 [パターン] は、使用さ
れるディスクのパラメーターを表示します。

使用されているディスクのリストを変更するには、以下の手順に従います。

1. [フィルター]アイコンをクリックします。
2. 詳細は、「フィルタリング」 (530 ページ) を参照してください。
3. [次へ]をクリックして、概要情報を表示するか、または [完了]をクリックします。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

共通プロビジョニンググループの圧縮
CPG を圧縮するには、以下の手順を実行します。
1. [CPG] 画面に移動します。
2. 圧縮する CPG を右クリックします。
3. メニューリストで、[CPG の圧縮]を選択します。

[CPG の圧縮]ダイアログボックスが表示されます。
4. [今すぐ開始]または [スケジュールの作成]のどちらかを選択します

(このタスクのスケジューリングについての詳細は、「CPG 圧縮のスケジューリング」
(472 ページ) を参照してください。)

5. [システム] - CPG が存在しているシステムを選択します。
6. [ドメイン] - CPG が存在しているドメインを選択します。 該当するドメインがない場合

は、< なし > を選択してください。
7. [CPG] - 圧縮する 1 つまたは複数の CPG を選択します。
8. (オプション) [トリムのみ]オプションを有効にして、未使用の論理ディスク領域を、領域

の移動を行わずに削除します。

9. [OK] をクリックします。

共通プロビジョニンググループの削除
CPG を削除するには、以下の手順を実行します。
1. [CPG] 画面に移動します。
2. 削除する CPG を右クリックします。
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3. メニューリストで、[削除]を選択します。
[CPG の削除]ダイアログボックスが表示されます。

4. [OK] をクリックします。

共通プロビジョニンググループテンプレートの作成
CPG テンプレートを作成するには、以下の手順を実行します。
1. [CPG] 画面に移動します。
2. テンプレートの作成元とする CPG を右クリックします。
3. メニューリストで、[テンプレートとして保存]を選択します。

または

4. メインメニューバーで [CPG] タブに移動した後、[アクション] > [プロビジョニング] > [テ
ンプレート] > [CPG テンプレートの作成]の順に選択します。
[CPG テンプレートの作成]ウィザードが表示されます。

全般

1. [テンプレート]グループボックス:
a. [システム]リストから、ボリュームの作成先システムを選択します。
b. [名前]テキストボックスに新しいボリュームの名前を入力します (最長 31 文字)。
c. (オプション) [説明]テキストボックスで、テンプレートの説明を入力します (最長 255

文字)。
d. (オプション) [含まれていないプロパティのオーバーライドを許可する]チェックボッ

クスを選択し、テンプレートの適用時に含まれていないプロパティにデフォルト以外
の値を設定するのを許可します。

2. [全般]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. 左側の [デフォルト値を含む]列で、テンプレートに含めるプロパティに対応するボッ

クスを選択します。 各プロパティの値のリストが、右側の [デフォルト値を定義する]
列に表示されます。 テンプレートで使用されるように特定の値を定義するプロパティ
を含めます。 [オーバーライドを許可する]チェックボックスを選択し、ユーザーにテ
ンプレート適用時のプロパティ値の変更を許可します。

b. 次の表は、含めるプロパティを決定する際の参考として使用してください。

テンプレートに含める目的プロパティ

結果としてアラートを発生させる、使用済みのコピー管理またはコピース
ペースのパーセンテージを指定します。

[割り当て警告 ]

デフォルトとは異なるサイズの増分を設定します。 最小のサイズ増分とデ
フォルトは、システム内のコントローラーノード数に応じて変わります (表
を参照)。

[サイズの増分 ]

最小値デフォルトノード数

8GiB32GiB1-2

16GiB64GiB3-4

24GiB96GiB5-6

32GiB128GiB7-8

LD スペースがこの量を超えたときに警告を発するしきい値を設定します。[サイズの増加の警告 ]

CPG から領域を取得しているボリュームをサポートするためにシステムが追
加の LD を作成するのを停止するしきい値を設定します。

[サイズの増加の制限値 ]
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テンプレートに含める目的プロパティ

ディスクタイプを、Fast Class (FC)、ニアライン (NL)、またはソリッドステー
トデバイス (SSD) に設定します。

[デバイスタイプ ]

ディスク速度を設定します。 cMLC SSD では、デバイス RPM は 100K です。
SanDisk ECO SSD では 150K です。

[デバイス RPM ]

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の場合は回転速
度ではありません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のドライブのパフォーマンス
を比較するための概算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回転速度と一致し
ており、パフォーマンスを示す指標にもなっています。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯
域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパフォーマンスベンチマークとして扱われます。

仮想ボリュームの RAID タイプを設定します。[RAID タイプ ]

仮想ボリュームのセットサイズを指定します。[セットサイズ ]

3. [次へ]をクリックして割り当て設定情報を入力するか、[完了]をクリックします。

割り当て設定

1. 左側の [デフォルト値を含む]列で、テンプレートに含めるプロパティに対応するボックス
を選択します。 各プロパティの値のリストが、右側の [デフォルト値を定義する]列に表示
されます。 テンプレートで使用されるように特定の値を定義するプロパティを含めます
(たとえば、ステップサイズが 128KB)。 [オーバーライドを許可する]チェックボックスを
選択し、ユーザーにテンプレート適用時のプロパティ値の変更を許可します。

2. 次の表は、含めるプロパティを決定する際の参考として使用してください。

テンプレートに含める目的プロパティ

このテンプレートで作成されるボリュームの耐障害性のレベルを設定します。
選択肢は、[Cage] (デフォルト)、[Port]、[Magazine] です。

[可用性 ]

このテンプレートで作成されるボリュームをサポートする論理ディスク内で、
システムが次のチャンクレットに移動する前にアクセスする連続バイト数を

[ステップサイズ ]

決定します。 [ステップサイズ]リストから、32、64、128、256、または
512KiB を選択します。 RAID 6 の場合は、32、64、または 128 を選択でき
ます。

このテンプレートで作成されるボリュームをサポートする論理ディスクが、
物理ディスクの先頭または終了近くのいずれかのチャンクレットを使用する
かどうかを示します。 選択肢は、Fast (デフォルト) および Slow です。

[優先するチャンクレット ]

3. [次へ]をクリックしてディスクフィルターの情報を入力するか、[完了]をクリックします。

ディスクフィルター

[ディスクフィルター]は、使用される物理ディスクを表示します。 [パターン]は、使用される
ディスクのパラメーターを表示します。

使用されているディスクのリストを変更するには、以下の手順に従います。

1. [フィルター]アイコンをクリックします。
2. 詳細は、「フィルタリング」 (530 ページ) を参照してください。
3. [次へ]をクリックして、概要情報を表示するか、または [完了]をクリックします。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。
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共通プロビジョニンググループテンプレートの編集
CPG テンプレートを編集するには、以下の手順を実行します。
1. [テンプレート]画面に移動します。
2. 編集する CPG テンプレートを右クリックします。
3. メニューリストで、[編集]を選択します。

[CPG テンプレートの編集]ウィザードが表示されます。

全般

1. [テンプレート]グループボックス:
a. (オプション) [説明]テキストボックスで、テンプレートの説明を入力します (最長 255

文字)。
b. (オプション) [含まれていないプロパティのオーバーライドを許可する]チェックボッ

クスを選択し、テンプレートの適用時に含まれていないプロパティにデフォルト以外
の値を設定するのを許可します。

2. [全般]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. 左側の [デフォルト値を含む]列で、テンプレートに含めるプロパティに対応するボッ

クスを選択します。 各プロパティの値のリストが、右側の [デフォルト値を定義する]
列に表示されます。 テンプレートで使用されるように特定の値を定義するプロパティ
を含めます。 [オーバーライドを許可する]チェックボックスを選択し、ユーザーにテ
ンプレート適用時のプロパティ値の変更を許可します。

b. 次の表は、含めるプロパティを決定する際の参考として使用してください。

テンプレートに含める目的プロパティ

結果としてアラートを発生させる、使用済みのコピー管理またはコピース
ペースのパーセンテージを指定します。

[割り当て警告 ]

デフォルトとは異なるサイズの増分を設定します。 最小のサイズ増分とデ
フォルトは、システム内のコントローラーノード数に応じて変わります (表
を参照)。

[サイズの増分 ]

最小値デフォルトノード数

8GiB32GiB1-2

16GiB64GiB3-4

24GiB96GiB5-6

32GiB128GiB7-8

LD スペースがこの量を超えたときに警告を発するしきい値を設定します。[サイズの増加の警告 ]

CPG から領域を取得しているボリュームをサポートするためにシステムが追
加の LD を作成するのを停止するしきい値を設定します。

[サイズの増加の制限値 ]

ディスクタイプを、Fast Class (FC)、ニアライン (NL)、またはソリッドステー
トデバイス (SSD) に設定します。

[デバイスタイプ ]

ディスク速度を設定します。 cMLC SSD では、デバイス RPM は 100K です。
SanDisk ECO SSD では 150K です。

[デバイス RPM ]

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の場合は回転速
度ではありません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のドライブのパフォーマンス
を比較するための概算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回転速度と一致し
ており、パフォーマンスを示す指標にもなっています。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯
域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパフォーマンスベンチマークとして扱われます。
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テンプレートに含める目的プロパティ

仮想ボリュームの RAID タイプを設定します。[RAID タイプ ]

仮想ボリュームのセットサイズを指定します。[セットサイズ ]

3. [次へ]をクリックして割り当て設定情報を入力するか、[完了]をクリックします。

割り当て設定

1. 左側の [デフォルト値を含む]列で、テンプレートに含めるプロパティに対応するボックス
を選択します。 各プロパティの値のリストが、右側の [デフォルト値を定義する]列に表示
されます。 テンプレートで使用されるように特定の値を定義するプロパティを含めます
(たとえば、ステップサイズが 128KB)。 [オーバーライドを許可する]チェックボックスを
選択し、ユーザーにテンプレート適用時のプロパティ値の変更を許可します。

2. 次の表は、含めるプロパティを決定する際の参考として使用してください。

テンプレートに含める目的プロパティ

このテンプレートで作成されるボリュームの耐障害性のレベルを設定しま
す。 選択肢は、[Cage] (デフォルト)、[Port]、[Magazine] です。

[可用性 ]

このテンプレートで作成されるボリュームをサポートする論理ディスク内
で、システムが次のチャンクレットに移動する前にアクセスする連続バイ

[ステップサイズ ]

ト数を決定します。 [ステップサイズ]リストから、32、64、128、256、
または 512KiB を選択します。 RAID 6 の場合は、32、64、または 128 を
選択できます。

このテンプレートで作成されるボリュームをサポートする論理ディスクが、
物理ディスクの先頭または終了近くのいずれかのチャンクレットを使用す
るかどうかを示します。 選択肢は、Fast (デフォルト)、または Slow です。

[優先するチャンクレット ]

3. [次へ]をクリックしてディスクフィルターの情報を入力するか、[完了]をクリックします。

ディスクフィルター

[ディスクフィルター]は、使用される物理ディスクを表示します。 [パターン]は、使用される
ディスクのパラメーターを表示します。

使用されているディスクのリストを変更するには、以下の手順に従います。

1. [フィルター]アイコンをクリックします。
2. 詳細は、「フィルタリング」 (530 ページ) を参照してください。
3. [次へ]をクリックして、概要情報を表示するか、または [完了]をクリックします。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

共通プロビジョニンググループの表示
システムの共通プロビジョニンググループ (CPG) を表示するには、以下の手順に従います。
1. マネージャーペインで、[プロビジョニング]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示するシステムノードの下にある [CPG] を選択します。
[CPG プロビジョニング] 画面がマネジメントウィンドウに表示されます。 システム CPG に関
する情報が 3 つのタブに表示されます。 [概要]、[CPG]、および [アラート]タブです。 詳細は、
以下の各項を参照してください。

「共通プロビジョニンググループの [概要] タブの表示」 (135 ページ)
「[CPG] タブの表示」 (136 ページ)
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「共通プロビジョニンググループの [アラート] タブの表示」 (148 ページ)

共通プロビジョニンググループの [概要] タブの表示
共通プロビジョニンググループ (CPG) の [概要]タブを表示するには、以下の手順に従います。
1. [CPG] 画面に移動します。
2. マネジメントウィンドウで、[概要]タブをクリックします。
[概要] 画面は、システム内の CPG に関する情報を提供します。

以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

CPG の総数。[CPG][全般 ]

Fast Class (FC) ドライブの総数。[FC]

ニアライン (NL) ドライブの総数。[NL]

ソリッドステートデバイス (SSD) の総数。[SSD]

仮想ボリュームの総数。[仮想ボリューム]

シンプロビジョニングされた仮想ボリュームの総数。[シンプロビジョニング]

フルプロビジョニングされた仮想ボリュームの総数。[フルプロビジョニング]

シン重複排除された仮想ボリュームの総数。[シン重複排除]

アラートの総数。[アラート][ヘルス ]

現在の状態。 「システムとコンポーネントのステータス
アイコン」 (527 ページ) を参照してください。

[ステータス]

デバイスの種類として、[FC] (Fast Class)、[NL] (ニアライ
ン)、または [SSD] (ソリッドステートデバイス) を選択し

[デバイスタイプ ][容量 ]

ます。 選択した種類のデバイスの容量と容量使用率が、
グラフで表示されます。 また、[すべて] を選択すると、
全種類のデバイスの容量と容量使用率を表示できます。

論理容量の表示を選択します。[論理 ]
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説明フィールドグループ

物理容量の表示を選択します。[物理 ]

マップおよび未マップの割り当て済みスペースを表示し
ます。

[割り当て済み ]

マップされたスペースの分散状況を表示します。[マップされたスペース ]

HP 3PAR シンテクノロジーを介して保存されたストレージスペースの総容量を表示しま
す。 これは、さまざまな仮想ボリュームで予約または使用されている量に対し、ホスト
に提示されているストレージの量です。

[データ圧縮]

シン重複排除を介して保存されたストレージスペースの量を表示します。 これは、保存
されている量に対し、仮想ボリュームに書きこまれるストレージの量です。

[シン重複排除]

[CPG] タブの表示
[CPG] タブを表示するには、以下の手順を実行します。
1. マネジメントツリーで、表示する CPG を含むシステムを選択し、プロビジョニングマネー

ジャー経由で [CPG] 画面にアクセスします。
2. マネジメントウィンドウで、[CPG] タブをクリックします。
[CPG] タブのリストペインと詳細ペインに、情報が表示されます。

リストペイン

リストペインに表示される表では、「概要情報の表示」 (179 ページ) 、「割り当て情報の表示」
(180 ページ) 、「使用状況の情報の表示」 (137 ページ) 、「容量情報の表示」 (181 ページ) 、「物
理容量情報の表示」 (139 ページ) 、および「アラート情報の表示」 (139 ページ) によって、フィ
ルターを適用できます。

概要情報の表示

概要情報を表示するには、フィルターリストから [概要]を選択します。

以下の情報が表示されます。

説明列

CPG 名。[名前 ]

CPG が属しているドメイン。[ドメイン ]

CPG の状態。[ステータス ]

使用されている RAID タイプ。[RAID ]

CPG の総容量 (GiB)。[割り当て済み容量 ]
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説明列

CPG の使用されている容量 (GiB)。[使用容量]

警告アラートが生成される CPG の増加サイズ (GiB)。[サイズの増加の警告 ]

CPG のサイズ増加の上限値 (GiB)。[サイズの増加の制限値 ]

CPG を使用している仮想ボリュームの総数。[VV 総数 ]

割り当て情報の表示

割り当て情報を表示するには、フィルターリストから [割り当て]を選択します。

以下の情報が表示されます。

説明列

CPG 名。[名前 ]

CPG が属しているドメイン。[ドメイン ]

CPG の状態。[ステータス ]

使用されている RAID タイプ。[RAID ]

警告アラートが生成される CPG の増加サイズ (GiB)。[サイズの増加の警告 ]

CPG のサイズ増加の上限値 (GiB)。[サイズの増加の制限値 ]

物理ディスクの種類として、[FC] (Fast Class)、[NL] (ニアライン)、または [SSD] (ソ
リッドステートデバイス) のいずれかを表示します。

[デバイスタイプ ]

指定されているディスクの速度 (1000RPM 単位)。[デバイス RPM (K)]

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の場合は回転速度ではあ
りません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のドライブのパフォーマンスを比較するための概
算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回転速度と一致しており、パフォーマンスを示す
指標にもなっています。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパ
フォーマンスベンチマークとして扱われます。

CPG のサイズ増分 (GiB)。[サイズの増分 ]

有効になっている場合は、割り当てに対する警告が生成される割合。[割り当て警告 ]

この CPG から作成されるボリュームの耐障害性のレベル。[ < システムデフォルト
>]、[cage]、[port]、または [mag]。

[可用性 ]

使用状況の情報の表示

使用状況の情報を表示するには、フィルターリストから [使用方法]を選択します。
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以下の情報が表示されます。

説明列

CPG 名。[名前 ]

CPG が属しているドメイン。[ドメイン ]

CPG の状態。[ステータス ]

使用されている RAID タイプ。[RAID ]

CPG を使用している仮想ボリュームの総数。[VV 総数]

シンプロビジョニングされた仮想ボリュームの総数。[TPVV 総数]

使用されているユーザースペースの総容量。[ユーザースペース使用総容量]

使用されているコピースペースの総容量。[コピースペース使用総容量]

容量情報の表示

容量情報を表示するには、フィルターリストから [容量]を選択します。

以下の情報が表示されます。

説明列

CPG 名。[名前 ]

CPG が属しているドメイン。[ドメイン ]

CPG の状態。[ステータス ]

CPG の割り当て済み容量 (GiB)。[割り当て済み容量 ]

使用されている CPG スペースの容量 (GiB)。[使用容量]
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説明列

ユーザースペースのサイズ (GiB)。[ユーザーサイズ ]

使用されているユーザースペースのサイズ (GiB)。[ユーザー使用サイズ ]

コピースペースのサイズ (GiB)。[コピーサイズ ]

使用されているコピースペースのサイズ (GiB)。[コピー使用サイズ ]

管理スペースの総容量 (GiB)。[管理スペースサイズ ]

使用されている管理スペースの総容量 (GiB)。[管理スペース使用サイズ ]

物理容量情報の表示

物理容量情報を表示するには、フィルターリストから [物理容量]を選択します。

以下の情報が表示されます。

説明列

CPG 名。[名前 ]

CPG が属しているドメイン。[ドメイン ]

CPG の状態。[ステータス ]

CPG の割り当て済み物理容量 (GiB)。[割り当て済み物理 容量 ]

使用されている物理容量 (GiB)。[物理 使用容量]

ユーザースペースの物理サイズ (GiB)。[物理ユーザーサイズ ]

使用されているユーザースペースの物理サイズ (GiB)。[物理ユーザー使用サイズ ]

コピースペースの物理サイズ (GiB)。[物理コピーサイズ ]

使用されているコピースペースの物理サイズ (GiB)。[物理コピー使用サイズ ]

管理スペースの総物理容量 (GiB)。[物理管理スペースサイズ ]

使用されている管理スペースの総物理容量 (GiB)。[物理管理スペース使用サイ
ズ ]

アラート情報の表示

アラート情報を表示するには、フィルターリストから [アラート]を選択します。
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説明列

CPG 名。[名前]

CPG が属しているドメイン。[ドメイン]

CPG の状態。[ステータス]

結果としてアラートを発生させる、使用済みのコピースペースのパーセンテージ。[割り当て警告アラート]

警告アラートが生成されるボリュームサイズ (GiB)。[サイズの増加の警告アラー
ト]

CPG 用のすべての論理容量が消費されたことを示すアラートを発生させるボリュー
ムサイズ (GiB)。

[サイズの増加の制限値ア
ラート]

容量不足が原因でコピーに失敗したときに生成されるアラート。[コピースペース障害]

結果としてアラートを発生させる、使用済みのコピー管理スペースのパーセンテー
ジ。

[管理スペース割り当て警告
アラート]

警告アラートが生成される管理スペースのボリュームサイズ (GiB)。[管理スペース拡張警告ア
ラート]

管理スペース用のすべての論理容量が消費されたことを示すアラートを発生させるボ
リュームサイズ (GiB)。

[管理スペース拡張制限ア
ラート]

管理スペース不足が原因でコピーに失敗したときに生成されるアラート。[管理スペースの障害]

詳細ペイン

詳細ペインにはリストペインで選択した 1 つの CPG の詳細な情報が表示されます。 このペイ
ンでは、情報は次の 6 つのタブで表示されます。
「[概要] タブ」 (141 ページ)
「[論理ディスク] タブ」 (146 ページ)
「[仮想ボリューム] タブ」 (143 ページ)
「[レイアウト] タブ」 (147 ページ)
「[アラート] タブ」 (148 ページ)
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[概要] タブ

[概要]タブには、以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

CPG の名前。[名前][全般 ]

CPG が存在しているドメイン。[ドメイン]

CPG を使用している VV の総数。[VV 総数]

フルプロビジョニングされたボリュー
ムの数。

[フルプロビジョニング]

シンプロビジョニングされたボリュー
ムの数。

[シンプロビジョニング]

シン重複排除されたボリュームの数。[シン重複排除]

そのユーザースペースが CPG を使用
している仮想ボリュームの総数。

[ユーザースペース]

そのコピースペースが CPG を使用し
ている仮想ボリュームの総数。

[コピースペース]

新しい CPG アラートの数。[アラート][ヘルス]

CPG の現在の状態。 「アラート重大
度インジケーター」 (526 ページ) を参
照してください。

[ステータス]

CPG の状態に関する説明。[状態説明 ]

デバイスの種類として、[FC] (Fast
Class)、[NL] (ニアライン)、または

[デバイスタイプ ][容量 ]

[SSD] (ソリッドステートデバイス) を
選択します。 選択した種類のデバイ
スの容量と容量使用率が、グラフで表
示されます。

論理容量の表示を選択します。[論理 ]

物理容量の表示を選択します。[物理 ]
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説明フィールドグループ

[推定空きシステムスペース]、[使用済みスペース]、[空きスペース]、[サイ
ズの増加の制限値]、および [サイズの増加の警告] に関する一般的な概要が
表示されます。

[概要]

マップおよび未マップの割り当て済みスペースを表示します。[割り当て済み ]

マップされたスペースの分散状況を表示します。[マップされたスペース ]

HP 3PAR シンテクノロジーを介して保存されたストレージスペースの総容
量を表示します。 これは、さまざまな仮想ボリュームで予約または使用さ
れている量に対し、ホストに提示されているストレージの量です。

[データ圧縮]

シン重複排除を介して保存されたストレージスペースの量を表示します。
これは、保存されている量に対し、仮想ボリュームに書きこまれるストレー
ジの量です。

[シン重複排除]

[設定] タブ

詳細ペインの [設定]タブには、以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

CPG のコピースペースのサイズ増加量 (GiB)。[サイズの増分 ][コピーサイズの増加 ]

有効になっている場合は、警告アラートが生成される
CPG の増加サイズ (GiB)。

[サイズの増加の警告 ]

有効になっている場合は、CPG のサイズ増加の上限
値 (GiB)。

[サイズの増加の制限値 ]
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説明フィールドグループ

管理スペースのサイズ増加量 (GiB)。[サイズの増分 ][管理スペースサイズの増加
]

有効になっている場合は、警告アラートが生成される
管理スペースの増加サイズ (GiB)。

[サイズの増加の警告 ]

有効になっている場合は、管理スペースのサイズ増加
の上限値 (GiB)。

[サイズの増加の制限値 ]

[FC] (Fast Class)、[NL] (ニアライン)、または [SSD] (ソ
リッドステートデバイス) ドライブ。

[デバイスタイプ ][コピースペースの割り当て]
および [管理スペースの割
り当て ]

指定されているディスクの速度 (1000RPM 単位)。[デバイス RPM ]

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD)
の場合は回転速度ではありません。 この数値は、システム内にある特定のドライブ
と他のドライブのパフォーマンスを比較するための概算値です。 FC ドライブと NL
ドライブの場合、数値は、実際の回転速度と一致しており、パフォーマンスを示す指
標にもなっています。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス
時間を考慮した相対的なパフォーマンスベンチマークとして扱われます。

CPG の RAID タイプ。[RAID タイプ ]

この CPG から作成されるボリュームに関する、耐障
害性の要求されたレベルと現在のレベル。[ < システ
ムデフォルト >]、[cage]、[port]、または [mag]。

[可用性 ]

セットサイズ。[セットサイズ ]

連続バイトの数値 (KiB)。[ステップサイズ ]

チャンクレットを使用している物理ディスク上の場
所。 先頭付近 (Fast)、またはディスクの末尾付近
(Slow)。

[優先するチャンクレット]

CPG を構成するディスクに対して使用されるフィル
ター処理。

[ディスクフィルター ]

[仮想ボリューム] タブ
[仮想ボリューム]タブには、選択した CPG を構成する仮想ボリュームが表示されます。 [概
要]、[割り当て]、[容量]、[物理容量]、[履歴]、および [Remote Copy] 情報を表示するためのフィ
ルターがあります。

[概要]フィルターには、以下の情報が表示されます。

説明列

仮想ボリュームの名前。[名前 ]

ボリュームが存在しているドメイン。[ドメイン ]

ボリュームが所属している仮想ボリュームセットの名前。[セット]

ボリュームの現在の状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」
(527 ページ) を参照してください。

[ステータス ]

仮想ボリュームのタイプ。[タイプ ]

選択されたボリュームが、フルプロビジョニングされた仮想ボリュームとシンプロビ
ジョニングされた仮想ボリュームのどちらであるかを示します。

[プロビジョニング ]

ディスクの RAID タイプ。[RAID ]

仮想ボリュームのサイズ (GiB 単位)。[仮想サイズ (GiB)]

ユーザースペース用に予約されたサイズ (GiB 単位)。[予約済みユーザーサイズ
(GiB)]
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説明列

合計仮想ボリュームサイズのユーザースペース用に予約されたサイズの割合。[予約済みユーザーサイズ
(％ 仮想)]

コピースペース用に予約されたサイズ (GiB 単位)。[予約済みコピースペースサ
イズ (GiB)]

合計仮想ボリュームサイズのコピースペース用に予約されたサイズの割合。[予約済みコピースペースサ
イズ (% 仮想)]

仮想ボリュームのエクスポート先ホスト。[エクスポート先]

[割り当て]フィルターには、以下の情報が表示されます。

説明列

仮想ボリュームの名前。[名前 ]

ボリュームが存在しているドメイン。[ドメイン ]

ボリュームの現在の状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」
(527 ページ) を参照してください。

[ステータス ]

仮想ボリュームのタイプ。[タイプ ]

選択されたボリュームが、フルプロビジョニングされた仮想ボリュームとシンプロビ
ジョニングされた仮想ボリュームのどちらであるかを示します。

[プロビジョニング ]

ユーザースペースのプロビジョニング元の CPG の名前。[ユーザー CPG ]

コピースペースを割り当てる CPG の名前。[コピー CPG ]

ディスクの RAID タイプ。[RAID ]

ディスクの種類として、[FC] (ファイバーチャネル)、[NL] (ニアライン)、または [SSD]
(ソリッドステートデバイス) を表示します。

[デバイスタイプ ]

指定されているディスクの速度 (1000RPM 単位)。[デバイス RPM ]

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD)
の場合は回転速度ではありません。 この数値は、システム内にある特定のドライブ
と他のドライブのパフォーマンスを比較するための概算値です。 FC ドライブと NL
ドライブの場合、数値は、実際の回転速度と一致しており、パフォーマンスを示す指
標にもなっています。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス
時間を考慮した相対的なパフォーマンスベンチマークとして扱われます。

[容量]フィルターには、以下の情報が表示されます。

説明列

仮想ボリュームの名前。[名前 ]

ボリュームが存在しているドメイン。[ドメイン ]

ボリュームの現在の状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」
(527 ページ) を参照してください。

[ステータス ]

仮想ボリュームのタイプ。[タイプ ]

選択されたボリュームが、フルプロビジョニングされた仮想ボリュームとシンプロビ
ジョニングされた仮想ボリュームのどちらであるかを示します。

[プロビジョニング ]

ディスクの RAID タイプ。[RAID ]

仮想ボリュームのサイズ (GiB 単位)。[仮想サイズ (GiB)]

144 共通プロビジョニンググループの管理



説明列

ユーザースペース用に予約されたサイズ (GiB 単位)。[予約済みユーザーサイズ
(GiB)]

合計仮想ボリュームサイズのユーザースペース用に予約されたサイズの割合。[予約済みユーザーサイズ
(％ 仮想)]

コピースペース用に予約されたサイズ (GiB 単位)。[予約済みコピースペースサ
イズ (GiB)]

合計仮想ボリュームサイズのコピースペース用に予約されたサイズの割合。[予約済みコピースペースサ
イズ (% 仮想)]

合計予約済みサイズ (GiB 単位)。[予約済み総容量 (GiB)]

[物理容量]フィルターには、以下の情報が表示されます。

説明列

ボリューム名。 括弧内は、ボリュームツリーにおける階層の深さ。[名前 ]

ドメイン名。[ドメイン]

ボリュームの現在の状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイ
コン」 (527 ページ) を参照してください。

[ステータス ]

ボリュームが、基本ボリューム、物理コピー、またはバーチャルコピーの
いずれであるかを示します。

[タイプ ]

ボリュームが、フルプロビジョニングされた仮想ボリュームまたはシンプ
ロビジョニングされた仮想ボリューム (TPVV) のどちらであるかを示しま
す。

[プロビジョニング ]

ボリュームの RAID タイプ。[RAID ]

ボリュームのサイズ (GiB 単位)。[仮想サイズ (GiB)]

物理ユーザースペース用に予約されたボリュームのサイズ (GiB 単位)。[予約済みユーザースペース物理サイ
ズ (GiB)]

ユーザースペース用に予約されたボリュームのサイズ (GiB 単位)。[予約済みユーザーサイズ (GiB)]

物理コピースペース用に予約されたボリュームのサイズ (GiB 単位)。[予約済みコピースペース物理サイズ
(GiB)]

コピースペース用に予約されたボリュームのサイズ (GiB 単位)。[予約済みコピースペースサイズ (GiB)]

予約された物理スペースの合計容量 (GiB 単位)。[予約済み総物理サイズ (GiB)]

予約されたスペースの合計容量 (GiB 単位)。[予約済み総容量 (GiB)]

[履歴]フィルターには、以下の情報が表示されます。

説明列

ボリューム名。 括弧内は、ボリュームツリーにおける階層の深さ。[名前 ]

ドメインの名前。[ドメイン]

システムの状態。[ステータス ]

ボリュームが、基本ボリューム、物理コピー、またはバーチャルコピーのい
ずれであるかを示します。

[タイプ ]

ボリュームが、フルプロビジョニングされた仮想ボリュームまたはシンプロ
ビジョニングされた仮想ボリューム (TPVV) のどちらであるかを示します。

[プロビジョニング ]

ボリュームが作成された日付と時刻。[作成日時 ]
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説明列

ボリュームの作成時に設定していた場合、ボリュームの保有期間の日付と時
刻が表示されます。

[保有期間 ]

作成中に設定していた場合、ボリュームの有効期限の日付と時刻が表示され
ます。

[有効期限 ]

コピースペースが計算された日付と時刻。[コピースペース計算日時 ]

ボリュームに関する任意のコメント。[コメント ]

[Remote Copy] フィルターには、以下の情報が表示されます。

説明列

ボリューム名。 括弧内は、ボリュームツリーにおける階層の深さ。[名前 ]

仮想ボリュームが所属するドメイン。[ドメイン ]

システムの状態。[ステータス ]

ボリュームが、基本ボリューム、物理コピー、またはバーチャルコピーのい
ずれであるかを示します。

[タイプ ]

ボリュームが、フルプロビジョニングされた仮想ボリュームまたはシンプロ
ビジョニングされた仮想ボリューム (TPVV) のどちらであるかを示します。

[プロビジョニング ]

ボリュームの RAID タイプ。[RAID ]

ボリュームのサイズ (GiB 単位)。[仮想サイズ ]

ボリュームのエクスポート先となっているホスト。 赤色のエントリーは、非
アクティブな VLUN を示しています。 青色のエントリーは、アクティブな
VLUN を示しています。

[エクスポート先 ]

ボリュームの Remote Copy ステータス。[RC ステータス ]

Remote Copy ボリュームが所属しているグループ。[RC グループ ]

リモートコピーの同期状態 (たとえば、[Synced]、[停止済み])。[同期状態]

書き込み可能な LUN の数。[書き込み可能 LUN ]

[論理ディスク] タブ

注記: [論理ディスク]タブは、論理ディスクを表示するように HP 3PAR Management Console
を優先設定した場合のみ表示されます。 「グローバルレベルでの優先設定」 (532 ページ) を参
照してください。
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[論理ディスク]タブには、以下の情報が表示されます。

説明列

論理ディスクの名前。[名前 ]

論理ディスクが存在しているドメイン。[ドメイン ]

論理ディスクの現在の状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」
(527 ページ) を参照してください。

[ステータス ]

ディスクの種類として、[FC] (Fast Class)、[NL] (ニアライン)、または [SSD] (ソリッ
ドステートデバイス)。

[デバイスタイプ ]

指定されているディスクの速度 (1000RPM 単位)。[デバイス RPM ]

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の場合は回転速度ではあ
りません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のドライブのパフォーマンスを比較するための概
算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回転速度と一致しており、パフォーマンスを示す
指標にもなっています。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパ
フォーマンスベンチマークとして扱われます。

論理ディスクの RAID タイプ。[RAID ]

論理ディスクの合計サイズ (GiB)。[総容量 ]

使用されている論理ディスク領域の容量 (GiB)。[使用容量 ]

論理ディスクの物理容量 (GiB)[物理容量]

論理ディスクが、ライトスルーモードになっているかどうかを示します。[ライトスルー ]

論理ディスクが、仮想ボリュームにマップされているかどうかを示します。[VV へのマッピング ]

論理ディスクの使用目的を示します。[使用方法 ]

所有しているノードを示します。[オーナー ]

[レイアウト] タブ
[レイアウト]タブは、選択した CPG によってどのチャンクレットが使用されているかを表示し
ます。

注記: [レイアウト]タブは、プロビジョニングの [レイアウト]タブを表示するように HP 3PAR
Management Console を優先設定した場合のみ表示されます。 「グローバルレベルでの優先設
定」 (532 ページ) を参照してください。

以下も参照してください。
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「データ割り当ての管理」 (374 ページ)

[アラート] タブ
[アラート]タブには、リストペインで選択した 1 つの CPG に関するアラート情報が表形式で
表示されます。 ここに表示される情報は、システムアラートの表で提供される情報と同じもの
です。 詳細は、「システムアラートの表示」 (308 ページ) を参照してください。

共通プロビジョニンググループの [アラート] タブの表示
共通プロビジョニンググループ (CPG) の [アラート]タブを表示するには、以下の手順に従いま
す。

1. [CPG] 画面に移動します。
2. マネジメントウィンドウで、[アラート]タブをクリックします。
[アラート]タブには、CPG に関連したシステムのアラートが表示されます。 プロビジョニング
の [アラート]タブに表示される情報は、システムの [アラート]タブで提供される情報と同じも
のです。

プロビジョニングの [アラート]タブには、CPG 関連のアラートのみが表示されます。
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12 仮想ボリューム
プロビジョニングマネージャーで、仮想ボリュームに関連する各種タスクを実行できます。 詳
細は、以下の各項を参照してください。

「仮想ボリュームの作成」 (149 ページ)
「仮想ボリュームの編集」 (151 ページ)
「類似した仮想ボリュームの作成」 (152 ページ)
「仮想ボリュームのテンプレートとしての保存」 (154 ページ)
「Remote Copy グループの仮想ボリュームからの作成」 (156 ページ)
「Remote Copy グループへの仮想ボリュームの追加」 (157 ページ)
「仮想ボリュームの別のドメインへの移動」 (158 ページ)
「仮想ボリュームの修復」 (158 ページ)
「仮想ボリュームの削除」 (159 ページ)
「仮想ボリュームのチューニング」 (161 ページ)
「仮想ボリュームチューニングの再開」 (161 ページ)
「チューニングした仮想ボリュームのロールバック」 (162 ページ)
「仮想ボリュームセットの作成」 (163 ページ)
「仮想ボリュームのエクスポート」 (175 ページ)
「仮想ボリュームのアンエクスポート」 (176 ページ)
「仮想ボリュームの変換」 (177 ページ)
「仮想ボリュームの表示」 (178 ページ)
「[重複排除の推定] の実行」 (162 ページ)

仮想ボリュームの作成
HP 3PAR Management Console で仮想ボリュームを作成するには、[仮想ボリュームの作成]ウィ
ザードにアクセスします。 このウィザードで、シン重複排除されたボリューム、シンプロビ
ジョニングされたボリューム、フルプロビジョニングされたボリュームを作成できます。

1. マネージャーペインで、[プロビジョニング]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[仮想ボリュームの作成]をクリックします。 [仮想ボリューム
の作成]ウィザードが表示されます。

仮想ボリュームの構成

1. [全般]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [システム] - ボリュームを作成するシステムを選択します。
b. [ドメイン] - ボリュームが配置されるドメインを選択します。 該当するドメインがな

い場合は、[< なし >] を選択してください。
c. [名前] - 新しいボリュームの名前を入力します。 名前は大文字と小文字が区別されま

す。

d. [ID] - [自動]ボックスを選択していない場合に、新しいボリュームの ID を入力します
(このオプションは、[詳細設定オプションの表示]が選択されている場合のみ表示され
ます)。

e. [テンプレートの使用] - 新しいボリュームに適用するボリュームテンプレートを選択
します。 必要がなければ、[< なし >] を選択します。

f. [コメント] - (オプション) ボリュームに関するコメントを入力します。
2. [割り当て]グループボックスで、以下の手順を実行します。
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a. ボリュームをプロビジョニングする方法を選択します。

• [シン重複排除] — オンデマンドでボリュームスペースを割り当て、重複する書き
込みを排除します。

• [シンプロビジョニング] — オンデマンドでボリュームスペースを割り当てます。

• [フルプロビジョニング] — 作成時にボリュームスペースを割り当てます。

注記: シン重複排除された仮想ボリューム (TDVV) またはシンプロビジョニングさ
れた仮想ボリューム (TPVV) の作成には、HP 3PAR シンプロビジョニングソフトウェ
アライセンスが必要です。

b. [サイズ] - ボリュームのサイズを入力します。 [サイズ]リストの値を、必要に応じて
MiB または TiB に変更します。 デフォルトは GiB です。

注記:  指定可能なボリュームサイズは、最小が 256MiB、最大が 16TiB です。 V ク
ラスシステムのチャンクレットの最小サイズは 1GiB であるため、256MiB の仮想ボ
リュームを作成すると、ボリュームの残りの領域は使用されません。

c. [シンプロビジョニング]を選択した場合は、以下の操作を行います。
i. [ユーザー CPG] - [CPG] リストからユーザー CPG を選択します。

注記: TPVV のユーザー領域を領域制限のある SSD CPG に関連付けないでくだ
さい。

ii. [コピー CPG] - コピー CPG または [< なし >] を選択します。
iii. [ユーザー CPG] および [コピー CPG] に対応する [割り当て警告]テキストボックス

と [割り当て制限]テキストボックスに、適切な情報を入力します。 これらのオプ
ションを使用しない場合は、[有効]ボックスの選択を解除します ([割り当て制限]
テキストボックスが表示されるのは、[詳細設定オプションの表示]を選択した場
合のみです)。

d. [フルプロビジョニング]を選択した場合は、以下の操作を行います。
i. [ユーザー CPG] - [CPG] リストからユーザー CPG を選択します。
ii. [コピー CPG] - [CPG] リストからコピー CPG または [< なし >] を選択します。
iii. [コピー CPG] に対応する [割り当て警告]テキストボックスと [割り当て制限]テキ

ストボックスに適切な情報を入力します。 これらのオプションを使用しない場合
は、[有効]ボックスの選択を解除します ([割り当て制限]テキストボックスが表示
されるのは、[詳細設定オプションの表示]を選択した場合のみです)。

3. [グループ化]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [ボリューム数] - 作成するボリュームの数を入力します (2 以上の数を入力すると、[LD
の共有を試みる]の選択が可能になります)。

b. [セット名] - 仮想ボリュームセットの名前を入力するか、または必要がなければ [< な
し >] を選択します。

4. 作成後にボリュームをエクスポートしようとする場合、[作成後にボリュームをエクスポー
トする。]チェックボックスを選択し、それ以外の場合は [次へ]をクリックして仮想ボリュー
ムのポリシーとジオメトリを構成 ([詳細設定オプションの表示]を選択した場合) するか、
[完了]をクリックします
(ボリュームのエクスポートについての詳細は、「仮想ボリュームのエクスポート」 (175 ペー
ジ) を参照してください)。

5. [グループ化]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [ボリューム数] - 作成するボリュームの数を入力します。
b. [セット名] - 仮想ボリュームセットの名前を入力するか、または必要がなければ [< な
し >] を選択します。
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6. [次へ]をクリックして、[コピースペースの設定]を構成するか、または [完了]をクリックし
ます。

ポリシーとジオメトリ

[ポリシーとジオメトリ] ページが表示されるのは、[仮想ボリュームの構成] ページで [詳細設
定オプションの表示]チェックボックスを選択した場合のみです。
1. [ポリシー]グループボックスで、必要に応じて以下の設定を有効にします。

a. [ステイルスナップショットを許可] 。
b. [1 ホストに限定したエクスポート]。
c. [ゼロ検出] (デフォルト) を有効にする。
d. [保有期間] 。 この設定を有効にした場合は、対応するテキストボックスに値を入力し

てから、日数または時間のいずれかを選択します。

e. [有効期限]。 この設定を有効にした場合は、対応するテキストボックスに値を入力し
てから、日数または時間のいずれかを選択します。

2. [ジオメトリ]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [トラックあたりのセクター数] を入力するか、またはデフォルト値を使用します。
b. [シリンダーあたりのヘッド数] を入力するか、またはデフォルト値を使用します。

3. [次へ]をクリックして、概要情報を表示するか、または [完了]をクリックします。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

仮想ボリュームの編集
仮想ボリュームを編集するには、[仮想ボリュームの編集]ウィザードにアクセスして、以下の
手順に従います。

1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. 編集するボリュームを右クリックします。

3. メニューリストで、[編集]を選択します。 [仮想ボリュームの編集]ウィザードが表示され
ます。

仮想ボリュームの構成

1. [全般]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [名前] - ボリュームの新しい名前を入力します。
b. [コメント] - (オプション) ボリュームに関するコメントを入力します。

2. [割り当て]グループボックスで、以下の手順を実行します。
a. [サイズ] - ボリュームのサイズを入力します。 [サイズ]リストの値を、必要に応じて

MiB または TiB に変更します。 デフォルトは GiB です。 入力するサイズは、以前の
サイズより大きくする必要があります。

注記:  指定可能なボリュームサイズは、最小が 256MiB、最大が 16TiB です。

b. ボリュームが [フルプロビジョニング]の場合には、以下の操作を行います。
i. [コピー CPG] リストから CPG を選択するか、[< なし >] を選択します。
ii. [割り当て警告]テキストボックスと [割り当て制限]テキストボックスに適切な情

報を入力します。 これらのオプションを使用しない場合は、[有効]ボックスの選
択を解除します ([割り当て制限]テキストボックスが表示されるのは、[詳細設定
オプションの表示]を選択した場合のみです)。

c. ボリュームが[シン重複排除]または[シンプロビジョニング]の場合には、以下の操作を
行います。
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i. [ユーザー CPG] の下にある [割り当て警告]テキストボックスと [割り当て制限]テ
キストボックスに適切な情報を入力します。 これらのオプションを使用しない場
合は、[有効]ボックスの選択を解除します ([割り当て制限]テキストボックスが表
示されるのは、[詳細設定オプションの表示]を選択した場合のみです)。

ii. [コピー CPG] リストから CPG を選択するか、[< なし >] を選択します。
iii. [コピー CPG] の下にある [割り当て警告]テキストボックスと [割り当て制限]テキ

ストボックスに適切な情報を入力します。 これらのオプションを使用しない場合
は、[有効]ボックスの選択を解除します ([割り当て制限]テキストボックスが表示
されるのは、[詳細設定オプションの表示]を選択した場合のみです)。

3. 仮想ボリュームのポリシーとジオメトリを編集するには、[詳細設定オプションの表示]を
選択して [次へ]をクリックし、それ以外の場合は [完了]をクリックします。

ポリシーとジオメトリ

このページは、[仮想ボリュームの構成] ページで [詳細設定オプションの表示]を選択した場合
のみ表示されます。

1. [ポリシー]グループボックスで、必要に応じて以下の設定を有効または無効にします。
a. [ステイルスナップショットを許可]。
b. [1 ホストに限定したエクスポート] 。
c. [保有期間]。 この設定を有効にした場合は、対応するテキストボックスに値を入力し

てから、日数または時間のいずれかを選択します。

d. [有効期限]。 この設定を有効にした場合は、対応するテキストボックスに値を入力し
てから、日数または時間のいずれかを選択します。

2. [ジオメトリ]グループボックスには、[トラックあたりのセクター数] と [シリンダーあたり
のヘッド数] のデフォルト値が表示されます。

3. [次へ]をクリックして、概要情報を表示するか、または [完了]をクリックします。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

類似した仮想ボリュームの作成
既存の仮想ボリュームに基づいて、新しい仮想ボリュームを作成するには、以下の手順を実行
します。

1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. 新しいボリュームの基盤として使用するボリュームを右クリックします。

3. メニューリストで、[類似を作成]を選択します。 [仮想ボリュームの作成]ウィザードが表
示されます。

仮想ボリュームの構成

1. [全般]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [システム] - ボリュームを作成するシステムを選択します。
b. [ドメイン] - ボリュームが配置されるドメインを選択します。 該当するドメインがな

い場合は、[< なし >] を選択してください。
c. [名前] - 新しいボリュームの名前を入力します。
d. [ID] - [自動]ボックスを選択していない場合に、新しいボリュームの ID を入力します

(このオプションは、[詳細設定オプションの表示]が選択されている場合のみ表示され
ます)。

e. [テンプレートの使用] - 新しいボリュームに適用するボリュームテンプレートを選択
します。 必要がなければ、[< なし >] を選択します。

f. [コメント] - (オプション) ボリュームに関するコメントを入力します。
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2. [割り当て]グループボックスで、以下の手順を実行します。
a. ボリュームをプロビジョニングする方法を選択します。

• [シン重複排除] — オンデマンドでボリュームスペースを割り当て、重複する書き
込みを排除します。

• [シンプロビジョニング] — オンデマンドでボリュームスペースを割り当てます。

• [フルプロビジョニング] — 作成時にボリュームスペースを割り当てます。

注記: シン重複排除された仮想ボリューム (TDVV) またはシンプロビジョニングさ
れた仮想ボリューム (TPVV) の作成には、HP 3PAR シンプロビジョニングソフトウェ
アライセンスが必要です。

b. [サイズ] - ボリュームのサイズを入力します。 [サイズ]リストの値を、必要に応じて
MiB または TiB に変更します。 デフォルトは GiB です。

注記:  指定可能なボリュームサイズは、最小が 256MiB、最大が 16TiB です。 V ク
ラスシステムにおけるチャンクレットの最小サイズは 1GB であるため、256MiB の
仮想ボリュームを作成すると、ボリュームの残りの領域は未使用のままです。

c. [シンプロビジョニング]を選択した場合は、以下の操作を行います。
i. [ユーザー CPG] - [CPG] リストからユーザー CPG を選択します。
ii. [コピー CPG] - コピー CPG または < なし > を選択します。
iii. [ユーザー CPG] および [コピー CPG] に対応する [割り当て警告]テキストボックス

と [割り当て制限]テキストボックスに、適切な情報を入力します。 これらのオプ
ションを使用しない場合は、[有効]ボックスの選択を解除します ([割り当て制限]
テキストボックスが表示されるのは、[詳細設定オプションの表示]を選択した場
合のみです)。

d. [フルプロビジョニング]を選択した場合は、以下の操作を行います。 [CPG] リストか
ら CPG を選択します。
i. [ユーザー CPG] - [CPG] リストからユーザー CPG を選択します。
ii. [コピー CPG] - [CPG] リストからコピー CPG または < なし > を選択します。
iii. [コピー CPG] に対応する [割り当て警告]テキストボックスと [割り当て制限]テキ

ストボックスに適切な情報を入力します。 これらのオプションを使用しない場合
は、[有効]ボックスの選択を解除します ([割り当て制限]テキストボックスが表示
されるのは、[詳細設定オプションの表示]を選択した場合のみです)。

3. [グループ化]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [ボリューム数] - 作成するボリュームの数を入力します (2 以上の数を入力すると、[LD
の共有を試みる]の選択が可能になります)。

b. [セット名] - 仮想ボリュームセットの名前を入力するか、または必要がなければ [< な
し >] を選択します。

4. 作成後にボリュームをエクスポートしようとする場合、[作成後にボリュームをエクスポー
トする。]チェックボックスを選択し、それ以外の場合は [次へ]をクリックして仮想ボリュー
ムのポリシーとジオメトリを構成 ([詳細設定オプションの表示]チェックボックスを選択し
た場合) するか、[完了]をクリックします (ボリュームのエクスポートについての詳細は、
「仮想ボリュームのエクスポート」 (175 ページ) を参照してください)。

5. [グループ化]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [ボリューム数] - 作成するボリュームの数を入力します。
b. [セット名] - 仮想ボリュームセットの名前を入力するか、または必要がなければ [< な
し >] を選択します。

6. [次へ]をクリックして、[コピースペースの設定]を構成するか、または [完了]をクリックし
ます。
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ポリシーとジオメトリ

このページは、[仮想ボリュームの構成] ページで [詳細設定オプションの表示]を選択した場合
のみ表示されます。

1. [ポリシー]グループボックスで、必要に応じて以下の設定を有効にします。
a. [ステイルスナップショットを許可]。
b. [1 ホストに限定したエクスポート]。
c. [保有期間]。 この設定を有効にした場合は、対応するテキストボックスに値を入力し

てから、日数または時間のいずれかを選択します。

d. [有効期限]。 この設定を有効にした場合は、対応するテキストボックスに値を入力し
てから、日数または時間のいずれかを選択します。

2. [ジオメトリ]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [トラックあたりのセクター数] を入力するか、またはデフォルト値を使用します。
b. [シリンダーあたりのヘッド数] を入力するか、またはデフォルト値を使用します。

3. [次へ]をクリックして、概要情報を表示するか、または [完了]をクリックします。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

仮想ボリュームのテンプレートとしての保存
仮想ボリュームをテンプレートとして保存するには、以下の手順を実行します。

1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. 以下のいずれかの方法で [VV テンプレートの作成]ウィザードを開始できます。

方法 1 – メインメニューバーで [アクション] > [プロビジョニング] > [テンプレート] > [VV
テンプレートの作成]の順に選択します。
方法 2 – テンプレートとして保存するボリュームを右クリックします。 メニューリスト
で、[テンプレートとして保存]を選択します。
[VV テンプレートの作成]ウィザードが表示されます。

全般

1. [テンプレート]グループボックス:
a. (オプション) [説明] - テンプレートの説明を入力します。
b. (オプション) [含まれていないプロパティのオーバーライドを許可する]チェックボッ

クスを選択し、テンプレートの適用時に含まれていないプロパティにデフォルト以外
の値を設定するのを許可します。

2. [ユーザースペース]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. 左側の [デフォルト値を含む]列で、テンプレートに含めるプロパティに対応するボッ

クスを選択します。 各プロパティの値のリストが、右側の [デフォルト値を定義する]
列に表示されます。 テンプレートで使用されるように特定の値を定義するプロパティ
を含めます。 [オーバーライドを許可する]チェックボックスを選択し、ユーザーにテ
ンプレート適用時のプロパティ値の変更を許可します。

b. 次の表は、含めるプロパティを決定する際の参考として使用してください。

テンプレートに含める目的プロパティ

基本ボリュームテンプレートを作成し、[シンプロビジョニング]を選択し
ます。

[プロビジョニング]

このテンプレートで作成されたボリュームがホストに対して示すサイズを
決定します。

[サイズ]
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テンプレートに含める目的プロパティ

ユーザースペースで使用する CPG を選択します。[CPG]

仮想ボリュームのコピースペースが指定された仮想ボリュームサイズの
パーセンテージを超えたときにアラートを生成します。

[割り当て警告 ]

スナップショットのコピースペースが指定した仮想ボリュームサイズの
パーセンテージを超えないように防ぎます。

[割り当て制限 ]

3. [コピースペース]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. 左側の [デフォルト値を含む]列で、テンプレートに含めるプロパティに対応するボッ

クスを選択します。 各プロパティの値のリストが、右側の [デフォルト値を定義する]
列に表示されます。 テンプレートで使用されるように特定の値を定義するプロパティ
を含めます。 [オーバーライドを許可する]チェックボックスを選択し、ユーザーにテ
ンプレート適用時のプロパティ値の変更を許可します。

b. 次の表は、含めるプロパティを決定する際の参考として使用してください。

テンプレートに含める目的プロパティ

コピースペースで使用する CPG を選択します。[CPG ]

仮想ボリュームのコピースペースが指定された仮想ボリュームサイズのパー
センテージを超えたときにアラートを生成します。

[割り当て警告 ]

コピースペースが指定した仮想ボリュームサイズのパーセンテージを超え
ないように防ぎます。

[割り当て制限 ]

4. [次へ]をクリックしてポリシーおよびジオメトリの情報を入力するか、[完了]をクリックし
ます。

ポリシーとジオメトリ

1. [ポリシー]グループボックスで、以下の手順を実行します。
左側の [デフォルト値を含む]列で、テンプレートに含めるプロパティに対応するボックス
を選択します。 各プロパティの値のリストが、右側の [デフォルト値を定義する]列に表示
されます。 テンプレートで使用されるように特定の値を定義するプロパティを含めます。
[オーバーライドを許可する]チェックボックスを選択し、ユーザーにテンプレート適用時
のプロパティ値の変更を許可します。

2. [ジオメトリ]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. 左側の [デフォルト値を含む]列で、テンプレートに含めるプロパティに対応するボッ

クスを選択します。 各プロパティの値のリストが、右側の [デフォルト値を定義する]
列に表示されます。 テンプレートで使用されるように特定の値を定義するプロパティ
を含めます。 [オーバーライドを許可する]チェックボックスを選択し、ユーザーにテ
ンプレート適用時のプロパティ値の変更を許可します。

b. [トラックあたりのセクター数] を入力するか、またはデフォルト値を使用します。
c. [シリンダーあたりのヘッド数] を入力するか、またはデフォルト値を使用します。
d. 次の表は、含めるプロパティを決定する際の参考として使用してください。

テンプレートに含める目的プロパティ

トラックごとに許可するセクター数を指定します。[トラックあたりのセク
ター数 ]

シリンダーごとに使用するヘッド数を指定します。[シリンダーあたりのヘッ
ド数 ]
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3. [次へ]をクリックして、概要情報を表示するか、または [完了]をクリックします。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

Remote Copy グループの仮想ボリュームからの作成
注記:  HP 3PAR Remote Copy Software には、HP 3PAR Remote Copy Software ライセンスが
必要です。 ライセンスについての詳細は、『HP 3PAR OS コンセプトガイド』を参照してくだ
さい。

Remote Copy グループを仮想ボリュームから作成するには、以下の手順に従います。
1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. Remote Copy グループの作成元にするボリュームを選択します。
3. 選択したボリュームを右クリックします。

4. メニューリストから、[Remote Copy グループの作成]を選択します。 [Remote グループの
作成]ウィザードが表示されます。

グループ

1. [ソース]グループで、以下の項目を指定します。
a. [システム] - Remote Copy グループを作成するプライマリ (ソース) システムを選択し

ます。

b. (オプション) [ドメイン] - Remote Copy グループを配置するドメインを選択します。
c. [グループ] -グループの名前を入力します。

2. [バックアップ]グループで、以下の項目を指定します。
a. [名前] - ソースシステムとして選択されていないシステムが自動で表示されます。
b. [モード] - [定期]または [同期]を選択します。
c. (オプション) [同期期間] - ([定期] モードでのみ設定可能) [定期]を選択した場合は、こ

のチェックボックスを選択し、ソースグループとバックアップグループのデータを同
期させる時点について、秒、分、時間、または日を選択して、数値を入力します。 選
択されていない場合は、期間は使用されません。

d. (オプション) [完了後にグループを開始] - Remote Copy グループ作成後にミラーリン
グを開始する場合は選択します。

e. (オプション) [初期同期を実行] - 作成される Remote Copy グループでバックアップグ
ループと同期させたい場合に選択します。 両方のグループが同期していない場合は、
データの不整合を引き起こす可能性があります。 (このオプションが使用できるのは、
[設定] で [Remote Copy ウィザード内のテープバックアップオプションの表示]を選択
した場合です)。

f. (オプション) [自動回復] - Remote Copy リンクがダウンして復旧したときに、グルー
プを自動的に再起動させる場合に選択します。 ([詳細設定オプションの表示]が選択さ
れている場合に表示されます)。

g. (オプション) [期間オーバーアラート] - これを選択すると、定期グループの同期にかか
る時間が、設定された同期期間よりも長くなる場合にアラートが生成されます。 この
オプションは、同期モードのグループには使用できません ([詳細設定オプションの表
示]が選択されている場合に表示されます)。

3. [次へ]をクリックして仮想ボリュームを構成するか、[完了]をクリックします。

仮想ボリューム

1. [ソースボリューム]リストで、仮想ボリュームリストからソース仮想ボリュームを選択し
ます。
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2. [バックアップボリューム]リストで、仮想ボリュームリストからバックアップ仮想ボリュー
ムを選択するか、[新規]をクリックして新しいバックアップボリュームを作成します。

3. [新規]をクリックした場合は、以下の操作を行います。
a. ボリューム名を入力します。

b. ユーザースペース用の CPG を選択します。
c. コピースペース用の CPG を選択します。

注記:  ボリュームを選択するときには、下矢印をクリックし、[仮想ボリューム]、[プロ
ビジョニング]、および [仮想サイズ]を選択して、リストをフィルターできます。 フィル
ターを解除するには、[クリア]をクリックします。

4. [追加]をクリックします。
5. [次へ]をクリックします。

注記:  グループに RW スナップショットが追加されている場合は、同じボリュームファミ
リーのすべての RW が削除されます。 また、ベースペアレントも削除されます。

注記:  同期長距離 Remote Copy (SLD) Remote Copy 構成で Remote Copy グループを作成して
いる場合は、仮想ボリュームの 2 番目の [バックアップボリューム]リストについて、手順 2 と
3 を繰り返します。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

Remote Copy グループへの仮想ボリュームの追加
注記:  HP 3PAR Remote Copy Software には、HP 3PAR Remote Copy Software ライセンスが
必要です。 ライセンスについての詳細は、『HP 3PAR OS コンセプトガイド』を参照してくだ
さい。

Remote Copy グループに仮想ボリュームを追加するには、以下の手順に従います。
1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. Remote Copy グループに追加するボリューム (1 つまたは複数) を選択します。
3. 選択したボリュームを右クリックします。

4. メニューリストで、[Remote Copy グループへの追加]を選択します。
[Remote Copy グループへの追加]ダイアログボックスが表示されます。

5. [グループ]リストから、Remote Copy グループ (1 つまたは複数) を選択します。
6. (オプション) 選択したボリュームの追加後、ただちに Remote Copy グループの使用を開始

する場合は、[ボリュームの追加後にグループを起動してください]を選択します。
7. [ソースボリューム]リストで、グループに追加するボリュームを選択します。
8. [バックアップボリューム]リストで、既存のバックアップボリュームを選択するか、また

は [新規]をクリックして、新しいバックアップボリュームを作成します。

注記:  ボリュームを選択するときには、下矢印をクリックし、[仮想ボリューム]、[プロ
ビジョニング]、および [仮想サイズ]を選択して、リストをフィルターできます。 フィル
ターを解除するには、[クリア]をクリックします。

注記:  グループに RW スナップショットが追加されている場合は、同じボリュームファ
ミリーのすべての RW が削除されます。 また、ベースペアレントも削除されます。

9. [新規]をクリックした場合は、以下の操作を行います。
a. ボリューム名を入力します。

b. ユーザースペース用の CPG を選択します。
c. コピースペース用の CPG を選択します。
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d. (オプション) 割り当ての警告パーセンテージや割り当て制限を入力する場合は、[有効]
を選択して値を入力します。

注記:  同期長距離 (SLD) Remote Copy 構成のために Remote Copy グループを作成し
ている場合は、仮想ボリュームのリストにある 2 番目のバックアップボリュームに対
して手順 8 と手順 9 の一方または両方を繰り返します。

10. [追加]をクリックします。
11. [OK] をクリックします。

仮想ボリュームの別のドメインへの移動

注記: HP 3PAR ドメインを使用するには、HP 3PAR ドメインライセンスが必要です。 ドメイ
ンライセンスおよび 3PAR ドメインの詳細は、『HP 3PAR OS コンセプトガイド』を参照して
ください。

HP 3PAR ドメインを使用して、あるドメインから別のドメインにボリュームを移動する必要が
ある場合は、「ドメイン間でのオブジェクトの移動」 (78 ページ) で説明されている手順を実
行します。

仮想ボリュームの修復
仮想ボリュームを修復するには、次の手順を実行します。

1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. 修復するボリュームを右クリックします。

[仮想ボリュームの修復]ダイアログボックスが表示されます。
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3. [スキャンのみ]、[オフラインとスキャン]、[スキャンと修復]のいずれかを選択します。
[スキャンのみ] – ボリュームをオンラインにしたまま、管理情報を検証します。
[オフラインとスキャン] – ボリュームをオフラインに設定して、管理情報を検証します。
[スキャンと修復] – ボリュームをオフラインに設定し、管理情報を検証し、エラーがある
場合はボリュームを修復しようとします。

4. [OK] をクリックします。

仮想ボリュームの削除
仮想ボリュームを削除するには、以下の手順に従います。

1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. 削除するボリュームを右クリックします。
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3. メニューリストで、[削除]を選択します。 [仮想ボリュームの削除]ダイアログボックスが
表示されます。

4. (オプション) アクティブな VLUN を含まないボリュームやそのボリュームから派生したエ
ンティティ、アクティブな VLUN に関連付けられたボリューム、およびボリュームセット
に含まれるボリュームの削除するには、[次のものも選択して削除できます]チェックボッ
クスを選択します。

削除しようとしているボリュームがアクティブな VLUN を持つ場合、このチェックボック
スを選択すると、[仮想ボリュームのアンエクスポート]確認ダイアログボックスが表示さ
れます。

[仮想ボリュームのアンエクスポート]ダイアログボックスでキャンセルを選択した場合、
[仮想ボリュームの削除]ダイアログボックスのチェックボックスの選択が解除されます。
[仮想ボリュームのアンエクスポート]ダイアログボックスで [OK] をクリックした場合、2
番目の警告メッセージが表示されます。
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[はい]をクリックした場合、次の手順で [OK] をクリックした後に、VLUN が仮想ボリュー
ムとともに削除されます。

5. [OK] をクリックして仮想ボリュームを削除します。
以下も参照してください。

「[仮想ボリューム] タブの表示」 (179 ページ)

仮想ボリュームのチューニング
仮想ボリュームをチューニングするには、[仮想ボリュームのチューニング]ウィザードにアク
セスして、以下の手順に従います。

1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. チューニングするボリュームを右クリックします。

3. メニューリストで、[仮想ボリュームのチューニング]を選択します。 [仮想ボリュームの
チューニング]ダイアログボックスが表示されます。

4. [全般]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [システム] - チューニングするボリュームが含まれるシステムを選択します。
b. [ドメイン] - チューニングするボリュームが含まれるドメインを選択します。 該当し

ない場合は [< なし >] を選択します。
c. [割り当てスペース] - [ユーザースペース]または [コピースペース]を選択します。

5. [仮想ボリューム]グループボックスで、チューニングする仮想ボリューム (1 つまたは複数)
を選択します。

6. [ターゲット]グループボックスで、[ターゲット CPG] リストからターゲット CPG を選択し
ます。

7. [OK] をクリックします。

仮想ボリュームチューニングの再開
以前に中断した仮想ボリュームのチューニングタスクを再開するには、以下の手順に従いま
す。

1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. チューニングタスクを再開するボリュームを右クリックします。

3. メニューリストで、[チューニング再起動]を選択します。
4. [はい]をクリックします。
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チューニングした仮想ボリュームのロールバック
以前にチューニングした仮想ボリュームをチューニング前の状態にロールバックするには、以
下の手順に従います。

1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. ロールバックするボリュームを右クリックします。

3. メニューリストで、[チューニングのロールバック]を選択します。
4. [はい]をクリックします。

[重複排除の推定] の実行
HP 3PAR Thin Deduplication テクノロジーでは、シンプロビジョニングおよびブロックレベル
重複排除などの効率的なメカニズムを提供することで、ソリッドステートドライブ (SSD) の容
量を最大限に活用できるようになります。 どのシンプロビジョニングされた仮想ボリューム
が、シン重複排除された仮想ボリュームに変換することでメリットを得られるか判断するため
には、それらのボリュームで [重複排除の推定] を実行できます。
[重複排除の推定] は、シンプロビジョニングされた仮想ボリューム、または少なくとも 1 つの
シンプロビジョニングされた仮想ボリュームを含む仮想ボリュームセットで実行できます。

[重複排除の推定] は、特定のボリュームが同じ CPG 内でシン重複排除された仮想ボリューム
(TDVV) に変換された場合に得られる追加のデータ圧縮の量をエミュレートする、HP 3PAR Thin
Deduplication テクノロジーに依存します。 提供される情報は、HP 3PAR Thin Deduplication の
みに適用され、評価目的としてのみ考慮されるべきであり、保証としてとらえるべきではあり
ません。 コマンドは、実際の本稼働ボリュームに対して実行することができ、非干渉のバック
グラウンドタスクが生成されます。 タスクはボリュームのサイズおよび数に応じて、実行に時
間がかかることがあります。また、[最近実行したタスク] ウィンドウで監視することができま
す。

選択した仮想ボリュームで評価された重複排除による節約容量を表示するには、以下の手順を
実行します。

1. [プロビジョニングマネージャー] の下にある [仮想ボリューム]を選択します。
2. 評価に含める仮想ボリュームを選択し、右クリックして [重複排除の推定]を選択するか、

メインツールバーで [仮想ボリューム]をクリックして [重複排除の推定]を選択します。
3. [重複排除の推定] ダイアログが表示されたら、[OK] をクリックして、評価プロセスを開始

します。

選択した仮想ボリュームセットで評価された重複排除による節約容量を表示するには、以下の
手順を実行します。

1. [プロビジョニングマネージャー] の下にある [仮想ボリュームセット]を選択します。
2. 評価に含める仮想ボリュームセットを選択し、右クリックして [重複排除の推定]を選択し

ます。
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3. [重複排除の推定] ダイアログが表示されたら、[OK] をクリックして、評価プロセスを開始
します。

仮想ボリュームセットの管理
プロビジョニングマネージャーによって、仮想ボリュームセットの作成、編集、エクスポー
ト、アンエクスポート、および削除のほか、仮想ボリュームセットへの仮想ボリュームの追加
および仮想ボリュームセット情報の表示を行うことができます。 詳細は、以下の各項を参照し
てください。

「仮想ボリュームセットの作成」 (163 ページ)
「仮想ボリュームセットの編集」 (163 ページ)
「仮想ボリュームの仮想ボリュームセットへの追加」 (164 ページ)
「仮想ボリュームセットのエクスポート」 (164 ページ)
「仮想ボリュームセットの削除」 (165 ページ)
「仮想ボリュームセットのアンエクスポート」 (165 ページ)
「仮想ボリュームセットの表示」 (166 ページ)
「単一の仮想ボリュームセットの表示」 (167 ページ)

仮想ボリュームセットの作成

仮想ボリュームセットを作成するには、以下の手順に従います。

1. マネージャーペインで、[プロビジョニング]を選択します。
2. マネジメントツリーで、ボリュームセットを作成するシステムの [仮想ボリュームセット]

を右クリックします。

3. メニューリストで、[仮想ボリュームセットの作成]を選択します。 [仮想ボリュームセット
の作成]ウィザードが表示されます。

全般

1. [システム] - 仮想ボリュームセットを作成するシステムを選択します。
2. [ドメイン] - 新しい仮想ドメインセットを作成するドメインを選択するか、または必要な

い場合は、[< なし >] を選択します。
3. [名前] - 新しいセットの名前を入力します。
4. [コメント] - (オプション) 仮想ボリュームセットに関するメモを入力します。
5. [次へ]をクリックし、仮想ボリュームをセットに割り当てます。

ボリューム

1. 使用可能なボリュームを割り当てるには、以下の手順に従います。

a. [利用可能]リストから 1 つまたは複数のボリュームを選択します。
b. 下矢印をクリックし、選択したボリュームを [割り当て済み]リストに追加します。

2. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

仮想ボリュームセットの編集

仮想ボリュームセットを編集するには、以下の手順に従います。

1. [仮想ボリュームセット]画面に移動します。
2. 編集する仮想ボリュームセットを右クリックします。
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3. メニューリストで、[編集]を選択します。 [仮想ボリュームセットの編集]ウィザードが表
示されます。

全般

1. [名前] - セットの名前を入力します。
2. [コメント] - 仮想ボリュームセットに関する任意のメモを入力します。
3. [次へ]をクリックし、仮想ボリュームをセットに割り当てるか、セットから割り当て解除

します。

ボリューム

1. 使用可能なボリュームを割り当てるには、以下の手順に従います。

a. [利用可能]リストから 1 つまたは複数のボリュームを選択します。
b. 下矢印をクリックし、選択したボリュームを [割り当て済み]リストに移します。

2. ボリュームを割り当て解除するには、以下の手順に従います。

a. [割り当て済み]リストから 1 つまたは複数のボリュームを選択します。
b. 上矢印をクリックし、選択したボリュームを [利用可能]リストに移します。

3. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

仮想ボリュームの仮想ボリュームセットへの追加

仮想ボリュームを既存の仮想ボリュームセットに追加するには、以下の手順に従います。

1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. 仮想ボリュームセットに追加するボリュームを右クリックします (複数のボリュームを選

択する場合、手順については、「複数のアイテムの選択」 (526 ページ) を参照してくださ
い)。

3. メニューリストで、[仮想ボリュームセットへの追加]を選択します。 [仮想ボリュームセッ
トへの追加]ダイアログボックスが表示されます。

4. リストから仮想ボリュームセットを選択します。

5. [OK] をクリックします。

仮想ボリュームセットのエクスポート

仮想ボリュームセットをエクスポートするには、以下の手順に従います。

1. [仮想ボリュームセット]画面に移動します。
2. エクスポートする仮想ボリュームセットを右クリックします。

3. メニューリストで、[エクスポート]を選択します。 [仮想ボリュームのエクスポート]ウィ
ザードが表示されます。

エクスポート

1. [全般]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [システム] - リストからシステムを選択します。
b. [ドメイン] - リストからドメインを選択します。 該当しない場合は [< なし >] を選択

します。

2. [仮想ボリューム] グループボックスで、以下の手順を実行します。
a. [仮想ボリューム]または [仮想ボリュームセット]のどちらかを選択します。
b. 仮想ボリュームまたは仮想ボリュームセットのリストから、エクスポートするボリュー

ムを選択します (1 つまたは複数を選択)。
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3. [エクスポート先]グループボックスで、以下の手順を実行します。
a. [ホスト (ホスト指定)] または [ホストセット (セット内のホスト)] を選択します。 [詳細
設定オプションの表示]が選択されている場合、[ホストとポート (マッチセット)] およ
び [ポート (ポート指定)] が使用可能な選択肢に追加されます。
[提供ポート]を選択すると、そのポートに接続されているすべてのホストに対してボ
リュームがエクスポートされます。 [マッチセット]を選択すると、そのポートに接続
されているホストのうち指定したホストに対してボリュームがエクスポートされま
す。

b. ホストリストまたはホストセットリストから、仮想ボリュームのエクスポート先にす
るホストを選択します。

c. [マッチセット]または [提供ポート]を選択した場合、[ポート] ボックスが有効になり
ます。

d. [詳細設定オプションの表示]が選択されている場合、[エクスポート後、VLUN 変更通
知を発行してください。(LIP または RSCN)] チェックボックスを選択するオプションが
あります。

4. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

仮想ボリュームセットの削除

仮想ボリュームセットを削除するには、以下の手順に従います。

1. [仮想ボリュームセット]画面に移動します。
2. 削除する仮想ボリュームセットを右クリックします。

注記:  複数の仮想ボリュームセットを削除する場合は (「複数のアイテムの選択」 (526 ペー
ジ) を参照)、右クリックする前に削除するボリュームセットを選択します。

3. メニューリストで、[削除]を選択します。 [仮想ボリュームセットの削除]ダイアログボッ
クスが表示されます。

4. [OK] をクリックします。また、削除可能な関連付けられた VLUN が存在する場合は、[該
当する場合、関連する VLUN を削除してください]チェックボックスを選択するオプション
があります。 このチェックボックスを選択した場合、[仮想ボリュームのアンエクスポー
ト]確認画面が表示されます。 表示されている VLUN およびテンプレートをアンエクスポー
トするには、[はい]をクリックします。

仮想ボリュームセットのアンエクスポート

仮想ボリュームセットをアンエクスポートするには、以下の手順に従います。

1. マネジメントウィンドウで、[プロビジョニングマネージャー]を選択します。
2. アンエクスポートするセットが含まれるストレージシステムで [仮想ボリュームセット]を

選択します。

3. マネジメントウィンドウで、アンエクスポートする仮想ボリュームセット名を右クリック
し、メニューから [アンエクスポート]を選択します。
[仮想ボリュームセットのアンエクスポート] ダイアログに、削除対象の関連する VLUN と
テンプレートが表示され、各仮想ボリュームのエクスポートの WWN:ポートの組み合わ
せがリスト表示されます。
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4. [はい]をクリックします。
5. 仮想ボリュームセットに関連するアクティブな VLUN がある場合、削除してよいか確認す

る確認ダイアログが表示されます。 [削除]をクリックします。

仮想ボリュームセットの表示

システムの仮想ボリュームセットを表示するには、以下の手順に従います。

1. マネージャーペインで、[プロビジョニング]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示するシステムノードの下にある [仮想ボリュームセット]を選

択します。

以下の情報が表示されます。

説明列

仮想ボリュームセットの名前。 各名前は、仮想ボリュームセットの詳細情報へのリ
ンクとなっています。 「単一の仮想ボリュームセットの表示」 (167 ページ) を参照
してください。

[名前 ]

仮想ボリュームセットが存在しているドメイン。[ドメイン ]

仮想ボリュームセットに属している仮想ボリュームの数。[仮想ボリューム ]

ボリュームのサイズ (GiB)。[仮想サイズ ]
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説明列

予約済みスペースの総容量 (GiB)。[予約済み総容量 ]

ボリュームのエクスポート先となっているホスト。 赤色のエントリーは、非アク
ティブな VLUN を示しています。 青色のエントリーは、アクティブな VLUN を示し
ています。

[エクスポート先 ]

ユーザーが入力したコメント。[コメント ]

選択した仮想ボリュームセットで QoS ルールが有効であることを示します。[QoS の有効化]

優先順位の高いワークロードの遅延目標を満たすためにシステムが特定の VVset ま
たはドメインに対してこの設定以下に調整しない最小の IOPS。

[下限目標 IOPS (IO/秒)]

特定の VVset または仮想ドメインが許可される最大量の IOPS。[上限 IOPS (IO/秒)]

優先順位の高いワークロードの遅延目標を満たすためにシステムが特定の VVset ま
たはドメインに対してこの設定以下に調整しない最小の帯域幅。

[下限目標の帯域幅 (KB/秒)]

特定の VVset または仮想ドメインが許可される最大の帯域幅。[上限帯域幅 (KB/秒)]

システムが特定の QoS ルールを満たそうとする svctimes 目標。 遅延目標が機能す
るためには、システムがワークロードを原則できるように、最小目標を持つルール
が必要です。

[遅延目標]

QoS ルールの QoS スケジューリング優先度。[優先度 ]

コメント。[コメント]

単一の仮想ボリュームセットの表示

単一の仮想ボリュームセットを表示するには、以下の手順に従います。

1. マネージャーペインで、[プロビジョニング]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示するシステムノードの下にある [仮想ボリュームセット]を選

択します。

3. マネジメントウィンドウの [名前]列の下で、表示する仮想ボリュームセットを選択しま
す。

[仮想ボリュームセット] 詳細ペインの [概要]タブに次の情報が表示されます。
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以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

仮想ボリュームセットの名前。[名前][全般 ]

仮想ボリュームセットが所属するドメイン (ある場合)。[ドメイン]

仮想ボリュームの総数。[仮想ボリューム ]

基本ボリュームの総数。[ベースボリューム ]

シンプロビジョニングされた仮想ボリュームの数。[シンプロビジョニング ]

フルプロビジョニングされた仮想ボリュームの数。[フルプロビジョニング ]

シン重複排除された仮想ボリュームの数。[シン重複排除 ]

バーチャルコピーの総数。[バーチャルコピー ]

物理コピーの総数。[物理コピー ]

Remote Copy 仮想ボリュームの総数。[Remote Copy ボリューム ]

期限切れとなった仮想ボリュームの総数。[期限切れボリューム ]

エクスポートされていない仮想ボリュームの総数。[アンエクスポートボリュー
ム ]

仮想ボリュームセットをエクスポートする場合、そのエクス
ポート先のホスト名です。

[エクスポート先]

ユーザーが入力したコメント。[コメント]

[仮想ボリューム][ヘルス ]

新しいアラートの総数。[新規アラート ]

現在の状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコ
ン」 (527 ページ) を参照してください。

[ステータス ]

デバイスの種類として、[FC] (Fast Class)、[NL] (ニアライン)、
または [SSD] (ソリッドステートデバイス) を選択します。 選択

[デバイスタイプ ][容量 ]

した種類のデバイスの容量と容量使用率が、グラフで表示され
ます。

ユーザースペース、コピースペース、および管理スペースの割り当てを表示します。[仮想ボリューム割り
当て ]

選択した仮想ボリュームセットで QoS ルールが有効であるこ
とを示します。

[QoS の有効化][QoS の設定]

仮想ボリュームセットが操作できる IO/秒の最小値です。[下限目標 IOPS (IO/秒)]

仮想ボリュームセットが操作できる IO/秒の最大値です。[上限 IOPS (IO/秒)]

仮想ボリュームセットが操作できる KB/秒の最小値です。[下限目標の帯域幅 (KB/秒)]

仮想ボリュームセットが操作できる KB/秒の最大値です。[下限帯域幅 (KB/秒)]

HP 3PAR シンテクノロジーを介して保存されたストレージスペースの総容量を表示します。
これは、さまざまな仮想ボリュームで予約または使用されている量に対し、ホストに提示さ
れているストレージの量です。

[データ圧縮]

シン重複排除を介して保存されたストレージスペースの量を表示します。 これは、保存さ
れている量に対し、仮想ボリュームに書きこまれるストレージの量です。

[シン重複排除]

[仮想ボリューム]、[VLUN]、[ホスト]、および [アラート]タブに表示される情報は、仮想ボリュー
ムで表示される情報と同じです。 詳細は、以下の各項を参照してください。
「[仮想ボリューム] タブの表示」 (179 ページ)
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「[VLUN] タブ」 (191 ページ)
「[ホスト] タブ」 (194 ページ)
「[アラート] タブ」 (195 ページ)

QoS ルールの管理
サービス品質 (QoS) は、I/O 帯域幅と 1 秒あたりの I/O 操作数を制限するルールを確立する
ことで最高レベルのパフォーマンスを実現するメカニズムです。 QoS は、仮想ボリュームセッ
トベースで構成されます。 既存の仮想ボリュームセットを使用することも、エクスポート済み
セットの特定のボリューム向けに QoS ルールを作成するために新しいセットを作成すること
もできます。 たとえば、仮想ボリュームセット VVSet1 内に 4 つの仮想ボリュームがあり、ホ
スト HostSet1 にエクスポートするが、VVSet1 内の 2 つのボリュームのみに QoS ルールを適
用したい場合を考えてみます。 このためには、新しい仮想ボリュームセット (この例では
QoS_VVSet) を作成し、QoS ルールを適用する 2 つの仮想ボリュームを追加し、新しいセット
をエクスポートしません。

HP 3PAR Management Console では、仮想ボリュームセットで次の QoS アクションを実行で
きます。

• QoS 設定の構成

• QoS 設定のクリア

• QoS の有効化

• QoS の無効化

QoS 設定の構成
仮想ボリュームセットの QoS 設定を構成するには、以下の手順に従います。
1. プロビジョニングマネージャーの下の [仮想ボリュームセット]タブに移動し、QoS を構成

する仮想ボリュームセット名を右クリックし、表示されるメニューから [QoS の構成]を選
択します。 または、[アクション] > [プロビジョニング] > [仮想ボリュームセット] > [QoS
の構成]を選択するか、[QoS] ボタン (仮想ボリュームセットのアクションを表示する際に
メインツールバーで使用可能) をクリックして [QoS の構成]を選択します。 [QoS の構成]
ダイアログが表示されます。

2. [システム] - 仮想ボリュームセットが含まれるシステムを選択します。
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3. [ターゲットタイプ] – ターゲットタイプ [仮想ボリュームセット]があらかじめ選択されて
います。

ユーザーが作成する QoS ルールのほか、「all_others」と呼ばれるシステムルールがあり
ます。このルールによって、まだ QoS ルールの一部ではない仮想ボリュームのパフォー
マンスが制限されます。 このルールは、仮想ボリュームセットの一部であるボリュームに
も、そうでないボリュームにも影響します。 低い制限値は注意して使用する必要がありま
す。IOP や帯域幅の制限値が低すぎると、ホストがこれらの仮想ボリュームに一時的にア
クセスできなくなる可能性があるためです。 all_others の設定を構成するには、[ターゲッ
トタイプ] リストから [システム]を選択します。

4. [ターゲット名] – [ターゲットタイプ] が [仮想ボリュームセット] の場合は、仮想ボリュー
ムセット名を選択します。 [ターゲットタイプ] が [システム] の場合は、[all_others] があ
らかじめ選択されています。 ターゲット名として設定できるのは、最大 123 文字です。

5. [優先度] - メニューリストから、QoS ルールの QoS スケジューリング優先度を選択しま
す。

6. [IOPS (IO/秒)]:
• [下限目標] - QoS スロットリングの最小の IOP を入力します。

• [上限] - QoS スロットリングについてターゲットで許容される 1 秒あたりの最大 I/O
処理数を入力します。

7. [帯域幅制限 (KB/秒)]:
• [下限目標] - QoS スロットリングの最小の帯域幅を入力します。

• [上限] - QoS スロットリングの最大の帯域幅を入力します。
8. [遅延目標] - QoS I/O コミットターゲットの遅延目標を入力します。 ゼロまたは 10000

より大きくすることはできません。

9. [OK] をクリックします。

QoS 設定のクリア
仮想ボリュームセットの QoS 設定をクリアするには、以下の手順に従います。
1. プロビジョニングマネージャーの下の [仮想ボリュームセット]タブに移動し、QoS を構成

する仮想ボリュームセット名を右クリックし、表示されるメニューから [QoS のクリア]を
選択します。 または、[アクション] > [プロビジョニング] > [仮想ボリュームセット] > [QoS
のクリア]を選択するか、[QoS] ボタン (仮想ボリュームセットのアクションを表示する際
にメインツールバーで使用可能) をクリックして [QoS のクリア]を選択します。 [QoS のク
リア]ダイアログが表示されます。

2. [はい]をクリックして設定をクリアします。
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QoS の無効化
仮想ボリュームセットの QoS を無効化するには、プロビジョニングマネージャーの下の [仮想
ボリュームセット]タブにアクセスし、QoS を構成する仮想ボリュームセット名を右クリック
し、表示されるメニューから [QoS の無効化]を選択します。 または、[アクション] > [プロビ
ジョニング] > [仮想ボリュームセット] > [QoS の無効化]を選択するか、[QoS] ボタン (仮想ボ
リュームセットのアクションを表示する際にメインツールバーで使用可能) をクリックして
[QoS の無効化]を選択します。

QoS の有効化
仮想ボリュームセットの QoS を有効化するには、プロビジョニングマネージャーの下の [仮想
ボリュームセット]タブにアクセスし、QoS を構成する仮想ボリュームセット名を右クリック
し、表示されるメニューから [QoS の有効化]を選択します。 または、[アクション] > [プロビ
ジョニング] > [仮想ボリュームセット] > [QoS の有効化]を選択するか、[QoS] ボタン (仮想ボ
リュームセットのアクションを表示する際にメインツールバーで使用可能) をクリックして
[QoS の有効化]を選択します。

仮想ボリュームテンプレートの作成
同じ特性を持つ複数の仮想ボリュームを作成する場合、それらの仮想ボリュームごとにすべて
の特性を再入力する代わりに、仮想ボリュームテンプレートを作成し、再使用することができ
ます。 さらに、既存のテンプレートを編集し、特性を変更し、新しいテンプレートとして保存
することもできます。

仮想ボリュームテンプレートを作成するには、以下の手順に従います。

1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. テンプレートの作成元にするボリュームを右クリックします。

3. メニューリストで、[テンプレートとして保存]を選択します。
または

4. メインメニューバーで [仮想ボリューム]タブに移動した後、[アクション] > [プロビジョニ
ング] > [テンプレート] > [VV テンプレートの作成]の順に選択します。 [VV テンプレート
の作成]ウィザードが表示されます。

全般

1. [テンプレート] グループボックス:
a. [システム] - テンプレートの作成先のシステムを選択します。
b. [名前] - テンプレートの名前を入力します。
c. (オプション) [説明] - テンプレートの説明を入力します。
d. (オプション) [含まれていないプロパティのオーバーライドを許可する]チェックボッ

クスを選択し、テンプレートの適用時に含まれていないプロパティにデフォルト以外
の値を設定するのを許可します。

2. [ユーザースペース]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. 左側の [デフォルト値を含む]列で、テンプレートに含めるプロパティに対応するボッ

クスを選択します。 各プロパティの値のリストが、右側の [デフォルト値を定義する]
列に表示されます。 テンプレートで使用されるように特定の値を定義するプロパティ
を含めます。 [オーバーライドを許可する]チェックボックスを選択し、ユーザーにテ
ンプレート適用時のプロパティ値の変更を許可します。
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b. 次の表は、[VV テンプレート]、[ユーザースペース]グループボックスに含めるプロパ
ティを決定する際の参考として使用してください。

テンプレートに含める目的プロパティ

このテンプレートで作成されたボリュームがホストに対して示すサイズを決定
します。

[サイズ ]

基本ボリュームテンプレートを作成し、[シン]または [シンまたはフル]を選択
します (システムに TPVV ライセンスが付与されている場合、[シン] が自動的

[プロビジョニング ]

に選択されます)。 プロビジョニングタイプが選択されていない場合、[シンま
たはフル] タイプが選択された場合と同様に扱われます。

ユーザースペースで使用する CPG を選択します。[CPG ]

仮想ボリュームのコピースペースが指定された仮想ボリュームサイズのパーセ
ンテージを超えたときにアラートを生成します。 ([割り当て警告] を選択して
有効にしたときのデフォルトの警告は 80% です)。

[割り当て警告 (シンプロビ
ジョニングのみ)]

スナップショットのコピースペースが指定した仮想ボリュームサイズのパーセ
ンテージを超えないように防ぎます。

[割り当て制限 (シンのみ)]

3. [コピースペース]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. 左側の [デフォルト値を含む]列で、テンプレートに含めるプロパティに対応するボッ

クスを選択します。 各プロパティの値のリストが、右側の [デフォルト値を定義する]
列に表示されます。 テンプレートで使用されるように特定の値を定義するプロパティ
を含めます。 [オーバーライドを許可する]チェックボックスを選択し、ユーザーにテ
ンプレート適用時のプロパティ値の変更を許可します。

b. 次の表は、[VV テンプレート]、[コピースペース]グループボックスに含めるプロパティ
を決定する際の参考として使用してください。

テンプレートに含める目的プロパティ

コピースペースで使用する CPG を選択します (ユーザー CPG と同じドメイ
ン内に存在している必要があります)。 コピー CPG を最初に選択し、異な

[CPG ]

るドメインからユーザー CPG を次に選択した場合、警告ダイアログが表示
され、コピー CPG はクリアされ、ユーザー CPG と同じドメインからコピー
CPG を選択する必要が生じます。

仮想ボリュームのコピースペースが指定された仮想ボリュームサイズのパー
センテージを超えたときにアラートを生成します。

[割り当て警告 ]

コピースペースが指定した仮想ボリュームサイズのパーセンテージを超え
ないように防ぎます。

[割り当て制限 ]

4. [次へ]をクリックしてポリシーおよびジオメトリの情報を入力するか、[完了]をクリックし
ます。

ポリシーとジオメトリ

1. [ポリシー]グループボックスで、以下の手順を実行します。
左側の [デフォルト値を含む]列で、テンプレートに含めるプロパティに対応するボックス
を選択します。 各プロパティの値のリストが、右側の [デフォルト値を定義する]列にリス
トされます。 テンプレートで使用されるように特定の値を定義するプロパティを含めま
す。 [オーバーライドを許可する]チェックボックスを選択し、ユーザーにテンプレート適
用時のプロパティ値の変更を許可します。

2. [ジオメトリ]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. 左側の [デフォルト値を含む]列で、テンプレートに含めるプロパティに対応するボッ

クスを選択します。 各プロパティの値のリストが、右側の [デフォルト値を定義する]
列に表示されます。 テンプレートで使用されるように特定の値を定義するプロパティ
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を含めます。 [オーバーライドを許可する]チェックボックスを選択し、ユーザーにテ
ンプレート適用時のプロパティ値の変更を許可します。

b. [トラックあたりのセクター数] を入力するか、またはデフォルト値を使用します。
c. [シリンダーあたりのヘッド数] を入力するか、またはデフォルト値を使用します。
d. 次の表は、[VV テンプレート]、[ジオメトリ]グループボックスに含めるプロパティを

決定する際の参考として使用してください。

テンプレートに含める目的プロパティ

トラックごとに許可するセクター数を指定します。[トラックあたりのセク
ター数 ]

シリンダーごとに使用するヘッド数を指定します。[シリンダーあたりのヘッ
ド数 ]

3. [次へ]をクリックして、概要情報を表示するか、または [完了]をクリックします。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

仮想ボリュームテンプレートの編集
テンプレートを編集するときに、HP 3PAR Management Console は既存のテンプレートの中に
サポートされていないプロパティが存在するかどうかを検証します。 サポートされていないプ
ロパティが見つかった場合、影響に関する警告メッセージが表示されます。 編集したテンプ
レートを保存するときに、サポートされていないプロパティは破棄されます。

サポートされていないプロパティは、以下のとおりです。

• PD からフルプロビジョニングされた

• コピーサイズ

• Copy size percent

• ディスクパターン

• RAID

• セットサイズ

• 行サイズ

• ステップサイズ

• 可用性

• 優先するチャンクレット

既存のテンプレートに、異なるドメインに属するユーザー CPG とコピー CPG が含まれている
場合、警告メッセージが表示されます。 コピー CPG はクリアされ、ユーザー CPG と同じド
メインからコピー CPG を再選択する必要があります。
仮想ボリュームテンプレートを編集するには、以下の手順に従います。

1. [テンプレート] 画面に移動します。
2. 編集する仮想ボリュームテンプレートを右クリックします。

3. メニューリストで、[編集]を選択します。 [Edit VV Template] ウィザードが表示されます。

全般

1. [テンプレート]グループボックス:
a. (オプション) [説明] - テンプレートの説明を入力します。
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b. (オプション) [含まれていないプロパティのオーバーライドを許可する]チェックボッ
クスを選択し、テンプレートの適用時に含まれていないプロパティにデフォルト以外
の値を設定するのを許可します。

2. [全般]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. 左側の [デフォルト値を含む]列で、テンプレートに含めるプロパティに対応するボッ

クスを選択します。 各プロパティの値のリストが、右側の [デフォルト値を定義する]
列に表示されます。 テンプレートで使用されるように特定の値を定義するプロパティ
を含めます。 [オーバーライドを許可する]チェックボックスを選択し、ユーザーにテ
ンプレート適用時のプロパティ値の変更を許可します。

b. 次の表は、[VV テンプレート]、[ユーザースペース]グループボックスに含めるプロパ
ティを決定する際の参考として使用してください。

テンプレートに含める目的プロパティ

基本ボリュームテンプレートを作成し、[シン]または [シンまたはフル]を
選択します (システムに TPVV ライセンスが付与されている場合、[シン]

[プロビジョニング]

が自動的に選択されます)。 プロビジョニングタイプが選択されていない
場合、[シンまたはフル] タイプが選択された場合と同様に扱われます。

このテンプレートで作成されたボリュームがホストに対して示すサイズを
決定します。

[サイズ]

ユーザースペースで使用する CPG を選択します。[CPG]

仮想ボリュームのコピースペースが指定された仮想ボリュームサイズの
パーセンテージを超えたときにアラートを生成します。 (デフォルトは
80% です)。

[割り当て警告 (シンプロビ
ジョニングのみ)]

スナップショットのコピースペースが指定した仮想ボリュームサイズの
パーセンテージを超えないように防ぎます。

[割り当て制限 (シンのみ)]

3. [コピースペース]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. 左側の [デフォルト値を含む]列で、テンプレートに含めるプロパティに対応するボッ

クスを選択します。 各プロパティの値のリストが、右側の [デフォルト値を定義する]
列に表示されます。 テンプレートで使用されるように特定の値を定義するプロパティ
を含めます。 [オーバーライドを許可する]チェックボックスを選択し、ユーザーにテ
ンプレート適用時のプロパティ値の変更を許可します。

b. 次の表は、[VV テンプレート]、[コピースペース]グループボックスに含めるプロパティ
を決定する際の参考として使用してください。

テンプレートに含める目的プロパティ

コピースペースで使用する CPG を選択します (ユーザー CPG と同じドメイ
ン内に存在している必要があります)。

[CPG ]

仮想ボリュームのコピースペースが指定された仮想ボリュームサイズのパー
センテージを超えたときにアラートを生成します。

[割り当て警告]

コピースペースが指定した仮想ボリュームサイズのパーセンテージを超え
ないように防ぎます。

[割り当て制限]

4. [次へ]をクリックしてポリシーおよびジオメトリの情報を入力するか、[完了]をクリックし
ます。

ポリシーとジオメトリ

1. [ポリシー]グループボックスで、以下の手順を実行します。
左側の [デフォルト値を含む]列で、テンプレートに含めるプロパティに対応するボックス
を選択します。 各プロパティの値のリストが、右側の [デフォルト値を定義する]列に表示
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されます。 テンプレートで使用されるように特定の値を定義するプロパティを含めます。
[オーバーライドを許可する]チェックボックスを選択し、ユーザーにテンプレート適用時
のプロパティ値の変更を許可します。

2. [ジオメトリ]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. 左側の [デフォルト値を含む]列で、テンプレートに含めるプロパティに対応するボッ

クスを選択します。 各プロパティの値のリストが、右側の [デフォルト値を定義する]
列に表示されます。 テンプレートで使用されるように特定の値を定義するプロパティ
を含めます。 [オーバーライドを許可する]チェックボックスを選択し、ユーザーにテ
ンプレート適用時のプロパティ値の変更を許可します。

b. [トラックあたりのセクター数] を入力するか、またはデフォルト値を使用します。
c. [シリンダーあたりのヘッド数] を入力するか、またはデフォルト値を使用します。
d. 次の表は、含めるプロパティを決定する際の参考として使用してください。

テンプレートに含める目的プロパティ

トラックごとに許可するセクター数を指定します。[トラックあたりのセク
ター数 ]

シリンダーごとに使用するヘッド数を指定します。[シリンダーあたりのヘッ
ド数 ]

3. [次へ]をクリックして、概要情報を表示するか、または [完了]をクリックします。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

仮想ボリュームのエクスポート
HP 3PAR Management Console を使用して仮想ボリュームをエクスポートするには、[仮想ボ
リュームのエクスポート]ウィザードにアクセスします。
1. マネージャーペインで、[ホスト]または [プロビジョニング]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[ボリュームのエクスポート]をクリックします。
3. プロビジョニングマネージャーを使用している場合は、以下の操作を実行できます。

a. マネジメントウィンドウの [仮想ボリューム] 画面に移動します。
b. エクスポートするボリュームを右クリックします。

c. メニューリストで、[エクスポート]を選択します。 [仮想ボリュームのエクスポート]
ウィザードが表示されます。

エクスポート

1. [全般]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [システム] - リストからシステムを選択します。
b. [ドメイン] - リストからドメインを選択します。 該当しない場合は [< なし >] を選択

します。

2. [仮想ボリューム] グループボックスで、以下の手順を実行します。
a. [仮想ボリューム]または [仮想ボリュームセット]のどちらかを選択します。
b. 仮想ボリュームまたは仮想ボリュームセットのリストから、エクスポートするボリュー

ムを選択します (1 つまたは複数を選択)。
3. [エクスポート先]グループボックスで、以下の手順を実行します。

a. [ホスト (ホスト指定)] または [ホストセット (セット内のホスト)] のどちらかを選択し
ます。

b. ホストリストまたはホストセットリストから、仮想ボリュームのエクスポート先にす
るホストを選択します。
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4. 詳細オプションに何らかの変更を加えた場合は、[詳細設定オプションの表示]チェックボッ
クスの選択を解除してください。選択した詳細オプションが失われることを通知する警告
ダイアログが表示されます。

[はい]ボタンをクリックすると基本モードに戻り、すべての詳細オプションがデフォルト
の設定に戻されます。 [ポート (ポート指定)] または [ホストとポート (マッチセット)] を選
択している場合、デフォルトの [ホスト (ホスト指定)] に変更されます。
[いいえ]ボタンをクリックすると詳細モードが継続されます。

5. [優先順位の低いテンプレートをオーバーライドする]チェックボックスを選択し、[完了]を
クリックした場合、警告ダイアログボックスが表示されます。 この結果、データが失われ
る可能性があります。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

仮想ボリュームのアンエクスポート
ボリュームをアンエクスポートするには、以下の手順を実行します。

1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. アンエクスポートするボリュームの名前を右クリックします。

注記:  複数のボリュームを選択するには (「複数のアイテムの選択」 (526 ページ) を参
照)、削除するすべてのボリュームを選択してから右クリックします。

3. メニューリストから [アンエクスポート]を選択します。
エクスポートされるセットにボリュームがない場合、[仮想ボリュームのアンエクスポー
ト]ダイアログボックスに、アンエクスポートされるボリュームと削除されるアクティブテ
ンプレートが表示されます。

176 仮想ボリューム



4. (オプション) 削除後に VLUN の変更に関する通知が発行されないようにするには、[仮想ボ
リュームのアンエクスポート]ダイアログボックスの左下隅にあるチェックボックスを選択
します。

5. [OK] をクリックします。

仮想ボリュームの変換
仮想ボリュームをあるタイプのプロビジョニングから別のタイプに変換すると、スペースの節
約とコストのバランスをとることができます。 使用率の低いボリュームをシンボリュームに変
換してストレージスペースを節約することもできます。 完全に割り当てられたボリュームをフ
ルボリュームに変換してコストを節約することもできます。 変換プロセスの実行中も、ボリュー
ムをオンラインにとどめ、I/O 操作を続行することができます。
仮想ボリュームを変換するには、[仮想ボリュームの変換] ウィザードにアクセスして、以下の
手順に従います。 このウィザードでは、シンプロビジョニングボリュームをフルプロビジョニ
ングボリュームに、またはフルプロビジョニングボリュームをシンプロビジョニングボリュー
ムに変換することができます。

[仮想ボリュームの変換]ウィザードには、次の方法でアクセスできます。

• メインのメニューバーで ([アクション] > [プロビジョニング] > [仮想ボリューム] > [仮想ボ
リュームの変換]の順に選択して) アクセス

• 仮想ボリュームの [概要]タブを表示しているときに、ツールバーの [変換]ボタンからアク
セス

• [仮想ボリューム]タブを表示しているときに、[仮想ボリューム]ボタンの下のツールバーの
選択としてアクセス

• プロビジョニングマネージャーを介してアクセス

プロビジョニングマネージャーを介して [仮想ボリュームの変換]ウィザードにアクセスするに
は、以下の手順を実行します。

1. マネージャーペインで、[プロビジョニング]を選択します。
2. マネジメントツリーで、変換するボリュームを含むシステムの下にある [仮想ボリューム]

を選択します。

3. マネジメントウィンドウの [仮想ボリューム]タブの下で、変換するボリュームを右クリッ
クし、[仮想ボリュームの変換]を選択します。 [仮想ボリュームの変換]ダイアログボック
スが表示されます。

仮想ボリュームの変換

1. [全般]グループボックスで、ボリュームが存在している [システム]を選択します。
2. ボリュームが属している [ドメイン]を選択します (存在する場合)。
3. 変換方法を選択します。 [シンプロビジョニングへ]、[フルプロビジョニングへ]、または

[シン重複排除へ]。
選択した変換に応じて、ボリュームのリストが [仮想ボリューム]グループボックスに表示
されます。

4. リストから、1 つまたは複数のボリュームを選択します。
5. [CPG] グループボックスで、変換の実行場所となる [ターゲット CPG] を選択します。 (デ

フォルトは、[元の CPG] です)。
[< 元の CPG>] を選択し、異なる CPG からスペースをプロビジョニングしている複数の
ボリュームを変換する場合は、システムは各ボリュームを変換し、各ボリュームで現在使
用されている CPG を維持します。 選択肢の中に、現在 CPG からスペースをプロビジョ
ニングしていない仮想ボリュームが含まれている場合、続行するために CPG を選択する
必要があります。 システムは選択されたボリュームすべてを変換し、選択されたターゲッ
ト CPG に移動します。
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6. [OK] をクリックして変換を開始します。
[仮想ボリュームの変換]タスクが作成されます。 タスクの追跡についての詳細は、「タス
クの表示」 (464 ページ) を参照してください。

仮想ボリュームの表示
システムの仮想ボリュームを表示するには、以下の手順に従います。

1. マネージャーペインで、[プロビジョニング]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示するシステムノードの下にある [仮想ボリューム]を選択しま

す。

[プロビジョニング-仮想ボリューム] 画面がマネジメントウィンドウに表示されます。 仮想ボ
リュームに関する情報が、[Summary]、[Virtual Volumes]、[CPG Space]、および [Alerts] の各タ
ブで表示されます。これらのタブについて、以下の項で説明します。

「仮想ボリュームの [概要] タブの表示」 (178 ページ)
「[仮想ボリューム] タブの表示」 (179 ページ)
「[CPG スペース] タブの表示」 (195 ページ)
「仮想ボリュームの [アラート] タブの表示」 (195 ページ)

注記:  OpenStack クラウドからシステムにアクセスできる場合、ボリュームが OpenStack
クラウド経由で作成されたことを示すプレフィックス付きのボリュームが表示される場合があ
ります。 OpenStack クラウド経由で作成されたボリュームでは、OpenStack Volume (OSV) お
よび OpenStack Snapshot (OSS) プレフィックスが使用されます。

注記:  システムの仮想ボリュームについての包括的な情報の提供に加えて、HP 3PAR
Management Console では、特定タイプのボリュームに関して同じ種類の情報を表示すること
もできます。 マネジメントツリーの [仮想ボリューム]ノードの下にある個々の子ノードは、特
定タイプの仮想ボリュームを表しています。 仮想ボリュームのタイプには、[Remote Copy]、
[エクスポート済み]、[アンエクスポート済み]、[デバイスタイプ別]、および [RAID タイプ別]
があります。 表示される情報の形式と種類は、[仮想ボリューム]ノードの下に表示されるもの
と同一です。

仮想ボリュームの [概要] タブの表示
仮想ボリュームの [概要]タブを表示するには、以下の手順を実行します。
1. 仮想ボリュームノードに移動します。

2. マネジメントウィンドウで、[概要]タブをクリックします。
[概要]画面には、システム内の仮想ボリュームに関する情報が表示されます。
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以下の情報が提供されます。

説明フィールドグループ

仮想ボリュームの総数。[仮想ボリューム ][全般 ]

基本ボリュームの総数。[ベースボリューム ]

シンプロビジョニングされた仮想ボリュームの数。[シンプロビジョニング ]

フルプロビジョニングされた仮想ボリュームの数。[フルプロビジョニング ]

シン重複排除されたボリュームの数。[シン重複排除]

バーチャルコピーの総数。[バーチャルコピー ]

物理コピーの総数。[物理コピー ]

Remote Copy 仮想ボリュームの総数。[Remote Copy ボリューム ]

期限切れとなった仮想ボリュームの総数。[期限切れボリューム ]

エクスポートされていない仮想ボリュームの総数。[アンエクスポートボリューム ]

新しいアラートの総数。[新規アラート ][ヘルス ]

現在の状態。 「システムとコンポーネントのステータス
アイコン」 (527 ページ) を参照してください。

[ステータス ]

デバイスの種類として、[FC] (Fast Class)、[NL] (ニアラ
イン)、または [SSD] (ソリッドステートデバイス) を選択

[デバイスタイプ ][容量 ]

します。 選択した種類のデバイスの容量と容量使用率
が、グラフで表示されます。

管理スペース、コピースペース、ユーザースペースの割り当てを表示します。[仮想ボリューム割り
当て ]

HP 3PAR シンテクノロジーを介して保存されたストレージスペースの総容量を表示します。
これは、さまざまな仮想ボリュームで予約または使用されている量に対し、ホストに提示さ
れているストレージの量です。

[データ圧縮]

シン重複排除を介して保存されたストレージスペースの量を表示します。 これは、保存さ
れている量に対し、仮想ボリュームに書きこまれるストレージの量です。

[シン重複排除]

[仮想ボリューム] タブの表示
[仮想ボリューム]タブを表示するには、以下の手順を実行します。
1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. マネジメントウィンドウで、[仮想ボリューム]タブをクリックします。
[仮想ボリューム]タブでは、リストペインと詳細ペインに、情報が表示されます。

リストペイン

リストペインにある表では、フィルターを適用して、[概要]、[割り当て]、[容量]、[物理容量]、
[履歴]、[Remote Copy] および [スペース履歴] の各情報を表示できます。

概要情報の表示

概要情報を表示するには、フィルターリストから [概要]を選択します。
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以下の情報が提供されます。

説明列

ボリューム名。 括弧内は、ボリュームツリーにおける階層の深さ。[名前 ]

仮想ボリュームが所属するドメイン。[ドメイン ]

ボリュームを含む仮想ボリュームセットの名前。[セット]

システムの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ページ)
を参照してください。

[ステータス ]

ボリュームが、基本ボリューム、物理コピー、またはバーチャルコピーのいずれであ
るかを示します。

[タイプ ]

ボリュームが、フルプロビジョニングされた仮想ボリュームまたはシンプロビジョニ
ングされた仮想ボリューム (TPVV) のどちらであるかを示します。

[プロビジョニング ]

ボリュームの RAID タイプ。[RAID ]

ボリュームのサイズ (GiB)。[仮想サイズ ]

ボリュームの予約済みユーザースペースのサイズ (GiB)。[予約済みユーザーサイズ ]

予約済みユーザースペースの割合。[予約済みユーザーサイズ
(％ 仮想)]

ボリュームの予約済みコピースペースのサイズ。[予約済みコピースペースサ
イズ ]

予約済みコピースペースの割合。[予約済みコピースペースサ
イズ (% 仮想)]

ボリュームのエクスポート先となっているホスト。 赤色のエントリーは、非アクティ
ブな VLUN を示しています。 青色のエントリーは、アクティブな VLUN を示してい
ます。

[エクスポート先 ]

仮想ボリュームは、親/子階層で表示されます。 ボリューム名の左側に表示されるプラス ([+])
アイコンは、そのボリュームのバーチャルコピーまたは物理コピー (子) があることを示してい
ます。 子ボリュームは、プラスアイコンをクリックすると表示されます。

割り当て情報の表示

割り当て情報を表示するには、フィルターリストから [割り当て]を選択します。
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以下の情報が表示されます。

説明列

ボリューム名。 括弧内は、ボリュームツリーにおける階層の深さ。[名前 ]

仮想ボリュームが所属するドメイン。[ドメイン ]

システムの状態。[ステータス ]

ボリュームが、基本ボリューム、物理コピー、またはバーチャルコピーのいずれであ
るかを示します。

[タイプ ]

ボリュームが、フルプロビジョニングされた仮想ボリュームまたはシンプロビジョニ
ングされた仮想ボリューム (TPVV) のどちらであるかを示します。

[プロビジョニング ]

ユーザースペースに使用されている共通プロビジョニンググループ (CPG) の名前。[ユーザー CPG ]

コピースペースに使用されている共通プロビジョニンググループ (CPG) の名前。[コピー CPG ]

ボリュームの RAID タイプ。[RAID ]

物理ディスクの種類として、[FC] (Fast Class)、[NL] (ニアライン)、または [SSD] (ソ
リッドステートデバイス) のいずれかを表示します。

[デバイスタイプ ]

ディスクの速度。[デバイス RPM ]

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の場合は回転速度ではあ
りません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のドライブのパフォーマンスを比較するための概
算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回転速度と一致しており、パフォーマンスを示す
指標にもなっています。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパ
フォーマンスベンチマークとして扱われます。

容量情報の表示

容量情報を表示するには、フィルターリストから [容量]を選択します。

以下の情報が表示されます。

説明列

ボリューム名。 括弧内は、ボリュームツリーにおける階層の深さ。[名前 ]

ドメインの名前。[ドメイン ]

システムの状態。[ステータス ]

ボリュームが、基本ボリューム、物理コピー、またはバーチャルコピーのい
ずれであるかを示します。

[タイプ ]

ボリュームが、フルプロビジョニングされた仮想ボリュームまたはシンプロ
ビジョニングされた仮想ボリューム (TPVV) のどちらであるかを示します。

[プロビジョニング ]

ボリュームの RAID タイプ。[RAID ]

ボリュームのサイズ (GiB)。[仮想サイズ ]
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説明列

ボリュームの予約済みユーザースペースのサイズ (GiB)。[予約済みユーザーサイズ ]

予約済みユーザースペースの割合。[予約済みユーザーサイズ (％ 仮想)]

ボリュームの予約済みコピースペースのサイズ (GiB)。[予約済みコピースペースサイズ ]

予約済みコピースペースの割合。[予約済みコピースペースサイズ (%
仮想)]

予約済みスペースの総容量 (GiB)。[予約済み総容量 ]

物理容量情報の表示

物理容量情報を表示するには、フィルターリストから [物理容量]を選択します。

以下の情報が表示されます。

説明列

ボリューム名。 括弧内は、ボリュームツリーにおける階層の深さ。[名前 ]

ドメインの名前。[ドメイン]

システムの状態。[ステータス ]

ボリュームが、基本ボリューム、物理コピー、またはバーチャルコピーの
いずれであるかを示します。

[タイプ ]

ボリュームが、フルプロビジョニングされた仮想ボリュームまたはシンプ
ロビジョニングされた仮想ボリューム (TPVV) のどちらであるかを示しま
す。

[プロビジョニング ]

ボリュームの RAID タイプ。[RAID ]

ボリュームのサイズ (GiB)。[仮想サイズ ]

ボリュームの予約済みユーザースペースの物理サイズ (GiB)。[予約済みユーザースペース物理サイ
ズ ]

ボリュームの予約済みユーザースペースのサイズ (GiB)。[予約済みユーザーサイズ ]

ボリュームの予約済みコピースペースの物理サイズ (GiB)。[予約済みコピースペース物理サイズ
]

ボリュームの予約済みコピースペースのサイズ (GiB)。[予約済みコピースペースサイズ ]

予約済み物理スペースの総容量 (GiB)。[予約済み総物理サイズ ]

予約済みスペースの総容量 (GiB)。[予約済み総容量 ]

履歴情報の表示

履歴情報を表示するには、フィルターリストから [履歴]を選択します。
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以下の情報が表示されます。

説明列

ボリューム名。 括弧内は、ボリュームツリーにおける階層の深さ。[名前 ]

ドメインの名前。[ドメイン]

システムの状態。[ステータス ]

ボリュームが、基本ボリューム、物理コピー、またはバーチャルコピーのい
ずれであるかを示します。

[タイプ ]

ボリュームが、フルプロビジョニングされた仮想ボリュームまたはシンプロ
ビジョニングされた仮想ボリューム (TPVV) のどちらであるかを示します。

[プロビジョニング ]

ボリュームが作成された日付と時刻。[作成日時 ]

ボリュームの作成時に設定していた場合、ボリュームの保有期間の日付と時
刻が表示されます。

[保有期間 ]

作成中に設定していた場合、ボリュームの有効期限の日付と時刻が表示され
ます。

[有効期限 ]

コピースペースが計算された日付と時刻。[コピースペース計算日時 ]

ボリュームに関する任意のコメント。[コメント ]

Remote Copy 情報の表示
Remote Copy 情報を表示するには、フィルターリストから [Remote Copy] を選択します。

以下の情報が表示されます。

説明列

ボリューム名。 括弧内は、ボリュームツリーにおける階層の深さ。[名前 ]

仮想ボリュームが所属するドメイン。[ドメイン ]

システムの状態。[ステータス ]
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説明列

ボリュームが、基本ボリューム、物理コピー、またはバーチャルコピーのい
ずれであるかを示します。

[タイプ ]

ボリュームが、フルプロビジョニングされた仮想ボリュームまたはシンプロ
ビジョニングされた仮想ボリューム (TPVV) のどちらであるかを示します。

[プロビジョニング ]

ボリュームの RAID タイプ。[RAID ]

ボリュームのサイズ (GiB)。[仮想サイズ ]

ボリュームのエクスポート先となっているホスト。 赤色のエントリーは、非
アクティブな VLUN を示しています。 青色のエントリーは、アクティブな
VLUN を示しています。

[エクスポート先 ]

ボリュームの Remote Copy ステータス。[RC ステータス ]

Remote Copy ボリュームが所属しているグループ。[RC グループ ]

リモートコピーの同期状態 (たとえば、[Synced]、[停止済み])。[同期状態]

書き込み可能な LUN の数。[書き込み可能 LUN ]

スペースの履歴情報の表示

スペースの履歴情報を表示するには、フィルターリストから [スペース履歴]を選択します。

以下の情報が表示されます。

説明列

ボリューム名。 括弧内は、ボリュームツリーにおける階層の深さ。[名前 ]

ボリュームが存在しているドメイン。[ドメイン]

システムの状態。[ステータス ]

ボリュームが、基本ボリューム、物理コピー、またはバーチャルコピーのいずれ
であるかを示します。

[タイプ ]

ボリュームが、フルプロビジョニングされた仮想ボリュームまたはシンプロビ
ジョニングされた仮想ボリューム (TPVV) のどちらであるかを示します。

[プロビジョニング ]

仮想ボリュームで増加したユーザースペースのサイズ (GiB)。[総増分ユーザースペース ]

仮想ボリュームで増加したコピースペースのサイズ (GiB)。[総増分コピースペース ]

仮想ボリュームで回収されたユーザースペースのサイズ (GiB)。[回収済みユーザースペース ]

仮想ボリュームで回収されたコピースペースのサイズ (GiB)。[回収済みコピースペース ]

詳細ペイン

詳細ペインには、リストペインで選択された 1 つの仮想ボリュームに関する詳細情報が表示さ
れます。 詳細ペインでは、情報は次のタブで表示されます。
「[概要] タブ」 (185 ページ)
「[設定] タブ」 (187 ページ)
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「[詳細] タブ」 (189 ページ)
「[論理ディスク] タブ」 (190 ページ)
「[SCSI 予約] タブ」 (190 ページ)
「[VLUN] タブ」 (191 ページ)
「[ホスト] タブ」 (194 ページ)
「[レイアウト] タブ」 (194 ページ)
「[アラート] タブ」 (195 ページ)

注記: [詳細]タブ、[ 論理ディスク]タブ、[レイアウト]タブ、[SCSI 予約]タブは高度な機能を
提供するので、表示設定をしていた場合にのみ表示されます。 「グローバルレベルでの優先設
定」 (532 ページ) を参照してください。

[概要] タブ
フルおよびシンプロビジョニングされたボリュームの [概要] タブです。

シン重複排除されたボリュームの [概要] タブです。
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詳細ペインの [概要]タブには、以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

仮想ボリュームの名前。[名前 ][全般 ]

仮想ボリューム ID。[ID ]

ボリュームが存在しているドメイン。[ドメイン ]

ボリュームが所属しているボリュームセットの名前。[セット ]

ボリュームのタイプ (ベース、物理コピー、バーチャルコ
ピー)。

[タイプ ]

選択されたボリュームが、フルプロビジョニングされた仮想
ボリュームとシンプロビジョニングされた仮想ボリュームの
どちらであるかを示します。

[プロビジョニング ]

ボリュームの World Wide 名。[WWN ]

選択されたボリュームのコピー元となったボリューム。[コピー元 ]

選択されたボリュームのコピー数。[コピー数 ]

ボリュームが、読み取り専用 (RO) または読み取り/書き込み
(RW) のどちらであるかを示します。

[モード ]

ボリュームの RAID タイプ。[RAID]

ボリュームのサイズ (GiB)。[仮想サイズ]

ボリュームのエクスポート先となっているホスト。[エクスポート先 ]

所有しているノードを示します。[マスター]

新しい仮想ボリュームアラートの数。[新規アラート ][ヘルス ]

仮想ボリュームの現在の状態。 「アラート重大度インジケー
ター」 (526 ページ) を参照してください。

[ステータス ]

仮想ボリュームの状態に関する説明。[状態説明 ]

デバイスの種類として、[FC] (Fast Class)、[NL] (ニアライン)、
または [SSD] (ソリッドステートデバイス) を選択します。 選

[デバイスタイプ ][容量 ]

択した種類のデバイスの容量と容量使用率が、グラフで表示
されます。

論理容量の表示を選択します。[論理 ]

物理容量の表示を選択します。[物理 ]

ボリュームの管理スペース、コピースペース、ユーザースペースの割り当てを表示しま
す。

[仮想ボリューム割り当て
]

HP 3PAR シンテクノロジーを介して保存されたストレージスペースの総容量を表示し
ます。 これは、さまざまな仮想ボリュームで予約または使用されている量に対し、ホ
ストに提示されているストレージの量です。

[データ圧縮]

シン重複排除を介して保存されたストレージスペースの量を表示します。 これは、保
存されている量に対し、仮想ボリュームに書きこまれるストレージの量です。

[シン重複排除]

ボリュームの作成日。[作成日時 ][履歴 ]

ボリュームの保有期間 (設定されている場合)。[保有期間 ]

ボリュームの有効期限の日付 (設定されている場合)。[有効期限 ]

ボリュームのコピースペースが計算された日付。[コピースペース計算日時
]

ボリュームに関する任意のコメント。[コメント ]
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説明フィールドグループ

ボリュームの Remote Copy ステータス。[RC ステータス ][Remote Copy] (RC ボ
リュームの場合のみ表示)

Remote Copy ボリュームが所属しているグループ。[RC グループ ]

リモートコピーの同期状態 (たとえば、[Synced]、[停止済
み])。

[同期状態]

ホスト LUN の設定が RW か RO かを示します。[書き込み可能 LUN]

[設定] タブ

詳細ペインの [設定]タブには、以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

選択されたボリュームが、フルプロビ
ジョニングされた仮想ボリュームとシ

[プロビジョニング ][ユーザースペースプロビジョニング
]

ンプロビジョニングされた仮想ボ
リュームのどちらであるかを示しま
す。

ユーザースペースのプロビジョニング
元の CPG の名前。

[CPG ]

有効になっている場合、割り当てに対
する警告が生成される割合。

[割り当て警告 ]

有効になっている場合、割り当ての上
限。

[割り当て制限 ]

ディスクの種類として、[FC] (Fast
Class)、[NL] (ニアライン)、または
[SSD] (ソリッドステートデバイス)。

[デバイスタイプ ][ユーザースペース割り当て ]

ディスクの速度。[デバイス RPM ]

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドラ
イブ (SSD) の場合は回転速度ではありません。 この数値は、システム内に
ある特定のドライブと他のドライブのパフォーマンスを比較するための概算
値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回転速度と一
致しており、パフォーマンスを示す指標にもなっています。 SSD ドライブ
の場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパ
フォーマンスベンチマークとして扱われます。

ディスクの RAID タイプ。[RAID タイプ ]

アベイラビリティ特性。[設定済み可用性 ]
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説明フィールドグループ

このボリュームの耐障害性のレベル。
[ < システムデフォルト >]、[cage]、
[port]、または [mag]。

[可用性 ]

セットサイズ。[セットサイズ ]

連続バイトの数値 (KiB)。[ステップサイズ ]

選択されたボリュームが、フルプロビ
ジョニングされた仮想ボリュームとシ

[プロビジョニング ][プロビジョニングコピースペース ]

ンプロビジョニングされた仮想ボ
リュームのどちらであるかを示しま
す。

ユーザースペースのプロビジョニング
元の CPG の名前。

[CPG ]

有効になっている場合、割り当てに対
する警告が生成される割合。

[割り当て警告 ]

有効になっている場合、割り当ての上
限。

[割り当て制限 ]

ディスクの種類として、[FC] (Fast
Class)、[NL] (ニアライン)、または
[SSD] (ソリッドステートデバイス)。

[デバイスタイプ ][コピースペースの割り当て]

ディスクの速度。[デバイス RPM ]

注記:  [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないド
ライブ (SSD) の場合は回転速度ではありません。 この数値は、システム内
にある特定のドライブと他のドライブのパフォーマンスを比較するための概
算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回転速度と
一致しており、パフォーマンスを示す指標にもなっています。 SSD ドライ
ブの場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパ
フォーマンスベンチマークとして扱われます。

ディスクの RAID タイプ。[RAID タイプ ]

アベイラビリティ特性。[設定済み可用性 ]

このボリュームの耐障害性のレベル。
[ < システムデフォルト >]、[cage]、
[port]、または [mag]。

[可用性 ]

セットサイズ。[セットサイズ ]

連続バイトの数値 (KiB)。[ステップサイズ ]

ディスクの種類として、[FC] (ファイ
バーチャネル)、[NL] (ニアライン)、ま

[デバイスタイプ ][管理スペースの割り当て ]

たは [SSD] (ソリッドステートデバイ
ス) を表示します。

ディスクの速度。[デバイス RPM ]

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドラ
イブ (SSD) の場合は回転速度ではありません。 この数値は、システム内に
ある特定のドライブと他のドライブのパフォーマンスを比較するための概算
値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回転速度と一
致しており、パフォーマンスを示す指標にもなっています。 SSD ドライブ
の場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパ
フォーマンスベンチマークとして扱われます。

ディスクの RAID タイプ。[RAID タイプ ]

アベイラビリティ特性。[設定済み可用性 ]
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説明フィールドグループ

ディスク、ポート、ケージ、またはマ
ガジンのアベイラビリティ。

[可用性 ]

セットサイズ。[セットサイズ ]

連続バイトの数値 (KiB)。[ステップサイズ ]

[詳細] タブ

詳細ペインの [詳細]タブには、以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

ボリュームが、システムボリュームであるかどうかを示
します。

[システムボリューム ][ポリシー ]

ステイルスナップショットが、許可されているかどうか
を示します。

[ステイルスナップショットを
許可 ]

エクスポート先が、1 つのホストに限定されているかど
うかを示します。

[1 ホストに限定したエクスポー
ト ]

データページの一部分をゼロの書き込みによって埋める
ポリシーが、有効になっているかどうかを示します。

[データページの一部ゼロフィ
ル ]

[ゼロ検出] が有効かどうかを示します。[ゼロ検出]

RW キャッシングと先読みが、有効になっているかどう
かを示します。

[有効なキャッシング ]

トラックあたりのセクター数。[トラックあたりのセクター数
]

[ジオメトリ ]

シリンダーあたりのヘッド数。[シリンダーあたりのヘッド数
]

各セクターのサイズ (KiB)。[セクターサイズ ]

コピーゾーンの数。[コピー ][ゾーン ]

未使用のコピーゾーンの数。[未使用コピー ]

管理スペースゾーンの数。[管理スペース ]

未使用の管理スペースゾーンの数。[未使用管理スペース ]
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[論理ディスク] タブ

詳細ペインの [論理ディスク]タブには、以下の情報が表示されます。

説明列

論理ディスクの名前。[名前 ]

論理ディスクが存在しているドメイン。[ドメイン ]

論理ディスクの現在の状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」
(527 ページ) を参照してください。

[ステータス ]

ディスクの種類として、[FC] (Fast Class)、[NL] (ニアライン)、または [SSD] (ソリッ
ドステートデバイス)。

[デバイスタイプ ]

ディスクの速度 (1000RPM 単位)。[デバイス RPM ]

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の場合は回転速度ではあ
りません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のドライブのパフォーマンスを比較するための概
算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回転速度と一致しており、パフォーマンスを示す
指標にもなっています。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパ
フォーマンスベンチマークとして扱われます。

論理ディスクの RAID タイプ。[RAID ]

使用可能な論理ディスクの合計サイズ (GiB)。[総容量 ]

使用されている論理ディスク領域の容量 (GiB)。[使用容量 ]

使用可能なディスク領域の総容量 (GiB)。[物理容量 ]

論理ディスクが、ライトスルーモードになっているかどうかを示します。[ライトスルー ]

論理ディスクが、仮想ボリュームにマップされているかどうかを示します。[VV へのマッピング ]

論理ディスクの使用目的を示します。[使用方法 ]

所有しているノードを示します。[オーナー ]

[SCSI 予約] タブ
[SCSI 予約]タブには、2 つのサブタブ ([SCSI-2 予約]および [SCSI-3 予約]) があります。

[SCSI-2 予約] タブ
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[SCSI-2 予約]タブには、以下の情報が表示されます (データを取得するには、[データの取得]ボ
タンをクリックします)。

説明列

仮想ボリュームが所属するドメイン。[ドメイン ]

仮想ボリュームの名前。[仮想ボリューム ]

SCSI-2 予約を持つホストの名前。[ホスト ]

SCSI-2 予約を受信するポート。[ポート ]

所有しているノードを示します。[オーナー ]

SCSI 予約が、サードパーティ予約であるかどうかを示します。[サードパーティ ]

サードパーティ予約を持つイニシエーターの WWN。[サードパーティ WWN ]

[SCSI-3 予約] タブ

[SCSI-3 予約]タブには、以下の情報が表示されます (データを取得するには、[データの取得]ボ
タンをクリックします)。

説明列

仮想ボリュームが所属するドメイン。[ドメイン ]

仮想ボリュームの名前。[仮想ボリューム ]

SCSI-3 予約を持つホストの名前。[ホスト ]

SCSI-3 予約を受信するポート。[ポート ]

所有しているノードを示します。[オーナー ]

サービスアクションの予約キー。[予約キー ]

永続予約タイプ。[タイプ ]

予約が、永続タイプかどうかを示します。[永続性 ]

最も新しい予約の世代番号。[世代 ]

[VLUN] タブ
詳細ペインの [VLUN] タブには、3 つのサブタブ ([VLUN テンプレート]、[アクティブ VLUN]、
および [パス概要]) があります。
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[VLUN テンプレート] タブ

[VLUN テンプレート]タブには、次の情報が表示されます。

説明列

エクスポートされる論理ユニット番号 (LUN) の値。[LUN ]

VLUN が存在しているドメイン。[ドメイン ]

エクスポートされる仮想ボリュームの名前。[仮想ボリューム ]

VLUN の RAID タイプ。[RAID タイプ ]

VLUN のエクスポート先となっているホストの名前。[ホスト ]

VLUN のエクスポート先となるシステムポート (ノード:スロット:ポートの形式)。[ポート ]

VLUN のタイプ。 [ホスト指定]、[ホストセット]、または [マッチセット]。[タイプ ]

アクティブ VLUN の数。[アクティブ VLUN ]

[アクティブ VLUN] タブ

[アクティブ VLUN] タブには、次の情報が表示されます。

説明列

エクスポートされた論理ユニット番号 (LUN) の値。[LUN ]

VLUN が存在しているドメイン。[ドメイン ]

エクスポートされた仮想ボリュームの名前。[仮想ボリューム ]

論理ディスクの RAID タイプ。[RAID タイプ ]
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説明列

VLUN のエクスポート先となっているホストの名前。[ホスト ]

VLUN がエクスポートされたストレージサーバーのポート。[ポート ]

ポートの WWN または iSCSI 名。[WWN/iSCSI 名 ]

VLUN のエクスポートされたサイズ (GiB 単位)。[エクスポートサイズ ]

VLUN のタイプ。 [ホスト指定]、[ホストセット]、または [マッチセット]。[タイプ ]

[パス概要] タブ

[パス概要]タブには、以下の情報が表示されます。

説明列

エクスポートされた論理ユニット番号 (LUN) の値。[LUN ]

エクスポートされた仮想ボリュームの名前。[仮想ボリューム ]

VLUN のエクスポート先となっているホストの名前。[ホスト ]

ストレージサーバーが認識したホスト WWN の数。[ホストポート ]

ホストによって報告されたが Storage Server が認識できない WWN。[非アクティブポート ]

ホストを認識できるシステムポートの数。[ストレージシステムポート ]

ホストとシステム間で利用可能な個別パスの総数。[利用可能なパス ]

ホストによって正常と報告されたシステムが認識するパスの数。[正常なパス ]

使用されているマルチパス手法。[マルチパス ]

障害パスの監視方法。[障害パスポリシー ]

ホストが障害パスをチェックするための監視間隔 (秒単位)。[監視間隔 ]

ホスト上の選択された VLUN に対応するデバイス名。[ホストデバイス名 ]
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[ホスト] タブ

以下の情報が表示されます。

説明列

ホストの名前。[名前 ]

ホストが接続するドメイン。[ドメイン ]

ホストが接続するポートの数。[ホストポート ]

ホストが接続するシステムにあるポートの数。[ストレージシステムポート ]

ホストに接続されるシステムのノード ID。[ノード ID ]

ホストの persona 設定を示します。[Persona ]

すでにエクスポートされた仮想ボリュームの数を示します。[エクスポートボリューム ]

エクスポートされたボリュームの合計予約済みサイズ (GiB 単位)。[予約済みサイズ合計]

エクスポートされたすべての仮想ボリュームの合計サイズ (GiB)。[エクスポート済み合計サイズ ]

[レイアウト] タブ
[レイアウト]タブは、選択した論理ディスクによってチャンクレットがどのように使用されて
いるかを視覚的に表示します。

注記: [レイアウト]タブは、プロビジョニングレイアウトタブを表示するように HP 3PAR
Management Console を優先設定した場合のみ表示されます。 「グローバルレベルでの優先設
定」 (532 ページ) を参照してください。
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[アラート] タブ
[アラート]タブには、リストペインで選択した 1 つのボリュームに関するアラート情報が表形
式で表示されます。 ここに表示される情報は、システムアラートの表に表示される情報と同じ
ものです。 詳細は、「システムアラートの表示」 (308 ページ) および「仮想ボリュームの [ア
ラート] タブの表示」 (195 ページ) を参照してください。

[CPG スペース] タブの表示
[CPG スペース]タブを表示するには、以下の手順を実行します。
1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. マネジメントウィンドウで、[CPG スペース]タブをクリックします。
[CPG スペース]ウィンドウはリストペインと詳細ペインに分割されています。
リストペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

ボリュームの名前。[名前]

ボリュームが属するドメイン (存在する場合)。[ドメイン]

システムの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ページ)
を参照してください。

[ステータス]

ボリュームタイプ (たとえば、[ベース])。[タイプ]

ボリュームが、フルプロビジョニングされた仮想ボリュームまたはシンプロビジョ
ニングされた仮想ボリューム (TPVV) のどちらであるかを示します。

[プロビジョニング]

ボリュームが所属している CPG。[CPG]

ボリュームがユーザースペースとして使用しているスペースの容量 (GiB)。[ユーザースペース]

ボリュームがコピースペースとして使用しているスペースの容量 (GiB)。[コピースペース]

ある CPG から他の CPG に領域が移動された場合の新しいユーザーサイズ。[新規ユーザーサイズ]

ある CPG から他の CPG に領域が移動された場合の新しいコピーサイズ。[新規コピーサイズ]

ボリュームを選択すると、詳細ペインに詳細が表示されます。 使用可能なタブは、[仮想ボ
リューム] の詳細ペインと同じです。 詳細は、以下の各項を参照してください。
「[概要] タブ」 (185 ページ)
「[設定] タブ」 (187 ページ)
「[ホスト] タブ」 (194 ページ)
「[アラート] タブ」 (195 ページ)

仮想ボリュームの [アラート] タブの表示
仮想ボリュームの [アラート]タブを表示するには、以下の手順に従います。
1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. マネジメントウィンドウで、[アラート]タブをクリックします。
[アラート]タブには、仮想ボリュームに関連したシステムのアラートが表示されます。 プロビ
ジョニング [アラート]タブに表示される情報は、システムの [アラート]タブに表示される情報
と同じものです (「システムアラートの表示」 (308 ページ) を参照してください)。
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13 VLUN の管理
VLUN では以下のアクションを実行できます。
「VLUN のエクスポート」 (196 ページ)
「VLUN の削除」 (196 ページ)
「VLUN の表示」 (196 ページ)

VLUN のエクスポート
VLUN をエクスポートするには、以下の手順を実行します。
1. マネージャーペインで、[プロビジョニング]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[ボリュームのエクスポート]をクリックします。

[仮想ボリュームのエクスポート]ウィザードが表示されます。

エクスポート

1. [全般]グループボックスで、以下の操作を行います。
a. [システム] - リストからシステムを選択します。
b. [ドメイン] - リストからドメインを選択します。 該当しない場合は [< なし >] を選択

します。

2. [仮想ボリューム] グループボックスで、以下の手順を実行します。
a. [仮想ボリューム]または [仮想ボリュームセット]のどちらかを選択します。
b. 仮想ボリュームまたは仮想ボリュームセットのリストから、エクスポートするボリュー

ムを選択します (1 つまたは複数を選択)。
3. [エクスポート先]グループボックスで、以下の手順を実行します。

a. [ホスト (ホスト指定)] または [ホストセット (セット内のホスト)] のどちらかを選択し
ます。

b. ホストリストまたはホストセットリストから、仮想ボリュームのエクスポート先にす
るホストを選択します。

4. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

VLUN の削除
VLUN を削除する場合は、「仮想ボリュームのアンエクスポート」 (176 ページ) の手順に従っ
てください。

VLUN の表示
システム VLUN を表示するには、以下の手順に従います。
1. マネージャーペインで、[プロビジョニング]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示するシステムノードの下にある [VLUN] を選択します。
[VLUN] 画面では、次のタブに VLUN 情報が表示されます。
「[VLUN テンプレート] タブ」 (115 ページ)
「[アクティブ VLUN] タブ」 (116 ページ)
「[パス概要] タブ」 (116 ページ)
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注記:  HP 3PAR Management Console では、システムの VLUN に関する包括的な情報が得ら
れる以外にも、マネジメントツリーで [VLUN] ノードの下の [Remote Copy] ノードを選択する
ことで、Remote Copy VLUN に関する同じタイプの情報にアクセスすることもできます。

[VLUN テンプレート] タブ

[VLUN テンプレート]タブは、リストペインと詳細ペインに分かれています。 リストペインに
は、システム VLUN テンプレートに関する概要情報が表示されます。 詳細ペインには、リス
トペインで選択したテンプレートに関するアクティブ VLUN 情報が表示されます。

リストペイン

リストペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

エクスポートされた論理ユニット番号 (LUN) の値。[LUN ]

VLUN テンプレートが存在しているドメイン。[ドメイン ]

仮想ボリュームの名前。[仮想ボリューム ]

VLUN の RAID タイプ。[RAID タイプ ]

VLUN のエクスポート先となっているホストの名前。[ホスト ]

VLUN のエクスポート先となるシステムポート (ノード:スロット:ポートの形式)。[ポート ]

VLUN タイプ ([ホスト指定]、[ホストセット]、または [マッチセット]。)。[タイプ ]

有効な VLUN の数。[アクティブ VLUN ]

詳細ペイン

詳細ペインには、選択したテンプレートのアクティブ VLUN が表示されます。
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以下の情報が表示されます。

説明列

エクスポートされた論理ユニット番号 (LUN) の値。[LUN ]

VLUN テンプレートが存在しているドメイン。[ドメイン ]

仮想ボリュームの名前。[仮想ボリューム ]

VLUN の RAID タイプ。[RAID タイプ ]

VLUN のエクスポート先となっているホストの名前。[ホスト ]

VLUN のエクスポート先となるシステムポート (ノード:スロット:ポートの形式)。[ポート ]

VLUN タイプ ([ホスト指定]、[ホストセット]、または [マッチセット]。)。[タイプ ]

[アクティブ VLUN] タブ
[アクティブ VLUN] タブは、概要情報と Remote Copy 情報を表示するようにフィルターできま
す。

概要情報の表示

以下の情報が、[アクティブ VLUN] タブに表示されます。

説明列

エクスポートされた論理ユニット番号 (LUN) の値。[LUN ]

LUN が属しているドメイン (存在する場合)。[ドメイン]

仮想ボリュームの名前。[仮想ボリューム ]

VLUN の RAID タイプ。[RAID タイプ ]

VLUN のエクスポート先となっているホストの名前。[ホスト ]

VLUN のエクスポート先となるシステムポート (ノード:スロット:ポートの形式)。[ポート ]

ホストの WWN または iSCSI 名。[WWN/iSCSI 名 ]

VLUN のエクスポートされたサイズ (GiB 単位)。[エクスポートサイズ ]

VLUN タイプ ([ホスト指定]、[ホストセット]、[マッチセット]、または [提供ポー
ト])。

[タイプ ]
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Remote Copy 情報の表示

Remote Copy に関する以下の情報が、[アクティブ VLUN] タブに表示されます。

説明列

エクスポートされた論理ユニット番号 (LUN) の値。[LUN ]

LUN が属しているドメイン (存在する場合)。[ドメイン]

仮想ボリュームの名前。[仮想ボリューム ]

VLUN の RAID タイプ。[RAID タイプ ]

VLUN のエクスポート先となっているホストの名前。[ホスト ]

VLUN のエクスポート先となるシステムポート (ノード:スロット:ポートの形式)。[ポート ]

ホストの WWN または iSCSI 名。[ホスト WWN/iSCSI 名 ]

VLUN のエクスポートされたサイズ (GiB 単位)。[エクスポートサイズ ]

VLUN タイプ ([ホスト指定]、[ホストセット]、または [マッチセット]。)。[タイプ ]

Remote Copy のステータス[RC ステータス ]

エクスポートされた Remote Copy グループ。[RC グループ]

書き込み可能な LUN の数。[書き込み可能 LUN]

[パス概要] タブ

注記:  パス情報は HP 3PAR OS バージョン 2.3.1 以降を使用するシステムで表示できます。

[パス概要]タブには、以下の情報が表示されます。

説明列

エクスポートされた LUN 値。[LUN ]

エクスポートされた仮想ボリュームの名前。 各エントリーは、[仮想ボリューム] タ
ブへのリンクになっています。

[仮想ボリューム ]
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説明列

VLUN のエクスポート先となっているホストの名前。 各エントリーは、[ホスト] タブ
へのリンクになっています。

[ホスト ]

システムで認識可能なホスト WWN の数。[ホストポート ]

ホストが報告した WWN。ただし、システムでは参照できません。[非アクティブポート ]

ホストを認識できるシステムポートの数。[ストレージシステムポート
]

ホストとシステム間で利用可能な個別パスの総数。[利用可能なパス ]

ホストによって正常と報告されたシステムが認識するパスの数。[正常なパス ]

使用されているマルチパス手法。[マルチパス ]

障害パスの監視方法。[障害パスポリシー ]

ホストが障害パスをチェックするための監視間隔 (秒単位)。[監視間隔 ]

ホスト上の選択された VLUN に対応するデバイス名。[ホストデバイス名 ]
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14 AO 構成の管理
Adaptive Optimization (AO) は、特定のアレイに対してスケジュール設定された期間にわたり、
サブボリューム (領域) レベルでディスクのアクセス率を分析し、コスト効率の優先度に従って
階層間で領域のデータ移行を実行します。 頻繁にアクセスされるデータを高パフォーマンス階
層 (SSD 上の RAID1 など) に移動し、一方アクセス頻度の低いデータを低コスト階層 (ニアライ
ンディスク上の RAID6 など) に移動して、ディスクの使用率を最適化します。 HP 3PAR StoreServ
Storage アレイでは、複数の Adaptive Optimization 構成を定義できます。
AO 構成ごとに、データ移行用に 2 つあるいは 3 つのストレージ階層 (0、1、2 の番号が付け
られる) を割り当てられます。階層 0 が最速、階層 1 が中間の速度、階層 2 が最も遅い速度で
す。 階層は CPG で定義します。RAID レベル、使用するディスクの数、ディスクのタイプや
速度など、階層のコストやパフォーマンスの特性は、すべて CPG の設定で決定します。
AO 構成の分析では、まず各 CPG 階層で使用可能な領域を計算します。 次に、構成の CPG
に含まれるすべての仮想ボリューム領域について、startao コマンドの引数で指定された測
定間隔におけるアクセス率 [IO アクセス/(GiB * 分)] と、各 CPG 階層の平均アクセス率を計算
します。 各階層で使用可能な領域と、各階層の平均と比較した各領域のパフォーマンスに基づ
き、データを適切にある階層から別の階層に移動します。

注記:  AO では、各構成が他の構成とは無関係に分析されます。 分析には、指定した構成の
各階層で使用可能な領域と、階層中の領域の関連するアクセス率のみが含まれます。 ただし、
他の構成からの間接的な影響がある可能性があります。 たとえば、2 つの構成の CPG で同じ
物理ディスクを使用している場合は、一方の構成の CPG で領域を使用することによって、他
の構成の CPG で使用可能な領域が少なくなることがあります。

Adaptive Optimization 機能をサポートするストレージシステムの場合、[ストレージシステム]
ツリーノードと [ドメイン] ツリーノードの両方で、マネジメントツリーに [AO 構成] ノードが
表示されます。

注記:  チューニングと最適化を実行するには、AO ライセンスが必要です。 アレイに AO ラ
イセンスが存在していない場合、潜在的な最適化に関する分析のみを実行できます。

[AO 構成]ウィザードは、プロビジョニングマネージャーから使用できます。 このウィザード
で、AO 構成の作成、編集、削除。開始、およびスケジューリングを実行できます。 詳細は、
以下の各項を参照してください。

「AO 構成の作成」 (201 ページ)
「AO 構成の編集」 (204 ページ)
「AO 構成の削除」 (204 ページ)
「AO 構成の開始」 (204 ページ)
「AO 構成からの階層 CPG の削除」 (204 ページ)
「AO 構成の表示」 (204 ページ)
「AO 構成レポートの作成」 (386 ページ)

AO 構成の作成
AO 構成を作成するには、以下の手順を実行します。
1. プロビジョニングマネージャーで、構成を作成しようとするシステムの名前の隣にある矢

印を展開します。
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2. マネジメントツリーで、[AO 構成]を右クリックします。

3. メニューリストから、[AO 構成の作成]を選択します。
[AO 構成の作成]ウィザードが表示されます。

AO の構成
1. AO を構成する [システム]の名前を選択します。
2. 階層化しようとする CPG が属する [ドメイン] (存在する場合) を選択します。
3. AO 構成の [名前]を入力します。
4. リストからパフォーマンスの [モード]を選択します。 オプションは次のとおりです。

• [Performance] – 高速層へのデータ移動のしきい値を下げ、低速層へのデータ移動のし
きい値を上げます。 これにより、データが高速層に移動する可能性が高まります。

• [Balanced] – パフォーマンスとコストのバランスがとれた階層にデータを移動します。

• [Cost] – より多くのデータを、低パフォーマンスで安価な階層に移動します。
5. [階層 CPG] グループボックスで、階層化する少なくとも 2 つの CPG を、表示されたリス

トから選択します。 選択したドメインで、他のどの AO 構成にも使用されていない CPG
のみが表示されます。 1 つの CPG は 1 つの AO 構成だけに属することができます。
• [階層 0] – ハイパフォーマンス階層。 RAID 1 SSD ディスクなど、ハイパフォーマンス

でアクセス頻度の高い CPG を選択します。
• [階層 1] – 中間パフォーマンス階層。 RAID 1 FC ディスクなど、中間パフォーマンス

の CPG を選択します。
• [階層 2] – 低パフォーマンス階層。 RAID 5 NL ディスクなど、低パフォーマンスでア

クセス頻度の低い CPG を選択します。
6. [次へ]をクリックして [AO のスケジューリング]ページに移動します。

AO のスケジュール
1. この時点で AO 構成を開始またはスケジューリングするには、[AO 構成の実行またはスケ
ジュール]チェックボックスを選択します。 それ以外の場合は、[次へ]をクリックして [概
要] ページに移動します。
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2. [すぐに実行]を選択してデータ最適化プロセス (または潜在的な最適化の分析) を開始する
か、[スケジュールの作成]を選択してデータ最適化プロセス (または分析) を後で実行する
ようにスケジューリングします。

3. [設定] グループボックスで、リストから [最大実行時間]と [圧縮モード]を選択します。
[最大実行時間] – この値は、構成を実行するたびに、システムがデータ領域を移動するこ
とのできる時間枠です。 AO は、データの移動プロセスを何度か繰り返して完了します。
繰り返しを開始する前に、残り時間を予測します。 繰り返しに要する時間が指定されてい
る時間を超えることが予測される場合、AO は繰り返しを開始せず、データ移動は停止し
ます。 AO は、一般に、通常の営業時間外など、システムが最も使用されていないときに
実行されます。このフィールドは、このようにデータ移動を指定した時間内に限定する場
合に役立ちます。 この最大実行時間は、AO がその時間内での構成の完了を試みる時間で
あり、保証されている時間ではありません。

[圧縮モード] – CPG をコンパクト化できるかどうかと、その方法を指定します。 CPG を
自動的にコンパクト化し、領域を最大限解放するには、[自動] (デフォルト) を選択します。
また、領域の移動を実行せずにコンパクト化するには [トリムのみ]を、コンパクト化しな
い場合は [いいえ]を選択します。

4. AO 構成を実行せずに潜在的なデータ領域移動を分析する場合、[解析のみ]を選択します。

注記:  チューニングと最適化を実行するには、AO ライセンスが必要です。 アレイに
AO ライセンスが存在していない場合、潜在的な最適化に関する分析のみを実行できます。

5. [測定間隔]グループボックスで、階層化 CPG の分析を開始する [開始]時刻を入力します。
スケジューリングされた AO 構成より前に、指定された時間または日数に分析が開始され
ます。 適切な時間を決定するには、階層化 CPG のパフォーマンスに関連して時間の長さ
を考慮することが重要です。たとえば、各営業日の最後の 3 時間に実行できます。
AO は、要求された間隔の 50% 以上をカバーするサンプルを必要とします。 たとえば、
要求された間隔が 1 日なのに、当該の期間では 3 時間間隔をカバーするサンプルしか見
つけられない場合、AO はデータの分析も移動も行いません。 サンプル間隔の頻度は、測
定間隔に依存します。 最近のデータは、古いデータよりも高い頻度のサンプルで維持され
ます。 次に、サンプル間隔の頻度のリストを示します。

サンプル頻度測定間隔

30 分2 時間

毎時2～8 時間

3 時間8～24 時間

12 時間24 時間 ～3 日

毎日3～7 日

6. 階層化 CPG の分析を終了する時刻を [End] に入力します。 スケジューリングされた AO
構成より前に、指定された時間または日数に分析が終了します。

7. [スケジュールの作成]を選択した場合は、以下の操作を行います。
a. [スケジュール]グループボックスで、スケジュールの [名前]を入力します。
b. タスクが失敗した場合にアラートを受信するには、[タスクが失敗した場合に警告]を

選択します。

c. 「共通のスケジュールパネル」 (468 ページ) の説明に従って、Recurrence (反復スケ
ジューリング) を選択します。

8. [次へ]をクリックし、[概要]ページに移動します。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。
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AO 構成の編集
既存の AO 構成を編集するには、以下の手順を実行します。
1. [AO 構成]画面に移動します。
2. 編集する AO 構成の名前を右クリックして、メニューリストから [編集]を選択します。

[AO 構成の編集]ダイアログボックスが表示されます。
3. [名前]、[モード]、および最大 2 つの CPG を変更できます。

注記:  構成の変更に伴って実行されるデータの移動は、パフォーマンスに影響を及ぼす
可能性があります。

4. [OK] をクリックして変更を受け入れます。

AO 構成の削除
AO 構成を削除するには、以下の手順を実行します。
1. [AO 構成]画面に移動します。
2. 削除する AO 構成の名前を右クリックして、メニューリストから [削除]を選択します。 こ

の AO 構成に関連付けられているすべてのスケジュールも削除されます。
[AO 構成の削除]確認ダイアログが表示されます。

3. [OK] をクリックします。

AO 構成の開始
AO 構成を開始するには、[すぐに実行]を選択して「AO のスケジューリング」 (473 ページ) の
手順に従ってください。

AO 構成からの階層 CPG の削除
AO 構成から階層 CPG を削除するには、以下の手順に従ってください。
1. CPG の増加警告の制限を 1MiB に設定します (警告の制限が無効になるため、0 に設定し

ないでください)。 初めに層のすべてのデータを他の層に移動せずに CPG (層) を AO 構成
から削除すると、CPG が AO 構成から削除された後も、データは CPG 上に残ります。
このため、AO 構成から CPG 層を削除する前に、その CPG のデータを別の層に移動する
必要があります。 最小の領域サイズが 32MiB であるため、増加警告の制限を 1MiB に設
定することで、この作業が行われます。

2. AO 構成を手動で開始するか、スケジュール設定した実行まで待機します。 増加警告の制
限が 1MiB に設定されているため、構成を開始すると、すべての領域が CPG 外に移動さ
れます。 ただし、大きい領域の移動が必要な場合は、CPG が空になるまで、AO 構成の
開始手順の繰り返しが何度か必要になる場合があります。

3. CPG が空になったら、AO 構成を編集して AO 構成から CPG を削除できます。 詳細は、
「AO 構成の編集」 (204 ページ) を参照してください。

AO 構成の表示
AO 構成を表示するには、以下の手順を実行します。
1. マネージャーペインで [プロビジョニング]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示する AO 構成を含むストレージシステムの名前を展開しま

す。

3. マネジメントツリーで、[AO 構成]を選択します。
4. 次のタブを含む AO 構成ウィンドウが表示されます。
「[AO 構成] タブ」 (205 ページ)
「[タスク] タブ」 (207 ページ)
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「[アラート] タブ」 (206 ページ)

[AO 構成] タブ
[AO 構成]タブはリストペインと詳細ペインに分かれています。

リストペインには、選択したシステムにあるすべての AO 構成の名前と関連情報が表示されま
す。

説明列

AO 構成の名前。[名前]

階層化 CPG が属しているドメイン (存在する場合)。[ドメイン]

ハイパフォーマンス階層。[階層 0 CPG]

階層 0 CPG に関する増加の警告 (GiB)。[階層 0 警告]

階層 0 CPG に関する増加の制限 (GiB)。[階層 0 制限]

中間パフォーマンス階層。[階層 1 CPG]

階層 1 CPG に関する増加の警告 (GiB)。[階層 1 警告]

階層 1 CPG に関する増加の制限 (GiB)。[階層 1 制限]

低パフォーマンス階層。[階層 2 CPG]

階層 2 CPG に関する増加の警告 (GiB)。[階層 2 警告]

階層 2 CPG に関する増加の制限 (GiB)。[階層 2 制限]

AO 構成のモードが [Performance]、[Balanced]、[Cost] のどれであるかを表します。[モード]

AO 構成に関する、サスペンドおよびスケジューリングされているタスクの数を表しま
す。

[スケジュール/サスペン
ド済み]

詳細ペインには以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

AO 構成の名前。[名前][全般]

構成の ID。[ID]
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説明フィールドグループ

階層化 CPG が属しているドメイン (存在する場合)。[ドメイン]

AO 構成のモードが [Performance]、[Balanced]、[Cost] のど
れであるかを表します。

[モード]

AO 構成に関するスケジューリングされたタスクの数。[スケジュール番号]

AO 構成に関する、スケジューリングされ、現時点でサス
ペンドされているタスクの数。

[サスペンドされたタスク数]

この AO 構成に関してスケジューリングされたタスクが最
後に実行された時刻。

[前回実行時間]

階層で使用される CPG です。[CPG][階層 0/階層 1/階層 2]

CPG の RAID タイプ。[RAID タイプ]

デバイスのタイプ (たとえば、SSD、FC) を表します。[デバイスタイプ]

ディスクの速度。[デバイス RPM]

注記:  デバイス RPM に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の
場合は回転速度ではありません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他の
ドライブのパフォーマンスを比較するための概算値です。 FC ドライブと NL ドライブの
場合、数値は、実際の回転速度と一致しており、パフォーマンスを示す指標にもなって
います。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相
対的なパフォーマンスベンチマークとして扱われます。

指定した CPG に関する増加の警告。[サイズの増加の警告]

指定した CPG に関する増加の制限。[サイズの増加の制限値]

[アラート] タブ
AO 構成の [アラート]タブはリストペインと詳細ペインに分かれています。 リストペインに
は、アレイ内の AO に関連したアラートが表示されます。 詳細ペインには、選択したアラー
トに関する詳細が表示されます。

リストペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

問題の重大度。[深刻度]

タスク ID。[ID]

タスクの状態 ([新規] など)。[ステータス]

AO 構成が最後に実行された時刻。[前回]

アラートの理由を示すテキストメッセージ。[メッセージ]

AO 構成タスクが実行された回数。[リピート回数]

アラートが最初に発生した時刻。[初回]

詳細ペインには、以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

問題の重大度。[深刻度][全般]

アラートのタイプ。[タイプ]

アラートの理由を示すテキストメッセージ。[メッセージ]
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説明フィールドグループ

タスク ID。[ID]

タスクの状態 ([新規] など)。[ステータス]

アラートメッセージに関連付けられたコード。[メッセージコード]

アラートのシーケンス。[シーケンス]

アラートが生成されたシステム。[システム][コンポーネント]

システムのシリアルナンバー。[システム SN]

システムのノード ID。[ノード ID]

アラートが生成されたノードコンポーネント。[コンポーネント]

AO 構成タスクが実行された回数。[リピート回数][頻度]

AO 構成タスクが最後に実行された時刻。[前回]

AO 構成タスクが最初に実行された時刻。[初回]

[タスク] タブ
AO 構成の [タスク]タブはリストペインと詳細ペインに分かれています。 リストペインには、
アレイ内の AO に関連したタスクが表示されます。 詳細ペインには、選択したタスクに関す
る詳細が表示されます。

リストペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

タスク ID。[ID]

タスクのタイプ ([スケジュールされたタスク] など)。[タイプ]

タスクの名前。[名前]

タスクのステータス ([完了] など)。[ステータス]

タスクを作成したユーザー。[ユーザー]

現在実行中の場合は、タスクの進行状況。[進捗]

タスクの開始時刻。[開始時刻]

タスクの完了時刻。[終了時刻]

タスクの完了に要した時間。[時間]

タスクの優先順位。[優先度]

タスクに関連付けられた AO 構成の名前。[AO 構成]

詳細ペインには、以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

タスクを開始したシステムの名前。[システム名][全般]

システムのシリアルナンバー。[システム SN]

タスク ID。[ID]

タスクタイプ。[タイプ]

タスクが [実行中]、[キャンセル]、[失敗]、[完了] のどれで
あるかを表します。

[ステータス]
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説明フィールドグループ

現在実行中の場合は、タスクの進行状況。[進捗]

タスクの開始時刻。[開始時刻]

タスクの完了時刻。[終了時刻]

タスクの完了に要した時間。[時間]

時間の増分ごとに、タスクの詳細情報を示します。[ステータス詳細]
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パート IV バックアップの作成
この項には、コピーの作成と Remote Copy マネージャーの使用に関する情報が掲載されています。 詳
細は、以下の各項を参照してください。

「コピーの作成」 (210 ページ)
「Remote Copy の構成と管理」 (218 ページ)



15 コピーの作成
HP 3PAR Management Console では、バーチャルコピーのスナップショット、およびベースボ
リュームの物理コピーを作成できます。 物理コピーはボリューム全体の複製であるのに対し、
バーチャルコピーはベースボリュームの変更点だけを記録します。 詳細は、以下の各項を参照
してください。

「バーチャルコピーの作成」 (210 ページ)
「物理コピーの作成」 (214 ページ)

バーチャルコピーの作成
HP 3PAR Management Console で、バーチャルコピーを表示、作成、編集、削除、およびプロ
モートできます。 詳細は、以下の各項を参照してください。
「バーチャルコピーの表示」 (210 ページ)
「バーチャルコピーの作成」 (210 ページ)
「バーチャルコピーの編集」 (211 ページ)
「バーチャルコピーの削除」 (211 ページ)
「整合グループのバーチャルコピーの作成」 (212 ページ)
「バッチバーチャルコピーの作成」 (213 ページ)
「バーチャルコピーのプロモート」 (214 ページ)

バーチャルコピーの表示

バーチャルコピーは、[仮想ボリューム]タブに表示されます。
ボリューム名の左にプラス記号 ([+]) が表示されている場合は、そのボリュームに 1 つ以上の
バーチャルコピーが存在することを示しています。 プラス記号をクリックすると、ボリューム
が展開され、バーチャルコピーが表示されます。

バーチャルコピーを表示するには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインで [プロビジョニングマネージャー]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示するシステムノードの下にある [仮想ボリューム]を選択し

て、マネジメントウィンドウの [仮想ボリューム]タブをクリックします。

バーチャルコピーの作成

バーチャルコピーを作成するには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインで、[プロビジョニング]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[バーチャルコピーの作成]をクリックします。

[バーチャルコピーの作成]ダイアログボックスが表示されます。
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3. [今すぐ開始]が事前選択されています。 代わりに [スケジュールの作成]を選択することも
できます

(このタスクのスケジュール作成についての詳細は、「バーチャルコピーの作成をスケジュー
リング」 (470 ページ) を参照してください)。

4. [システム] - バーチャルコピーの作成先のシステムを選択します。
5. (オプション) [ドメイン] - バーチャルコピーを配置するドメインを選択します。
6. [親ボリューム] - バーチャルコピーの親ボリュームを選択します。
7. [ターゲット名] - 作成先のボリュームの名前を入力します。

注記: [ターゲット名]フィールドには [@vvname@.@y@@m@@d@@H@@M@@S@]
が自動的に入力され、次のことを意味します。[@vvname@] は作成元のボリュームセット
の名前で置換され、年、月、日、時、分、秒からなるタイムスタンプがその名前に追加さ

れます。 作成先ボリュームの命名方法を編集する場合は、[編集]ボタン ( 、[ターゲッ
ト名]フィールドの右側にあります) をクリックして、[ボリュームセット名の編集]ダイア
ログボックスにアクセスします。 事前決定されたボリューム名のパターンを選択するか、
独自の名前を入力することができます (詳細は、「[ボリュームセット名の編集] ダイアロ
グボックス」 (471 ページ) を参照してください)。

8. [ID] - [自動] ボックスの選択を解除している場合は、新しい仮想コピーの ID を入力します
([詳細設定オプションの表示]チェックボックスを選択した場合のみ表示されます)。

9. [コメント] - (オプション) コメントを入力します。
10. スナップショットのアクセス権限を選択します。 このスナップショットの修正を防止する

には [読み取り専用]を選択します。 このスナップショットへの変更を許可するか、別のホ
ストにデータをリストアするためにそれを使用するには、[読み取り/書き込み]を選択しま
す。

11. 保有期間を設定する場合は、[保有期間]チェックボックスを選択し、対応するフィールド
に値を入力して、計測単位として日数または時間を選択します。 ([詳細設定オプションの
表示]チェックボックスを選択した場合のみ表示されます)。

12. 有効期限を設定する場合は、[有効期限]チェックボックスを選択し、対応するフィールド
に値を入力して、計測単位として日数または時間を選択します。 ([詳細設定オプションの
表示]チェックボックスを選択した場合のみ表示されます)。

13. [OK] をクリックします。

バーチャルコピーの編集

バーチャルコピーを編集するには、以下の手順に従います。

1. 編集するバーチャルコピーを含むシステムの下にある [プロビジョニング] マネジメントツ
リーの中で [仮想ボリューム]ノードを選択し、[仮想ボリューム]画面にアクセスします。

2. 編集するバーチャルコピーを右クリックし、[編集]を選択します。
[バーチャルコピーの編集]ダイアログボックスが表示されます。

3. [ターゲット名] - 新しい作成先ボリュームを入力します。
4. [コメント] - (オプション) バーチャルコピーに関するメモを入力します。
5. [保有期間] - ([詳細設定オプションの表示]チェックボックスを選択した場合のみ使用できま

す)。 日数または時間を選択し、それぞれ 1～14 または 1～366 の範囲の値を入力します
6. [有効期限] - ([詳細設定オプションの表示]チェックボックスを選択した場合のみ使用できま

す)。 日数または時間を選択し、それぞれ 1～1,825 または 1～43,800 の範囲の値を入力
します

7. [OK] をクリックします。

バーチャルコピーの削除

バーチャルコピーを削除するには、以下の手順に従います。
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1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. 削除するバーチャルコピーを右クリックします。

3. メニューリストで、[削除]を選択します。
[仮想ボリュームの削除]ダイアログボックスが表示されます。

4. (オプション) ボリュームのスナップショットや物理コピー、アクティブな VLUN を持つボ
リューム、ボリュームセットに含まれるボリュームの削除を選択します。

5. [OK] をクリックします。

整合グループのバーチャルコピーの作成

整合グループのバーチャルコピーを作成するには、以下の手順に従います。

1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. コピースペースを持つ 2 つ以上の仮想ボリュームを選択します。
3. 選択したボリュームを右クリックします。

4. メニューリストで、[整合性グループのバーチャルコピーの作成]を選択します。
[整合性グループのバーチャルコピーの作成]ウィザードが表示されます。

親ボリュームの選択

1. [今すぐ開始]または [スケジュールの作成]を選択します
(このタスクのスケジュール作成についての詳細は、「整合グループのバーチャルコピーの
作成をスケジューリング」 (472 ページ) を参照してください)。

2. 選択したボリュームがハイライトされます。 この時点で、ボリュームを追加できます (複
数の項目の選択についての詳細は、「複数のアイテムの選択」 (526 ページ) を参照してく
ださい)。

3. [次へ]をクリックします。
[バーチャルコピーの構成]ページが表示されます。
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バーチャルコピーの構成

1. コピーの名前を変更する場合は、[名前]列の任意の名前をダブルクリックして、新しい名
前を入力します。

2. [ボリューム ID の自動的な生成]オプションがデフォルトです。このオプションを選択解除
するには、[ID] 列をダブルクリックして名前を入力する必要があります。

3. 保有期間を設定する場合は、[保有期間]チェックボックスを選択し、対応するフィールド
に値を入力して、計測単位として日数または時間を選択します。 ([詳細設定オプションの
表示]チェックボックスを選択した場合のみ表示されます)。

4. 有効期限を設定する場合は、[有効期限]チェックボックスを選択し、対応するフィールド
に値を入力して、計測単位として日数または時間を選択します。 ([詳細設定オプションの
表示]チェックボックスを選択した場合のみ表示されます)。

5. [コメント]テキストボックスに任意のメモを入力します。
6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完

了します。

概要

選択を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

バッチバーチャルコピーの作成

バッチバーチャルコピーを作成するには、以下の手順に従います。

1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. コピースペースを持つ 2 つ以上の仮想ボリュームを選択します。
3. 選択したボリュームを右クリックします。

4. メニューリストで、[バッチバーチャルコピーの作成]を選択します。
[バッチバーチャルコピーの作成]ダイアログボックスが表示されます。
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5. コピーの名前を変更する場合は、[名前] 列の任意の名前をダブルクリックして、新しい名
前を入力します。

6. [ボリューム ID の自動的な生成]オプションがデフォルトです。このオプションを選択解除
するには、[ID] 列をダブルクリックして名前を入力する必要があります。

7. 適切なオプションボタンをクリックします ([読み取り専用]または [読み取り/書き込み])。
8. (オプション) [サフィックス]テキストボックスで、以前のボリューム名を変更しなかった

場合に既存のボリューム名に付加するサフィックスを入力します。

9. 保有期間を設定する場合は、[保有期間]チェックボックスを選択し、対応するフィールド
に値を入力して、計測単位として日数または時間を選択します。

10. 有効期限を設定する場合は、[有効期限]チェックボックスを選択し、対応するフィールド
に値を入力して、計測単位として日数または時間を選択します。

11. [コメント]テキストボックスに任意のメモを入力します。
12. [OK] をクリックします。

バーチャルコピーのプロモート

バーチャルコピーを基本ボリュームにプロモートするには、以下の手順に従います。

1. [仮想ボリューム] 画面に移動し、システムのバーチャルコピーを表示します。
2. プロモートするバーチャルコピーを右クリックします。

3. メニューリストで、[バーチャルコピーのプロモート]を選択します。
[バーチャルコピーのプロモート]ダイアログボックスが表示されます。

4. [ターゲット仮想ボリューム]リストから対象のボリュームを選択します。
5. [OK] をクリックします。
6. 続行の確認が求められたら、[はい]をクリックします。

物理コピーの作成
HP 3PAR Management Console で、物理コピーを表示、作成、編集、および管理できます。 詳
細は、以下の各項を参照してください。

「物理コピーの表示」 (214 ページ)
「物理コピーの作成」 (215 ページ)
「物理コピーの編集」 (215 ページ)
「物理コピーの削除」 (215 ページ)
「整合グループ物理コピーの作成」 (216 ページ)
「物理コピーの停止」 (216 ページ)
「物理コピーの再同期化」 (216 ページ)
「物理コピーのプロモート」 (216 ページ)

物理コピーの表示

物理コピーは、[仮想ボリューム]タブに表示されます。
バーチャルコピー名の左にプラス記号 ([+]) が表示されている場合は、そのボリュームに 1 つ
以上の物理コピーが存在することを示しています。 プラス記号をクリックすると、バーチャル
コピーが展開され、物理コピーが表示されます。
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物理コピーの作成

物理コピーを作成するには、以下の手順に従います。

1. マネージャーペインで、[プロビジョニング]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[物理コピーの作成]をクリックします。

[物理コピーの作成]ダイアログボックスが表示されます。
3. [システム]リストから、物理コピーの作成先のシステムを選択します。
4. (オプション) [ドメイン]リストからコピーを配置するドメインを選択します。
5. [親ボリューム]リストから、コピー元のボリュームを選択します。
6. [ターゲットボリューム]リストから、コピー先のボリュームを選択します。
7. [タスクの優先順位]リストから、並列実行されている他のタスクに関連して、この物理コ

ピータスクの重要性を選択します。 High、Medium (デフォルト)、または Low。
8. (オプション) 物理コピーのスナップショットを保存するには、後からどこかの時点で基本

ボリュームと物理コピーを再同期化するために、[後で再同期するためにスナップショット
を保存]を選択します。

9. [OK] をクリックします。

物理コピーの編集

物理コピーを編集するには、以下の手順に従います。

1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. 編集する物理コピーを右クリックし、[編集]を選択します。

[物理コピーの編集]ダイアログボックスが表示されます。
3. [名前]フィールドに新しい名前を入力します。
4. [詳細設定オプションの表示]チェックボックスを選択した場合、スナップショットに関す

る [保有期間]と [有効期限]を選択します。

注記: 保有期間を設定するには、HP 3PAR Virtual Lock ライセンスが必要です。

5. 再同期化用にスナップショットを保存する場合は、[後で再同期するためにスナップショッ
トを保存]を選択します。

6. [OK] をクリックします。

物理コピーの削除

物理コピーを削除するには、以下の手順に従います。

1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. 削除する物理コピーを右クリックします。

3. メニューリストで、[削除]を選択します。
[仮想ボリュームの削除]ダイアログボックスが表示されます。

4. (オプション) ボリュームのスナップショットや物理コピー、アクティブな VLUN を持つボ
リューム、ボリュームセットに含まれるボリュームの削除を選択します。

5. [OK] をクリックします。
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整合グループ物理コピーの作成

整合グループ物理コピーを作成するには、以下の手順に従います。

1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. コピースペースを持つ 2 つ以上の仮想ボリュームを選択します
3. 選択されているボリュームを右クリックして、メニューリストから [整合性グループの物
理コピーの作成]を選択します。
[整合性グループの物理コピーの作成]ダイアログボックスが表示されます。

4. [システム]リストから、物理コピーの作成先のシステムを選択します。
5. (オプション) [ドメイン]リストから物理コピーを配置するドメインを選択します。
6. [親ボリューム]リストから、コピー元のボリュームを選択します。
7. [ターゲットボリューム]リストから、コピー先のボリュームを選択します。
8. [追加]をクリックします。
9. [タスクの優先順位]リストから、並列実行されている他のタスクに関連して、この物理コ

ピータスクの重要性を選択します。

10. (オプション) 物理コピーのスナップショットを保存するには、後からどこかの時点で基本
ボリュームと物理コピーを再同期化するために、[後で再同期するためにスナップショット
を保存]を選択します。

11. 他のグループを追加するか、[OK] をクリックします。

物理コピーの停止

処理中の物理コピーを停止するには、以下の手順に従います。

1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. 停止する処理中の物理コピーを選択します。

3. 選択されているコピーを右クリックして、表示された選択リスト内の [物理コピーの停止]
をクリックします。

4. [はい]をクリックします。

物理コピーの再同期化

物理コピーを再同期化するには、以下の手順に従います。

1. [仮想ボリューム] 画面に移動します。
2. 再同期化する物理コピーを右クリックします。

3. メニューリストで、[物理コピーの再同期]を選択します。
[物理コピーの再同期]ダイアログボックスが表示されます。

4. [システム]リストから、コピーが存在しているシステムを選択します。
5. (オプション) [ドメイン]リストからコピーを再同期化するドメインを選択します。
6. [物理コピー]リストから、再同期化する物理コピーを選択します。
7. (オプション) 物理コピーのスナップショットを保存するには、後からどこかの時点で基本

ボリュームと物理コピーを再同期化するために、[後で再同期するためにスナップショット
を保存]チェックボックスを選択します。

8. [OK] をクリックします。

物理コピーのプロモート

物理コピーをプロモートするには、以下の手順に従います。

1. [仮想ボリューム]タブに移動します。
2. プロモートする物理コピーを右クリックします。

3. メニューリストで、[物理コピーのプロモート]を選択します。
[物理コピーのプロモート]ダイアログボックスが表示されます。
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4. [はい]をクリックして、コピーのプロモートを確認します。
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16 Remote Copy の構成と管理
HP 3PAR Management Console の Remote Copy マネージャーを使用して、HP 3PAR StoreServ
Storage System の HP 3PAR Remote Copy 構成を作成および管理できます。 詳細は、以下の各
項を参照してください。

「Remote Copy 情報の表示」 (246 ページ)
「Remote Copy の構成」 (218 ページ)
「Remote Copy ボリュームグループの作成と管理」 (229 ページ)
「Remote Copy リンクの作成」 (233 ページ)
「Remote Copy ターゲットの管理」 (234 ページ)
「Peer Persistence の管理」 (238 ページ)
「ディザスタリカバリでの Remote Copy の使用」 (243 ページ)

注記:  HP 3PAR Remote Copy Software には、HP 3PAR Remote Copy Software ライセンスが
必要です。 ライセンスについての詳細は、『HP 3PAR OS コンセプトガイド』を参照してくだ
さい。

注記:  HP 3PAR Remote Copy を操作するには、すべてのシステムが接続されている必要があ
ります。

Remote Copy の構成
HP 3PAR Management Console では、HP 3PAR Remote Copy の複数の異なる構成をセットアッ
プしたり、Remote Copy ポートを構成したりできます。 以下のタイプの Remote Copy がサポー
トされています。

• 1-to-1 Remote Copy – 2 台のストレージシステム間でデータがミラー化されます。

• 1-to-N Remote Copy – 単独のストレージシステムがバックアップシステムとして複数のス
トレージシステムを使用します。

• N-to-1 Remote Copy – 複数のストレージシステムがバックアップシステムとして同じスト
レージシステムを使用します。

• 同期長距離 Remote Copy – 2 つのターゲットがあるグループでボリュームを受け入れるこ
とで、1 つの Remote Copy ボリュームグループが他の 2 台のストレージシステム上のボ
リュームグループにコピーされます。 1 つのコピーは同期 Remote Copy モードであり、
書き込みのたびに更新されます。 もう 1 つのコピーは非同期の定期 Remote Copy モード
であり、ユーザー定義のスケジュールに従って更新されます。

ニーズに最も適した Remote Copy 構成を使用してください。 セットアップ情報については、
以下の項目を参照してください。

「Remote Copy ポートの構成」 (219 ページ)
「1-to-1 Remote Copy の構成」 (219 ページ)
「1-to-N Remote Copy の構成」 (221 ページ)
「N-to-1 Remote Copy の構成」 (224 ページ)
「同期長距離 Remote Copy の構成」 (227 ページ)
「Remote Copy リンクの ping 送信」 (234 ページ)

注記:  HP 3PAR Remote Copy Software には、HP 3PAR Remote Copy Software ライセンスが
必要です。 ライセンスについての詳細は、『HP 3PAR OS コンセプトガイド』を参照してくだ
さい。
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Remote Copy ポートの構成
RCFC ポートまたは RCIP ポートを構成するには、以下の手順を実行します。
1. マネージャーペインで、[Remote Copy] を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[RC ポートの構成]をクリックします。

[< ポートの種類 > 構成]ダイアログボックスが表示されます。
3. [システム]リストからシステムを選択します。 選択されているシステムによって、ウィ

ザードの残りのフィールドは変わります。RCFC または RCIP セットアップが反映されるた
めです。

4. [ポート]リストからポートを選択します。
5. 残りのフィールドには、選択したポートの情報が入力されます。

6. 「RCFC ポートの構成」 (29 ページ) または「RCIP ポートの構成」 (30 ページ) の指示に
従って、ポートの情報を編集します。

7. [OK] をクリックします。

注記:  一部のシステムではポート数が制限されているので、共有型の Host/RC アダプター
ポートも許可されます。 たとえば、1 つのポートを Host と Remote Copy の両方に使用できま
す。

1-to-1 Remote Copy の構成

注記:  HP 3PAR Remote Copy Software を使用するには、HP 3PAR Remote Copy ライセンス
が必要です。 ライセンスについての詳細は、『HP 3PAR OS コンセプトガイド』を参照してく
ださい。

1-to-1 Remote Copy 関係には、2 台のシステムが含まれます。 1-to-1 Remote Copy 関係の構成
方法によって、1 台のシステムをプライマリ (ソース) システムとして、他方のシステムをバッ
クアップシステム (単方向) として使用できます。または、両方のシステムをプライマリまたは
バックアップシステム (双方向) として使用できます。

注記:  1-to-1 Remote Copy を構成するには、Remote Copy ポートが構成された利用可能なシ
ステムが 2 台必要です。

1-to-1 Remote Copy を構成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[Remote Copy] を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規構成]をクリックします。 [新規 Remote Copy 構成]ウィ

ザードが表示されます。

ターゲット

1. [構成の選択]の下で、[1-1] を選択します。
2. [各ターゲットへのシステムの割り当て]の下で、ストレージシステムのグラフィックを選

択します。 メニューリストで、割り当てるストレージシステムを選択します。 他のスト
レージシステムの図についても手順を繰り返します。

注記:  要件を満たす利用可能なシステムのみが表示されます。 詳細は、『HP 3PAR
Remote Copy ソフトウェアユーザーガイド』を参照してください。

暗号化されたストレージシステムと暗号化されていないシステム間でリモートコピーリン
クを作成しようとすると、暗号化されていないシステムにコピーされるデータが暗号化で
保護されなくなることを示す警告ダイアログが表示されます。 [はい]をクリックしてリン
クを作成するか、[いいえ]をクリックして新しく選択したストレージシステムがリセット
された状態の [ターゲット] 画面に戻ります。

3. (オプション) [位置ラベル]の下で、各ストレージサーバーの位置を入力します (たとえば、
Lab 1, New York)。
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4. (オプション) [ターゲットシステム名]の下の [ターゲット名]フィールドには、ストレージ
サーバーの名前が自動で入力されます。 別の名前を入力することもできます。

5. 割り当てられたシステムが両方とも、サポート対象の HP 3PAR OS を実行している場合、
[並行する同期操作および定期操作に関するその他のターゲットを作成する]ためのチェッ
クボックスが有効になります。

6. [次へ]をクリックします。

リンク

1. [システム間リンクの作成]の下に、各システムの Remote Copy ポートがグラフィカル表示
されます。 1 台のシステムのポートをクリックして、他のシステムのポートにドラッグし
ます。 2 つ目のポートについても手順を繰り返します。

2. IP リンクの場合は、[システム間リンクの作成]の下で確立されたリンク関係に基づいて、
各システム/ポートの [IP 設定]グループのすべてのフィールドに自動的に入力されます。
a. (オプション) 各システム/ポートのゲートウェイアドレスを入力します。
b. (オプション) [適用]をクリックしてリンク構成をテストするか、[Ping] をクリックして

リンク間の通信をテストします。

3. ファイバーチャネルリンクの場合は、各システム/ポートの [設定]グループで以下の項目
を指定します。

a. [接続タイプ] - ポイントツーポイントモードの場合は [Point]、アービトレーテッドルー
プモードの場合は [Loop] を選択します。

b. [構成レート] - [Auto] (デフォルト)、[1Gbps]、[2Gbps]、または [4Gbps] を選択しま
す。

c. [適用]をクリックしてリンク構成をテストするか、[Ping] をクリックしてリンク間の通
信をテストします。

4. [次へ]をクリックします。

注記:  ファイバーチャネルポートが表示されていない場合は、ポートが正しくゾーニングさ
れていないか、物理的に接続されていない可能性があります。 詳細は、「RCFC ポートの構
成」 (29 ページ) を参照してください。

グループ

1. [ソース]グループで、以下の項目を指定します。
a. [システム] - Remote Copy グループを配置するシステムを選択します。
b. (オプション) [ドメイン] - Remote Copy グループを配置するドメインを選択します。
c. [グループ] - Remote Copy グループの名前を入力します。
d. (オプション) [完了後にグループを開始] - Remote Copy グループ作成後にミラーリン

グを開始する場合は選択します。

e. (オプション) [初期同期を実行] - 作成される Remote Copy グループでバックアップグ
ループと同期させたい場合に選択します。 両方のグループが同期していない場合は、
データの不整合を引き起こす可能性があります。 (このオプションが使用できるのは、
[設定] で [Remote Copy ウィザード内のテープバックアップオプションの表示]を選択
した場合です)。

2. [バックアップ]グループで、以下の項目を指定します。
a. [名前] - ソースシステムとして選択されていないシステムが自動で表示されます。
b. [モード] - [定期]または [同期]を選択します。
c. [同期期間] - ([定期] モードでのみ設定可能) [定期]を選択した場合は、このチェックボッ

クスを選択し、ソースグループとバックアップグループのデータを同期させる時点に
ついて、秒、分、時間、または日を選択して、数値を入力します。

d. (オプション) [自動回復] - Remote Copy リンクがダウンして復旧したときに、グルー
プを自動的に再起動させる場合に選択します。 ([詳細設定オプションの表示]が選択さ
れている場合に表示されます)。

220 Remote Copy の構成と管理



e. (オプション) [期間オーバーアラート] - これを選択すると、定期グループの同期にかか
る時間が、設定された同期期間よりも長くなる場合にアラートが生成されます。 この
オプションは、同期モードのグループには使用できません。 ([詳細設定オプションの
表示]が選択されている場合に表示されます)。

3. [追加]をクリックします。
4. (オプション) 手順 1～3 を繰り返して、その他の Remote Copy グループを作成します。

注記:  追加のグループを作成する際に、グループ作成の最初に選択されたサーバーでは
ないサーバーを選択する場合は、双方向 Remote Copy 関係を作成します。この関係では、
各ストレージサーバーがプライマリサーバーと他方に対するバックアップサーバーの両方
となります。

5. [次へ]をクリックします。

仮想ボリューム

1. [グループ]リストから Remote Copy グループを選択します。
2. [ソースボリューム]リストの下から仮想ボリュームを選択します。
3. [バックアップボリューム]リストの下で、以下の手順を実行します。

a. [既存]または [新規]を選択します。
b. [既存]を選択している場合は、バックアップ仮想ボリュームを選択します。
c. [新規]を選択している場合は、以下の項目を指定します。

i. [名前] - バックアップ仮想ボリュームの名前を入力します。
ii. [ユーザー CPG] の下にある [CPG] - ボリュームのユーザースペースの割り当て元

となる CPG を選択します。
iii. [コピー CPG] の下にある [CPG] - ボリュームのコピースペースの割り当て元とな

る CPG を選択します。
iv. (オプション) [ユーザー CPG] および [コピー CPG] の下にある [割り当て警告]テ

キストボックスと [割り当て制限]テキストボックスに、適切な情報を入力しま
す。 これらのオプションを使用する場合、[有効]チェックボックスを選択する必
要があります。

注記:  ボリュームを選択するときには、下矢印をクリックし、[仮想ボリューム]、[プロ
ビジョニング]、および [仮想サイズ]を選択して、リストをフィルターできます。 フィル
ターを解除するには、[クリア]をクリックします。

注記:  グループに RW スナップショットが追加されている場合は、同じボリュームファ
ミリーのすべての RW が削除されます。 また、ベースペアレントも削除されます。

4. [追加]をクリックします。
5. (オプション) 手順 1～4 を繰り返して、Remote Copy グループにさらに仮想ボリュームを

追加します。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

1-to-N Remote Copy の構成

注記:  HP 3PAR Remote Copy Software を使用するには、HP 3PAR Remote Copy ライセンス
が必要です。 ライセンスについての詳細は、『HP 3PAR OS コンセプトガイド』を参照してく
ださい。
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1-to-N Remote Copy 関係では、単一のプライマリ (ソース) システムはバックアップシステムと
して複数システムを使用します。 1-to-N Remote Copy 構成は、単方向と双方向の組み合わせ
(1 つの Remote Copy グループペア) で、または完全な単方向機能として動作可能です。 現在
のリリースでは、1-to-N Remote Copy 構成で最大 2 台のバックアップシステムを使用できま
す。

注記:  1-to-N Remote Copy を構成するには、Remote Copy ポートが構成された利用可能なシ
ステムが 2 台以上必要です。

1-to-N Remote Copy を構成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[Remote Copy] を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規構成]をクリックします。

[新規 Remote Copy 構成]ウィザードが表示されます。

ターゲット

1. [構成の選択]の下で、[1-N] を選択します。
2. [ 各ターゲットへのシステムの割り当て]の下で、以下の手順を実行します。

a. 1-to-N セットアップを構成するシステムの合計数を選択します。
b. ストレージシステムの図を選択します。 メニューリストで、割り当てるストレージシ

ステムを選択します。 他のストレージシステムの図についても繰り返します。

注記:  要件を満たす利用可能なシステムのみが表示されます。 詳細は、『HP 3PAR
Remote Copy ソフトウェアユーザーガイド』を参照してください。

暗号化されたストレージシステムと暗号化されていないシステム間でリモートコピー
リンクを作成しようとすると、暗号化されていないシステムにコピーされるデータが
暗号化で保護されなくなることを示す警告ダイアログが表示されます。 [はい]をク
リックしてリンクを作成するか、[いいえ]をクリックして新しく選択したストレージ
システムがリセットされた状態の [ターゲット] 画面に戻ります。

3. (オプション) [位置ラベル] の下で、各ストレージサーバーの位置を入力します (たとえば、
Lab 1, New York)。

4. (オプション) [ターゲットシステム名]の下の [ターゲット名]フィールドには、ストレージ
サーバーの名前が自動で入力されます。 別の名前を入力することもできます。

5. [次へ]をクリックします。

リンク

1. [システム間リンクの作成]の下に、各システムの Remote Copy ポートがグラフィカル表示
されます。 1 台のシステムの 1 つのポートをクリックして、他のシステムのポートにド
ラッグします。 他の Remote Copy ポートについても繰り返します。

2. IP リンクの場合は、[システム間リンクの作成]の下で確立されたリンク関係に基づいて、
各システム/ポートの [IP 設定]グループのすべてのフィールドに自動的に入力されます。
a. (オプション) 各システム/ポートのゲートウェイアドレスを入力します。
b. (オプション) [適用]をクリックしてリンク構成をテストするか、[Ping] をクリックして

リンク間の通信をテストします。

3. ファイバーチャネルリンクの場合は、各システム/ポートの [設定]グループで以下の項目
を指定します。

a. [接続タイプ] - ポイントツーポイントモードの場合は [Point]、アービトレーテッドルー
プモードの場合は [Loop] を選択します。

b. [構成レート] - [Auto] (デフォルト)、[1Gbps]、[2Gbps]、または [4Gbps] を選択しま
す。

c. [適用]をクリックしてリンク構成をテストするか、[Ping] をクリックしてリンク間の通
信をテストします。
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4. [次へ]をクリックします。

注記:  ファイバーチャネルポートが表示されていない場合は、ポートが正しくゾーニン
グされていないか、物理的に接続されていない可能性があります。 詳細は、「RCFC ポー
トの構成」 (29 ページ) を参照してください。

グループ

1. [ソース]グループで、以下の項目を指定します。
a. [システム] - Remote Copy グループを配置するシステムを選択します。
b. (オプション) [ドメイン] - Remote Copy グループを配置するドメインを選択します。
c. [グループ] - Remote Copy グループの名前を入力します。
d. (オプション) [完了後にグループを開始] - Remote Copy グループ作成後にミラーリン

グを開始する場合は選択します。

e. (オプション) [初期同期を実行] - 作成される Remote Copy グループでバックアップグ
ループと同期させたい場合に選択します。 両方のグループが同期していない場合は、
データの不整合を引き起こす可能性があります。 (このオプションが使用できるのは、
[設定] で [Remote Copy ウィザード内のテープバックアップオプションの表示]を選択
した場合です)。

2. [バックアップ]グループで、以下の項目を指定します。
a. [名前] - ソースシステムとして選択されていないシステムが自動で表示されます。 シ

ステムを選択します。

b. [モード] - [定期]または [同期]を選択します。
c. [同期期間] - ([定期] モードでのみ設定可能) [定期]を選択した場合は、このチェックボッ

クスを選択し、ソースグループとバックアップグループのデータを同期させる時点に
ついて、秒、分、時間、または日を選択して、数値を入力します。

d. (オプション) [自動回復] - Remote Copy リンクがダウンして復旧したときに、グルー
プを自動的に再起動させる場合に選択します。 ([詳細設定オプションの表示]が選択さ
れている場合に表示されます)。

e. (オプション) [期間オーバーアラート] - これを選択すると、定期グループの同期にかか
る時間が、設定された同期期間よりも長くなる場合にアラートが生成されます。 この
オプションは、同期モードのグループには使用できません。 ([詳細設定オプションの
表示]が選択されている場合に表示されます)。

3. [追加]をクリックします。
4. (オプション) 手順 1～3 を繰り返して、その他の Remote Copy グループを作成します。

注記:  追加のグループを作成する際に、グループ作成の最初に選択されたサーバーでは
ないサーバーを選択する場合は、双方向 Remote Copy 関係を作成します。この関係では、
各ストレージサーバーがプライマリサーバーと他方に対するバックアップサーバーの両方
となります。 N-to-1 Remote Copy では、1 つの Remote Copy グループペアで作成できる
のは双方向構成のみです。

5. [次へ]をクリックします。

仮想ボリューム

1. [グループ]リストから Remote Copy グループを選択します。
2. [ソースボリューム]リストの下から仮想ボリュームを選択します。
3. [バックアップボリューム]リストの下で、以下の手順を実行します。

a. [既存]または [新規]を選択します。
b. [既存]を選択している場合は、バックアップ仮想ボリュームを選択します。
c. [新規]を選択している場合は、以下の項目を指定します。

i. [名前] - バックアップ仮想ボリュームの名前を入力します。
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ii. [ユーザー CPG] の下にある [CPG] - ボリュームのユーザースペースの割り当て元
となる CPG を選択します。

iii. [コピー CPG] の下にある [CPG] - ボリュームのコピースペースの割り当て元とな
る CPG を選択します。

iv. (オプション) [ユーザー CPG] および [コピー CPG] の下にある [割り当て警告]テ
キストボックスと [割り当て制限]テキストボックスに、適切な情報を入力しま
す。 これらのオプションを使用する場合、[有効]チェックボックスを選択する必
要があります。

注記:  ボリュームを選択するときには、下矢印をクリックし、[仮想ボリュー
ム]、[プロビジョニング]、および [仮想サイズ]を選択して、リストをフィルター
できます。 フィルターを解除するには、[クリア]をクリックします。

注記:  グループに RW スナップショットが追加されている場合は、同じボリュー
ムファミリーのすべての RW が削除されます。 また、ベースペアレントも削除
されます。

4. [追加]をクリックします。
5. (オプション) 手順 1～4 を繰り返して、Remote Copy グループに仮想ボリュームを追加し

ます。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

N-to-1 Remote Copy の構成

注記:  HP 3PAR Remote Copy Software を使用するには、HP 3PAR Remote Copy ライセンス
が必要です。 ライセンスについての詳細は、『HP 3PAR OS コンセプトガイド』を参照してく
ださい。

N-to-1 Remote Copy 関係では、最大 4 台のプライマリ (ソース) システムが、同じシステムを
バックアップシステムとして使用します。 N-to-1 Remote Copy 構成は、単方向と双方向の組
み合わせ (1 つの Remote Copy グループペア) で、または完全な単方向機能として動作可能で
す。

注記:  N-to-1 Remote Copy を構成するには、Remote Copy ポートが構成された利用可能なシ
ステムが 2 台以上必要です。

N-to-1 Remote Copy を構成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[Remote Copy] を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規構成]をクリックします。 [新規 Remote Copy 構成]ウィ

ザードが表示されます。

ターゲット

1. [構成の選択]の下で、[N-1] を選択します。
2. [各ターゲットへのシステムの割り当て]の下で、以下の手順を実行します。

a. N-to-1 セットアップを構成するシステムの合計数を選択します。
b. ストレージシステムの図を選択します。 メニューリストで、割り当てるストレージシ

ステムを選択します。 他のストレージシステムの図についても繰り返します。

注記:  要件を満たす利用可能なシステムのみが表示されます。 詳細は、『HP 3PAR
Remote Copy ソフトウェアユーザーガイド』を参照してください。
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暗号化されたストレージシステムと暗号化されていないシステム間でリモートコピーリン
クを作成しようとすると、暗号化されていないシステムにコピーされるデータが暗号化で
保護されなくなることを示す警告ダイアログが表示されます。 [はい]をクリックしてリン
クを作成するか、[いいえ]をクリックして新しく選択したストレージシステムがリセット
された状態の [ターゲット] 画面に戻ります。

3. (オプション) [位置ラベル]の下で、各ストレージサーバーの位置を入力します (たとえば、
Lab 1, New York)。

4. (オプション) [ターゲットシステム名]の下の [ターゲット名]フィールドには、ストレージシ
ステムの名前が自動で入力されます。 別の名前を入力することもできます。

5. [次へ]をクリックします。

リンク

1. [システム間リンクの作成]の下に、各システムの Remote Copy ポートがグラフィカル表示
されます。 1 台のシステムのポートをクリックして、他のシステムのポートにドラッグし
ます。 他の Remote Copy ポートについても繰り返します。

2. IP リンクの場合は、[システム間リンクの作成]の下で確立されたリンク関係に基づいて、
各システム/ポートの [IP 設定]グループのすべてのフィールドに自動的に入力されます。
a. (オプション) 各システム/ポートのゲートウェイアドレスを入力します。
b. (オプション) [適用]をクリックしてリンク構成をテストするか、[Ping] をクリックして

リンク間の通信をテストします。

3. ファイバーチャネルリンクの場合は、各システム/ポートの [設定]グループで以下の項目
を指定します。

a. [接続タイプ] - ポイントツーポイントモードの場合は [Point]、アービトレーテッドルー
プモードの場合は [Loop] を選択します。

b. [構成レート] - [Auto] (デフォルト)、[1Gbps]、[2Gbps]、または [4Gbps] を選択しま
す。

c. [適用]をクリックしてリンク構成をテストするか、[Ping] をクリックしてリンク間の通
信をテストします。

4. [次へ]をクリックします。

注記:  ファイバーチャネルポートが表示されていない場合は、ポートが正しくゾーニングさ
れていないか、物理的に接続されていない可能性があります。 詳細は、「RCFC ポートの構
成」 (29 ページ) を参照してください。

グループ

1. [ソース]グループで、以下の項目を指定します。
a. [システム] - Remote Copy グループを配置するシステムを選択します。
b. (オプション) [ドメイン] - Remote Copy グループを配置するドメインを選択します。
c. [グループ] - Remote Copy グループの名前を入力します。
d. (オプション) [完了後にグループを開始] - Remote Copy グループ作成後にミラーリン

グを開始する場合は選択します。

e. (オプション) [初期同期を実行] - 作成される Remote Copy グループでバックアップグ
ループと同期させたい場合に選択します。 両方のグループが同期していない場合は、
データの不整合を引き起こす可能性があります。 (このオプションが使用できるのは、
[設定] で [Remote Copy ウィザード内のテープバックアップオプションの表示]を選択
した場合です)。

2. [バックアップ]グループで、以下の項目を指定します。
a. [名前] - ソースシステムとして選択されていないシステムが自動で表示されます。
b. [モード] - [定期]または [同期]を選択します。
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c. [同期期間] - ([定期] モードでのみ設定可能) [定期]を選択した場合は、このチェックボッ
クスを選択し、ソースグループとバックアップグループのデータを同期させる時点に
ついて、秒、分、時間、または日を選択して、数値を入力します。

d. (オプション) [自動回復] - Remote Copy リンクがダウンして復旧したときに、グルー
プを自動的に再起動させる場合に選択します。 ([詳細設定オプションの表示]が選択さ
れている場合に表示されます)。

e. (オプション) [期間オーバーアラート] - これを選択すると、定期グループの同期にかか
る時間が、設定された同期期間よりも長くなる場合にアラートが生成されます。 この
オプションは、同期モードのグループには使用できません。 ([詳細設定オプションの
表示]が選択されている場合に表示されます)。

3. [追加]をクリックします。
4. (オプション) 手順 1～3 を繰り返して、その他の Remote Copy グループを作成します。

注記:  追加のグループを作成する際に、グループ作成の最初に選択されたサーバーでは
ないサーバーを選択する場合は、双方向 Remote Copy 関係を作成します。この関係では、
各ストレージサーバーがプライマリサーバーと他方に対するバックアップサーバーの両方
となります。 1-to-N Remote Copy では、1 つの Remote Copy グループペアで作成できる
のは双方向構成のみです。

5. [次へ]をクリックします。

仮想ボリューム

1. [グループ]リストから Remote Copy グループを選択します。
2. [ソースボリューム]リストの下から仮想ボリュームを選択します。
3. [バックアップボリューム]リストの下で、以下の手順を実行します。

a. [既存]または [新規]を選択します。
b. [既存]を選択している場合は、バックアップ仮想ボリュームを選択します。
c. [新規]を選択している場合は、以下の項目を指定します。

i. [名前] - バックアップ仮想ボリュームの名前を入力します。
ii. [ユーザー CPG] の下にある [CPG] - ボリュームのユーザースペースの割り当て元

となる CPG を選択します。
iii. [コピー CPG] の下にある [CPG] - ボリュームのコピースペースの割り当て元とな

る CPG を選択します。
iv. (オプション) [ユーザー CPG] および [コピー CPG] の下にある [割り当て警告]テ

キストボックスと [割り当て制限]テキストボックスに、適切な情報を入力しま
す。 これらのオプションを使用するには、[有効]チェックボックスを選択する必
要があります。

注記:  ボリュームを選択するときには、下矢印をクリックし、[仮想ボリューム]、
[プロビジョニング]、および [仮想サイズ]を選択して、リストをフィルターできます。
フィルターを解除するには、[クリア]をクリックします。

注記:  グループに RW スナップショットが追加されている場合は、同じボリューム
ファミリーのすべての RW が削除されます。 また、ベースペアレントも削除されま
す。

4. [追加]をクリックします。
5. (オプション) 手順 1～4 を繰り返して、Remote Copy グループに仮想ボリュームを追加し

ます。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。
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概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

同期長距離 Remote Copy の構成

注記:  HP 3PAR Remote Copy Software を使用するには、HP 3PAR Remote Copy ライセンス
が必要です。 ライセンスについての詳細は、『HP 3PAR OS コンセプトガイド』を参照してく
ださい。

SLD Remote Copy 構成では、2 つのターゲットがあるグループでボリュームを受け入れること
で、1 つの Remote Copy グループが他の 2 台のシステムに直接コピーされます。 同期モード
Remote Copy は、広帯域幅/低レイテンシ接続が共有されている、物理的に近いプライマリ
(ソース) およびバックアップシステム間で使用されます。 非同期周期 (周期) Remote Copy は、
性能が劣る接続を共有する、物理的に離れたプライマリシステムとバックアップシステム間で
使用されます。 同期接続はファイバーチャネル接続である必要があります。一方、非同期定期
接続はすべてファイバーチャネル (IP ネットワーク経由) でも、すべて IP でもかまいません。
Remote Copy ペア間では、単方向機能のみを使用できます。

注記:  SLD Remote Copy を構成するには、Remote Copy ポートが構成された利用可能なシス
テムが 3 台必要です。 2 台以上のシステムがファイバーチャネルポートを備えている必要が
あります。

SLD Remote Copy を構成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[Remote Copy] を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規構成]を選択します。

[新規 Remote Copy 構成] ウィザードが表示されます。

ターゲット

1. [構成の選択]の下で、[同期長距離]を選択します。
2. [各ターゲットへのシステムの割り当て]の下で、以下の手順を実行します。

• ストレージシステムの図を選択します。 メニューリストで、割り当てるストレージシ
ステムを選択します。 他のストレージシステムの図についても繰り返します。

注記:  要件を満たす利用可能なシステムのみが表示されます。 詳細は、『HP 3PAR
Remote Copy ソフトウェアユーザーガイド』を参照してください。

3. (オプション) [位置ラベル]の下で、各ストレージサーバーの位置を入力します (たとえば、
Lab 1, New York)。

4. (オプション) [ターゲットシステム名]の下の [ターゲット名]フィールドには、ストレージ
サーバーの名前が自動で入力されます。 別の名前を入力することもできます。

5. [次へ]をクリックします。

リンク

1. [リンクの作成] の下に、各システムの Remote Copy ポートがグラフィカル表示されます。
1 台のシステムのポートをクリックして、他のシステムのポートにドラッグします。 他の
Remote Copy ポートについても繰り返します。

注記:  同期モード Remote Copy の構成が計画されているシステムでは、ファイバーチャ
ネルリンクを使用する必要があります。

2. IP リンクの場合は、[リンクの作成] の下で確立されたリンク関係に基づいて、各システム/
ポートの [IP 設定]グループのすべてのフィールドに自動的に入力されます。
a. (オプション) 各システム/ポートのゲートウェイアドレスを入力します。
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b. (オプション) [適用]をクリックしてリンク構成をテストするか、[Ping] をクリックして
リンク間の通信をテストします。

3. ファイバーチャネルリンクの場合は、各システム/ポートの [設定]グループで以下の項目
を指定します。

a. [接続タイプ] - ポイントツーポイントモードの場合は [Point]、アービトレーテッドルー
プモードの場合は [Loop] を選択します。

b. [構成レート] - [Auto] (デフォルト)、[1Gbps]、[2Gbps]、または [4Gbps] を選択しま
す。

c. [適用]をクリックしてリンク構成をテストするか、[Ping] をクリックしてリンク間の通
信をテストします。

4. [次へ]をクリックします。

注記:  ファイバーチャネルポートが表示されていない場合は、ポートが正しくゾーニングさ
れていないか、物理的に接続されていない可能性があります。 詳細は、「RCFC ポートの構
成」 (29 ページ) を参照してください。

グループ

1. [ソース]グループで、以下の項目を指定します。
a. [システム] - Remote Copy グループを配置するシステムを選択します。
b. (オプション) [ドメイン] - Remote Copy グループを配置するドメインを選択します。
c. [グループ] - Remote Copy グループの名前を入力します。
d. (オプション) [完了後にグループを開始] - Remote Copy グループ作成後にミラーリン

グを開始する場合は選択します。

e. (オプション) [初期同期を実行] - 作成される Remote Copy グループでバックアップグ
ループと同期させたい場合に選択します。 両方のグループが同期していない場合は、
データの不整合を引き起こす可能性があります。 (このオプションが使用できるのは、
[設定] で [Remote Copy ウィザード内のテープバックアップオプションの表示]を選択
した場合です)。

2. 最初の [バックアップ]グループで、以下の項目を指定します。
a. [名前] - ソースシステムとして選択されていないシステムが自動で表示されます。
b. [モード] - [定期]または [同期]を選択します。
c. [同期期間] - ([定期] モードでのみ設定可能) [定期]を選択した場合は、このチェックボッ

クスを選択し、ソースグループとバックアップグループのデータを同期させる時点に
ついて、秒、分、時間、または日を選択して、数値を入力します。

d. (オプション) [自動回復] - Remote Copy リンクがダウンして復旧したときに、グルー
プを自動的に再起動させる場合に選択します。 ([詳細設定オプションの表示]が選択さ
れている場合に表示されます)。

e. (オプション) [期間オーバーアラート] - これを選択すると、定期グループの同期にかか
る時間が、設定された同期期間よりも長くなる場合にアラートが生成されます。 この
オプションは、同期モードのグループには使用できません。 ([詳細設定オプションの
表示]が選択されている場合に表示されます)。

3. 2 番目の [バックアップ]グループで、以下の項目を指定します。
a. [名前] - ソースシステムとして選択されていないシステムが自動で表示されます。
b. [モード] - [定期]または [同期]を選択します。
c. [同期期間] - ([定期] モードでのみ設定可能) [定期]を選択した場合は、このチェックボッ

クスを選択し、ソースグループとバックアップグループのデータを同期させる時点に
ついて、秒、分、時間、または日を選択して、数値を入力します。

注記:  同期接続は、ファイバーチャネル接続である必要があります。

4. [追加]をクリックします。
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5. (オプション) 手順 1～4 を繰り返して、その他の Remote Copy グループを作成します。
6. [次へ]をクリックします。

仮想ボリューム

1. [グループ]リストから Remote Copy グループを選択します。
2. [ソースボリューム]リストの下から仮想ボリュームを選択します。
3. 最初の [バックアップボリューム]リストの下で、以下の手順を実行します。

a. [既存]または [新規]を選択します。
b. [既存]を選択している場合は、バックアップ仮想ボリュームを選択します。
c. [新規]を選択している場合は、以下の項目を指定します。

i. [名前] - バックアップ仮想ボリュームの名前を入力します。
ii. [ユーザー CPG] の下にある [CPG] - ボリュームのユーザースペースの割り当て元

となる CPG を選択します。
iii. [コピー CPG] の下にある [CPG] - ボリュームのコピースペースの割り当て元とな

る CPG を選択します。
iv. (オプション) [割り当て警告]および [割り当て制限]テキストボックスに適切な情報

を入力します。 これらのオプションを使用するには、[有効]チェックボックスを
選択する必要があります。

4. 2 番目の [バックアップボリューム]リストの下で、以下の手順を実行します。
a. [既存]または [新規]を選択します。
b. [既存]を選択している場合は、バックアップ仮想ボリュームを選択します。
c. [新規]を選択している場合は、以下の項目を指定します。

i. [名前] - バックアップ仮想ボリュームの名前を入力します。
ii. [ユーザー CPG] の下にある [CPG] - ボリュームのユーザースペースの割り当て元

となる CPG を選択します。
iii. [コピー CPG] の下にある [CPG] - ボリュームのコピースペースの割り当て元とな

る CPG を選択します。
iv. (オプション) [割り当て警告]および [割り当て制限]テキストボックスに適切な情報

を入力します。 これらのオプションを使用するには、[有効]チェックボックスを
選択する必要があります。

注記:  ボリュームを選択するときには、下矢印をクリックし、[仮想ボリューム]、
[プロビジョニング]、および [仮想サイズ]を選択して、リストをフィルターできます。
フィルターを解除するには、[クリア]をクリックします。

5. [追加]をクリックします。
6. (オプション) 手順 1～5 を繰り返して、Remote Copy グループにさらに仮想ボリュームを

追加します。

7. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

Remote Copy ボリュームグループの作成と管理
HP 3PAR Storage Server 間で Remote Copy 関係を作成した場合は、新しい Remote Copy グルー
プの追加と作成、および既存の Remote Copy グループの編集と管理が可能です。 詳細は、以
下の各項を参照してください。

「Remote Copy グループの作成」 (230 ページ)
「Remote Copy グループの起動」 (231 ページ)
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「Remote Copy グループの停止」 (231 ページ)
「Remote Copy グループの編集」 (232 ページ)
「Remote Copy グループの削除」 (233 ページ)

Remote Copy グループの作成
Remote Copy グループを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[Remote Copy] を選択します。
2. マネジメントツリーで、Remote Copy グループの追加先の [Remote Copy 構成]を選択しま

す。

3. [共通アクション] パネルで、[Remote Copy グループの作成]をクリックします。 [Remote
Copy グループの作成]ウィザードが表示されます。

グループ

1. [ソース]グループで、以下の項目を指定します。
a. [システム] - Remote Copy グループを作成するプライマリ (ソース) システムを選択し

ます。

b. (オプション) [ドメイン] - Remote Copy グループを配置するドメインを選択します。
c. [グループ] -グループの名前を入力します。

2. [バックアップ]グループで、以下の項目を指定します。
a. [名前] - ソースシステムとして選択されていないシステムが自動で表示されます。
b. [モード] - [定期]または [同期]を選択します。
c. [同期期間] - ([定期] モードでのみ設定可能) [定期]を選択した場合は、このチェックボッ

クスを選択し、ソースグループとバックアップグループのデータを同期させる時点に
ついて、秒、分、時間、または日を選択して、数値を入力します。

d. (オプション) [完了後にグループを開始] - Remote Copy グループ作成後にミラーリン
グを開始する場合は選択します。

e. (オプション) [初期同期を実行] - 作成される Remote Copy グループでバックアップグ
ループと同期させたい場合に選択します。 両方のグループが同期していない場合は、
データの不整合を引き起こす可能性があります。 (このオプションが使用できるのは、
[設定] で [Remote Copy ウィザード内のテープバックアップオプションの表示]を選択
した場合です)。

f. (オプション) [自動回復] - Remote Copy リンクがダウンして復旧したときに、グルー
プを自動的に再起動させる場合に選択します。 ([詳細設定オプションの表示]が選択さ
れている場合に表示されます)。

g. (オプション) [期間オーバーアラート] - これを選択すると、定期グループの同期にかか
る時間が、設定された同期期間よりも長くなる場合にアラートが生成されます。 この
オプションは、同期モードのグループには使用できません。

3. [次へ]をクリックして仮想ボリュームを構成するか、[完了]をクリックします。

仮想ボリューム

1. [ソースボリューム]リストで、仮想ボリュームリストからソース仮想ボリュームを選択し
ます。

2. [バックアップボリューム]リストで、仮想ボリュームリストからバックアップ仮想ボリュー
ムを選択するか、[新規]を選択して新しいバックアップボリュームを作成します。

3. [新規]を選択している場合は、以下の項目を指定します。
a. ボリューム名を入力します。

b. ユーザースペースの CPG を選択します。
c. コピースペースの CPG を選択します。
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注記:  ボリュームを選択するときには、下矢印をクリックし、[仮想ボリューム]、[プロ
ビジョニング]、および [仮想サイズ]を選択して、リストをフィルターできます。 フィル
ターをクリアするには、[クリア]をクリックします。

注記: [ソースシステム] で [シン重複排除されたボリューム] を選択し、ターゲットシス
テムが TDVV をサポートしていない場合、その影響に対するメッセージが表示され、ター
ゲットシステムで [シンプロビジョニングされた仮想ボリューム] が作成されます。
[ソースシステム] で [シンプロビジョニングされたボリューム] を選択し、ターゲットシス
テムが TPVV をサポートしていない場合、その影響に対するメッセージが表示され、ター
ゲットシステムで [フルプロビジョニングされた仮想ボリューム] が作成されます。

4. [追加]をクリックします。
5. [次へ]をクリックします。

注記:  グループに RW スナップショットが追加されている場合は、同じボリュームファミ
リーのすべての RW が削除されます。 また、ベースペアレントも削除されます。

注記:  SLD Remote Copy 構成で Remote Copy グループを作成している場合は、仮想ボリュー
ムの 2 番目の [バックアップボリューム]リストについて、手順 2 と 3 を繰り返します。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

Remote Copy グループの起動
停止中の Remote Copy グループを起動すると、システム間の選択されたグループのミラーリ
ングが再開されます。

Remote Copy グループを起動するには、以下の手順に従ってください。
1. [Remote Copy グループ] 画面に移動します。
2. リストペインで、起動対象となる停止中のグループを選択します。

3. 選択したら右クリックして、[Remote Copy グループの起動]を選択します。
[Remote Copy グループの起動]ダイアログボックスが表示されます。

4. [OK] をクリックします。

Remote Copy グループの停止
Remote Copy グループを停止すると、システム間の選択されたグループのミラーリングが停止
します。

Remote Copy グループを停止するには、以下の手順に従ってください。
1. [Remote Copy グループ] 画面に移動します。
2. リストペインで、停止するグループを選択します。

3. 選択したら右クリックして、[Remote Copy グループの停止]を選択します。
[Remote Copy グループの停止]ダイアログボックスが表示されます。

4. [OK] をクリックします。

Remote Copy グループの同期
ソースおよびバックアップ Remote Copy グループを同期するには、以下の手順に従ってくだ
さい。

1. [Remote Copy グループ] 画面に移動します。
2. リストペインで、同期するグループを選択します。
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3. 選択したら右クリックして、[Remote Copy グループの同期]を選択します。
[Remote Copy グループの同期]ダイアログボックスが表示されます。

4. [OK] をクリックします。

Remote Copy グループの編集
Remote Copy グループを編集するには、以下の手順に従ってください。
1. [Remote Copy グループ] 画面にアクセスします。
2. リストペインで、編集するグループを右クリックします。

3. [Remote Copy グループの編集]を選択します。 [Remote Copy グループの編集]ウィザード
が表示されます。

グループ

1. (オプション) 高度な編集オプションを表示する場合は、[詳細設定オプションの表示]を選
択します。

2. [バックアップ]グループで、以下の項目を指定します。
a. [モード] - [定期]または [同期]を選択します。
b. [同期期間] - ([定期] モードでのみ設定可能) [定期]を選択した場合は、このチェックボッ

クスを選択し、ソースグループとバックアップグループのデータを同期させる時点に
ついて、秒、分、時間、または日を選択して、数値を入力します。

c. [グループの停止] - Remote Copy グループを停止 (ミラーリングを停止) して編集でき
るようにします。

d. (オプション) [完了後にグループを開始] - Remote Copy グループ作成後にミラーリン
グを開始する場合は選択します。

e. (オプション) [自動回復] - Remote Copy リンクがダウンして復旧したときに、グルー
プを自動的に再起動させる場合に選択します。 ([詳細設定オプションの表示]が選択さ
れている場合に表示されます)。

f. (オプション) [期間オーバーアラート] - これを選択すると、定期グループの同期にかか
る時間が、設定された同期期間よりも長くなる場合にアラートが生成されます。 この
オプションは、同期モードのグループには使用できません。 ([詳細設定オプションの
表示]が選択されている場合に表示されます)。

3. [次へ]をクリックします。

仮想ボリューム

1. [ソースボリューム]リストで、仮想ボリュームリストからソース仮想ボリュームを選択し
ます。

2. [バックアップボリューム]リストで、仮想ボリュームリストからバックアップ仮想ボリュー
ムを選択するか、[新規]を選択して新しいバックアップボリュームを作成します。

注記:  ボリュームを選択するときには、下矢印をクリックし、[仮想ボリューム]、[プロ
ビジョニング]、および [仮想サイズ]を選択して、リストをフィルターできます。 フィル
ターをクリアするには、[クリア]をクリックします。

3. [新規]を選択している場合は、以下の項目を指定します。
a. ボリューム名を入力します。

b. ユーザースペースの CPG を選択します。
c. コピースペースの CPG を選択します。
d. (オプション) 割り当ての警告パーセンテージや割り当て制限を入力する場合は、[有効]

を選択して値を入力します。
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注記:  SLD Remote Copy 構成で Remote Copy グループを作成している場合は、仮想ボ
リュームの 2 番目の [バックアップボリューム]リストについて、手順 2 と 3 を繰り返し
ます。

注記:  グループに RW スナップショットが追加されている場合は、同じボリュームファ
ミリーのすべての RW が削除されます。 また、ベースペアレントも削除されます。

4. [追加]をクリックします。
5. グループからボリュームを削除する場合は、ウィザードの下部にあるボリュームリストか

らボリュームを選択して、[削除]をクリックします。
6. [次へ]をクリックして変更の概要を確認するか、[完了]をクリックします。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

Remote Copy グループの削除
Remote Copy グループを削除するには、以下の手順に従ってください。
1. [Remote Copy グループ] 画面に移動します。
2. リストペインで、削除するグループを選択します。

3. 選択したら右クリックして、[Remote Copy グループの削除]を選択します。
[Remote Copy グループの削除]ダイアログボックスが表示されます。

4. [グループの停止]をクリックして、関連付けられている Remote Copy ターゲットを削除し
ます。

5. 確認を求めるプロンプトが表示されたら、[はい]をクリックして続行します。
6. [OK] をクリックします。

Remote Copy リンクの作成
HP 3PAR Management Console では、Remote Copy リンクの作成と削除が可能です。 詳細は、
以下の各項を参照してください。

「Remote Copy リンクの作成」 (233 ページ)
「Remote Copy リンクの削除」 (234 ページ)
「Remote Copy リンクの ping 送信」 (234 ページ)

Remote Copy リンクの作成

注記:  使用できる Remote Copy リンクは 2 つのみです。

Remote Copy リンクを追加するには、以下の手順に従ってください。
1. [Remote Copy リンク] 画面に移動します。
2. 右ペインで、リンクを作成するシステムの表を右クリックし、[リンクの作成]を選択しま

す。 [Remote Copy リンクの作成]ダイアログボックスが表示されます。
3. [システム間リンクの作成]の下に、各システムの Remote Copy ポートがグラフィカル表示

されます。 1 台のシステムのポートをクリックして、他のシステムのポートにドラッグし
ます。 2 つ目のポートについても手順を繰り返します。

4. IP リンクの場合は、[システム間リンクの作成]の下で確立されたリンク関係に基づいて、
各システム/ポートの [IP 設定]グループのすべてのフィールドが自動で入力されます。
a. (オプション) 各システム/ポートのゲートウェイアドレスを入力します。
b. (オプション) [適用]をクリックしてリンク構成をテストするか、[Ping] をクリックして

リンク間の通信をテストします。
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5. ファイバーチャネルリンクの場合は、各システム/ポートの [設定]グループで以下の項目
を指定します。

a. [接続タイプ] - ポイントツーポイントモードの場合は [Point]、アービトレーテッドルー
プモードの場合は [Loop] を選択します。

b. [構成レート] - [Auto] (デフォルト)、[1Gbps]、[2Gbps]、または [4Gbps] を選択しま
す。

c. [適用]をクリックして、リンク構成をテストします。
6. [OK] をクリックします。

Remote Copy リンクの削除
Remote Copy リンクを削除するには、以下の手順に従ってください。
1. [Remote Copy リンク] 画面に移動します。
2. 右側のペインで、削除するリンクを選択します。

3. 選択したら右クリックして、[リンクの削除]を選択します。
[Remote Copy リンクの削除]ダイアログボックスが表示されます。

4. (オプション) 選択したリンクとその Peer を同時に削除する場合は、[Peer Remote Copy リ
ンクの削除]を選択します。

5. [OK] をクリックします。

RCIP リンクへの ping 送信
RCIP リンクを作成するとき、リンクポートを構成した後で ping を送信してその有効性と通信
を確認できます。

RCIP リンクポートに ping を送信するときには、以下の点が適用されます。

• [ポート構成]ダイアログボックスまたは [Ping] ダイアログボックスで [詳細]を選択して、
構成または ping 操作の詳細の表示と非表示を切り替えます。

• ポートの MTU 値が同じでない場合、ping 操作では小さい方のパケットサイズが使用され
ます。

• 両方のポートの MTU 値が 9000 の場合は、[Jumbo Ping] が [Ping] グループボックスのタ
イトルとして表示されます。

Remote Copy リンクの構成と ping 送信
Remote Copy リンクの作成中に、要求されたリンク情報を入力または変更した後に、[適用]を
クリックしてその有効性を確認し、ping 操作を続行してリンクポート間の通信を検証します。
構成に失敗した場合は、ping は実行されません。

Remote Copy リンクの ping 送信
Remote Copy リンクの作成中に、要求されたリンク情報を入力または変更した後に、[Ping] を
クリックして、入力されたリンクポートに対する ping 操作を実行します。

Remote Copy ターゲットの管理
Remote Copy ターゲット定義とは、1 台の Remote Copy システムの記述子で、他の Remote
Copy システムを識別します。 Remote Copy サーバーペアでは、Remote Copy 操作のためにそ
れぞれのシステムがターゲットとして定義され、互いに関連付けられています。 HP 3PAR
Management Console では、以下の操作を実行できます。
「Remote Copy ターゲットの作成」 (235 ページ)
「Remote Copy ターゲットの編集」 (237 ページ)
「Remote Copy ターゲットの削除」 (237 ページ)
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Remote Copy ターゲットの作成
既存の Remote Copy 構成に Remote Copy ターゲットを追加できます。

• 既存の 1-to-1 Remote Copy 構成に新しいターゲットを追加する場合は、実質 1-to-N また
は N-to-1 Remote Copy 構成を作成することになります。

• 既存の 1-to-N または N-to-1 Remote Copy 構成に新しいターゲットを追加する場合は、バッ
クアップターゲット (1-to-N の場合) またはプライマリターゲット (N-to-1 の場合) をそれぞ
れ追加することになります。

• SLD Remote Copy 構成に新しいターゲットを追加することはできません。

• 以下の制限が適用されます。

1-to-N Remote Copy 構成で最大 2 台のバックアップシステムを使用できます。◦
◦ N-to-1 Remote Copy 関係では、最大 4 台のプライマリ (ソース) システムが、同じシ

ステムをバックアップサーバーとして使用します。

◦ SLD Remote Copy を構成するには、2 台以上のシステムにファイバーチャネルポート
が搭載されている必要があります。 同期接続はファイバーチャネル接続である必要が
あります。一方、定期接続はすべてファイバーチャネル (IP ネットワーク経由) でも、
すべて IP でもかまいません。 Remote Copy ペア間では、単方向機能のみを使用でき
ます。

Remote Copy ターゲットを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで [Remote Copy] をクリックします。
2. マネジメントツリーの [Remote Copy 構成] ノードにアクセスします。
3. [共通アクション] パネルで、[構成へ追加]を選択します。

[Remote Copy ターゲットの作成]ウィザードが表示されます。

ターゲット

1. [構成の選択]の下で、Remote Copy 現在のタイプが事前選択されます。
2. [各ターゲットへのシステムの割り当て]の下で、ストレージシステムのグラフィックを選

択します。 メニューリストで、割り当てるストレージシステムを選択します。 他のスト
レージシステムの図についても手順を繰り返します。

注記:  要件を満たす利用可能なシステムのみが表示されます。 詳細は、『HP 3PAR
Remote Copy ソフトウェアユーザーガイド』を参照してください。

3. (オプション) [位置ラベル]の下で、各ストレージサーバーの位置を入力します (たとえば、
Lab 1, New York)。

4. (オプション) [ターゲットシステム名]の下の [ターゲット名]フィールドには、ストレージ
サーバーの名前が自動で入力されます。 別の名前を入力することもできます。

5. 割り当てられたシステムが両方とも、サポート対象の HP 3PAR OS を実行している場合、
並行する同期操作および定期操作に関するその他のターゲットを作成するためのチェック
ボックスが有効になり選択されます。

6. [次へ]をクリックします。

リンク

1. [システム間リンクの作成]の下に、各システムの Remote Copy ポートがグラフィカル表示
されます。 リンク上で新しいターゲットを確認できます。

2. IP リンクの場合は、[システム間リンクの作成]の下で確立されたリンク関係に基づいて、
各システム/ポートの [IP 設定]グループのすべてのフィールドに自動的に入力されます。
a. (オプション) 各システム/ポートのゲートウェイアドレスを入力します。
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b. (オプション) [適用]をクリックしてリンク構成をテストするか、[Ping] をクリックして
リンク間の通信をテストします。

3. ファイバーチャネルリンクの場合は、各システム/ポートの [設定]グループで以下の項目
を指定します。

a. [接続タイプ] - ポイントツーポイントモードの場合は [Point]、アービトレーテッドルー
プモードの場合は [Loop] を選択します。

b. [構成レート] - [Auto] (デフォルト)、[1Gbps]、[2Gbps]、または [4Gbps] を選択しま
す。

c. [適用]をクリックしてリンク構成をテストするか、[Ping] をクリックしてリンク間の通
信をテストします。

4. [次へ]をクリックします。

注記:  ファイバーチャネルポートが表示されていない場合は、ポートが正しくゾーニングさ
れていないか、物理的に接続されていない可能性があります。 詳細は、「RCFC ポートの構
成」 (29 ページ) を参照してください。

グループ

1. [ソース]グループで、以下の項目を指定します。
a. [システム] - Remote Copy グループを配置するシステムを選択します。
b. (オプション) [ドメイン] - Remote Copy グループを配置するドメインを選択します。
c. [グループ] - Remote Copy グループの名前を入力します。
d. (オプション) [完了後にグループを開始] - Remote Copy グループ作成後にミラーリン

グを開始する場合は選択します。

e. (オプション) [初期同期を実行] - 作成される Remote Copy グループでバックアップグ
ループと同期させたい場合に選択します。 両方のグループが同期していない場合は、
データの不整合を引き起こす可能性があります。

2. [バックアップ]グループで、以下の項目を指定します。
a. [名前] - ソースシステムとして選択されていないシステムが自動で表示されます。
b. [モード] - [定期]または [同期]を選択します。
c. [同期期間] - ([定期] モードでのみ設定可能) [定期]を選択した場合は、このチェックボッ

クスを選択し、ソースグループとバックアップグループのデータを同期させる時点に
ついて、秒、分、時間、または日を選択して、数値を入力します。

d. (オプション) [自動回復] - Remote Copy リンクがダウンして復旧したときに、グルー
プを自動的に再起動させる場合に選択します。 ([詳細設定オプションの表示]が選択さ
れている場合に表示されます)。

e. (オプション) [期間オーバーアラート] - これを選択すると、定期グループの同期にかか
る時間が、設定された同期期間よりも長くなる場合にアラートが生成されます。 この
オプションは、同期モードのグループには使用できません。 ([詳細設定オプションの
表示]が選択されている場合に表示されます)。

3. [追加]をクリックします。
4. (オプション) 手順 1～3 を繰り返して、その他の Remote Copy グループを作成します。

注記:  追加のグループを作成する際に、グループ作成の最初に選択されたサーバーでは
ないサーバーを選択する場合は、双方向 Remote Copy 関係を作成します。この関係では、
各ストレージサーバーがプライマリサーバーと他方に対するバックアップサーバーの両方
となります。

5. [次へ]をクリックします。

仮想ボリューム

1. [グループ]リストから Remote Copy グループを選択します。
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2. [ソースボリューム]リストの下から仮想ボリュームを選択します。
3. [バックアップボリューム]リストの下で、以下の手順を実行します。

a. [既存]または [新規]を選択します。
b. [既存]を選択している場合は、バックアップ仮想ボリュームを選択します。
c. [新規]を選択している場合は、以下の項目を指定します。

i. [名前] - バックアップ仮想ボリュームの名前を入力します。
ii. [ユーザー CPG] の下にある [CPG] - ボリュームのユーザースペースの割り当て元

となる CPG を選択します。
iii. [コピー CPG] の下にある [CPG] - ボリュームのコピースペースの割り当て元とな

る CPG を選択します。
iv. (オプション) [ユーザー CPG] および [コピー CPG] の下にある [割り当て警告]テ

キストボックスと [割り当て制限]テキストボックスに、適切な情報を入力しま
す。 これらのオプションを使用する場合、[有効]チェックボックスを選択する必
要があります。

注記:  ボリュームを選択するときには、下矢印をクリックし、[仮想ボリューム]、[プロ
ビジョニング]、および [仮想サイズ]を選択して、リストをフィルターできます。 フィル
ターを解除するには、[クリア]をクリックします。

注記:  グループに RW スナップショットが追加されている場合は、同じボリュームファ
ミリーのすべての RW が削除されます。 また、ベースペアレントも削除されます。

4. [追加]をクリックします。
5. (オプション) 手順 1～4 を繰り返して、Remote Copy グループにさらに仮想ボリュームを

追加します。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

Remote Copy ターゲットの編集
Remote Copy ターゲットを編集するには、以下の手順に従ってください。
1. [Remote Copy ターゲット] 画面に移動します。
2. 編集する Remote Copy ターゲットを右クリックし、[ターゲットの編集]を選択します。

[Remote Copy ターゲットの編集]ダイアログボックスが表示されます。
3. [詳細]をクリックします。
4. [帯域幅]フィールドに値を入力します。
5. [遅延時間]フィールドに値を入力します。
6. [OK] をクリックします。

Remote Copy ターゲットの削除
Remote Copy ターゲットを削除するには、以下の手順に従ってください。
1. [Remote Copy ターゲット] 画面に移動します。
2. 削除する 1 つ以上の Remote Copy ターゲットを選択します。
3. 選択したら右クリックして、[ターゲットの削除]を選択します。

[Remote Copy ターゲットの削除]ダイアログボックスが表示されます。
4. (オプション) 選択したターゲットに関連付けられている Remote Copy グループを削除し、

該当のターゲットを他のターゲットが含まれるグループから解放する場合は、[グループか
らターゲットを削除する]を選択します。
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5. [OK] をクリックします。

Peer Persistence の管理
透過的フェイルオーバーとは、2 つのサイトのストレージアレイにアクセスできるクラスター
内にホストが構成されている、両サイト間の高可用性構成です。 所定の時間に使用できる必要
があるノードの最小数は、Quorum と呼ばれます。 2 ノードクラスターの場合、この数は 2 で
す。 このため、2 ノードクラスターのいずれかのノードの障害によってサービスが中断しない
ようにするには、3 番目のノードに引き継げる必要があります。 このノードは、Quorum Witness
(QW) と呼ばれます。
Peer Persistence は、透過的フェイルオーバーを実行するメカニズムです。 Quorum Announcer
(QA) プロセスは、各アレイノードで実行され、ノードの状態を監視します。 システムや接続
の問題でノードの 1 つに障害が発生すると、QA からシステム管理者に通知され、QW によっ
て最小限の中断で自動的に引き継ぎが行われます。

HP 3PAR Management Console では、Peer Persistence の次のアクションを実行できます。

• Peer Persistence 構成の作成または削除

• Quorum Witness の開始または停止

• 自動フェイルオーバーグループの有効化または無効化

• 既存の Peer Persistence 構成の表示

Peer Persistence 構成の作成
Quorum Witness 構成を作成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[Remote Copy] を選択します。
2. マネジメントツリーで、[Remote Copy 構成]を選択します。
3. マネジメントウィンドウで、[Peer Persistence] タブをクリックしてメインツールバーの [構
成]を選択するか、[共通アクション] パネルの [Peer Persistence 構成]をクリックします。
[Peer Persistence] 構成ダイアログが表示されます。

4. [監視の IP] – ターゲットを監視する Witness の IP アドレスを入力します。
5. [監視の開始] – 構成時にターゲットの Witness 監視を開始したい場合は、そのターゲット

名の右側のチェックボックスを選択します。 後で [監視の開始]ダイアログを使って Witness
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監視を開始できますが、Peer Persistence を維持するには、監視を両方のターゲットで開始
する必要があります。

6. [OK] をクリックします。

Witness の開始
Witness を開始するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[Remote Copy] を選択します。
2. マネジメントツリーで、[Remote Copy 構成]を選択します。
3. マネジメントウィンドウで、[Peer Persistence] タブをクリックしてメインツールバーの [開
始]を選択するか、ターゲット名を右クリックして [監視の開始]を選択します。 [監視の開
始]ダイアログが表示されます。

4. [OK] をクリックします。

Witness の停止
Witness を停止するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[Remote Copy] を選択します。
2. マネジメントツリーで、[Remote Copy 構成]を選択します。
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3. マネジメントウィンドウで、[Peer Persistence] タブをクリックしてメインツールバーの [停
止]を選択するか、ターゲット名を右クリックして [監視の停止]を選択します。 [監視の停
止]ダイアログが表示されます。

4. [OK] をクリックします。
5. 構成を停止すると Peer Persistence を維持できなくなることを示す警告ダイアログが表示

されます。 選択したターゲットの Witness を停止するには、[OK] をクリックします。

Peer Persistence 構成の削除
ターゲットに関連付けられている Peer Persistence 構成を削除するには、開始されている Witness
を停止する必要があります。 Witness を停止するには、「Witness の停止」 (239 ページ) を参
照してください。

Quorum Witness 構成を削除するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[Remote Copy] を選択します。
2. マネジメントツリーで、[Remote Copy 構成]を選択します。
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3. マネジメントウィンドウで、[Peer Persistence] タブをクリックしてメインツールバーの [削
除]を選択するか、ターゲット名を右クリックして [構成の削除]を選択します。 [削除] 操
作を使用できない場合は、[Peer Persistence 構成の削除]ダイアログが表示されます。

4. [OK] をクリックします。
5. 構成を削除すると Peer Persistence を維持できなくなることを示す警告ダイアログが表示

されます。 [削除]をクリックして構成を削除します。

自動フェイルオーバーグループの有効化/無効化
自動フェイルオーバーを有効化するグループを追加/削除するには、以下の手順に従ってくだ
さい。

1. マネージャーペインで、[Remote Copy] を選択します。
2. マネジメントツリーで、[Remote Copy 構成]を選択します。
3. マネジメントウィンドウで、[Peer Persistence] タブをクリックしてメインツールバーの [グ
ループを有効化/無効化]を選択するか、ターゲット名を右クリックして [グループを有効
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化/無効化] -> [自動フェイルオーバーグループを有効化/無効化 ]を選択します。 [自動フェ
イルオーバー Remote Copy グループの有効化/無効化]ダイアログが表示されます。

4. 自動フェイルオーバーを有効化するグループを追加するには、[無効な自動フェイルオー
バー Remote Copy グループ] ボックスから 1 つまたは複数のグループを選択し、矢印 [>]
をクリックして、グループを [有効な自動フェイルオーバー Remote Copy グループ] ボッ
クスに移動します (複数の項目の選択についての詳細は、「複数のアイテムの選択」 (526 ペー
ジ) を参照してください)。

5. 自動フェイルオーバーを有効化するグループを削除するには、[有効な自動フェイルオー
バー Remote Copy グループ] ボックスから 1 つまたは複数のグループを選択し、矢印 [<]
をクリックして、グループを [無効な自動フェイルオーバー Remote Copy グループ] ボッ
クスに移動します (複数の項目の選択についての詳細は、「複数のアイテムの選択」 (526 ペー
ジ) を参照してください)。

6. [OK] をクリックします。

Peer Persistence 構成の表示
既存の Peer Persistence 構成を表示するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[Remote Copy] を選択します。
2. マネジメントツリーで、[Remote Copy 構成]を選択します。
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3. マネジメントウィンドウで、[Peer Persistence] タブをクリックします。

[Peer Persistence] タブには、次の情報が表示されます。

説明列

Peer Persistence を構成するリモートコピーターゲットの名前。[ターゲット]

ターゲットの監視用に構成されている Witness の IP アドレス。[Quorum Witness の IP]

Witness の現在のステータスで、 [Started]、[Not-started]、[Initializing] のいずれかで
す。

[Quorum ステータス]

Quorum のステータスを説明する追加情報です。[ステータスの詳細]

ディザスタリカバリでの Remote Copy の使用
Remote Copy セットアップ内のシステムが利用不能になった場合、ディザスタリカバリ操作を
実行して、利用可能なシステムにデータの書き込みを続行できます。

ディザスタリカバリの順序は以下のとおりです。

1. Remote Copy グループをバックアップシステムにフェイルオーバーします。
2. ソースサーバーが稼働状態に戻り、正常に動作するようになったら、Remote Copy グルー

プをプライマリ (ソース) システムに復旧します。
3. Remote Copy グループを復元して正常な動作に戻します。
以下の各項には、ディザスタリカバリ実行時の指示が掲載されています。

「Remote Copy グループのフェイルオーバー」 (243 ページ)
「Remote Copy グループのフェイルオーバーの切り替え」 (244 ページ)
「Remote Copy グループのスイッチオーバー」 (245 ページ)
「Remote Copy グループの復旧」 (245 ページ)
「Remote Copy グループの復元」 (246 ページ)
HP 3PAR Management Console では、ディザスタリカバリのフェイルオーバー操作を柔軟に
「元に戻す」こともできます。 これは「Remote Copy グループの復帰」 (245 ページ) で説明さ
れています。

Remote Copy グループのフェイルオーバー
Remote Copy セットアップのソースシステムが利用不能になった場合、Remote Copy グループ
でフェイルオーバー操作を実行して、プライマリシステムのダウン中もバックアップシステム
で正常な動作を続行することができます。

Remote Copy グループのフェイルオーバーを実行するには、以下の手順に従ってください。
1. [Remote Copy グループ] 画面に移動します。
2. 右ペインで、フェイルオーバーする Remote Copy グループを選択します。
3. 選択したら右クリックして、[Remote Copy グループの停止]を選択します。
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4. 停止したグループを選択します。

5. 選択したら右クリックして、[Remote Copy グループのフェイルオーバー]を選択します。
[Remote Copy のフェイルオーバー]ダイアログボックスが表示されます。
Remote Copy グループでフェイルオーバーを実行する場合、バックアップシステムのグ
ループはプライマリグループになるために役割が逆転します。つまり、通常はプライマリ
システムのグループに書き込まれるはずのデータが、バックアップシステムのグループに
直接書き込まれます。

6. (SLD 構成の場合のみのオプション) [詳細]を選択し、他のフェイルオーバーオプションを表
示します。 より新しいデータをチェックしない場合、[最新データに対して他のターゲッ
トをチェックしないでください。]を選択します。

7. [OK] をクリックします。
8. 確認を求めるプロンプトが表示されたら、[はい]をクリックします。
Remote Copy グループ画面の右ペインは以下のようになります。

• [バックアップロール]の下に [Primary-Rev] が表示され、バックアップシステムのグループ
が現在はプライマリグループとして動作していることを示します。 すべてのデータはバッ
クアップシステムのグループに書き込まれます。

• [DR ステータス]列に [フェイルオーバー]と表示されます。

Remote Copy グループのフェイルオーバーの切り替え

注記:  フェイルオーバーの切り替え操作は、SLD Remote Copy セットアップでのみ可能で
す。

SLD Remote Copy では、HP 3PAR Management Console を使用して、Remote Copy グループの
フェイルオーバーを 1 台のバックアップシステムから他のバックアップシステムに切り替えら
れます。 たとえば、SLD Remote Copy セットアップで、ソースシステム A をバックアップシ
ステム B と C にバックアップしているとします。Remote Copy グループがソースシステム A
からバックアップシステム B にフェイルオーバーされている場合、バックアップシステム B か
らバックアップシステム C にフェイルオーバーを切り替えることができます。

注記:  以下の手順は、1 台のバックアップシステムでフェイルオーバーがすでに実行されて
いることを前提としています。

Remote Copy グループのフェイルオーバーを切り替えるには、以下の手順に従ってください。
1. [Remote Copy グループ] 画面に移動します。
2. 左ペインで、フェイルオーバーを切り替えたいシステムの図を右クリックし、[フェイル
オーバーグループの切り替え元 < 元のフェイルオーバーシステム >] を選択します。
[Remote Copy のフェイルオーバーシステムの切り替え]ダイアログボックスが表示されま
す。

3. [OK] をクリックします。
4. 確認を求めるプロンプトが表示されたら、[はい]をクリックします。
Remote Copy グループ画面の右ペインは以下のようになります。

• フェイルオーバー切り替え先のシステムの [バックアップロール]の下に [Primary-Rev] が表
示され、バックアップシステムのグループが現在はプライマリグループとして動作してい
ることを示します。 すべてのデータはバックアップシステムのグループに書き込まれま
す。

• [DR ステータス]列に [フェイルオーバー]と表示されます。
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Remote Copy グループのスイッチオーバー
リモートコピーのスイッチオーバー操作は、ホスト IO に影響させることなく、リモートコピー
グループをプライマリからセカンダリに移行します。

注記:  スイッチオーバー操作は、開始および同期済みの同期リモートコピーグループでのみ
サポートされます。

Remote Copy グループをスイッチオーバーするには、以下の手順に従ってください。
1. [Remote Copy グループ] 画面に移動します。
2. 左ペインで、フェイルオーバーを切り替えたいシステムの図を右クリックし、[Remote Copy
グループの切り替え]を選択します。
[Remote Copy のシステムの切り替え]ダイアログボックスが表示されます。

3. [OK] をクリックします。
4. 確認を求めるプロンプトが表示されたら、[はい]をクリックします。
Remote Copy グループ画面の右ペインは以下のようになります。

• フェイルオーバー切り替え先のシステムの [バックアップロール]の下に [Primary-Rev] が表
示され、バックアップシステムのグループが現在はプライマリグループとして動作してい
ることを示します。 すべてのデータはバックアップシステムのグループに書き込まれま
す。

• [DR ステータス]列に [フェイルオーバー]と表示されます。

Remote Copy グループの復帰
Remote Copy グループを正常な状態に復帰させることで、フェイルオーバー操作を取り消すこ
とができます。 たとえば、バックアップシステムにグループをフェイルオーバーしたが、ソー
スシステムがオンラインに戻り、バックアップシステムに新しいデータが書き込まれていない
場合には、グループの復帰が適切かもしれません。

Remote Copy グループを復帰させるには、以下の手順に従ってください。
1. [Remote Copy グループ] 画面に移動します。
2. 右ペインで、フェイルオーバーを実行した Remote Copy グループを選択します。
3. 選択したら右クリックして、[Remote Copy グループのフェイルオーバーの取り消し]を選

択します。

[Remote Copy のフェイルオーバーの取り消し]ダイアログボックスが表示されます。
4. [OK] をクリックします。
5. 確認を求めるプロンプトが表示されたら、[はい]をクリックします。
Remote Copy グループ画面の右ペインは以下のようになります。

• [ソースロール]列の下に [プライマリ]が表示され、[バックアップロール]列の下に [セカン
ダリ]が表示されます。これは、Remote Copy グループが復元されて、元の役割に戻った
ことを示します。

• [DR ステータス]列に [正常]と表示されます。

• [レプリケーション]列の下に緑色の矢印が表示されて、元のデータ複製の方向を示します。

Remote Copy グループの復旧
ソースシステムの障害のために Remote Copy グループでフェイルオーバーを実行した場合は、
ソースシステムが稼働状態に戻ったら、ソースシステムにグループを復旧する必要がありま
す。

Remote Copy グループを復旧するには、以下の手順に従ってください。
1. [Remote Copy グループ] 画面に移動します。
2. 右ペインで、フェイルオーバーを実行した Remote Copy グループを選択します。
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3. 選択したら右クリックして、[Remote Copy グループの回復]を選択します。
[Remote Copy の回復]ダイアログボックスが表示されます。

4. [OK] をクリックします。
5. 確認を求めるプロンプトが表示されたら、[はい]をクリックします。
Remote Copy グループ画面の右ペインは以下のようになります。

• [ソースロール]列の下に [セカンダリリビジョン]が表示され、ソースシステムのグループ
が現在はバックアップシステムのグループのバックアップとして動作していることを示し
ます。 データはバックアップシステムのグループに書き込まれ、ソースシステムに複製さ
れます。

• [DR ステータス]列に [回復]と表示されます。

• [レプリケーション]列の下に黄色の矢印が表示されて、データ複製とは逆の方向を示しま
す。

ソースシステムのグループにデータが書き込まれる、元のソース/バックアップシステムの関
係を復元するには、Remote Copy グループを復元する必要があります。

Remote Copy グループの復元
Remote Copy グループを復旧した場合は、グループを復元して、ソースおよびバックアップシ
ステムで元の Remote Copy 関係を復元する必要があります。
Remote Copy グループを復元するには、以下の手順に従ってください。
1. [Remote Copy グループ] 画面に移動します。
2. 右ペインで、復旧された Remote Copy グループを選択します。
3. 右クリックして、[Remote Copy グループの復元]を選択します。

[Remote Copy の復元]ダイアログボックスが表示されます。
4. [OK] をクリックします。
5. 確認を求めるプロンプトが表示されたら、[はい]をクリックします。
Remote Copy グループ画面の右ペインは以下のようになります。

• [ソースロール]列の下に [プライマリ]が表示され、[バックアップロール]列の下に [セカン
ダリ]が表示されます。これは、Remote Copy グループが復元されて、元の役割に戻った
ことを示します。

• [DR ステータス]列に [正常]と表示されます。

• [レプリケーション]列の下に緑色の矢印が表示されて、元のデータ複製の方向を示します。

Remote Copy 情報の表示
HP 3PAR Management Console では、HP 3PAR Remote Copy Software を使用して接続された
システムの情報を表示できます。 詳細は、以下の各項を参照してください。
「利用可能な Remote Copy システムの表示」 (247 ページ)
「Remote Copy システムポートの表示」 (247 ページ)
「構成された Remote Copy システムの表示」 (253 ページ)
「Remote Copy グループの表示」 (256 ページ)
「Remote Copy 仮想ボリュームの表示」 (257 ページ)
「Remote Copy リンクの表示」 (257 ページ)
「Remote Copy ターゲットの表示」 (258 ページ)

注記:  HP 3PAR Remote Copy Software には、HP 3PAR Remote Copy Software ライセンスが
必要です。 ライセンスについての詳細は、『HP 3PAR OS コンセプトガイド』を参照してくだ
さい。
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利用可能な Remote Copy システムの表示
Remote Copy 対応のシステムは、マネジメントツリーの [利用可能ストレージシステム]ノード
の下に表示されます。

注記:  Remote Copy 対応システムとは、Remote Copy ライセンスを備え RCFC (または RCIP)
ポートを搭載するが、Remote Copy のセットアップがまだ行われていないシステムのことで
す。

利用可能な Remote Copy システムを表示するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[Remote Copy] を選択します。
2. マネジメントツリーで、[利用可能ストレージシステム]を選択します。

[利用可能ストレージシステム] 画面に、使用できる RCFC または RCIP ポートを備えるシステ
ムまたは両方のポートを備えるシステムが表示されます。 [RCFC]、[RCIP]、および [合計]列の
下に青色で表示されている各数値は、システムの Remote Copy ポート情報へのリンクです。
次の項も参照してください。

「マネージャーペイン」 (515 ページ)
「マネジメントツリー」 (514 ページ)
「Remote Copy システムポートの表示」 (247 ページ)

Remote Copy システムポートの表示
システムで利用可能な Remote Copy ポートを表示するには、以下の手順に従ってください。
[利用可能ストレージシステム] 画面に移動して、[RCFC]、[RCIP]、または [合計]列の下の数値を
クリックします。

または

1. マネージャーペインで、[Remote Copy] を選択します。
2. マネジメントツリーの [利用可能ストレージシステム]の下で、表示する Remote Copy ポー

トのシステムの下にある [ポート]ノードを選択します。
システムの Remote Copy ポートに関する情報は、[RC ポート]、[RCIP]、[RCFC]、および [インベ
ントリ]の 4 つのタブに表示されます。
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[RC ポート] タブ

[RC ポート]タブのリストペインには、システムの Remote Copy ポートに関する概要情報が表
示されます。 詳細ペインには、リストペインで選択したポートの詳細が表示されます。
リストペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[位置 ]

指名したポートラベル。[ラベル]

接続されているデバイスの WWN または MAC アドレス。[WWN/MAC ]

ポートの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ページ) を
参照してください。

[ステータス ]

ポートのタイプ。RCIP または RCFC のいずれか。[タイプ ]

ポートが接続されているデバイスの種類。 [空き]、[ディスク]、[ホスト]、[Peer]、
[RC]、[InServ] のいずれか。

[接続デバイスのタイプ ]

ポートが接続されているデバイスの名前 (host1、cage0 など) です。[接続済みデバイス ]

ポートのファームウェアモード設定。 Initiator モードのポートはドライブケージに接
続され、ターゲットモードのポートはホストにエクスポートされます。 Suspended

[モード ]

モードはシステムによってまだ初期化されていないターゲットポート向けのモードで
す (まれなケース)。 Peer モードは Ethernet ポート向けのモードです。

詳細ペインの詳細は、「[RCIP] タブ」 (249 ページ) および「[RCFC] タブ」 (250 ページ) を参照
してください。
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[RCIP] タブ

[RCIP] タブのリストペインには、システムの RCIP ポートに関する概要情報が表示されます。
詳細ペインには、リストペインで選択した RCIP ポートの詳細が表示されます。
リストペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[位置 ]

接続先デバイスの MAC アドレス。[MAC ]

ポートの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ページ)
を参照してください。

[ステータス ]

RCIP ポートの IP アドレス。[IP アドレス ]

RCIP インターフェイスのネットマスクアドレス。[サブネットマスク ]

システムと同じネットワーク上にあるローカル IP ルーターのアドレス。ローカル
ネットワークの外の宛先にトラフィックを転送する際に使用されます。

[ゲートウェイ ]

接続に過負荷を生じさせずに、特定のネットワーク接続を介して一度に送信できる
データサイズ、つまり「パケット」サイズの最大量です。 iSCSI ポートでは MTU

[MTU ]

のデフォルト設定は 1500 です。ネットワークでサポートされている場合は、MTU
値として 9000 を使用できます。

ポート上で転送できるデータの速度 (1Gbps、2Gbps、または 4Gbps)。 値が指定さ
れていない場合は、接続がありません。

[転送レート ]

詳細ペインには、以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表
されます。

[位置 ][全般 ]

指名したポートラベル。[ラベル]

ポートが FC、iSCSI、RCIP、または RCFC のいず
れであるかを示します。

[タイプ ]
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説明フィールドグループ

ポート上で転送できるデータの速度 (1Gbps、
2Gbps、または 4Gbps)。 値が指定されていない
場合は、接続がありません。

[転送レート ]

ポートが接続されているデバイスの種類。 [空き]、
[ディスク]、[ホスト]、[Peer]、[InServ] のいずれ
か。

[接続デバイスのタイプ ]

ポートが接続されているデバイスの名前 (host1、
cage0 など) です。

[接続済みデバイス ]

ポートのファームウェアモード設定。 Initiator モー
ドのポートはドライブケージに接続され、ターゲッ

[モード ]

トモードのポートはホストにエクスポートされま
す。 Suspended モードはシステムによってまだ初
期化されていないターゲットポート向けのモード
です (まれなケース)。 Peer モードは Ethernet ポー
ト向けのモードです。

ポートの現在の状態。[ステータス ]

Ethernet インターフェイスの MAC アドレスです。[MAC ][IP 設定 ]

RCIP ポートの IP アドレス。[IP アドレス ]

Storage System と同じネットワーク上にあるロー
カル IP ルーターのアドレス。ローカルネットワー

[ゲートウェイ ]

クの外の宛先にトラフィックを転送する際に使用
されます。

RCIP インターフェイスのネットマスクアドレス。[サブネットマスク ]

接続に過負荷を生じさせずに、特定のネットワー
ク接続を介して一度に送信できるデータサイズ、

[MTU ]

つまり「パケット」サイズの最大量です。 iSCSI
ポートでは MTU のデフォルト設定は 1500 です。
ネットワークでサポートされている場合は、MTU
値として 9000 を使用できます。

デュプレックス速度 ([ハーフ] または [フル]) です。[構成レート ]

ポートが含まれるアダプターのモデル (Intel
PRO/1000MT など)。

[デュプレックス ]

iSCSI または RCIP カードが使用する TCP ポート番
号。

[アダプタータイプ ]

スループット (KB/秒単位)。[トータルデータスループット ][リソース ]

[RCFC] タブ
[RCFC] タブには、システムのすべての RCFC ポートの概要が表示されます。
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[RCFC] タブのリストペインには、システムの RCFC ポートに関する概要情報が表示されます。
詳細ペインには、リストペインで選択した RCFC ポートの詳細が表示されます。
リストペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[位置 ]

ポートの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ページ) を
参照してください。

[ステータス ]

ポートが FC、iSCSI、RCIP、または RCFC のいずれであるかを示します。[タイプ ]

ポートのファームウェアモード設定。 Initiator モードのポートはドライブケージに接
続され、ターゲットモードのポートはホストにエクスポートされます。 Suspended

[モード ]

モードはシステムによってまだ初期化されていないターゲットポート向けのモードで
す (まれなケース)。 Peer モードは Ethernet ポート向けのモードです。

接続の種類 (Private Loop、Public Loop、または Point-Point)。[トポロジ ]

ポート上で転送できるデータの速度 (1Gbps、2Gbps、または 4Gbps)。 値が指定さ
れていない場合は、接続がありません。

[転送レート ]

リモートポートの World Wide Name。[リモートポート WWN ]

リモートノードの World Wide Name。[リモートノード WWN ]

詳細ペインには、以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[位置 ][全般 ]

指名したポートラベル。[ラベル]

ポートの World Wide Name。[ポート WWN ]

ノードの World Wide Name。[ノード WWN ]

Remote Copy 情報の表示 251



説明フィールドグループ

ポートが FC、iSCSI、RCIP、または RCFC のいずれであるかを示
します。

[タイプ ]

ポート上で転送できるデータの速度 (1Gbps、2Gbps、または
4Gbps)。 値が指定されていない場合は、接続がありません。

[転送レート ]

ポートが接続されているデバイスの種類。 [空き]、[ディスク]、
[ホスト]、[Peer]、[InServ] のいずれか。

[接続デバイスのタイプ
]

ポートが接続されているデバイスの名前 (host1、cage0 など) で
す。

[接続済みデバイス ]

ポートのファームウェアモード設定。 Initiator モードのポートは
ドライブケージに接続され、ターゲットモードのポートはホスト

[モード ]

にエクスポートされます。 Suspended モードはシステムによって
まだ初期化されていないターゲットポート向けのモードです (ま
れなケース)。 Peer モードは Ethernet ポート向けのモードです。

ポートの現在の状態。[ステータス ]

スループット (KB/秒単位)。[トータルデータスルー
プット ]

[リソース ]

ポートの接続の種類。[接続モード ][設定 ]

接続の種類またはポートの接続設定 (Loop、Point、または
Loop-point)。 ポートが Loop-point に設定されている場合は、ルー
プ接続とポイントツーポイント接続の両方が有効です。

[接続タイプ ]

データ転送速度設定 (1Gbps など)。 [Auto] に設定されている場
合は、システムが自動的に速度を選択します。

[構成レート ]

ポートからの接続の最高速度。[最大レート ]

ファイバーチャネルサービスの Class 2 が [無効]、[Ack 1]、また
は [Ack 0] のいずれであるかを示します。

[Class 2 ]

ファブリックに接続されているポートについて、VLUN 変更通知
を設定します。 [有効] に設定されている場合は、通知が生成され

[VCN ]

てファブリックコントローラーに送信されます。 [無効] に設定さ
れている場合は、通知は送信されません。

ノードの WWN が [有効] か [無効] かを示します。[ユニークノード WWN
]

[無効] の場合は、複数の I/O 完了に 1 つの割り込みを生成する
のではなく、各 I/O が HBA ポートドライバーへの個別の割り込
みを生成します。

[割り込み処理の結合 ]

接続の種類 (Private Loop、Public Loop、または Point-Point)。[トポロジ ][ファイバーチャネル
設定 ]

有効になっているサービスのファイバーチャネルクラスを示しま
す (2、3、または 2/3)。 2/3 の場合は、Class 2 と Class 3 の両
方が有効です。

[クラス ]

ポートが含まれるファイバーチャネルアダプターのモデル
(QLOGIC 2302 など)。

[アダプタータイプ ]

リモートポートの World Wide Name。[リモートポート WWN
]

リモートノードの World Wide Name。[リモートノード WWN
]

イニシエーターからターゲット (またはその逆) のポートモードの
変更が許可されているか禁止されているかを示します。 この設定

[モード変更 ]

は、HP 3PAR CLI コマンド controlport を使用して構成されま
す。

リンクの状態。[リンクステータス ]
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[インベントリ] タブ
[インベントリ]タブには、ポートの製造者やファームウェアのバージョンなど、システムの
Remote Copy ポートに関する情報が表示されます。 [インベントリ]タブのリストペインには、
システムの RCFC および RCIP ポートに関する概要情報が表示されます。 詳細ペインには、リ
ストペインで選択した RCFC または RCIP ポートの詳細が表示されます。 詳細ペインの詳細
は、「[RCIP] タブ」 (249 ページ) および「[RCFC] タブ」 (250 ページ) を参照してください。

次の項も参照してください。

「マネージャーペイン」 (515 ページ)
「マネジメントツリー」 (514 ページ)
「Remote Copy リンクの表示」 (257 ページ)
「Remote Copy ターゲットの表示」 (258 ページ)

構成された Remote Copy システムの表示
構成された Remote Copy システムを表示するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[Remote Copy] を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示する Remote Copy 構成の [Remote Copy 構成]ノードを選択し

ます。

選択した構成済み Remote Copy システムに関する情報が 3 つのタブに表示されます。 マネジ
メントウィンドウ内の [概要]、[タスク]、および [アラート]です。

[概要] タブ
[概要]タブは左右のペインに分かれています。 左ペインには、システム間の Remote Copy セッ
トアップがグラフィカル表示されます。 右ペインには、Remote Copy セットアップ内の各シ
ステムのヘルス、すべての新しいアラート、実行中のタスク、Remote Copy グループの概要、
および Remote Copy リンクパフォーマンスチャートが表示されます。
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Remote Copy リンクパフォーマンスチャート
[Remote Copy リンク]パフォーマンスチャートを設定して、スループット (KB/秒単位) または
ハートビート (ラウンドトリップ、ms 単位) をグラフで表示できます。 グラフの凡例は表形式
で表示されます。 凡例のいずれかの行をクリックすると、グラフのその行に対応する線が太く
なります。 HP 3PAR Management Console の他のチャートと同様に、[色]列から色をクリック
して、表示されるカラーパレットから新しい色を選択すると、グラフに表示される色をカスタ
マイズできます。 グラフはいつでも再生、一時停止、または停止できます。 一時停止や停止
をクリックすると、データの描画は停止しますが、データ収集はバックグラウンドで続行され
ています。
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グラフを右クリックするとメニューが表示されて、チャートのプロパティの表示や設定、チャー
トのコピー、およびチャートの保存などの操作を実行できます。

[Peer Persistence] タブ
[Peer Persistence] タブには、リモートコピーターゲット、関連する [Quorum Witness IP address]
と [Quorum ステータス]、および [ステータスの詳細] が表示されます。 Peer Persistence の詳
細は、「Peer Persistence の管理」 (238 ページ) および「Peer Persistence 構成の表示」 (242 ペー
ジ) を参照してください。

[タスク] タブ
[タスク]タブはリストペインと詳細ペインに分かれています。 リストペインには Remote Copy
システムのすべての Remote Copy タスクの概要が表示されます。 詳細ペインには、リストペ
インで選択したシステムの詳細が表示されます。 形式は、「タスクの表示」 (464 ページ) で説
明されているものと類似しています。

[アラート] タブ
[アラート]タブはリストペインと詳細ペインに分かれています。 リストペインには、すべての
Remote Copy 関連のアラートが表示されます。 詳細ペインには、リストペインから選択した
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アラートの詳細が表示されます。 形式は、「システムアラートの表示」 (308 ページ) で説明さ
れているものと類似しています。

次の項も参照してください。

「マネージャーペイン」 (515 ページ)
「マネジメントツリー」 (514 ページ)
「Remote Copy リンクの表示」 (257 ページ)
「タスクの表示」 (464 ページ)
「システムアラートの表示」 (308 ページ)

Remote Copy グループの表示
Remote Copy グループとは、論理的に関連付けられた同じストレージサーバー上にあり、Remote
Copy 操作が実行される仮想ボリュームのグループです。
Remote Copy グループを表示するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[Remote Copy] を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示する Remote Copy 構成の [Remote Copy 構成]ノードの下にあ

る [グループ]を選択します。

Remote Copy グループに関する情報がマネジメントウィンドウの 3 つのペインに表示されま
す。

• 左ペインには、選択した Remote Copy 構成がグラフィカル表示されます。 この図には、
Remote Copy 構成内のサーバー間の Remote Copy 関係の種類 (RCIP または RCFC)、サー
バー間の複製の方向 (矢印で表示)、Remote Copy グループの同期と Remote Copy ステー
タス、および複製中のボリューム数が表示されます。 この図は右上のペインで選択された
Remote Copy グループのデータによって更新されます。

• 右上のペインには、選択した Remote Copy 構成の Remote Copy グループの表が表示され
ます。

• 右下のペインには、右上のペインから選択された Remote Copy グループに属する仮想ボ
リュームの表が表示されます。 この表は、仮想ボリュームペア、ソース仮想ボリューム、
またはバックアップ仮想ボリュームに関する情報を表示するようにフィルターできます。

注記:  マネジメントツリーの [グループ] ノードの下で [同期]または [定期]を選択して、同期
Remote Copy グループ、または定期 Remote Copy グループのリストを表示できます。

次の項も参照してください。

「マネージャーペイン」 (515 ページ)
「マネジメントツリー」 (514 ページ)
「構成された Remote Copy システムの表示」 (253 ページ)
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Remote Copy 仮想ボリュームの表示
Remote Copy 仮想ボリュームを表示するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[Remote Copy] を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示する Remote Copy ボリュームの [Remote Copy 構成]ノードの

下にある [仮想ボリューム]を選択します。

Remote Copy 仮想ボリュームに関する情報がマネジメントウィンドウの 2 つのペインに表示さ
れます。

• 選択している Remote Copy 構成に関連付けられたすべての仮想ボリュームが、マネジメ
ントウィンドウのリストペインの表に表示されます。 この表には、ボリュームのエクス
ポート先、ボリュームの Remote Copy ステータス (プライマリまたはセカンダリボリュー
ムの場合)、およびボリュームが属する Remote Copy グループなどの Remote Copy 情報が
表示されます。

• 詳細ペインには、リストペインで選択した単一のボリュームの詳細が表示されます。 詳細
情報は、[概要]、[設定]、[詳細]、[論理ディスク]、[SCSI 予約]、[VLUN]、[ホスト]、[レイア
ウト]、および [アラート]の各タブに表示されます。 「[仮想ボリューム] タブの表示」
(179 ページ) を参照してください。

• 詳細ペインには、リストペインで選択した単一のボリュームの詳細が表示されます。 詳細
情報は、[概要]、[設定]、[VLUN]、[ホスト]、および [アラート]の各タブに表示されます。
「[仮想ボリューム] タブの表示」 (179 ページ) を参照してください。

Remote Copy リンクの表示
Remote Copy リンクは、Remote Copy ターゲット定義に関連付けられています。また、Remote
Copy システムとのデータの送受信に使用されます。
Remote Copy リンクを表示するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[Remote Copy] を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示する Remote Copy リンクの [Remote Copy 構成]ノードの下に

ある [リンク]を選択します。
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Remote Copy リンクに関する情報がマネジメントウィンドウの 2 つのペインに表示されます。

• 左ペインには、選択した Remote Copy 構成がグラフィカル表示されます。 この図には、
Remote Copy 構成内のサーバー間の Remote Copy 関係の種類 (RCIP または RCFC)、Remote
Copy システム間のリンク数、およびリンクの現在の状態 (リンクアップまたはダウン) が
表示されます。

ペインの左下にある [物理接続の表示]チェックボックスを選択すると、システムの物理接
続をオプションで表示できます。 選択されている場合、Remote Copy システムのポート
の位置、リンク IP アドレス、およびポートの接続方法が図に表示されます。

• 右ペインには、各 Remote Copy システムの Remote Copy リンクの情報が表形式で表示さ
れます。 送信リンクは [ターゲット] 列の下にターゲットシステム名として表示されます。
受信リンクは [ターゲット]列の下に受信として表示されます。 他に表示される情報には、
各リンクポートの位置、IP アドレス、およびステータスがあります。

Remote Copy ターゲットの表示
Remote Copy ターゲット定義とは、1 台の Remote Copy システムの記述子で、他の Remote
Copy システムを識別します。 Remote Copy サーバーペアでは、Remote Copy 操作のための
ターゲットとしてそれぞれのサーバーが定義され、互いに関連付けられています。

Remote Copy ターゲットを表示するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[Remote Copy] を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示する Remote Copy ターゲットの [Remote Copy 構成]ノードの

下にある [ターゲット]を選択します。
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Remote Copy ターゲットに関する情報がマネジメントウィンドウの 2 つのペインに表示されま
す。

• 左ペインには、選択した Remote Copy 構成がグラフィカル表示されます。 この図には、
Remote Copy 構成内のサーバー間の Remote Copy 関係の種類 (Remote Copy over IP また
は Remote Copy over Fibre Channel)、Remote Copy システムの名前、およびターゲットの
現在の状態が表示されます。

ペインの左下にある [ターゲットラベルの表示]チェックボックスを選択すると、システム
のターゲットラベルをオプションで表示できます。 選択されている場合は、Remote Copy
システムのターゲットラベルが、各システムを表す図の隣に表示されます。

• 右ペインには、各 Remote Copy システムの Remote Copy ターゲットの情報が表形式で表
示されます。 各システムのターゲットについて表示される情報には、ターゲット名、ター
ゲット ID、接続の種類、ステータス、バックアップシステムの情報、Quorum ステータ
ス、およびアクティブポリシーが含まれます。
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パート V データの移行
この項には、HP 3PAR Peer Motion 機能を使用したデータ移行についての情報が掲載されています。
HP 3PAR Peer Motion 機能は、ソースシステムからターゲットシステムへのデータの移行を制御します。
ユーザーはホスト構成に変更を加えず、ボリュームへのアクセスを中断することなく、仮想ボリューム
とシステム構成情報を新しいシステムにコピーできます。 利用可能なすべての空きポートを Peer Motion
で使用できます。

移行には、3 つの種類があります。 オンライン移行、中断を最小化した移行、およびオフライン移行で
す。

• [オンライン移行] - ホストや NPIV ポートを使用する Windows クラスターにエクスポートされてい
る仮想ボリュームを移行するために使用します。 オンライン移行は、すべてのボリューム、複数ボ
リュームのサブセット、または 1 つの仮想ボリュームの移行をサポートします。 1 つのボリュー
ム、または複数ボリュームのサブセットの移行を、単一仮想ボリューム移行と呼びます。 単一仮想
ボリューム移行では、ホストシステムとソースシステムがゾーニングされたままになります。 すべ
てのボリュームを移行するには、ソースシステムからホストシステムをゾーン解除する必要があり
ます。

• [中断を最小化した移行] – ホストに対してエクスポートされている仮想ボリュームを移行するため
に使用します。 この移行タイプでは、短時間にわたってホストシステムをシャットダウンする必要
があります。 ターゲットシステムが OS version 3.1.2 以降を実行している必要があります。

• [オフライン移行] – ホストにエクスポートされていない仮想ボリュームの移行に使用します。 エク
スポートされているボリュームを移行する場合、オフライン移行を使用するために最初にアンエク
スポートする必要があります。 ゾーニング解除やシステムシャットダウンは必要ありません。

データ移行が完了した後、ソースシステムはホストから切断して再利用できます。 詳細は、以下の各項
を参照してください。

「HP 3PAR Management Console Manager での Peer Motion の使用」 (261 ページ)
「データの移行 」 (269 ページ)



17 HP 3PAR Management Console Manager での Peer
Motion の使用

HP 3PAR Management Console 内の Peer Motion を使用すると、Peer Motion の次の操作を実
行できます。

• ソースとターゲットの構成を表示します。

• 移行、受け入れ、およびインポートしようとするボリュームを表示します。

• 移行しようとするホスト、ユーザー、およびドメインを表示します。

• LDAP 構成が使用可能な場合、LDAP 構成を表示します。

• Peer Motion 構成を作成します。

• ソースシステムからターゲットシステムにストレージ設定と構成をコピーします。

• データを移行します。

• ボリュームをインポートします。

• Peer ボリュームを削除します。

• Peer Motion 構成を削除します。

• Peer Motion マネージャー 1.2 CLI スクリプトのすべての機能を提供します。
Peer Motion マネージャーには、以下の制限があります。

• エンドツーエンドのウィザードではないため、Peer Motion を実行するためには複数の操
作を行う必要があります。

• ソースシステムおよびターゲットシステムのゾーニングとゾーニング解除を自動的に実行
する手順がありません。

• ソースシステムが HP 3PAR Storage System の場合、Peer Motion マネージャー はソースシ
ステムのデータのみ表示します。

• Peer Motion マネージャーの大部分の操作を実行するために、両方のシステムを接続する
必要があります。

• Peer Motion マネージャーを使用する場合、非 3PAR システムから 3PAR システムへのデー
タ移行はサポートされません。

すべてのコマンドとウィザードを実行するには、ユーザーがソースシステムとターゲットシス
テムで Super ユーザーのロールを持ち、Peer Motion License、および他の該当するライセンス
を所有していることが必要です。 詳細は、以下の項を参照してください。
「Peer Motion 構成の作成」 (262 ページ)
「ストレージ設定と構成のコピー」 (267 ページ)
「データの移行 」 (269 ページ)
「ボリュームのインポート」 (275 ページ)
「Peer ボリュームの削除 」 (276 ページ)
「移行後のクリーンアップ 」 (277 ページ)
「Peer Motion 構成の削除 」 (279 ページ)
「Peer Motion 構成の表示」 (280 ページ)
「ポート情報の表示」 (283 ページ)
「ストレージ設定と構成の表示」 (287 ページ)
「移行データ情報の表示」 (291 ページ)
「[ソース] システムと [ターゲット] システムの表示」 (299 ページ)
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「利用可能なストレージシステムの表示」 (304 ページ)

Peer Motion 構成の作成
[PM 構成の作成]ウィザードを使用するには、次の条件が必要です。

• ストレージシステムがすべての要件を満たす必要があります。 『HP 3PAR Peer Motion ガ
イド』を参照してください。

• Super ユーザーのロール。

• Peer Motion 構成に含まれていない、少なくとも 1 台のソースシステムとターゲットシス
テム。

ウィザードを実行する前に、以下のタスクを実行してください。

• ソースシステムでの 2 つのホストポートの選択 (ソースシステムとターゲットシステムを
ゾーニングするためにこの情報が必要)。

• まだ構成されていない場合は、2 つのホストポートを構成。
[PM 構成の作成]ウィザードは、ターゲットシステムで 2 つの Peer ポートを構成する手順と、
2 つのシステムをゾーニングして Peer Motion 構成を形成する手順を示します。
Peer Motion 構成を作成するには、以下の手順を実行します。
1. マネージャーペインで [Peer Motion] を選択します。
2. マネジメントツリーで [利用可能ストレージシステム]を選択します。
3. [共通アクション] パネルで [PM 構成の作成]をクリックし、[PM 構成の作成]ウィザードを

開きます。

システムの選択

1. [< ソース >] アイコンをクリックし、ソースシステムを選択します。
2. [< ターゲット >] アイコンをクリックし、ターゲットシステムを選択します。

暗号化されたソースシステムと暗号化されていないターゲットシステム間で Peer Motion
構成を作成しようとすると、暗号化されていないシステムに移行されるデータが暗号化で
保護されなくなることを示す警告ダイアログが表示されます。 [はい]をクリックして構成
を作成するか、[いいえ]をクリックしてターゲットシステムがリセットされた状態の [シス
テムの選択] 画面に戻ります。
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3. [次へ]をクリックし、[接続のセットアップ]ページを開きます。

接続のセットアップ

1. ターゲットシステム内のポートを選択します。

2. [< ターゲットポート > のペアの選択]を選択して、ターゲットポートとペアにするポート
を選択します (Peer ポートは太字で表示されます)。

注記:  ホストポートがまだ構成されていない場合、[ポートパラメーター]領域でそれら
を構成できます。

注記: Peer ポートがまだ構成されていない場合、[NPIV ポート数] は空白です。 オンラ
イン Windows クラスター移行の場合、各物理 Peer ポートには、クラスターのホストごと
に 2 つの NPIV ポートを関連付ける必要があります。 たとえば、2 ホストの Windows ク
ラスターをサポートするには、[NPIV ポート数] に 4 と入力します。 [NPIV ポート数] は
2 の倍数に設定する必要があり、両方の Peer ポートで同じである必要があります。 3.1.3
でサポートされる NPIV ポートの最大数は 8 で、3.1.3 のオンライン Windows クラスター
移行でサポートされるホストの最大数は 4 です。

注記: Peer ポートがすでに構成されている場合、[NPIV ポート数] には、すでに Peer ポー
トで作成されている NPIV ポートの数が反映されます。 オンライン移行中、それよりホス
ト数の多い Windows クラスターをサポートするために [NPIV ポート数] を増やすことが
できます。

注記: いつでも [接続のセットアップ] 画面で「ポート WWN の表示」 (266 ページ) をク
リックして、ホストポートと Peer ポートの WWN を表示できます。
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3. [適用]を選択します。 (ポートパラメーターを変更したときに、このボタンが有効になりま
す)。 ペアポートが [オンライン] の場合、確認ダイアログボックスが表示され、ポートを
[オフライン] に設定する必要があることを示します。 [はい]をクリックして次へ進みます。

[ポートの構成とゾーニング]ウィンドウが表示されます。

ポートの構成とゾーニング

[ポートの構成とゾーニング]ダイアログには、ポート構成の結果とそれに対応するポートの
WWN が表示されます。 展開可能なパネルには、NPIV ポートが作成されているポートが関連
付けられています。 [NPIV ポート]の隣にあるプラス (+) アイコンをクリックすると、NPIV ポー
トと WWN の詳細のリストが表示されます。
NPIV ポートがある [ポートの構成とゾーニング] ダイアログを次に示します。
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NPIV ポートがない [ポートの構成とゾーニング] ダイアログを次に示します。
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ゾーニングが完了した後、[OK] をクリックし、[接続のセットアップ] 画面に戻ったら、[構成
検証]をクリックします。

注記: NPIV Peer ポートを作成した場合、各 Peer ポートに関連付けられる NPIV ポートの
WWN は、Peer ポートの WWN と同じゾーンに含める必要があります。

構成に成功した場合は、[構成検証] ダイアログで OK をクリックします。
構成に失敗した場合は、次のようなメッセージが表示されます。

ポート WWN の表示
[ポート WWN を表示] ウィンドウには、ソースシステムのシステムホストポート WWN と、
ターゲットシステムの Peer ポート WWN が表示されます。 この情報を使用して、Peer ポー
トをホストポートにゾーニングします。

展開可能なパネルには、NPIV ポートが作成されているポートが関連付けられています。 [NPIV
ポート]の隣にある [+] アイコンをクリックすると、NPIV ポートと WWN の詳細のリストが表
示されます。

NPIV ポートがある [ポート WWN を表示] ダイアログを次に示します。

NPIV ポートがない [ポート WWN を表示] ダイアログを次に示します。
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ストレージ設定と構成のコピー
[ストレージの設定と構成のコピー]ウィザードを使用するには、次の条件が必要です。

• Super ユーザーのロール

• コピーする少なくとも 1 つのストレージシステム

• ソースシステムとターゲットシステムを含む、任意の有効な Peer Motion 構成
このウィザードは、ストレージに関する以下の設定と構成をソースシステムからターゲットシ
ステムにコピーできます。

• ドメインセット

• ドメイン

• ホストセット

• ホスト

• ユーザー

• LDAP 構成

• NTP 構成

• syslog パラメーター

• SNMP 構成
ターゲットシステムにドメインライセンスがなく、ソースシステムにドメインがある場合、ホ
ストセット、ホスト、およびユーザーが <none> ドメインにコピーされることを示す警告が表
示され、ドメインセットとドメインは表示されません。
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注記: 
• NTP 構成のコピーがサポートされているのは、ユーザーが複数の HP 3PAR Storage System

を構成している場合のみです。

• syslog パラメーターはソースシステムからターゲットシステムにコピーされますが、HP
3PAR Management Console には syslog パラメーター管理機能がありません。

• SNMP 構成はソースシステムからターゲットシステムにコピーされますが、HP 3PAR
Management Console には SNMP 管理機能がありません。 さらに、ユーザー設定はコピー
されません。

単純なコピー操作ではニーズを満たせない場合、ターゲットシステムで設定と構成を変更でき
ます。 次に示す既存の HP 3PAR Management Console コマンドを使用できます。

• ドメインの作成および編集 (createdomain/setdomain)

• ドメインセットの作成および編集 (createdomainset/setdomainset)

• ホストの作成および編集 (createhost/sethost)

• ホストセットの作成および編集 (createhostset/sethostset)

• ユーザーの作成および編集 (createuser/setuser)

• LDAP 構成の作成および編集 (setauthparam)
ストレージ設定と構成をコピーするには、以下の手順を実行します。

1. マネージャーペインで [Peer Motion] を選択します。
2. マネジメントツリーで [Peer Motion 構成]を選択します。
3. [共通アクション] パネルで、[ストレージの設定と構成のコピー]を選択します。 [ストレー
ジの設定と構成のコピー]ウィザードが表示されます。

ストレージ設定と構成のコピー

このウィザードで、以下のものに関するストレージ設定をコピーできます。

• ドメイン

• ドメインセット

• ホスト

• ホストセット

このウィザードで、以下のものに関するストレージ構成をコピーできます。

• ユーザー

• ドメイン

• LDAP

• NTP サーバー

• DNS サーバー (HP 3PAR OS version 3.1.2 以降)

• SNMP

• syslog パラメーター
ストレージ設定と構成をソースシステムからターゲットシステムにコピーするには、以下の手
順を実行します。

1. [リストされているストレージ設定をすべてコピー]チェックボックスを選択します。
2. 有効になっている場合、コピーする各ストレージ構成を選択します。

3. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。
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概要

コピーするために選択した設定と構成、およびすでにコピーされた設定と構成が表示されま
す。 選択を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

データの移行
[データ移行] ウィザードを使用するには、次の条件が必要です。

• Super ユーザーのロール

• Peer Motion ライセンス

• ステータスが [正常] であり、受け入れられた他のボリュームやインポートする他のボリュー
ムが存在していないソースシステムとターゲットシステムを含む、任意の Peer Motion 構
成

ウィザードを実行する前に、以下のタスクを実行してください。

• [PM 構成の作成]ウィザードを使用したデータ移行プロセスの構成。

• [ストレージの設定と構成のコピー]ウィザードを使用して必要な設定をソースシステムか
らターゲットシステムにコピー。

• データ移行を実行する最善の時期の決定 (移行に伴って I/O の遅延が発生するので、使用
率の低い期間が最善)。

[データ移行]ウィザードは、ソースシステムからターゲットシステムへのボリュームの移行方
法を示します。 移行の種類は、以下のとおりです。

• [オンライン移行] (デフォルト) - ホストにエクスポートされた仮想ボリュームの移行に使用
します。 Windows クラスターをオンライン移行するには、Peer ポートに NPIV ポートを
作成する必要があります。 オンライン移行は、すべてのボリューム、複数ボリュームのサ
ブセット、または 1 つの仮想ボリュームの移行をサポートします。 1 つのボリューム、
または複数ボリュームのサブセットの移行を、単一仮想ボリューム移行と呼びます。 単一
仮想ボリューム移行では、ホストシステムとソースシステムがゾーニングされたままにな
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ります。 すべてのボリュームを移行するには、ソースシステムからホストシステムをゾー
ン解除する必要があります。

単一仮想ボリューム移行を使用するには、次の条件が必要です。

◦ ソースとターゲットどちらのアレイも、HP 3PAR OS 3.1.3 を実行している必要があ
ります。

◦ 移行するボリュームを、Remote Copy 関係に接続することはできません。

◦ ボリュームのエクスポート先となるホストは、ソースとターゲット両方のアレイで、
ALUA Persona を使用して定義する必要があります。

以上の要件のいずれかが満たされない場合は、移行タイプをすべてのボリュームの移行に
する必要があります。

• [中断を最小化した移行] – ホストにエクスポートされた仮想ボリュームの移行に使用しま
す。 この移行タイプでは、短時間にわたってホストシステムをシャットダウンする必要が
あります。 ターゲットシステムが HP 3PAR OS version 3.1.2 以降を実行している必要が
あります。

• [オフライン移行] – ホストにエクスポートされていない仮想ボリュームの移行に使用しま
す。 エクスポートされているボリュームを移行する場合、オフライン移行を使用するため
に最初にアンエクスポートする必要があります。 ゾーニング解除やシステムシャットダウ
ンは必要ありません。

注記:  次のいずれかのライセンスがない場合、警告メッセージが表示されます。
• インポートされたボリュームがターゲットシステム上でシンプロビジョニングされたボ

リュームになる場合は、シンプロビジョニングのライセンスが必要です。

• 移行されたホストまたはボリュームがターゲットボリューム上のドメインのメンバーにな
る場合、ドメインラインセンスが必要です。

ソースアレイに移行ホストが存在している場合、そのホストをクリーンアップするよう指示す
る警告が表示されます。

データを移行するには、以下の手順を実行します。

1. マネージャーペインで [Peer Motion] を選択します。
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2. [共通アクション] パネルで [データ移行]をクリックすると、ウィザードが表示されます。

Peer ボリュームの作成
1. ご使用のシステムによって異なりますが、システムは [オンライン移行]、[中断を最小化し
た移行]、または [オフライン移行]を選択します。

2. システムが [オンライン移行] または [中断を最小化した移行] を使用している場合は、ター
ゲットシステムに移行したい仮想ボリュームを持つ [ホスト]、[ホストセット]、または [リ
ンクホスト]を選択します。

注記: 重複ホスト (リンクホスト) に対してエクスポートされているすべての仮想ボリュー
ムは、エクスポートする必要があります。 次に例を示します。 VV1 は Host1 に対してエ
クスポートされ、VV2 は Host2 と Host3 に対してエクスポートされ、VV3 は Host1 と
Host3 に対してエクスポートされています。 VV1 を移行するには、VV2 と VV3 も移行す
る必要があります。エクスポート先のホストが重複するからです。

3. システムがオフライン移行を使用する場合は、ターゲットシステムに移行する仮想ボリュー
ムを選択して、[追加]をクリックします。

4. [次へ]をクリックして [ボリュームのインポート] ページに移動する (推奨) か、構成を確認
して [ボリュームのインポート]ウィザードを後で実行する場合は [完了]をクリックします。
[完了]をクリックした場合、Peer ボリュームは作成されますが、[ボリュームのインポート]
手順またはウィザードが完了するまでは、どのデータも格納されません ([ボリュームのイ
ンポート] ウィザードを実行するには、「ボリュームのインポート」 (275 ページ) を参照し
てください)。

ボリュームのインポート

ボリュームをインポートするには、以下の手順を実行します。

1. [< ターゲットシステム >] へのインポート中に、構成しようとする仮想ボリュームを選択
します。
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2. アロケーション設定を選択します。 [ソースと同じ]、[シン]、または [フル]プロビジョニン
グを、インポートする仮想ボリュームに割り当てることができます。 デフォルトは [シン]
です。

• [ソースと同じ] – 各ソースボリュームは、インポートされるときに現在のプロビジョ
ニングタイプを維持します。 バーチャルコピーをインポートする場合、このオプショ
ンを選択すると、親ボリュームのプロビジョニングタイプを各コピーに割り当てるこ
とになります。 ボリュームリストに、[シン] と [フル] の各プロビジョニングボリュー
ムが混在して含まれている場合、その混在はインポート時に維持されます。

• [シン重複排除] – すべてのソースボリュームは、シン重複排除のボリュームとして移
行されます。

• [シン] – すべてのソースボリュームは、シンプロビジョニングとして移行されます。

• [フル] – すべてのソースボリュームは、フルプロビジョニングとして移行されます。

注記: [ソースシステム] で [シン重複排除されたボリューム] を選択し、ターゲットシス
テムが TDVV をサポートしていない場合、その影響に対するメッセージが表示され、ター
ゲットシステムで [シンプロビジョニングされた仮想ボリューム] が作成されます。
[ソースシステム] で [シンプロビジョニングされたボリューム] を選択し、ターゲットシス
テムが TPVV をサポートしていない場合、その影響に対するメッセージが表示され、ター
ゲットシステムで [フルプロビジョニングされた仮想ボリューム] が作成されます。

[データ移行]、[ボリュームのインポート] — すべてのボリュームの選択

[データ移行]、[ボリュームのインポート] — ボリュームのサブセットの選択
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3. [ユーザー CPG] (必須)、および [コピー CPG] (オプション) を選択します。

注記: 選択したドメインで使用できる CPG がない場合、ウィザードを終了し、最初に
CPG を作成する必要があります。

4. [コピー CPG] を選択した場合は、オプションで [ボリュームのインポート後にバーチャル
コピーを作成します。]チェックボックスを選択できます。
a. [サフィックス]または [フルネーム]を選択します。
b. テキストボックスに、[サフィックス]) または [フルネーム] を入力します。

5. まだ選択していない場合は、インポート中に構成する仮想ボリュームとして [< ターゲッ
トシステム >] を選択し、[追加]をクリックします (また、一度に 1 つの仮想ボリュームを
追加することができます)。

6. [オフライン移行] を使用する場合、[完了]をクリックして Peer ボリュームを作成し、移行
を開始します。

7. [オンライン移行] または [中断を最小化した移行] を使用する場合、[完了]をクリックし、
Peer ボリュームを作成します。

オンラインデータ移行のインポートタスクを開始する場合は、「データ移行の確認 (オンライ
ン移行の場合)」 (273 ページ) を参照してください。
[中断を最小化した移行] のデータ移行を開始する場合は、「データ移行の確認 (中断を最小化
した移行の場合)」 (275 ページ) を参照してください。

注記:  承認されたオンラインボリュームは、ソース上で使用されているのと同じ LUN ID で、
ターゲットホストに明示的にエクスポートされます。 ターゲットで同じ ID を持つ LUN がすで
に存在する場合、[自動 LUN] チェックボックスにポップアップが表示されます。 [自動 LUN] の
チェックボックスを選択すると、ターゲットホスト上で次に利用可能な LUN ID と VLUN をエ
クスポートします。

データ移行の確認 (オンライン移行の場合)
1. リストされているホストパスにターゲットシステムをゾーニングするためにスイッチを構

成します。
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2. ホストシステムに対してスキャンを再実行します。

3. ターゲットシステムへのホストパスがアクティブであることを確認します。

4. オンライン移行を使用してホストにエクスポートされた仮想ボリュームを移行します。 オ
ンライン移行を完了するには、ホストシステムからソースアレイのゾーニングを解除する
必要があります。

以下のケースではゾーニングを解除する必要はありません。

• ソースおよびターゲットアレイの両方が OS 3.1.3 以降を実行している。

• 移行されるボリュームが ALUA ホストに割り当てられている。

• ボリュームが Remote Copy 関係に含まれていない。

5. [確認]をクリックします。 システムのゾーニングが正しい場合は、確認メッセージが表示
されます。 ゾーニングが正しくない場合は、問題の内容を説明するメッセージが表示され
ます。

6. [OK] をクリックして、[確認]ダイアログボックスを閉じます。
7. [続行]をクリックします。

システムが正しくゾーニングされた場合は、インポートタスクが開始されます。

[移行データの確認] ダイアログ — すべてのボリュームを移行する場合

[移行データの確認] ダイアログ — ボリュームのサブセットを移行する場合
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データ移行の確認 (中断を最小化した移行の場合)
1. ホストシステムをシャットダウンします ([再起動] ではなく [シャットダウン] を行う必要

があります)。
2. [確認]をクリックします。
3. [OK] をクリックして、[確認]ダイアログボックスを閉じます。
4. [続行]をクリックします。
5. インポートタスクが開始されると、情報ダイアログボックスが表示されます。 [OK] をク

リックします。

ボリュームのインポート
[ボリュームのインポート]ウィザードを使用するには、次の条件が必要です。

• Super ユーザーのロール。

• Peer Motion ライセンス。

• ステータスが [正常] であるソースシステムとターゲットシステムを含む任意の Peer Motion
構成。

• インポートしようとする、受け入れ済み (Peer) ボリュームがあり、インポートボリューム
がない。
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このウィザードは、Peer ボリュームをターゲットシステムにインポートする手順を示します。
移行のタイプは、[オンライン移行]、[中断を最小化した移行]、および [オフライン移行] です。
システム設定と、Peer Motion 構成に関して実行したデータ移行の選択に基づいて、ウィザー
ドは移行タイプを自動的に選択します。

• [オンライン移行] (デフォルト) - ホストにエクスポートされた仮想ボリュームの移行に使用
します。 オンライン移行は、すべてのボリューム、複数ボリュームのサブセット、または
1 つの仮想ボリュームの移行をサポートします。 1 つのボリューム、または複数ボリュー
ムのサブセットを移行する場合、ホストシステムとソースシステムはゾーニングされたま
まになります。 すべてのボリュームを移行するには、ソースシステムからホストシステム
をゾーン解除する必要があります。

• [中断を最小化した移行] – ホストにエクスポートされた仮想ボリュームの移行に使用しま
す。 短時間にわたってホストシステムをシャットダウンする必要があります。 さらに、
ターゲットシステムが HP 3PAR OS version 3.1.2 以降を実行していることも必要です。

• [オフライン移行] – ホストにエクスポートされていない仮想ボリュームの移行に使用しま
す。 エクスポートされているボリュームを移行する場合、オフライン移行を使用するため
に最初にアンエクスポートする必要があります。 ゾーニング解除やシステムシャットダウ
ンは必要ありません。

注記:  次のいずれかのライセンスがない場合、警告メッセージが表示されます。
• インポートされたボリュームがターゲットシステム上でシンプロビジョニングされたボ

リュームになる場合は、シンプロビジョニングのライセンスが必要です。

• 移行されたホストまたはボリュームがターゲットボリューム上のドメインのメンバーにな
る場合、ドメインラインセンスが必要です。

ソースアレイに移行ホストが存在している場合、そのホストをクリーンアップするよう指示す
る警告メッセージが表示されます。

ボリュームをインポートするには、以下の手順を実行します。

1. マネージャーペインで [Peer Motion] を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[ボリュームのインポート]をクリックします。 [ボリュームの
インポート]ウィザードが表示されます。

「Peer ボリュームの作成」 (271 ページ) も参照してください。

Peer ボリュームの選択
1. システム設定と、[PM 構成の作成]ウィザードで構成した設定に基づき、移行タイプが事前

選択されます。

2. [オンライン移行] または [中断を最小化した移行] の場合、Peer 仮想ボリュームをインポー
トする [ホスト]、[ホストセット]、または [リンクホスト]を選択します。
[オフライン移行] の場合、ターゲットシステムにインポートする [仮想ボリューム]を選択
します。 1 つのボリュームがドメインのメンバーである場合、選択したすべてのボリュー
ムも同じメンバーに所属する必要があります。

注記: ターゲットシステム上の Peer ボリュームにインポートできるのは、一度につき 1
グループのソースボリュームのみです。

注記: 他のボリュームを移行する前、または受け入れ済み (Peer) ボリュームを削除する
前に、インポートプロセスを完全に完了する必要があります。

3. [次へ]をクリックして [ボリュームのインポート] ページに移動します。

Peer ボリュームの削除
[Peer ボリュームの削除] を使用するには、次の条件が必要です。

• Super ユーザーのロール
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• ソースシステムとターゲットシステムを含む Peer Motion 構成

• 受け入れ済み (Peer) ボリューム
データ移行中に、[Peer ボリュームの削除] を使用して、まだ [インポート中] 状態になっていな
い Peer ボリュームを削除することもできます。 エクスポートされたボリュームを削除するこ
とはできません。 それらのボリュームを削除するには、最初にそれらをアンエクスポートする
必要があります。

注記: [インポート中] 状態にあるボリュームは削除できないので、[Peer ボリュームの削除]
ではそれらのボリュームは表示されません。

Peer ボリュームを削除するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで [Peer Motion] を選択します。
2. [共通アクション] パネルで [Peer ボリュームの削除]をクリックし、[Peer ボリュームの削
除]ダイアログボックスを開きます。

3. リストされているボリュームのうち、現在ホストにエクスポートされているすべてのボ
リューム、およびリストされているボリュームのうち、ボリュームセットの一部であるす
べてのボリュームを削除する場合は、[追加で削除するものを、以下から選択します。]
チェックボックスを選択します。 このチェックボックスが選択されていると、警告ダイア
ログが表示されます。 [削除]をクリックしてボリュームを削除します。

4. [OK] をクリックします。

移行後のクリーンアップ
移行後のクリーンアップ機能は、次の操作を行います。

• Peer Motion によって移行されたすべてのボリュームを移行ホストからアンエクスポート
します。
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• アンエクスポートしようとしているボリュームに関連付けられた VLUN を削除します。

• ソースシステムから移行ホストを削除します。

注記: 移行ホストは、Peer Motion プロセスによって作成された中間ホストです。 したがっ
て、移行ホストがソースシステムから削除されるまで、移行のクリーンアップは完了しませ
ん。

注記:  単一ボリューム移行を使用してボリュームを移行する場合、移行後のクリーンアップ
でソース VLUN エクスポートは削除されません。Linux など特定のホストは、追加の構成がな
いと正しく応答しない場合があるからです。 一方、Windows などのホストの場合、ソース
VLUN エクスポートは移行後のクリーンアップの後で削除しても問題ありません。

[移行後のクリーンアップ] コマンドを使用するには、次の条件が必要です。

• Super ユーザーのロール。

• ソースシステムとターゲットシステムを含む Peer Motion 構成。

• 受け入れ済み (Peer) ボリュームやインポートボリュームがターゲットシステムに存在して
いない。

• 移行ホストが存在している。

システムが移行後のクリーンアップを完了した後、既存の Peer Motion 構成と現在の Peer ポー
トを使用して新しい移行を開始することもできます。 既存の Peer Motion 構成を削除し、Peer
ポートをホストポートとして再構成するには、[PM 構成の削除]ダイアログボックスを使用しま
す。

各移行 (インポートタスク) が終了するたびに、移行後のクリーンアップを完了させる必要があ
ります。

データ移行プロセスが完了した後に移行ホストを削除するには、以下の手順を実行します。

1. マネージャーペインで [Peer Motion] を選択します。
2. [共通アクション] パネルで [移行後のクリーンアップ]をクリックすると、[移行後のクリー
ンアップ]ダイアログボックスが表示されます。

3. [OK] をクリックし、ソースシステム上の移行ホストを削除します。

278 HP 3PAR Management Console Manager での Peer Motion の使用



Peer Motion 構成の削除
この機能を使用すると、Peer Motion 構成を削除できます。 また、ソースシステム上に移行ホ
ストが存在している場合は、この機能は移行ホストも削除します。 後で使用するために Peer
ポートを維持するか、ホストポートに変更することもできます。

PM 構成の削除コマンドを使用するには、次の条件が必要です。

• Super ユーザーのロール

• ソースシステムとターゲットシステムを含む Peer Motion 構成

• 受け入れ済み (Peer) ボリュームやインポートボリュームがターゲットシステムに存在して
いない

PM 構成を削除するには、以下の手順に従います。
1. マネージャーペインで [Peer Motion] を選択します。
2. [共通アクション] パネルで [PM 構成の削除]をクリックすると、[PM 構成の削除]ダイアロ

グボックスが表示されます。

3. [Peer ポートの構成解除]チェックボックスを選択します。
4. [OK] をクリックします。 ソースシステム上に移行ホストが存在している場合、[OK] をク

リックして、移行ホストを削除します (表示される [PM 構成の削除]ダイアログボックス
は、ソースシステム上に移行ホストが存在しているかどうかによって異なります)。

ソースシステム上に移行ホストが存在する場合は、次のような [PM 構成の削除]ダイアログが
表示されます。

ソースシステム上に移行ホストが存在しない場合は、次のような [PM 構成の削除]ダイアログ
が表示されます。
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注記:  Peer ポートをホストポートに再構成すると、関連付けられた NPIV ポートは削除され
ます。

Peer Motion 構成の表示
現在の Peer Motion 構成を表示するには、以下の手順を実行します。
1. マネジメントツリーでストレージシステムを選択します。

2. マネージャーペインで [Peer Motion] を選択します。 [Peer Motion 構成] ツリーノードが表
示されます。

3. [Peer Motion 構成] 画面には、[概要]タブ、[タスク]タブ、および [アラート]タブがありま
す。

[概要] タブ
[概要]タブは左右のペインに分かれています。 左ペインには、次のいずれかのビューで Peer
Motion トポロジが表示されます。

• [概要] - ソースおよびターゲットシステム、データ移行の方向、ポートの数およびステー
タス、[物理接続の表示] チェックボックスが表示されます。

• [物理接続の表示] – ソースシステムとターゲットシステム、ホストポートと Peer ポート、
およびポートの接続性が表示されます。

右側のペインでは、現在の移行に関する概要情報が表示されます。

説明フィールドグループ

[ホスト][全般]

利用可能なホストの数 (選択すると、次の場所に移動します。
[Peer Motion ホスト] の [利用可能] パネル)。

[利用可能]

受け入れ済み (Peer) 状態にあるホストの数 (選択すると、次の
場所に移動します。[Peer Motion ホスト] の [承認済み] パネル)。

[承認済み]

インポート中の状態にあるホストの数 (選択すると、次の場所
に移動します。[Peer Motion ホスト] の [インポート中] パネル)。

[インポート中]

インポート済みのホストの数 (選択すると、次の場所に移動し
ます。[Peer Motion ホスト] の [インポート済み] パネル)。

[インポート済み]

[仮想ボリューム]

利用可能なボリュームの数 (選択すると、次の場所に移動しま
す。[Peer Motion Virtual Volumes] の [利用可能] パネル)。

[利用可能]

受け入れ済み (Peer) 状態にあるボリュームの数 (選択すると、
次の場所に移動します。[Peer Motion Virtual Volumes] の [承認
済み] パネル)。

[承認済み]
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説明フィールドグループ

インポート中の状態にあるボリュームの数 (選択すると、次の
場所に移動します。[Peer Motion Virtual Volumes] の [インポー
ト中] パネル)。

[インポート中]

インポートされたボリュームの数。 (選択すると、次の場所に
移動します。[Peer Motion Virtual Volumes] の [インポート済み]
パネル)。

[インポート済み]

(選択すると、[Peer Motion Tasks] 画面に移動します)。[タスク]

現在実行中の Peer Motion タスクの数 (選択すると、[Peer Motion
Tasks] 画面に移動します)。

[実行中のタスク]

失敗した Peer Motion タスクの数 (選択すると、[Peer Motion
Tasks] 画面に移動します)。

[失敗したタスク]

ソースシステムとターゲットシステムの名前。[システム][ヘルス]

各システムの状態を表します。 [正常]、[劣化]、または [失敗]。[システム状態]

各システムに関連付けられている Peer Motion ポート。[ポート]

Peer Motion の接続ステータスで、次のいずれかです。[ポート状態]
• 正常

• Incorrect number of Peer Motion paths (正しくない Peer Motion
パスの数)

• Peer Motion ports are not on adjacent nodes (隣接ノードに
Peer Motion ポートがない)

• Peer Motion port modes are not point-to-point (Peer Motion
ポートのモードがポイントツーポイントではない)

• Source host ports are on the same node (ソースホストのポー
トが同じノード上にある)

• Source host port is not a host port (ソースホストのポートが
ホストポートではない)

• Source port is not ready (ソースポートの準備ができていな
い)

• Incompatible source system version (ソースシステムのバー
ジョンに互換性がない)

• Incompatible destination system version (ターゲットシステム
のバージョンに互換性がない)

• Unsupported version of source or destination system (ソース
システムまたはターゲットシステムのバージョンがサポート
されていない)

• Unknown (不明)

ソースシステムとターゲットシステムの両方で、新しいアラートの数とそれらの重
大度を表示します。 重大度のステータスは、次のいずれかです。

[新規アラート]

• Fatal (致命的)

• クリティカル

• Major (メジャー)

• Minor (マイナー)

• 劣化

• Info (情報)

• None (なし)

アラートの重大度を選択すると、[Peer Motion Alerts] 画面に移動します。

ソースポートとターゲットポートの RW スループットの統計を示します。[パフォーマンスとレポート]
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[タスク] タブ
[タスク] 画面はリストペインと詳細ペインに分かれています。 リストペインでは、選択した
[Peer Motion 構成] に関連付けられている、完了したタスク、実行中タスク、および失敗した
タスクが表示されます。 詳細ペインには、選択したタスクに関連付けられている詳細が表示さ
れます。

リストペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

タスクを実行するシステムの名前。[システム]

タスク ID。[ID]

タスクのタイプ ([スケジュールされたタスク] など)。[タイプ]

タスクの名前。[名前]

タスクのステータス ([完了] など)。[ステータス]

タスクを実行するユーザー。[ユーザー]

現在実行中の場合は、タスクの進行状況。[進捗]

タスクの開始時刻。[開始時刻]

タスクの完了時刻。[終了時刻]

タスクの完了に要した時間。[時間]

詳細ペインには、以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

タスクを開始したシステムの名前。[システム名][全般]

システムのシリアルナンバー。[システム SN]

タスク ID。[ID]

タスクタイプ。[タイプ]

タスクが [実行中]、[キャンセル]、[失敗]、[完了] のどれで
あるかを表します。

[ステータス]

現在実行中の場合は、タスクの進行状況。[進捗]

タスクの開始時刻。[開始時刻]

タスクの完了時刻。[終了時刻]

タスクの完了に要した時間。[時間]

時間の増分ごとに、タスクの詳細情報を示します。[ステータス詳細]

[アラート] タブ
[アラート] 画面はリストペインと詳細ペインに分かれています。 リストペインでは、選択した
[Peer Motion 構成] に関連付けられているアラート情報が表示されます。 詳細ペインには、選
択したアラートに関する詳細が表示されます。
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リストペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

アラートが生成されたシステムの名前。[システム]

問題の重大度。[深刻度]

タスク ID。[ID]

タスクの状態 ([新規] など)。[ステータス]

タスクが最後に実行された時刻。[前回]

アラートの理由を示すテキストメッセージ。[メッセージ]

タスクが実行された回数。[リピート回数]

タスクが最初に実行された時刻。[初回]

詳細ペインには、以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

問題の重大度。[深刻度][全般]

アラートのタイプ。[タイプ]

アラートの理由を示すテキストメッセージ。[メッセージ]

タスク ID。[ID]

タスクの状態 ([新規] など)。[ステータス]

アラートメッセージに関連付けられたコード。[メッセージコード]

タスクのシーケンス番号。[シーケンス]

アラートが生成されたシステム。[システム][コンポーネント]

システムのシリアルナンバー。[システム SN]

システムのノード ID。[ノード ID]

アラートが生成されたノードコンポーネント。[コンポーネント]

タスクが実行された回数。[リピート回数][頻度]

タスクが最後に実行された時刻。[前回]

タスクが最初に実行された時刻。[初回]

ポート情報の表示
[ポート] 画面を表示するには、以下の手順に従います。
1. マネージャーペインで [Peer Motion] を選択します。
2. [Peer Motion] ツリーで、[Peer Motion 構成]の下にある [ポート]を選択します。
[ポート] 画面には、ソースシステムのポートとターゲットシステムのポートの間のトポロジ、
リストペイン、および詳細ペインが表示されます。 ポートのトポロジ領域には、ソースシステ
ムとターゲットシステム、ホストポートと Peer ポート、およびポートの接続性が表示されま
す。
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リストペインには以下の情報が表示されます。

説明列

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[位置]

ポートが Peer ポートかどうかを表します。[ラベル]

接続されているデバイスの WWN または MAC アドレス。[WWN/MAC]

ポートの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ページ)
を参照してください。

[ステータス]

ポートが FC、iSCSI、RCIP、RCFC のいずれであるかを示します。[タイプ]

接続モードが [ホスト] または [Peer] のどちらであるかを表します。[接続モード]

接続デバイスのタイプが [ホスト] または [Peer] のどちらであるかを表します。[接続デバイスのタイプ]

ポートが接続されているデバイスの名前。[接続済みデバイス]

ポートファームウェアのモード設定イニシエーター、ターゲット、Peer、Suspended
のいずれか。 イニシエーターモードのポートはドライブケージに接続され、ター

[モード]

ゲットモードのポートはホストにエクスポートされます。 Suspended モードはシス
テムによってまだ初期化されていないターゲットポート向けのモードです (これはま
れなケースです)。 Peer モードは Ethernet ポート向けのモードです。

パートナーポート。[パートナー]

パートナーポートの WWN。[パートナー WWN]

システムがフェイルオーバー状態かどうかを示します。[フェイルオーバーステータ
ス]

詳細ペインでは、[概要]タブが表示されます。 接続デバイスのタイプが [ホスト]の場合、[ホス
ト]タブも表示されます。

[概要] 画面の詳細ペイン
[概要] 画面の詳細ペインには、以下の情報が表示されます。

説明列グループ

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[位置][全般]

ポートの World Wide Name。[ポート WWN ]

ノードの World Wide Name。[ノード WWN ]

ポートが FC、iSCSI、RCIP、RCFC のいずれであるかを示します。[タイプ]
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説明列グループ

ポート経由でのデータ転送速度 (1Gbps、2Gbps、4Gbps)。 値が指定されて
いない場合、接続は存在しません。

[転送レート]

ポートが接続されているデバイスの種類。 [ホスト] または [Peer]。[接続デバイスのタ
イプ ]

選択したポートに関連付けられているシステムの名前。[接続済みデバイス
]

ポートのファームウェアのモード設定。 イニシエーターモードのポートはド
ライブケージに接続され、ターゲットモードのポートはホストにエクスポート

[モード]

されます。 Suspended モードはシステムによってまだ初期化されていないター
ゲットポート向けのモードです (これはまれなケースです)。 Peer モードは
Ethernet ポート向けのモードです。

ポートの現在の状態。[ステータス]

(iSCSI ポートの場合) Ethernet インターフェイスの MAC アドレス。[MAC] (図には示さ
れていません)

(iSCSI ポートの場合) iSCSI ターゲットポータルグループのターゲットポータ
ルグループタグ (TPGT)。

[TPGT] (図には示さ
れていません)

スループット (KB/秒単位)。[トータルデータス
ループット ]

[リソース]

ポートの接続の種類。 [ホスト] または [Peer]。[接続モード ][設定] (FC
ポートおよび

接続の種類、またはポート接続設定。 [Loop] または [Point]。[接続タイプ]RCFC ポート
の場合に表
示) データ転送速度設定 (1Gbps など)。 [Auto] は速度が自動選択されることを示

します。
[構成レート]

ポートの最大接続速度。[最大レート]

ファイバーチャネルサービスのクラス 2 が [無効]、[Ack 1]、[Ack 0] のいずれ
かを示します。

[Class 2 ]

(ファブリック接続ポートの場合) VLUN 変更通知の設定を示します。 [有効] に
設定されている場合、通知が生成されてファブリックコントローラーへ送信さ
れます。 [無効] に設定されている場合、通知は送信されません。

[VCN]

ノードの WWN が [有効]か [無効]かを示します。[ユニークノード
WWN ]

無効の場合、複数の I/O 完了時に 1 回の割り込みが生成されるのではなく、
I/O ごとに HBA ポートドライバーへの割り込みが生成されます。

[割り込み処理の結
合 ]

(RCIP ポートの場合) Ethernet インターフェイスの MAC アドレスです。[MAC][IP 設定]
(RCIP ポート

(iSCSI ポートの場合) DHCP プロトコルが有効かどうかを示します。[DHCP]および iSCSI
ポートの場合

iSCSI または RCIP ポートの IP アドレス。[IP アドレス]
に表示。図に

システムと同じネットワーク上にあり、ローカルネットワーク越しの送信先へ
のトラフィック転送に使用されるローカル IP ルーターのアドレス。

[ゲートウェイ]は示されてい
ません)

iSCSI または RCIP インターフェイスのネットマスクアドレス。[サブネットマスク
]

接続に過負荷を生じさせずに、特定のネットワーク接続を介して一度に送信で
きるデータサイズ、つまり「パケット」サイズの最大量です。 iSCSI ポートで

[MTU]

は MTU のデフォルト設定は 1500 です。ネットワークでサポートされている
場合は、MTU 値として 9000 を使用できます。

(RCIP ポートの場合) 構成されているデータ転送速度。 値が 0 の場合、データ
は転送されません。

[構成レート]

(iSCSI ポートの場合) データ転送速度。 値が 0 の場合、データは転送されま
せん。

[転送レート]
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説明列グループ

iSCSI カードで使用される TCP ポート番号。[TCP ポート ]

(RCIP ポートの場合) 二重通信の方式 ([Half] または [フル])。[デュプレックス]

(RCIP ポートの場合) ポートが搭載されているアダプターのモデル (Intel
PRO/1000MT など)。

[アダプタータイプ
]

接続のタイプ ([Fabric Attached] など)。[トポロジ][Fibre
Channel
Settings] 有効になっているファイバーチャネルのサービスのクラスを示します ([2]、

[3]、または [2/3])。 [2/3] はクラス 2 とクラス 3 が両方有効であることを示
します。

[クラス]

(FC ポートお
よび RCFC

ポートが搭載されているファイバーチャネルアダプターのモデル (QLOGIC
2302 など)。

[アダプタータイプ
]

ポートの場合
に表示)

リモートノードの WWN。 ポートが RCFC ポートの場合に表示されます。[リモートノード
WWN ]

リモートポートの WWN。 ポートが RCFC ポートの場合に表示されます。[リモートポート
WWN ]

イニシエーターからイニシエーター (またはその逆) へのポートモードの変更
が許可 (Allowed) されているか禁止 (Prohibited) されているかを示します。 こ
の設定は、CLI コマンド controlport を使用して構成されます。

[モード変更 ]

ポートに接続されているホストの数。 ポートがホストに接続されている場合
のみ表示されます。

[ホスト]

ポートに接続されている物理ディスクの数。 ポートがドライブケージに接続
されている場合のみ表示されます。

[物理ディスク]

リンクの現在の状態。 ポートが RCFC ポートの場合に表示されます。[リンクステータス]

プライマリ Internet Storage Name Service サーバーの IP アドレス。iSNS プロ
トコルを使用して、iSCSI の自動検出、管理、設定が可能。

[プライマリ IP アド
レス ]

[iSNS の設定]
(iSCSI ポート
の場合に表

通信に使用する iSNS サーバー上のポート。[TCP ポート]示。図には示
されていませ
ん)

NPIV ポートの数。[NPIV ポート][NPIV ポート]
(FC Peer ポー

各 NPIV ポートの WWN。[ポート WWN]トの場合にの
み表示されま
す)

[全般]領域で [接続済みデバイス]のハイライトされている値をクリックすると、接続されてい
るデバイスのタイプに応じて [Host Summary] 画面または [システム]画面が表示されます。

[ホスト] 画面の詳細ペイン
[ホスト] 画面の詳細ペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

選択したポートに関連付けられているホストの ID。[ホスト ID]

ホストシステムの名前。[ホスト名]

ホストに関連付けられているドメイン (存在する場合)。[ドメイン]

ポートの WWN。[WWN]

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[ポート]
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[ホスト名]のハイライトされている値をクリックすると、接続されているデバイスのタイプに
応じて [Host Summary] 画面または [システム]画面が表示されます。

ストレージ設定と構成の表示
[Peer Motion] ツリーノードの [ストレージ設定と構成] セクションには、[ホスト]および [セキュ
リティとドメイン]に対応するノードがあります。

[ホスト] ノード
[Peer Motion] ツリーで [ホスト] ノードを選択する場合、マネジメントウィンドウで [ホスト]タ
ブと [ホストセット]タブが表示されます。

[ストレージ設定と構成] の [ホスト] 画面
[ホスト] 画面には、ソースのソースホストとターゲットホストが並べて表示されます。 ソース
ホストの画面を表示するには、ソースシステムが接続されている必要があります。

ソースシステムとターゲットシステムの両方に関して以下の情報が表示されます。

説明列

ホストの名前。[名前]

ホストが関連付けられているドメイン (存在する場合)。[ドメイン]

ホストが関連付けられているホストセット (存在する場合)。[セット]

ホストに関連付けられているストレージシステムポートの数。[ストレージシステム
ポート]

ホスト上でエクスポートされたボリュームの数。[エクスポートボリュー
ム]

エクスポートされたボリュームの合計サイズ (GiB)。[エクスポート済み合計
サイズ]

[ストレージ設定と構成] の [ホストセット] 画面
[ホストセット] 画面には、ソースのホストセットとターゲットのホストセットが並べて表示さ
れます。 ソースホストの画面を表示するには、ソースシステムが接続されている必要がありま
す。
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以下の情報が表示されます。

説明列

ホストセットの名前。[名前]

ホストセットが関連付けられているドメイン (存在する場合)。[ドメイン]

ホストセット内のホストの数。[ホスト]

エクスポートされたボリュームの合計サイズ (GiB)。[エクスポート済み合計
サイズ]

ユーザーが作成したコメント。[コメント]

[セキュリティとドメイン] ノード
[セキュリティとドメイン] 画面では、ソースシステムとターゲットシステムのセキュリティ設
定が表示されます。 この画面には、[概要]、[ユーザー]、[ドメイン]、[ドメインセット]、およ
び [LDAP] の各タブがあります。

[セキュリティとドメイン] ノードの [概要] タブ
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[概要] 画面には以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

システム内のユーザーの数。[ユーザー][全般]

LDAP 認証を実行するようシステムが構成されているかどう
か。

[LDAP 構成]

システム上のドメインの数。[ドメイン]

システムにあるドメインセットの数。[ドメインセット]

[グローバル/ドメイン][ユーザーロール]

参照権限のあるユーザーの数。[参照]

作成権限のあるユーザーの数。[作成]

編集権限のあるユーザーの数。[編集]

スーパー権限のあるユーザーの数。[スーパー]

サービス権限のあるユーザーの数。[サービス]

ドメインに関連付けられている容量。[システム内ドメインサイズ][容量]

ドメインに関連付けられていない容量。[システム外ドメインサイズ]

総容量。[総サイズ]

各ドメインの名前 (上位 10 ドメインのみを表示させる場合
は、[トップ 10] チェックボックスを選択します)。

[ドメイン]

リストされている各ドメインのサイズ (GiB 単位)。[サイズ]

[セキュリティとドメイン] ノードの [ユーザー] タブ

ソースシステムとターゲットシステムのユーザー情報を表示します。

説明列

指定したシステム上のユーザー名。[ユーザー名]

ユーザーがアクセスできるシステムの名前。[システム]

指定したシステム上のドメイン。[ドメイン]

指定されたユーザーに付与されたロール。[ロール]

ユーザーに関連付けられたデフォルトドメインがあるかどうかを示します。[デフォルトドメイン]
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[セキュリティとドメイン] ノードの [ドメイン] タブ

画面には、ソースとターゲット両方のシステムについて以下が表示されます。

説明列

各システム上のドメイン。[ドメイン]

各システム上のドメインセット。[セット]

指定したドメインが作成された日時。[作成日]

ユーザーが作成したコメント。[コメント]

[セキュリティとドメイン] ノードの [ドメインセット] タブ

注記: ソースシステムとターゲットシステムにドメインライセンスがない場合や、オブジェ
クト設定機能をサポートしていない場合、このタブは非表示になります。

画面には、ソースとターゲット両方のシステムについて以下が表示されます。

説明列

指定したシステムにあるドメインの名前。[名前]

指定したドメインセット内にあるドメインの数。[ドメイン]

ホストの数。[ホスト]

ユーザーが作成したコメント。[コメント]

[セキュリティとドメイン] ノードの [LDAP] タブ
[セキュリティとドメイン] ノードの [LDAP] タブでは、ソースシステムとターゲットシステムに
関して、すべての LDAP プロパティとそれらに関連付けられている値が表示されます。
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移行データ情報の表示

移行データを表示するには、以下の手順を実行します。

1. マネージャーペインで [Peer Motion] を選択します。
2. [Peer Motion] ツリーで、[Peer Motion 構成] の下にある [データ移行]を選択します。
マネジメントウィンドウで、移行ホストのシステムに関して、[利用可能]、[承認済み]、[イン
ポート中]、および [インポート済み] の各ホストと仮想ボリュームが表示されます。状態が [イ
ンポート済み] および [インポート中] のボリュームについては容量情報も表示されます。 ハイ
ライトされた項目を選択すると、対応する画面が開きます。 たとえば、[ホスト]の下にある [利
用可能]を選択すると、[使用可能ホスト] の概要画面が開きます。
詳細は、次のトピックを参照してください。

「[利用可能]/[インポート済み] の [ホスト] 画面」 (292 ページ)
「[利用可能]/[インポート済み] の [ホストセット] 画面」 (293 ページ)
「[利用可能]/[インポート済み] の [リンクホスト] 画面」 (293 ページ)
「[承認済み]/[インポート中] の [ホスト] 画面」 (294 ページ)
「[承認済み]/[インポート中] の [ホストセット] 画面」 (295 ページ)
「[承認済み]/[インポート中] の [リンクホスト] 画面」 (295 ページ)
「[利用可能]/[インポート済み] の [ボリューム] 画面」 (296 ページ)
「[承認済み/インポート中] の [ボリューム] 画面」 (296 ページ)
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[利用可能]/[インポート済み] の [ホスト] 画面
[ホスト] 画面には、移行可能なホストが表示されます。 この画面はリストペインと詳細ペイン
に分かれています。

リストペインには以下の情報が表示されます。

説明列

ソースシステムにあるホストの名前。[名前]

ホストが属しているドメイン (存在する場合)。[ドメイン]

システム上のホストポートの数。[ホストポート]

ストレージシステムポートの数。[ストレージシステムポート]

ポートノードの ID。[ノード ID]

指定したポートの Persona 情報 (たとえば、1–Generic)。[Persona]

システム上のエクスポートされたボリュームの数。[エクスポートボリューム]

エクスポートされたデータの合計サイズ (GiB 単位)。[エクスポート済み合計サイズ]

詳細ペインには、[概要]タブ、[VLUN] タブ、および [仮想ボリューム]タブがあります。 詳細
は、「ホストの概要の詳細」 (108 ページ) 、「仮想ボリュームの詳細」 (112 ページ) 、および
「VLUN の詳細」 (110 ページ) を参照してください。
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[利用可能]/[インポート済み] の [ホストセット] 画面
[ホストセット] 画面はリストペインと詳細ペインに分割されています。

リストペインには以下の情報が表示されます。

説明列

ソースシステムにあるホストセットの名前。[名前]

ホストセットが属しているドメイン (存在する場合)。[ドメイン]

システム上のホストの数。[ホスト]

予約済みスペースの総容量 (GiB)。[予約済みサイズ合計]

エクスポートされたデータの合計サイズ (GiB 単位)。[エクスポート済み合計サイズ]

ユーザーが作成したコメント。[コメント]

詳細ペインの各画面については、「[ホストセット] の詳細の [ホスト] タブ」 (122 ページ) を参
照してください。

[利用可能]/[インポート済み] の [リンクホスト] 画面
[リンクホスト] 画面はリストペインと詳細ペインに分割されています。
リストペインには以下の情報が表示されます。

説明列

ソースシステムにあるホストセットの名前。[名前]

ホストセットが属しているドメイン (存在する場合)。[ドメイン]

システム上のホストポートの数。[ホストポート]

エクスポートされたボリュームの数。[エクスポートボリューム]

エクスポートされたデータの合計サイズ (GiB 単位)。[エクスポート済み合計サイズ]

予約済みスペースの総容量 (GiB)。[予約済み総容量サイズ]

指定したポートの Persona 情報 (たとえば、1–Generic)。[Persona]

ユーザーが作成したコメント。[コメント]

移行データ情報の表示 293



詳細ペインには、[VLUN] タブ、および [仮想ボリューム]タブがあります。 詳細ペイン画面の
詳細は、「VLUN の詳細」 (110 ページ) および「仮想ボリュームの詳細」 (112 ページ) を参照し
てください。

[承認済み]/[インポート中] の [ホスト] 画面
[承認済み] の [ホスト] 画面には、[承認済み] (Peer) の状態にあるボリュームを持つホストが表
示されます。 [インポート中] の [ホスト] 画面には、[インポート中]の状態にあるボリュームを
持つホストが表示されます。 この画面はリストペインと詳細ペインに分かれています。

リストペインには、ソースシステムとターゲットシステムの間で 1:1 のマッピングが表示され
ます。 (ソースの情報を表示するには、ソースシステムが接続されている必要があります)。

説明列

ソースホストの名前。[ソースホスト]

ソースシステムの名前。[ソースシステム]

ソースシステムからエクスポートされたボリュームの数。[エクスポート済みソースボ
リューム]

ソースシステムからエクスポートされたボリュームの合計サイズ (GiB 単位)。[総エクスポート済みソース合
計サイズ]

ターゲットホストの名前。[ターゲットホスト]

ターゲットドメインの名前 (存在する場合)。[ターゲットドメイン]

ターゲットシステムの名前。[ターゲットシステム]

ターゲットホストに対してエクスポートされたボリュームの数。[エクスポート済みターゲット
ボリューム]

ターゲットシステムに対してエクスポートされたボリュームの合計サイズ (GiB 単
位)。

[ターゲットの合計エクスポー
トサイズ]

中断を最小化した移行かどうかを表します。[中断を最小化した移行]

詳細ペインには、ソースホストとターゲットホストの両方に関する [概要]、[アクティブ VLUN]、
および [仮想ボリューム] の情報が表示されます (ソースの情報を表示するには、ソースシステ
ムが接続されている必要があります)。
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[承認済み]/[インポート中] の [ホストセット] 画面
[承認済み] の [ホストセット] 画面には、[承認済み] (Peer) の状態にあるボリュームを持つホス
トセットが表示されます。 [インポート中] の [ホストセット] 画面には、[インポート中]の状態
にあるボリュームを持つホストセットが表示されます。

説明列

ソースホストセットの名前。[ソースホストセット]

ソースシステムの名前。[ソースシステム]

ソースシステムのホストセット内にあるソースホストの数。[ソースホスト]

ソースシステムからエクスポートされたボリュームの合計サイズ (GiB 単位)。[総エクスポート済みソース合
計サイズ]

ターゲットホストセットの名前。[ターゲットホストセット]

ターゲットドメインの名前 (存在する場合)。[ターゲットドメイン]

ターゲットホストの数。[ターゲットホスト]

ターゲットシステムに対してエクスポートされたボリュームの合計サイズ (GiB 単
位)。

[ターゲットの合計エクスポー
トサイズ]

中断を最小化した移行かどうかを表します。[中断を最小化した移行]

詳細ペインには、ソースホストとターゲットホストの両方に関する [概要]、[ホスト]、[パス]、
および [仮想ボリューム] の情報が表示されます。 ソースの情報を表示するには、ソースシス
テムが接続されている必要があります。 詳細ペインの詳細は、「[ホストセット] の詳細の [概
要] タブ」 (122 ページ) 、「[ホストセット] の詳細の [パス] タブ」 (123 ページ) 、「[ホストセッ
ト] の詳細の [ホスト] タブ」 (122 ページ) 、および「[ホストセット] の詳細の [仮想ボリューム]
タブ」 (123 ページ) を参照してください。

[承認済み]/[インポート中] の [リンクホスト] 画面
[リンクホスト] 画面はリストペインと詳細ペインに分割されています。
リストペインには以下の情報が表示されます。

説明列

ソースシステムにあるホストセットの名前。[名前]

ホストセットが属しているドメイン (存在する場合)。[ドメイン]

システム上のホストポートの数。[ホストポート]

エクスポートされたボリュームの数。[エクスポートボリューム]

エクスポートされたデータの合計サイズ (GiB 単位)。[エクスポート済み合計サイズ]

予約済みスペースの総容量 (GiB)。[予約済みサイズ合計]

指定したポートの Persona 情報 (たとえば、1–Generic)。[Persona]

ユーザーが作成したコメント。[コメント]

詳細ペインには、[VLUN] タブおよび [仮想ボリューム]タブがあります。 詳細ペイン画面の詳
細は、「VLUN の詳細」 (110 ページ) 、「仮想ボリュームの詳細」 (112 ページ) を参照してくだ
さい。
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[利用可能]/[インポート済み] の [ボリューム] 画面
[利用可能] の [ボリューム] 画面には、ソースとターゲットのストレージシステムから認識でき
るが、まだ受け入れられていないボリュームが表示されます。 [インポート済み] の [ボリュー
ム] 画面には、ターゲットストレージシステムにすでにインポートされたボリュームが表示さ
れます。

この画面はリストペインと詳細ペインに分かれています。 リストペイント詳細ペインの両方に
表示されている項目についての詳細は、「[仮想ボリューム] タブの表示」 (179 ページ) を参照
してください。

[承認済み/インポート中] の [ボリューム] 画面
[承認済み] の [ボリューム] 画面には、すでに受け入れられたボリュームが表示されます。 [イ
ンポート中] の [ボリューム] 画面には、現在インポート中の状態にあるボリュームが表示され
ます。
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この画面はリストペインと詳細ペインに分かれています。 概要画面には、ソースボリュームと
ターゲットボリュームの間で横に並べたマッピングが表示されます。 ソースのボリューム情報
を表示するには、ソースシステムが接続されている必要があります。

リストペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

ソースボリュームの名前。[ソース名]

ソースボリュームの状態。[ソース状態]

ソースボリュームのプロビジョニングタイプ ([シン] または [フル] など)。[ソースプロビジョニング]

ソースボリュームに関連付けられているユーザー CPG の名前。[ソースユーザー CPG]

ソースボリュームに関連付けられているコピー CPG の名前。[ソースコピー CPG]

ターゲットボリュームの名前。[ターゲット名]

ターゲットボリュームの状態。[ターゲットステータス]

ターゲットボリュームのプロビジョニングタイプ ([シン] または [フル] など)。[ターゲットプロビジョニング]

ターゲットボリュームに関連付けられているユーザー CPG の名前。[ターゲットユーザー CPG]

ターゲットボリュームに関連付けられているコピー CPG の名前。[ターゲットコピー CPG]

ボリュームの現在の Peer Motion ステータス ([承認済み] または [インポート中]
など)。

[Peer Motion ステータス]

ターゲットホストの名前。[ターゲットエクスポート]

詳細ペインには、[概要]、[設定]、[アクティブ VLUN]、および [ホスト] の各情報が表示されま
す。 詳細ペインの詳細は、「[概要] 画面」 (297 ページ) 、「[設定] 画面」 (298 ページ) 、「[ア
クティブ VLUN] 画面」 (299 ページ) 、および「[ホスト] 画面」 (299 ページ) を参照してくださ
い。

[概要] 画面
[概要] 画面には、ソースシステムとターゲットシステムの両方に関する以下の情報が表示され
ます。

説明フィールドグループ

仮想ボリュームの名前。[名前 ][全般 ]

仮想ボリューム ID。[ID ]

ボリュームが存在しているドメイン。[ドメイン ]

ボリュームが所属しているボリュームセットの名前。[セット ]

ボリュームのタイプ (ベース、物理コピー、またはバーチャ
ルコピー)。

[タイプ ]

選択されたボリュームが、フルプロビジョニングされた仮想
ボリュームとシンプロビジョニングされた仮想ボリュームの
どちらであるかを示します。

[プロビジョニング ]

ボリュームの World Wide Name。[WWN ]

選択されたボリュームのコピー元となったボリューム。[コピー元 ]

選択されたボリュームのコピー数。[コピー数 ]

ボリュームが、読み取り専用 (RO) または読み取り/書き込み
(RW) のどちらであるかを示します。

[モード ]
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説明フィールドグループ

ボリュームの RAID タイプを示します。[RAID]

ボリュームのサイズを表します (GiB 単位)。[仮想サイズ]

ボリュームのエクスポート先となっているホスト。[エクスポート先 ]

新しい仮想ボリュームアラートの数。[新規アラート ][ヘルス ]

仮想ボリュームの現在の状態。 「アラート重大度インジケー
ター」 (526 ページ) を参照してください。

[ステータス ]

仮想ボリュームの状態に関する説明。[状態説明 ]

デバイスの種類として、[FC] (Fast Class)、[NL] (ニアライン)、
または [SSD] (ソリッドステートデバイス) を選択します。 選

[デバイスタイプ ][容量 ]

択した種類のデバイスの容量と容量使用率が、グラフで表示
されます。

論理容量。[論理 ]

物理容量。[物理 ]

ボリュームの管理スペース、コピースペース、ユーザースペースの割り当て。[仮想ボリューム割り当て
]

[設定] 画面
[設定] 画面には、ソースとターゲットのボリューム設定が横に並べた比較の形で表示されま
す。

説明フィールドグループ

ボリュームのプロビジョニングのタイプ。[プロビジョニング][ユーザースペースプ
ロビジョニング]

ボリュームに関連付けられている CPG の名前。[CPG]

ボリュームのデバイスタイプ ([FC] など)。[デバイスタイプ][ユーザースペース割
り当て / コピース
ペースの割り当て] ディスクの速度。

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持た
ないドライブ (SSD) の場合は回転速度ではありません。 この数値
は、システム内にある特定のドライブと他のドライブのパフォーマ
ンスを比較するための概算値です。 FC ドライブと NL ドライブの
場合、数値は、実際の回転速度と一致しており、パフォーマンスを
示す指標にもなっています。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速
度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパフォーマンスベン
チマークとして扱われます。

[デバイス RPM]

ボリュームの RAID 構成。[RAID タイプ]

現在のボリューム構成 ([ケージ] など)。[構成済み可用性]

このボリュームの耐障害性のレベル。[ < システムデフォルト >]、
[cage]、[port]、または [mag]。

[可用性]

ボリュームのセットサイズ。[セットサイズ]

ボリュームのステップサイズ。[ステップサイズ]

ボリュームのプロビジョニングのタイプ。[プロビジョニング][プロビジョニングコ
ピースペース]

ボリュームに関連付けられている CPG の名前。[CPG]

[割り当て警告] が有効か無効かを示します。[割り当て警告]

[割り当て制限] が有効か無効かを示します。[割り当て制限]
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[アクティブ VLUN] 画面
[アクティブ VLUN] 画面には、ソースシステムとターゲットシステムの両方に関する以下の情
報が表示されます。

説明列

エクスポートされた LUN 値。[LUN ]

エクスポートされたボリューム。[仮想ボリューム ]

VLUN のエクスポート先となっているホストの名前。[ホスト ]

パスの接続先のポート。[ポート ]

ホストの WWN または iSCSI 名。[ホスト WWN/iSCSI 名 ]

VLUN のサイズ (GiB)。[エクスポートサイズ ]

[ホスト] 画面
[ホスト] 画面には、ソースシステムとターゲットシステムの両方に関する以下の情報が表示さ
れます。

説明列

ホストの名前。[名前]

システムの名前。[システム]

ホストに関連付けられたノード ID の数。[ノード ID]

ホストに関連付けられている persona。[Persona]

エクスポートされたボリュームの数。[エクスポートボリューム]

エクスポートされたボリュームの合計サイズ (GiB 単位)。[エクスポート済み合計サイズ]

[ソース] システムと [ターゲット] システムの表示
[ソース] システムおよび [ターゲット] システムの画面には、「[概要] タブ」 (300 ページ) と
「[アラート] タブ」 (301 ページ) があります。 [概要] 画面には、ソースシステムとターゲット
システムに関する情報が表示されます。 [アラート] 画面には、指定したシステムに関連付けら
れているアラートが表示されます。
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[概要] タブ

[概要] 画面には、以下の情報が表示されます。 ハイライトされているテキストのいずれかをク
リックすると、より詳細な情報が表示される、対応する画面が開きます。

説明フィールドグループ

仮想ボリュームの名前。[名前 ][全般 ]

ストレージシステムのモデル番号。[モデル ]

ストレージシステムのシリアルナンバー。[シリアル番号]

システムで使用されているオペレーティングシステムのバー
ジョン。

[OS バージョン]

システムが SNMP を使用するように構成されているかどう
かを示します。

[SNMP 設定]

NTP サーバーの IP アドレス (使用可能な場合) を表示します。[NTP サーバー構成]

DNS サーバーの IP アドレス (使用可能な場合) を表示しま
す。

[DNS サーバー]

システムの [ポート] 画面を表示するには、この項目を選択し
ます。

[ポート]

システム上のホストポートの数。[ホスト]

システム上の Peer ポートの数。[Peer]

システム上の空きポートの数。[空き]
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説明フィールドグループ

システム上の物理ディスクの合計数に続けて、タイプと、タ
イプごと ([FC]、[NL]、[SSD] など) のディスクの数。

[物理ディスク]

システム上のホストの数。[ホスト][ホスト]

システム上にあるホストセットの数。[ホストセット]

使用中の現在のオペレーティングシステムのリストを示しま
す。

[オペレーティングシステ
ム]

システム上のパスの合計数、および割り当てられていないパ
スの数。

[パス]

システム上の CPG の数。[CPG][プロビジョニング ]

システム上の仮想ボリュームの数。[仮想ボリューム]

システム上の基本ボリュームの数。[ベースボリューム]

システム上のシンプロビジョニングボリュームの数。[シンプロビジョニング]

システム上のフルプロビジョニングボリュームの数。[フルプロビジョニング]

システム上のバーチャルコピーの数。[バーチャルコピー]

システム上の物理コピーの数。[物理コピー]

システム上のリモートコピーボリュームの数。[Remote Copy ボリュー
ム]

システム上の期限切れボリュームの数。[期限切れボリューム]

システム上のアンエクスポートされたボリュームの数。[アンエクスポートボ
リューム]

システム上のアクティブ VLUN の数。[アクティブ VLUN]

[全般][セキュリティとドメイ
ン]

システム上のユーザーアカウントの数。[ユーザー]

システムが LDAP を使用するように構成されているかどうか
を示します。

[LDAP 構成]

システム上のドメインの数。[ドメイン]

システムにあるドメインセットの数。[ドメインセット]

[ユーザーロール]

システム上にあるグローバルユーザーロールのリストを示
し、ロールごと、および指定のロールを持つユーザーの数と
いう形で項目化されます。

[グローバル]

システム上にあるドメインユーザーロールのリストを示し、
ロールごと、および指定のロールを持つユーザーの数という
形で項目化されます。

[ドメイン]

[アラート] タブ
[アラート] 画面はリストペインと詳細ペインに分かれています。 リストと詳細ペインの詳細
は、「[アラート] タブ」 (282 ページ) を参照してください。
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[ポート] 画面
ソースシステムとターゲットシステムのどちらを表示するときも、[ポート] 画面には [Peer 可
能なポート]タブと [ホストポート]タブがあります。 ターゲットシステムを表示する場合、[Peer
ポート]タブも表示されます。 3 つのタブはいずれも、リストペインと詳細ペインに分かれ、
互いに類似した情報を示します。

リストペインには以下の情報が表示されます。

説明列

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[位置]

ポートラベル (ターゲットシステムでのみ表示されます)。[ラベル]

接続されているデバイスの WWN または MAC アドレス。[WWN/MAC]

ポートの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ページ)
を参照してください。

[ステータス]

ポートが FC、iSCSI、RCIP、または RCFC のいずれであるかを示します。[タイプ]

接続デバイスのタイプが [ホスト] または [Peer] のどちらであるかを表します。[接続デバイスのタイプ]

ポートが接続されているデバイスの名前。[接続済みデバイス]

ポートのファームウェアモード設定。 [イニシエーター]、[ターゲット]、[Peer]、ま
たは [Suspended]。 イニシエーターモードのポートはドライブケージに接続され、

[モード]

イニシエーターモードのポートはホストにエクスポートされます。 Suspended モー
ドはシステムによってまだ初期化されていないターゲットポート向けのモードです
(これはまれなケースです)。 Peer モードは Ethernet ポート向けのモードです。
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説明列

パートナーポート。ノード:スロット:ポートの形式で表されます (ターゲットシステ
ムでのみ表示されます)。

[パートナー]

パートナーポートの WWN (ターゲットシステムでのみ表示されます)。[パートナー WWN]

システムがフェイルオーバー状態かどうかを示します (ターゲットシステムでのみ表
示されます)。

[フェイルオーバーステータ
ス]

詳細ペインには以下の情報が含まれています。

説明列グループ

ポートの位置。ノード:スロット:ポートの形式で表されます。[位置][全般]

ポートの World Wide Name。[ポート WWN ]

ノードの World Wide Name。[ノード WWN ]

ポートが FC、iSCSI、RCIP、RCFC のいずれであるかを示します。[タイプ]

ポート経由でのデータ転送速度 (1Gbps、2Gbps、または 4Gbps)。 値が指定
されていない場合、接続は存在しません。

[転送レート]

ポートが接続されているデバイスの種類。 [ホスト] または [Peer]。[接続デバイスのタ
イプ ]

選択したポートに関連付けられているシステムの名前。[接続済みデバイス
]

ポートのファームウェアのモード設定。 イニシエーターモードのポートはド
ライブケージに接続され、ターゲットモードのポートはホストにエクスポート

[モード]

されます。 Suspended モードはシステムによってまだ初期化されていないター
ゲットポート向けのモードです (これはまれなケースです)。 Peer モードは
Ethernet ポート向けのモードです。

CPG の現在の状態。[ステータス]

(iSCSI ポートの場合) Ethernet インターフェイスの MAC アドレスです。[MAC] (図には示さ
れていません)

(iSCSI ポートの場合) iSCSI ターゲットポータルグループの TPGT。[TPGT] (図には示さ
れていません)

ポートの接続の種類。 [ホスト] または [Peer]。[接続モード ][設定] (FC
ポートおよび

接続の種類、またはポート接続設定。 [Loop] または [Point]。[接続タイプ]RCFC ポート
の場合に表
示) データ転送速度設定 (1Gbps など)。 [Auto] は速度が自動選択されることを示

します。
[構成レート]

ポートの最大接続速度。[最大レート]

ファイバーチャネルサービスのクラス 2 が [無効]、[Ack 1]、[Ack 0] のいずれ
かを示します。

[Class 2 ]

(ファブリック接続ポートの場合) VLUN 変更通知の設定を示します。 [有効] に
設定されている場合、通知が生成されてファブリックコントローラーへ送信さ
れます。 [無効] に設定されている場合、通知は送信されません。

[VCN]

ノードの WWN が [有効]か [無効]かを示します。[ユニークノード
WWN ]

無効の場合、複数の I/O 完了時に 1 回の割り込みが生成されるのではなく、
I/O ごとに HBA ポートドライバーへの割り込みが生成されます。

[割り込み処理の結
合 ]

RCIP ポートの場合、Ethernet インターフェイスの MAC アドレス。[MAC][IP 設定]
(RCIP ポート

iSCSI ポートの場合、DHCP プロトコルが有効かどうかを示します。[DHCP]および iSCSI
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説明列グループ

ポートの場合
に表示。図に

iSCSI または RCIP ポートの IP アドレス。[IP アドレス]

システムと同じネットワーク上にあり、ローカルネットワーク越しの送信先へ
のトラフィック転送に使用されるローカル IP ルーターのアドレス。

[ゲートウェイ]は示されてい
ません)

iSCSI または RCIP インターフェイスのネットマスクアドレス。[サブネットマスク
]

接続に過負荷を生じさせずに、特定のネットワーク接続を介して一度に送信で
きるデータサイズ、つまり「パケット」サイズの最大量です。 iSCSI ポートで

[MTU]

は MTU のデフォルト設定は 1500 です。ネットワークでサポートされている
場合は、MTU 値として 9000 を使用できます。

(RCIP ポートの場合) 構成されているデータ転送速度。 値が 0 の場合、データ
は転送されません。

[構成レート]

(iSCSI ポートの場合) データ転送速度。 値が 0 の場合、データは転送されま
せん。

[転送レート]

iSCSI カードで使用する TCP ポート番号。[TCP ポート ]

(RCIP ポートの場合) 二重通信の方式。 [Half] または [フル]。[デュプレックス]

(RCIP ポートの場合) ポートが含まれるアダプターのモデル (Intel PRO/1000MT
など)。

[アダプタータイプ
]

接続のタイプ (たとえば、[Fabric Attached])。[トポロジ]Fibre Channel
Settings

有効になっているサービスのファイバーチャネルクラスを示します (2、3、ま
たは 2/3)。 値が 2/3 の場合は、Class 2 と Class 3 の両方が有効です。

[クラス]
(FC ポートお
よび RCFC

ポートが含まれるファイバーチャネルアダプターのモデル (QLOGIC 2302 な
ど)。

[アダプタータイプ
]

ポートの場合
に表示)

イニシエーターからターゲット (またはその逆) のポートモードの変更が許可
(Allowed) されているか禁止 (Prohibited) されているかを示します。 この設定
は、CLI コマンド controlport を使用して構成されます。

[モード変更 ]

プライマリ Internet Storage Name Service (iSNS) サーバーの IP アドレス。iSNS
プロトコルを使用して、iSCSI の自動検出、管理、設定が可能。

[プライマリ IP アド
レス ]

[iSNS の設定]
(iSCSI ポート
の場合に表

通信に使用する iSNS サーバー上のポート。[TCP ポート]示。図には示
されていませ
ん)

利用可能なストレージシステムの表示
[利用可能ストレージシステム] ツリーノードには、データ移行に使用できる利用可能なすべて
のストレージシステムの名前からなるリストが示され、マネジメントウィンドウに概要情報が
表示されます。

利用可能なシステムごとに次の情報が表示されます。 システム名をクリックすると、利用可能
なストレージシステムに関する概要情報と、システムに関連付けられているアラートが表示さ
れます。 詳細は、「[ソース] システムと [ターゲット] システムの表示」 (299 ページ) を参照し
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てください。 [Peer 可能なポート]、[Peer ポート]、および [ホストポート] の詳細は、「[ポー
ト] 画面」 (302 ページ) を参照してください。

説明列

利用可能なシステムの名前。[システム]

システム上で利用可能な Peer 対応ポートの数。[Peer 可能なポート]

システム上の Peer ポートの数。[Peer ポート]

システム上のホストポートの数。[ホストポート]

システム上のホストの数。[ホスト]

システム上にあるホストセットの数。[ホストセット]

システム上の CPG の数。[CPG]

システム上の仮想ボリュームの数。[仮想ボリューム]

システム上の仮想ボリュームセットの数。[仮想ボリュームセット]

システム上のユーザーアカウントの数。[ユーザー]

システム上のドメインの数。[ドメイン]

システムにあるドメインセットの数。[ドメインセット]
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パート VI システムのメンテナンス
この項には、HP 3PAR StoreServ Storage System の管理とメンテナンスに関する情報が掲載されていま
す。

「アラームへの対応」 (307 ページ)
「システムの位置確認」 (313 ページ)
「システム情報の表示」 (316 ページ)
「コントローラーノードの操作」 (325 ページ)
「ドライブケージの管理」 (338 ページ)
「物理ディスクの管理」 (354 ページ)
「ファンの管理」 (367 ページ)
「プロビジョニングの管理」 (369 ページ)
「データ割り当ての管理」 (374 ページ)
「タスクの監視とスケジューリング」 (463 ページ)
「テンプレートの作成」 (476 ページ)



18 アラームへの対応
アラートの管理

システムアラートにアクセスして確認したら、「アラート/タスク/接続ペイン」 (523 ページ)
または [システム] 画面の [アラート]タブから、選択したアラートに次の操作を適用できます。

• [承認] (アラートへの確認応答)

• [解決済みとしてマーク] (アラートを解決済みとしてマーク)

• [新規としてマーク] (アラートを新規としてマーク)

• [削除] (アラートの削除)
アラートに操作を適用するには、以下の手順に従ってください。

「アラート/タスク/接続ペイン」 (523 ページ) からアラートにアクセスしている場合は、アラー
トを右クリックして、[承認]、[解決済みとしてマーク]、[削除]、または [詳細の表示]を選択し
ます。

[システム] 画面の [アラート]タブからアラートにアクセスしている場合は、アラートを右クリッ
クして、[承認]、[解決済みとしてマーク]、[新規としてマーク]、[削除]、または [詳細の表示]を
選択します。

アラートの概要の表示

接続されているすべてのストレージシステムに関するアラートの概要を表示するには、以下の
手順を実行します。

1. マネージャーペインで、[イベントとアラート]を選択します。
2. マネジメントツリーで、[ストレージシステム]ノードまたはシステムノードを選択します。
3. マネジメントウィンドウで、[概要]タブをクリックします。
次は、接続されているすべてのシステムについての [概要]タブを示しています。
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[概要]タブには以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

新しいアラートの数。[新規アラート][ヘルス]

このチェックボックスを選択すると、新しいアラートのみの数が表
示されます。

[新規のみ][深刻度別アラー
ト]

アラートを生成したシステムの名前。[システム]

致命的アラートの数。[致命的]

重大アラートの数。[クリティカル]

メジャーアラートの数。[メジャー]

マイナーアラートの数。[マイナー]

性能低下アラートの数。[劣化]

情報アラートの数。[情報]

アラートを生成したシステムの名前。[システム][カテゴリー別全ア
ラート]

新しいアラートの数。[新規]

ユーザーが確認応答したアラートの数。[承認済み]

アラートが生成された状況をユーザーが解決したアラートの数。[解決済み]

アラートが生成された状況をシステムが自動的に解決したアラート
の数。

[自動解決済み]

システムアラートの表示

システムアラートの情報を表示するには、以下の手順を実行します。

1. マネージャーペインで、[イベントとアラート]を選択します。
2. マネジメントツリーで、[ストレージシステム]ノードを選択します。
3. マネジメントウィンドウで、[アラート]タブをクリックします。
[アラート]タブはリストペインと詳細ペインに分かれています。 リストペインにはアラートの
概要が表示されます。 詳細ペインには、リストペインで選択したアラートの詳細が表示されま
す。

[アラート]タブに表示される情報は、接続されたすべてのシステムについて表示される情報と
単独のシステムについて表示される情報との間でほぼ同じです。唯一の相違点は、接続された
すべてのシステムについては、リストペインに [システム]という追加の列が表示されることで
す。

次の図は、接続されているすべてのシステムについての [アラート]タブを示しています。
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リストペイン

[アラート]タブのリストペインは、次のように表示されます。

説明列

アラートが発生したシステム。 ([ストレージシステム] ノードを表示する場合
のみ表示されます)。

[システム]

アラートの重大度。 「アラート重大度インジケーター」 (526 ページ) を参照し
てください。

[深刻度]

アラートの ID。[ID]

アラートの状態。[ステータス]

前回アラートが発生した日時。[前回 ]

アラートの簡単な説明。[メッセージ]

アラートの発生回数。[リピート回数]

アラートが初めて発生した日時。[初回]

詳細ペイン

[アラート]タブの詳細ペインには、リストペインで選択したアラートの詳細情報が表示されま
す。 詳細ペインには、以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

アラートの重要度。 「アラート重大度インジケーター」
(526 ページ) を参照してください。

[深刻度][全般]

アラートのタイプ。[タイプ]
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説明フィールドグループ

アラートの簡単な説明。[メッセージ]

アラートの ID。[ID]

アラートの状態。[ステータス]

アラートのメッセージコード。[メッセージコード ]

アラートのシーケンス。[シーケンス]

コントローラーのノード ID。[ノード ID ][イベントにより解決]

アラートが発生したコンポーネント。[コンポーネント]

アラートの重要度。 「アラート重大度インジケーター」
(526 ページ) を参照してください。

[深刻度]

アラートのタイプ。[タイプ]

アラートのシーケンス。[シーケンス]

アラートが解決された時刻。[時刻]

アラートの簡単な説明。[メッセージ]

アラートを生成したシステムの名前。[システム][コンポーネント]

システムのシリアルナンバー。[システム SN]

リモートノードの ID。[ノード ID ]

影響を受けるシステムコンポーネント。[コンポーネント]

アラートの発生回数。[リピート回数 ][頻度]

前回アラートが発生した日時。[前回]

アラートが初めて発生した日時。[初回]

システムアラートの削除
システムアラートを削除するには、以下の手順に従ってください。

1. システムの [アラート]画面に移動します。
2. 削除するアラートを選択します。

3. 選択したら右クリックして、[削除]を選択します。
[アラートを削除する]ダイアログボックスが表示されます。

4. [OK] をクリックします。

エラーログファイルの表示と転送
内部エラーが原因で HP 3PAR Management Console が終了すると、ユーザーのホームディレク
トリに次のパスとファイル名でエラーログファイルが作成されます。

C:\...\InFormMC\log\InFormMC.log (Windows の場合)
または

informmc/log/informmc.log (Solaris の場合)
次のようなエラーダイアログボックスが表示されます。
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HP 3PAR Management Console の使用時に予想外の内部エラーが発生したら、以下のように対
応してください。

1. ダイアログボックスで指定されているパスとファイル名を正確に記録します。

2. エラーメッセージが表示される前に行った単独または一連の操作を記録します。

3. 最寄りのサービス窓口に問い合わせて技術サポートおよびサービスを依頼し、エラーログ
ファイルの転送についての指示を得てください。

イベントの管理
イベントマネージャーを使用すると、個別のシステムと接続されたすべてのシステム、および
個別のシステムイベントのシステムアラートを確認できます。

イベントの表示

[イベント] 画面には、接続されたすべてのシステムのヘルスの概要が表示されます。
[イベント] 画面を表示するには、以下の手順に従います。
1. マネージャーペインで、[イベントとアラート]を選択します。
2. マネジメントツリーで、[ストレージシステム]を選択します。
3. マネジメントツリーで、表示するシステムの名前を選択します。

4. マネジメントウィンドウで、[イベント]タブをクリックします。
5. イベントを表示する期間を選択して、[イベントの取得]をクリックします。
次のように [イベント] 画面が表示されます。
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リストペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

イベントの重大度。[深刻度]

イベントが発生した時刻です。[時刻]

イベントの説明。[説明]

イベントのタイプ。[タイプ]

詳細ペインには、以下の情報が表示されます。

説明フィールド

ノードに対して割り当てられた ID 番号。[ノード ID]

イベントに関連付けられているコンポーネント。[コンポーネント]

イベントの重大度。[深刻度]

イベントのタイプ。[タイプ]

イベントのシーケンス番号。[シーケンス]

イベントが発生した時刻です。[時刻]

イベントの説明。[メッセージ]

イベントのフィルタリング

イベントをフィルタリングするには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインで、[イベントとアラート]を選択します。
2. マネジメントツリーで、イベントを表示するシステムノードを選択します。

3. マネジメントウィンドウで、[イベント]タブをクリックします。
4. [詳細 >>] をクリックします。
5. [開始時刻]ボックスで、日時を入力します (値を入力すると、この時間以降のイベントが表

示されます)。

6. (オプション) [終了時刻]チェックボックスを選択して、日時を入力します (値を入力する
と、この時間以前のイベントが表示されます)。

7. [イベントの取得]をクリックします。
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19 システムの位置確認
この操作により、システムのすべてのノードでノードステータス LED が黄色および緑色で点滅
するため、システムの位置確認に役立ちます。 希望する場合は、接続されているすべてのドラ
イブケージの LED を、ドライブケージのタイプに合わせて黄色で点灯するかまたは点滅するよ
うに設定できます。

注記:  この操作は、Super、Service、または編集権限レベルを持つユーザーだけが実行でき
ます。

システムの位置を確認するには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインで [システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、位置を確認するシステムを右クリックして、[システムの位置確
認]を選択します。

3. [持続時間] を指定します。 HP 3PAR StoreServ 10000 Storage System の場合、範囲は 1～
3600 秒であり、デフォルトの期間は 900 秒です。 HP 3PAR StoreServ 10000 Storage よ
り前の他のシステムでは、範囲は 1～255 秒であり、デフォルトは 60 秒です。

4. ドライブケージ LED も黄色で点灯させるかまたは点滅させたい場合は、オプションで、
[ケージを含む]チェックボックスを選択します。

5. [OK] をクリックして位置確認操作を開始します。
[位置確認] アクションを選択した後、[ストレージシステム] ツリーノードが表示され、[スト
レージシステム] 概要画面で、現在接続されているシステムのリストが表示されます。 指定し
た期間のうちに位置確認されたシステムの隣で、位置確認アイコンが点滅します。

ステップ 2で [システムの位置確認] の代わりに [位置確認の停止]を選択することで、[位置確
認] 操作を停止できます。

次の項も参照してください。

「マネージャーペイン」 (515 ページ)
「マネジメントツリー」 (514 ページ)
「コントローラーノードの位置確認」 (325 ページ)

システムの編集
HP 3PAR Management Console に接続されているシステムの ID、識別情報、パスワードの最小
長、プロパティ、およびアラート設定は編集できます。

注記:  システムの編集は、Super、Service、および編集権限レベルを持つユーザーだけが実
行できます。
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システムを編集するには、[システムの編集]ウィザードにアクセスします。
1. マネージャーペインで、[システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、編集するシステムを選択します。

3. [共通アクション] パネルで、[システムの編集]をクリックします。
[システムの編集]ダイアログボックスが表示されます。

4. [全般]グループボックスで、次を選択します。
a. [名前] - 新しいシステム名を入力します。
b. [FC 物理スペースアラート] - ファイバーチャネルドライブの物理スペースアラートの

有効/無効を選択します。 有効にする場合は、100～100,000GiB の範囲で値を入力
します。

c. [NL 物理スペースアラート] - ニアラインドライブの物理スペースアラートの有効/無
効を選択します。 有効にする場合は、100～100,000GiB の範囲で値を入力します。

d. [SSD 未構成スペースアラート] - SSD ドライブの物理スペースアラートの有効/無効を
選択します。 有効にする場合は、100～100,000GiB の範囲で値を入力します。

注記:  これらのフィールドは、システムに取り付けられているデバイスに対しての
み表示されます。 たとえば、システムに SSD ドライブが搭載されていない場合、[SSD
未構成スペースアラート] フィールドは表示されません。

e. [最長ボリューム保存時間]を選択するには、[有効]を選択して、時間または日数を選
び、1～1,825 (日数) または 1～43,800 (時間) の値を入力します。

5. [パスワードの最小長]を入力します。
OS のバージョンが 3.1.3 以前の StoreServ システムでは、パスワードは 6~8 文字である
必要があります。 バージョンが 3.2.1 以降の StoreServ システムでは、デフォルトのパス
ワードは 6~32 文字である必要があります。 Admin ユーザーは、システムのパスワード
の最小長を変更する権限を持ちます。

注記:  Super ユーザーだけが、パスワードの最小長を設定できます。

注記:  Super ユーザーが既存ユーザーの現在のパスワード長を超えるパスワードの最小
長を設定した場合、そのユーザーには新しい条件による影響はありません。 ただし、新し
いパスワードの最小長は、次にユーザーのパスワードが変更されるときに適用されます。

6. [記述子]グループボックスに、次の情報を入力します。
a. [場所] – ストレージシステムの物理位置 (例: Lab 1) を入力します。
b. [オーナー] – ストレージシステムの所有者を入力します。
c. [連絡先] – 連絡先情報を入力します。
d. [コメント] – ストレージシステムに関する関連メモを入力します。

7. [OK] をクリックします。

ライセンスの設定
1. マネジメントツリーで、ライセンスを設定するシステムの名前を右クリックします。

または

メインのメニューバーで、[アクション] > [システム] > [ライセンスの設定]の順に選択しま
す。

選択したシステムに関する [ライセンスの設定]ダイアログボックスが表示されます。
2. ファイルからライセンスを選択するか、ライセンスキーをこのダイアログボックスに貼り

付けるオプションがあります。 ファイルからライセンスを選択するには、[参照]ボタンを
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クリックし、ライセンスキーファイルを選択します。 ライセンスキーファイルには、ライ
センスキーのみが含まれている必要があります。

3. [OK] ボタンを有効にするために、契約条項に同意する必要があります。 選択されている
ラジオボタンの隣にあるエントリーを削除すると、条項に同意するためのチェックボック
スはリセットされ、[OK] ボタンを再度有効にするためにラジオボタンをもう一度選択する
必要があります。

4. [OK] をクリックしてライセンスを設定します。
次の条件のいずれかが成立した場合は、エラーが生成されます。

• ライセンスファイルを見つけることができません。

• ライセンスキーが無効です。

• システムライセンスキーが、入力されたライセンスキーと同じです。

• ライセンスキーが、別のストレージシステムに対応しています。
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20システム情報の表示
[システム] 画面に、システムのプロビジョニングおよびネットワーク設定、容量、現在のソフ
トウェアレベル、およびシステムアラートに関する情報が表形式で表示されます。 情報は、接
続されているすべてのシステムについて表示することも選択したシステムごとに表示すること
もできます。

接続されているすべてのシステムを対象にした [システム] 画面を表示するには、以下の手順に
従ってください。

1. マネージャーペインで [システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、[ストレージシステム]を選択します。
特定のシステムを対象にした [システム] 画面を表示するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで [システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示するシステムを選択します。

[システム] 画面に表示される各タブについては、以下を参照してください。
「システム概要情報の表示」 (316 ページ)
「システム設定の表示」 (320 ページ)
「システム容量の表示」 (321 ページ)
「システムソフトウェアの表示」 (324 ページ)
「システムアラートの表示」 (308 ページ)

システム概要情報の表示
システムの概要情報を表示するには、[システム] 画面にアクセスして [概要]タブを選択します。
[概要]タブに表示される内容は、接続されているすべてのシステムが対象の場合と単独のシス
テムが対象の場合では異なります。

接続されているすべてのシステムの表示

接続されているすべてのシステムについての情報を表示する場合、[概要]タブは次のように表
示されます。

[概要]タブにフィルターかけると、接続されているすべてのシステムの [概要] 情報や [記述子]
情報を表示できます。

[概要] 情報でフィルターをかけると、次の情報が表示されます。

説明列

システム名。 表示されるそれぞれの名前は、そのサーバーの概要情報へのリ
ンクになっています。

[名前 ]

システムのシリアルナンバー。[シリアル番号 ]

システムのモデル番号。[モデル ]

システム上で実行されている HP 3PAR OS のバージョン。[OS バージョン ]
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説明列

ストレージサーバーの現在の状態。 [正常]、[劣化]、または [失敗]。[ステータス ]

Fast Class デバイスから使用できるスペースの総容量 (GiB 単位)。[FC 合計 ]

Fast Class デバイススペースの使用 (割り当て) 率。[FC 割り当て率 ]

空き Fast Class デバイス容量 (GiB 単位)。[FC 空き ]

ニアラインデバイスから使用できるスペースの総容量 (GiB 単位)。[NL 合計 ]

ニアラインデバイススペースの使用 (割り当て) 率。[NL 割り当て率 ]

空きニアラインデバイス容量 (GiB 単位)。[NL 空き ]

SSD デバイスから使用できるスペースの総容量 (GiB 単位)。[SSD 合計 ]

SSD デバイススペースの使用 (割り当て) 率。[SSD 割り当て率 ]

空き SSD デバイス容量 (GiB 単位)。[SSD 空き ]

システムがオンラインになった日時。[システムの起動日時 ]

現在の接続状態 ([アクティブ] または [Inactive])。[接続ステータス ]

注記:  HP 3PAR Management Console に表示されるのは、システムに現在取り付けられてい
るデバイスです。 たとえば、Fast Class ドライブを取り付けていない場合、FC エントリーは
表示されません。

[記述子] 情報でフィルターをかけると、次の情報が表示されます。

説明列

システム名。 表示されるそれぞれの名前は、そのシステムの概要情報へのリンク
になっています。

[名前]

システムのシリアルナンバー。[シリアル番号 ]

システムのモデル番号。[モデル]

システムの物理位置 (システムのセットアップ時に入力した場合)。[場所]

システムの所有者 (システムのセットアップ時に入力した場合)。[オーナー]

システムの所有者の連絡先情報 (システムのセットアップ時に入力した場合)。[連絡先]

システムに関するメモ (システムのセットアップ時に入力した場合)。[コメント]
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単独システムの表示

単独システムについての [概要]タブには、次の情報が表示されます。 [概要] 画面でハイライト
されているフィールドは、そのフィールドに対応するパネルに移動するためのリンクです。

説明フィールドグループ

システムの名前。[名前][全般]

システムのモデル番号。[モデル]

システムのシリアルナンバー。[シリアル番号]

HP 3PAR OS の現在のバージョン。[OS バージョン ]

DAR の暗号化ステータスを示します。 ステータスは次のいず
れかの状態を示します。

[暗号化ステータス]

[サポートなし] – ストレージシステムのオペレーティングシス
テムが SED をサポートしていません。
[初期化中] – 暗号化を初期化中です。
[ライセンス設定済み] – オペレーティングシステムに DAR 暗号
化がライセンスされています。

[ライセンスされていません。] – オペレーティングシステムが
SED をサポートしていますが、DAR 暗号化がライセンスされて
いません。

[有効] – システムに DAR 暗号化がライセンスされていますが、
暗号化が有効ではありません。

[# Non SEDs] – システム内の、SED 以外のドライブの数です (暗
号化を有効にするには、すべてのドライブが SED である必要が
あります)。
[Backup Required] – 認証キーのバックアップが必要です。
[New Key Required] – 新しいキーの作成とバックアップが必要
です。
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説明フィールドグループ

[In Progress] – 暗号化操作を実行中です。  操作のタスクが生成
され、タスクとスケジュールマネージャーに表示できます。

FIPS ステータスを示します。[FIPS モード]
[準拠] – 暗号化は FIPS に準拠しています。
[非準拠] – 暗号化は FIPS に準拠していません。

コントローラーノードの総数。[コントローラーノード
]

システム上のポートの総数。[ポート]

ホストポートの数。[ホスト]

ディスクポートの数。[ディスク]

空きポートの数。[空き]

Remote Copy ポートの数。[Remote Copy ]

ドライブケージの総数。[ドライブケージ]

物理ディスクドライブの総数。 アレイ内にあるディスクドライ
ブの数に関してライセンスに制限がある場合、ライセンスされ
た上限は、存在している物理ディスク数の隣に表示されます。

[物理ディスク]

Fast Class (ファーバーチャネルまたは SAS) ドライブの数。[FC]

ニアラインドライブの数。[NL]

SSD ドライブの数。[SSD]

注記:  HP 3PAR Management Console に表示されるのは、システムに現在取り付けら
れているデバイスです。 たとえば、Fast Class ドライブを取り付けていない場合、[概要]
タブには、[FC] フィールドは表示されません。

ホストの総数。[ホスト]

[プロビジョニング]

CPG の総数。[CPG]

仮想ボリュームの総数。[仮想ボリューム]

現在の CPU の使用状態 (MHz 単位および割合 (%))。[CPU 使用率][リソース]

現在の制御メモリの使用状態 (GiB 単位および割合 (%))。[制御メモリ]

現在のデータメモリの使用状態 (GiB 単位および割合 (%))。[データメモリ]

デバイスタイプのリスト。 [概要] および [割り当て済み]フィー
ルドのデータ表示は、選択するデバイスタイプによって異なり
ます。

[デバイス][容量]

システムのデバイスタイプごとの割り当て済みスペースおよび
空きスペースの概要。割合 (%) のグラフおよび GiB 単位で表示
されます。

[概要]

プロビジョニング、スペア、および内部システム構造とプロセ
ス (ログ用論理ディスク、管理ボリュームなど) によって使用さ

[割り当て済み]

れている割り当て済みスペースの容量。割合 (%) のグラフおよ
び GiB 単位で表示されます。

ストレージシステムがオンラインになった日時。[システムの起動日時 ][ヘルス]

新しいアラート。 表示されるアラートは、[システム]画面の [ア
ラート] タブへのリンクになっています。

[新規アラート ]
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説明フィールドグループ

ストレージシステムの状態。 [正常]、[劣化]、または [失敗]。
「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ペー
ジ) を参照してください。

[ステータス]

表示される状態の説明。[状態説明]

システム設定の表示
特定のシステムの設定情報を表示するには、[システム] 画面に移動して [設定]タブをクリック
します。

[設定]タブには、以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

Fast Class デバイスの物理スペースアラートのしきい値 (GiB 単位)。[FC 物理スペースア
ラート ]

[システムパラメー
ター]

ニアラインデバイスの物理スペースアラートのしきい値 (GiB 単
位)。

[NL 物理スペースア
ラート]

SSD デバイスの物理スペースアラートのしきい値 (GiB 単位)。[SSD 未構成スペースア
ラート ]

注記:  HP 3PAR Management Console に表示されるのは、システムに現在取り付けられ
ているデバイスです。 たとえば、Fast Class ドライブを取り付けていない場合、[FC 物理ス
ペースアラート]フィールドは [設定]タブには表示されません。

コピースペースの再利用機能が [有効]か [無効]かを示します。[スペースリクレームの
コピー]

設定されている最長ボリューム維持時間。[最長ボリューム保存時
間 ]

物理ディスクのチャンクレットのセットサイズ (GiB 単位)。[チャンクレットサイ
ズ]
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説明フィールドグループ

システムの位置 (入力した場合)。[場所][記述子]

システムの所有者 (入力した場合)。[オーナー]

連絡先情報 (入力した場合)。[連絡先]

システムに関するメモ (入力した場合)。[コメント]

IPv4 と IPv6 のうちどちらのネットワーク構成情報を表示するのか
を指定するためのラジオボタン。 システムが IPv6 に対応するよう
に構成されていない場合、IPv6 ボタンは無効です。

[IPv4/IPv6 ][ネットワーク構成 ]

システムの IP アドレス。[IP アドレス ]

(IPv4 が選択されている場合) サブネットマスク。[サブネットマスク]

(IPv6 が選択されている場合) アドレスのネットワーク部分を構成
するアドレスの連続した上位ビット番号を示す 10 進値。

[プレフィックス]

アクティブなシステムノード。[アクティブノード]

システムのステータス。[ステータス]

デフォルトのルーティング IP アドレス。[デフォルトルート ]

NTP サーバー (存在する場合)。[NTP サーバー]

システム容量の表示
単独のシステムの容量情報を表示するには、[システム] 画面に移動して [容量]タブをクリック
します。
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選択したシステムの物理容量が、[合計]、[Fast Class]、[ニアライン]、および [Solid State] 容量
を対象に表示されます。 これらの最上位レベル容量項目をそれぞれ展開できます。

注記:  通常の状態では、容量表示はプロビジョニングによって消費されたスペース (CPG、
ボリューム、基礎になる LD) およびシステムがスペアとして確保しているスペースを示しま
す。

チャンクレットまたは物理ディスクに障害が発生すると、データはスペアに移されます。 プロ
ビジョニングによって消費されるスペースの総量やシステム内のスペアの総量は変化しませ
ん。 ただし、使用済みのスペアがスペアの総数 (スペアの総数 = 未使用スペア + 使用済みスペ
ア) とプロビジョニング (LD/CPG/ボリュームの一部でこれらのスペアが使われているため) で
カウントされるため、数字に重複があります。 この場合、アスタリスク (*) が表示され、この
共有スペースのため数字が加算されないことを示します。

説明フィールド

システム上の使用可能なストレージの総量。[+ 合計 ]

現在割り当てられているストレージ容量。[+ 割り当て済み ]
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説明フィールド

ボリュームに割り当てられているストレージの量。[+ ボリューム ]

ベースボリュームに割り当てられているボリュームスペースの量。[+ ベースボリューム]

ベースボリュームのユーザースペース、コピースペース、および管理スペース
に割り当てられている量。

[- ユーザー ]

[- コピー ]

[- 管理スペース ]

CPG に割り当てられているボリュームスペースの量。[+ CPG ]

コピーに割り当てられている CPG スペースの量。[+ コピー ]

使用済みまたは使用されていないコピースペースの量。[- 使用済み ]

[- 未使用 ]

管理スペースに割り当てられている CPG スペースの量。[+ 管理スペース]

使用済みまたは使用されていない管理スペースの量。[- 使用済み]

[- 未使用 ]

マッピングされていないボリュームスペースの量。[- 未マップ ]

システムが使用している割り当て済みスペースの量。[+ システム ]

内部で使用しているシステムスペースの量。[- 内部]

スペアに割り当てられているスペースの量。[+ スペア]

基礎になる物理ディスクが故障したときに LD に割り当てられるスペアスペー
ス。

[- 使用済み ]

使用されていないスペース。[- 未使用 ]

システム上の空きスペースの量。初期化されているものもされていないものも
含みます。

[+ 空き]

システム上の初期化されている空きスペースの量。[- 初期化]

システム上の初期化されていない空きスペースの量。 これには、現在、消去中
のチャンクレットも含まれます。

[- 未初期化]

障害があるスペースの量。[- 失敗]

システム上の Fast Class (FC) ストレージの総量。[+ Fast Class]

注記:  [Fast Class] の総容量表示を展開すると表示される項目は、この表の一
番上にある [合計] 表示の展開項目と同じです。

システム上のニアライン (NL) ストレージの総量。[+ ニアライン]

注記:  [ニアライン] の総容量表示を展開すると表示される項目は、この表の
一番上にある [合計] 表示の展開項目と同じです。

システム上のソリッドステート (SSD) ストレージの総量。[+ SSD]

注記:  [Solid State] の総容量表示を展開すると表示される項目は、この表の一
番上にある [合計] 表示の展開項目と同じです。

注記:  表示されるのは、システム上に存在するデバイスタイプ (Fast Class、ニアライン、お
よびソリッドステート) だけです。 たとえば、システムに Fast Class ドライブだけが取り付け
られている場合は、Fast Class の容量だけが表示されます。
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システムソフトウェアの表示
単独のシステムのソフトウェア情報を表示するには、システムマネージャー経由で [システム]
画面にアクセスして [ソフトウェア]タブを選択します。
[ソフトウェア]画面には、オペレーティングシステム、コンポーネント、およびライセンスに
関する情報が表示されます。

[ソフトウェア] 画面には、デフォルトで以下の情報が表示されます。 コンポーネントバージョ
ンのビルドレベルを表示するには、[ビルドレベルを表示]チェックボックスを選択します。 す
べてのシステムソフトウェアのバージョンを表示するには、[すべてのバージョンを表示]を選
択します。

説明フィールドグループ

ストレージサーバー上で動作しているオペレーティ
ングシステムのバージョン。

[リリースバージョン][全般]

適用済みのパッチを示します。[パッチ]

CLI Server コンポーネントのバージョン。[CLI Server][コンポーネントバージョン]

システムマネージャーコンポーネントのバージョン。[システムマネージャー]

Kernel コンポーネントのバージョン。[Kernel]

TPD Kernel Code コンポーネントのバージョン。[TPD Kernel Code]

TPD Kernel Patch コンポーネントのバージョン。[TPD Kernel Patch]

ライセンスによって有効になっている機能を示しま
す。

[有効な機能][ライセンス]

ライセンスキーが生成された日付。[ライセンスキー生成日]
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21 コントローラーノードの操作
コントローラーノードの操作については、以下の各項を参照してください。

「コントローラーノードの位置確認」 (325 ページ)
「コントローラーノードの表示」 (326 ページ)
「コントローラーノードの電源の編集」 (336 ページ)
「コントローラーノードのバッテリの編集」 (336 ページ)
「コントローラーノードのバッテリの再充電」 (337 ページ)

コントローラーノードの位置確認
[位置確認] ダイアログボックスを表示するには、以下の手順に従います。
1. マネージャーペインで [システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、システムツリーを展開して [コントローラーノード]を選択しま

す。

3. [コントローラーノード] の [概要]タブの下にあるリストからいずれかのノードを右クリッ
クします。

4. [位置確認]を選択します。
[位置確認]ダイアログボックスが表示されます。

5. [持続時間]を指定します。 HP 3PAR StoreServ 10000 Storage System の場合、範囲は 1～
3600 秒であり、デフォルトの期間は 900 秒です。 HP 3PAR StoreServ 10000 Storage よ
り前の他のシステムでは、範囲は 1～255 秒であり、デフォルトは 60 秒です。

6. リストから、選択したノードに関する [ターゲットコンポーネント]を選択します。
• ノード (デフォルト)

• Battery* (バッテリ)

• 内蔵ドライブ *

• Adapter Card* (アダプターカード)

• Fan* (ファン)

• パワーサプライ *
*HP 3PAR StoreServ 10000 Storage System でのみ使用可能です。

7. [OK] をクリックします。
[位置確認] 操作が開始された時点で、指定した期間にわたって、選択したノードの隣に位置確
認アイコンが表示されます。 ステータスバーに詳細なメッセージが表示され、位置確認操作が
完了した時点で更新されます。

サブコンポーネントを位置確認する場合、[位置確認] 操作が開始された時点で、詳細画面か
ら、位置確認するサブコンポーネントに対応するタブに自動的に切り替わります。

下の図では、[Locate Batteries] サブコンポーネント画面が表示されています。
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ステップ 4で [位置確認] の代わりに [位置確認の停止]を選択することで、[位置確認] 操作を停
止できます。

次の項も参照してください。

「システムの位置確認」 (313 ページ)

コントローラーノードの表示
[コントローラーノード] 画面には、システムのコントローラーノードおよびノードコンポーネ
ントに関する概要情報が表示されます。 [コントローラーノード] 画面は、ノードの概要情報を
表示するリストペインとノードおよびノードコンポーネントの詳細情報を表示する詳細ペイン
に分かれています。

[コントローラーノード] 画面にアクセスするには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで [システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、情報を表示するコントローラーノードを含むシステムの下の [コ
ントローラーノード]を選択します。

[コントローラーノード] 画面のリストペインには、タブが 2 つ ([概要]タブと [アラート]タブ)
があります。

[コントローラーノード] 画面の詳細ペインには、9 つのタブがあります。 [概要]、[ポート]、
[パワーサプライ]、[バッテリ]、[マイクロコントローラユニット]、[ファン]、[アダプターカー
ド]、[内蔵ドライブ]、および [アラート]です。
リストペインについては、次を参照してください。

「コントローラーノードの概要情報の表示」 (326 ページ)
「コントローラーノードのアラートの表示」 (327 ページ)
詳細ペインについては、次を参照してください。

「コントローラーノードの詳細情報の表示」 (328 ページ)
「コントローラーノードのポートの詳細情報の表示」 (330 ページ)
「コントローラーノードの電源の詳細情報の表示」 (331 ページ)
「コントローラーノードのバッテリの詳細情報の表示」 (332 ページ)
「コントローラーノードのアラートの詳細情報の表示」 (335 ページ)
次の項も参照してください。

「マネージャーペイン」 (515 ページ)
「マネジメントツリー」 (514 ページ)

コントローラーノードの概要情報の表示

コントローラーノードの [概要] 画面を表示するには、以下の手順に従ってください。
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1. [コントローラーノード] 画面に移動します。
2. リストペインで、[概要]タブをクリックします。

[概要]タブには以下の情報が表示されます。

説明列

システムのシリアルナンバー。[システム SN]

ノード ID。[ID]

ノード名。[名前]

ノードの現在の状態。 [正常]、[劣化]、または [失敗]。 「システムとコンポーネン
トのステータスアイコン」 (527 ページ) を参照してください。

[ステータス]

ノードの現在のステータス。ノード LED で示されているものと一致します。[ステータス LED]

ノードの電源を交換できる時期を知らせる LED。 (V クラスシステムのみで表示さ
れます)。

[サービス LED]

ノード上のポートの総数。[ポート]

制御メモリの容量 (GiB 単位)。[制御メモリ]

データメモリの容量 (GiB 単位)。[データメモリ]

使用できるキャッシュスペースの割合 (%)。[使用可能なキャッシュスペー
ス ]

ノードの稼働期間を示す日付。[システムの起動日時]

コントローラーノードのアラートの表示

コントローラーノードの [アラート] 画面を表示するには、以下の手順に従ってください。
1. [コントローラーノード] 画面に移動します。
2. リストペインで、[アラート]タブをクリックします。
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[アラート]タブには以下の情報が表示されます。

説明列

アラートの重大度。 「アラート重大度インジケーター」 (526 ページ) を参照してく
ださい。

[深刻度]

アラート ID。[ID]

アラートの状態。[ステータス]

アラートの最後の発生時間。[前回 ]

アラートの簡単な説明。[メッセージ]

アラートの発行回数。[リピート回数 ]

アラートの最初の発生時間。[初回 ]

コントローラーノードの詳細情報の表示

[コントローラーノード] の詳細画面を表示するには、以下の手順に従ってください。
1. [コントローラーノード] 画面に移動します。
2. リストペインで、[概要]タブをクリックします。
3. ノードを選択します。

4. 詳細ペインで、[概要]タブをクリックします。
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[概要]タブには以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

ノードシャーシ内のノードの位置。[位置][全般]

ノード名。[名前]

ノードがオンラインかどうかを示します。[オンライン]

システム上で実行されている HP 3PAR OS のバージョン。[HP 3PAR OS バージョン ]

ノード上のスロットの総数。[スロット]

ノード上の未使用スロットの数。[空き]

ノード上のポートの総数。[ポート]

制御メモリの容量 (GiB 単位)。[制御メモリ ]

データメモリの容量 (GiB 単位)。[データメモリ ]

使用できるキャッシュの割合 (%)。[使用可能なキャッシュスペース
]

ノードの現在のステータス。ノード LED で示されているも
のと一致します。

[ステータス LED]
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説明フィールドグループ

ノードの電源を交換できる時期を知らせる LED。 (V クラス
システムのみで表示されます)。

[サービス LED]

ノードの稼働期間を示す日付。[システムの起動日時 ][ヘルス]

新しいアラート。 「アラート重大度インジケーター」
(526 ページ) を参照してください。

[新規アラート]

ノードの現在の状態。 [正常]、[劣化]、または [失敗]。 「シ
ステムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ペー
ジ) を参照してください。

[ステータス]

ノードの状態の説明。[状態説明 ]

使用されている制御メモリの容量 (GiB 単位の数値と割合
(%))。

[制御メモリ][物理メモリ]

使用されているデータメモリの容量 (GiB 単位の数値と割合
(%))。

[データメモリ ]

現在の CPU の使用状態 (MHz 単位の数値と割合 (%))。[CPU 使用率][CPU]

コントローラーノードのポートの詳細情報の表示

コントローラーノードの [ポート] 詳細画面を表示するには、以下の手順に従ってください。
1. [コントローラーノード] 画面に移動します。
2. リストペインで、[概要]タブをクリックします。
3. ノードを選択します。

4. 詳細ペインで、[ポート]タブをクリックします。

[ポート]タブには以下の情報が表示されます。

説明列グループ

インターフェイスカードの種類 ([Ethernet] または [Fast Class
(FC)])。

[タイプ][カード]

カードの位置。「ノード:スロット」の形式で示します。[位置]

インターフェイス上のポートの数。[ポート]

最高速度 (Gbps 単位)。[最大レート]

ポートのタイプ (ファイバーチャネル (FC)、iSCSI、Remote Copy
over IP (RCIP)、Remote Copy over Fibre Channel (RCFC)、または
SAS)。

[タイプ][ポート]
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説明列グループ

接続されているデバイスのタイプ ([空き]、[ディスク]、[ホスト]、
または [InServ])。

[接続デバイスのタイプ ]

ポート速度 (Gbps 単位)。[速度]

ポート数。[カウント]

コントローラーノードの電源の詳細情報の表示

コントローラーノードの [パワーサプライ] 詳細画面を表示するには、以下の手順に従ってくだ
さい。

1. [コントローラーノード] 画面に移動します。
2. リストペインで、[概要]タブをクリックします。
3. ノードを選択します。

4. 詳細ペインで、[パワーサプライ]タブをクリックします。
V クラス以外のシステムでの [パワーサプライ]タブ

V クラスシステムでの [パワーサプライ]タブ

[パワーサプライ]タブには以下の情報が表示されます。

説明列

ノード ID。[ノード ID]

電源の ID。[パワーサプライ ID]

電源のシリアルナンバー。[シリアル番号 ]

電源の状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」
(527 ページ) を参照してください。

[ステータス]
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説明列

ノードの電源を交換できる時期を知らせる LED。[サービス LED]*

ファンの状態。 [正常]、[劣化]、または [失敗]。 「システムとコンポーネ
ントのステータスアイコン」 (527 ページ) を参照してください。

[ファンステータス ]

現在のファンの速度。[ファンの速度]

電源のバッテリの状態 (正常、劣化、または失敗)。 「システムとコンポー
ネントのステータスアイコン」 (527 ページ) を参照してください。

[バッテリステータス] **

*V クラスシステムの場合の列であることを示します。
**V クラス以外のシステムで表示されることを示します。

コントローラーノードのバッテリの詳細情報の表示

コントローラーノードの [バッテリ] 詳細画面を表示するには、以下の手順に従ってください。
1. [コントローラーノード] 画面に移動します。
2. リストペインで、[概要]タブをクリックします。
3. ノードを選択します。

4. 詳細ペインで、[バッテリ]タブをクリックします。
V クラス以外のシステムでの [バッテリ]タブ

V クラスシステムでの [バッテリ]タブ

[バッテリ]タブには以下の情報が表示されます。

説明列

ノード ID。[ノード ID ]

電源の ID。[パワーサプライ ID]**

バッテリの ID。[バッテリ ID]**

バッテリのシリアルナンバー。[シリアル番号]
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説明列

バッテリの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」
(527 ページ) を参照してください。

[ステータス]

ノードのバッテリを交換できる時期を知らせる LED。[サービス LED]*

バッテリの充電状態。[充電ステータス ]

バッテリの充電レベル。[充電レベル ]

バッテリの最大寿命。[バッテリの最大寿命]

テストが行われているかどうかを示します。[テスト中]

バッテリの期限を日付で示します。[有効期限 ]

* 列が V クラスシステムを対象にしていることを示します。
**V クラス以外のシステムで表示されることを示します。

コントローラーノードのマイクロコントローラーユニットの詳細情報の表示

[マイクロコントローラユニット] タブは、V クラスシステム固有です。 [マイクロコントロー
ラユニット] 画面を表示するには、以下の手順に従ってください。
1. [コントローラーノード] 画面に移動します。
2. リストペインで、[概要]タブをクリックします。
3. ノードを選択します。

4. 詳細ペインで、[マイクロコントローラユニット]タブをクリックします。

[マイクロコントローラユニット]タブには、以下の情報が表示されます。

説明列

リモートノードの ID。[ノード ID]

ユニットのモデル。[モデル]

ユニットで使用しているファームウェアのバージョン。[ファームウェアバージョン]

ユニットの現在の状態。 [正常]、[劣化]、または [失敗]。 「システムとコン
ポーネントのステータスアイコン」 (527 ページ) を参照してください。

[ステータス]

ユニットをリセットした理由。[リセットの理由]

ユニットがリセットされた後に経過した日数と時間。[システムの起動日時]

コントローラーノードのファンの詳細情報の表示

[ファン] タブは、V クラスシステム固有です。 [ファン] の詳細画面を表示するには、以下の手
順に従ってください。
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1. [コントローラーノード] 画面に移動します。
2. リストペインで、[概要]タブをクリックします。
3. ノードを選択します。

4. 詳細ペインで、[ファン]タブをクリックします。

[ファン]タブには、以下の情報が表示されます。

説明列

リモートノードの ID。[ノード ID]

ファンの位置。[ファンモジュール]

電源ファンの動作状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」
(527 ページ) を参照してください。

[ステータス]

現在のステータス。ノード LED で示されているものと一致します。[ステータス LED]

ノードのバッテリを交換できる時期を知らせる LED。[サービス LED]

電源ファン 0 の速度。[ファン 0 速度]

電源ファン 1 の速度。[ファン 1 速度]

コントローラーノードのアダプターカードの詳細情報の表示

1. [コントローラーノード] 画面に移動します。
2. リストペインで、[概要]タブをクリックします。
3. ノードを選択します。

4. 詳細ペインで、[アダプターカード]タブをクリックします。
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[アダプターカード]タブには、以下の情報が表示されます。

説明列

ノード内のカードの位置。[スロット]

カードのタイプ (たとえば、[FC]、[SAS])。[タイプ]

カードの製造元。[製造元]

カードのモデル。[モデル]

カードのシリアルナンバー。[シリアル番号]

ノードのバッテリを交換できる時期を知らせる LED。[サービス LED]

カードのリビジョンレベル。[リビジョン]

カードで使用しているファームウェアのバージョン。[ファームウェアバージョン]

コントローラーノードのドライブの詳細情報の表示

[内蔵ドライブ] の詳細画面を表示するには、以下の手順に従ってください。
1. [コントローラーノード] 画面に移動します。
2. リストペインで、[概要]タブをクリックします。
3. ノードを選択します。

4. 詳細ペインで、[内蔵ドライブ]タブをクリックします。

[内蔵ドライブ ]タブには、以下の情報が表示されます。

説明列

ドライブの ID。[ID]

ドライブの製造元。[製造元]

ドライブのモデル。[モデル]

ドライブのシリアルナンバー。[シリアル番号]

ノードのバッテリを交換できる時期を知らせる LED。[サービス LED]

ドライブのタイプ (たとえば、[ATA]、[SATA])。[タイプ]

ドライブで使用しているファームウェアのバージョン。[ファームウェアバージョン]

ドライブのサイズ (GiB)。[サイズ]

コントローラーノードのアラートの詳細情報の表示

コントローラーノードの [アラート] 詳細画面を表示するには、以下の手順に従ってください。
1. [コントローラーノード] 画面に移動します。
2. リストペインで、[概要]タブをクリックします。
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3. ノードを選択します。

4. 詳細ペインで、[アラート]タブをクリックします。

[アラート]タブには、リストペインで選択した特定のノードに関する以下の情報が表示されま
す。

説明列

アラートの重大度。 「アラート重大度インジケーター」 (526 ページ) を参照
してください。

[深刻度]

アラート ID。[ID]

アラートの状態。[ステータス]

アラートの最後の発生時間。[前回 ]

アラートの簡単な説明。[メッセージ]

アラートの発行回数。[リピート回数]

アラートの最初の発生時間。[初回]

コントローラーノードの電源の編集
HP 3PAR Management Console では、コントローラーノードの電源のシリアルナンバーを編集
できます。

注記:  V クラスコントローラーノードの電源のシリアルナンバーは編集できません。

1. マネージャーペインで、[システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、編集するシステムの下の [コントローラーノード]を選択します。
3. マネジメントウィンドウに表示される下部のコントローラーノードの [詳細] ペインで、

[パワーサプライ]タブをクリックします。
4. シリアル番号を編集する電源を選択し、[パワーサプライシリアル番号の編集]アイコン ( )

をクリックします。

5. [シリアル番号]フィールドに、0～9 の数字およびアルファベットの A～F を使用して新し
い英数字のシリアルナンバーを入力します。

6. [OK] をクリックします。

コントローラーノードのバッテリの編集

HP 3PAR Management Console では、コントローラーノードのバッテリを編集できます。

注記:  V クラスコントローラーノードのバッテリのシリアルナンバーは編集できません。

1. マネージャーペインで、[システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、編集するバッテリを搭載しているシステムの下の [コントローラー
ノード]を選択します。

3. マネジメントウィンドウに表示される下部のコントローラーノードの [詳細] ペインで、
[バッテリ]タブをクリックします。
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4. シリアル番号を編集する電源を選択し、[バッテリのシリアル番号と有効期限の編集]アイ
コン ( ) をクリックします。

5. [シリアル番号]フィールドに、0～9 の数字およびアルファベットの A～F を使用して新し
い英数字のシリアルナンバーを入力します。

6. [有効期限]フィールドに新しいバッテリの有効期限を入力するか、またはフィールドの右
側にある [Calendar] ボタンをクリックして、表示されるカレンダーで日付を選択します。

7. [OK] をクリックします。

コントローラーノードのバッテリのテストログの表示

コントローラーノードのバッテリのテストログを表示するには、以下の手順に従ってくださ
い。

1. マネージャーペインで、[システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、編集するシステムの下の [コントローラーノード]を選択します。
3. マネジメントウィンドウに表示される下部のコントローラーノードの [詳細] ペインで、

[バッテリ]タブをクリックします。
4. 表示するテストログを含むバッテリを選択し、[コントローラーノードのバッテリテストロ
グを表示します]アイコン ( ) をクリックします。

コントローラーノードのバッテリのテストログのリセット

コントローラーノードのバッテリのテストログをリセットするには、以下の手順に従ってくだ
さい。

1. マネージャーペインで、[システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、編集するシステムの下の [コントローラーノード]を選択します。
3. マネジメントウィンドウに表示される下部のコントローラーノードの [詳細] ペインで、

[バッテリ]タブをクリックします。
4. リセットするテストログを含むバッテリを選択し、[コントローラーノードバッテリテスト
ログのリセット]アイコン ( ) をクリックします。

5. 確認を求めるプロンプトが表示されたら、[はい]をクリックします。

コントローラーノードのバッテリの再充電
HP 3PAR Management Console では、コントローラーノードのバッテリを再充電できます。
1. マネージャーペインで、[システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、再充電するバッテリを搭載しているシステムの下の [コントロー
ラーノード]を選択します。

3. マネジメントウィンドウに表示される下部のコントローラーノードの [詳細] ペインで、
[バッテリ]タブをクリックします。

4. 再充電するバッテリを選択し、[コントローラノードバッテリの再充電]アイコン ( ) をク
リックします。

5. バッテリ再充電確認ダイアログボックスが表示されたら、[はい]をクリックします。
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22ドライブケージの管理
ドライブケージの管理の詳細は、以下の各項を参照してください。

「ドライブケージの表示」 (338 ページ)
「ドライブケージの編集」 (352 ページ)
「ドライブケージの位置確認」 (352 ページ)
「ドライブケージの電源の編集」 (353 ページ)

ドライブケージの表示
[ドライブケージ] 画面には、システムのドライブケージとドライブケージのコンポーネントの
概要情報が表示されます。

[ドライブケージ] 画面にアクセスするには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで [システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、ドライブケージの情報を表示するシステムの下の [ドライブケー
ジ]を選択します。

[ドライブケージ] 画面には、4 つのタブがあります。 [概要]、[パワーサプライ]、[SFP]、およ
び [アラート]です。 それぞれのタブについては、以下を参照してください。
「ドライブケージ概要情報の表示」 (338 ページ)
「ドライブケージの電源の表示」 (341 ページ)
「ドライブケージの SFP の表示」 (342 ページ)
「ドライブケージのアラートの表示」 (344 ページ)
ドライブケージの詳細情報を表示するには、以下の手順に従ってください。 「ドライブケージ
の詳細情報の表示」 (344 ページ) を参照してください。

ドライブケージ概要情報の表示

ドライブケージの [概要] 画面を表示するには、以下の手順に従ってください。
1. [ドライブケージ] 画面に移動します。
2. リストペインで、[概要]タブをクリックします。

[概要]タブには以下の情報が表示されます。

説明列

ドライブケージの ID。[ID]

ドライブケージの名前。[名前]

ドライブケージの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」
(527 ページ) を参照してください。

[ステータス]

ドライブケージのモデル。[モデル]

システム上の A ループが接続されているポート。[ループ A]
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説明列

システム上の B ループが接続されているポート。[ループ B]

ポート速度 (Gbps 単位)。[速度]

ドライブケージ内のディスク数。 [ディスク] 列の一番下に、ディスク数の合
計が表示されます。

[ディスク]

Fast Class の総容量 (GiB 単位)。 [FC 合計] 列の一番下に、すべてのケージに
関する FC 容量の合計が表示されます。

[FC 合計 ]

使用されている Fast Class 容量の割合 (%)。 [FC 割り当て率] 列の一番下に、
全体での使用容量の割合 (%) が表示されます。

[FC 割り当て率]

NL の総容量 (GiB 単位)。 [NL 合計] 列の一番下に、すべてのケージに関する
NL 容量の合計が表示されます。

[NL 合計]

使用されている NL 容量の割合 (%)。[NL 割り当て率]

SSD の総容量 (GiB 単位)。 [SSD 合計] 列の一番下に、すべてのケージに関す
る SSD 容量の合計が表示されます。

[SSD 合計]

使用されている SSD 容量の割合 (%)。 [SSD 割り当て率] 列の一番下に、全体
での使用容量の割合 (%) が表示されます。

[SSD 割り当て率]

注記:  概要に表示されるデバイスタイプは、システムに設置されているデバイスによって異なります。 たとえ
ば、ニアラインディスクドライブを搭載している場合、概要表示には次の列が示されます。 [NL] (ニアライン) [合
計]、[NL] [割り当て済み率]。

[概要]タブにフィルターをかけると、ドライブケージの接続やドライブケージの容量を表示す
ることができます。

ドライブケージの接続の表示

ドライブケージの接続情報を表示するには、フィルターリストから [接続]を選択します。

以下の情報が提供されます。

説明列

ドライブケージの ID。[ID]

ドライブケージの名前。[名前]

ドライブケージの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」
(527 ページ) を参照してください。

[ステータス]

ドライブケージのコントローラーノードのポートからの距離。 (0 = システムポート
に直接接続、1 = デバイスを 1 つ経由してこのドライブケージをノードに接続、な
ど)。

[位置 A ]

A ループ用のコントローラーで実行されているファームウェアのバージョン。[リビジョン A ]

ドライブケージのコントローラーノードのポートからの距離。 (0 = システムポート
に直接接続、1 = デバイスを 1 つ経由してこのドライブケージをノードに接続、な
ど)。

[位置 B ]

ドライブケージの表示 339



説明列

B ループ用のコントローラーで実行されているファームウェアのバージョン。[リビジョン B ]

ドライブケージのポート A0 に接続されているコントローラーノードのイニシエー
ターポート。

[A0 ポート ]

ドライブケージのポート A1 に接続されているコントローラーノードのイニシエー
ターポート。

[A1 ポート]

ドライブケージのポート A2 に接続されているコントローラーノードのイニシエー
ターポート。

[A2 ポート] (DC3 ドライブ
ケージ用)

ドライブケージのポート A3 に接続されているコントローラーノードのイニシエー
ターポート。

[A3 ポート]
(DC3 ドライブケージ用)

ドライブケージのポート B0 に接続されているコントローラーノードのイニシエー
ターポート。

[B0 ポート]

ドライブケージのポート B1 に接続されているコントローラーノードのイニシエー
ターポート。

[B1 ポート ]

ドライブケージのポート B2 に接続されているコントローラーノードのイニシエー
ターポート。

[B2 ポート] (DC3 ドライブ
ケージ用)

ドライブケージのポート B3 に接続されているコントローラーノードのイニシエー
ターポート。

[B3 ポート ]
(DC3 ドライブケージ用)

ドライブケージがデイジチェーン接続されているかどうかを示します。[デイジチェーン ]

ドライブケージの容量の表示

ドライブケージの容量情報を表示するには、フィルターリストで [容量]を選択します。

以下の情報が提供されます。

説明列

ドライブケージの ID。[ID]

ドライブケージの名前。[名前]

ドライブケージの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」
(527 ページ) を参照してください。

[ステータス]

Fast Class の総容量 (GiB 単位)。 [FC 合計] 列の一番下に、FC 容量の合計が表示
されます。

[FC 合計 ]

空き Fast Class スペースの容量 (GiB 単位)。 [FC 空き] 列の一番下に、空き FC
容量の合計が表示されます。

[FC 空き ]

割り当て済み Fast Class スペースの容量 (GiB 単位)。 [割り当て済み FC] 列の一
番下に、すべてのケージに関する割り当て済み FC 容量の合計が表示されます。

[割り当て済み FC ]

使用されている Fast Class 容量の割合 (%)。 [FC 割り当て率] 列の一番下に、す
べてのケージに関する全体での使用容量の割合 (%) が表示されます。

[FC 割り当て率 ]
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説明列

NL の総容量 (GiB 単位)。 [NL 合計] 列の一番下に、すべてのケージに関する NL
容量の合計が表示されます。 [NL 空き] 列の一番下に、すべてのケージに関する
空き NL 容量の合計が表示されます。

[NL 合計]

空き NL スペースの容量 (GiB 単位)。 [NL 空き] 列の一番下に、すべてのケージ
に関する空き NL 容量の合計が表示されます。

[NL 空き]

割り当て済み NL スペースの容量 (GiB 単位)。 [割り当て済み NL] 列の一番下に、
すべてのケージに関する割り当て済み NL 容量の合計が表示されます。

[割り当て済み NL]

使用されている NL 容量の割合 (%)。 [NL 割り当て率] 列の一番下に、すべての
ケージに関する全体での使用容量の割合 (%) が表示されます。

[NL 割り当て率]

SSD の総容量 (GiB 単位)。 [SSD 合計] 列の一番下に、すべてのケージに関する
SSD 容量の合計が表示されます。

[SSD 合計 ]

空き SSD スペースの容量 (GiB 単位)。 [SSD 空き] 列の一番下に、すべてのケー
ジに関する空き SSD 容量の合計が表示されます。

[SSD 空き ]

割り当て済み SSD スペースの容量 (GiB 単位)。 [割り当て済み SSD] 列の一番下
に、すべてのケージに関する割り当て済み SSD 容量の合計が表示されます。

[割り当て済み SSD ]

使用されている SSD 容量の割合 (%)。 [SSD 割り当て率] 列の一番下に、すべて
のケージに関する全体での使用容量の割合 (%) が表示されます。

[SSD 割り当て率 ]

注記:  概要に表示されるデバイスタイプは、システムに設置されているデバイスによって異なります。 たとえ
ば、ニアラインディスクドライブを搭載している場合、概要には、[NL] [合計]、[NL 割り当て率]列などが表示され
ます。

ドライブケージの電源の表示

ドライブケージの電源情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

1. [ドライブケージ] 画面に移動します。
2. リストペインで、[パワーサプライ]タブをクリックします。

ドライブケージの表示 341



以下の情報が提供されます。

説明列

ドライブケージの名前。[ケージ]

ケージの ID。[ID]

ドライブケージの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」
(527 ページ) を参照してください。

[ステータス]

ドライブケージのモデル。[モデル]

電源に AC 電力が供給されていることを示します。 「システムとコンポーネントの
ステータスアイコン」 (527 ページ) を参照してください。

[AC 電源ステータス ]

電源ファンの動作状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」
(527 ページ) を参照してください。

[ファンステータス]

ファンの速度。[ファンの速度]

ドライブケージの SFP の表示
ドライブケージの SFP の情報を表示するには、以下の手順に従ってください。
1. [ドライブケージ] 画面に移動します。
2. リストペインで、[SFP] タブをクリックします。

[SFP] タブのリストペインには、SFP の概要情報が表示されます。 [SFP] タブの詳細ペインに
は、リストペインで選択した SFP の詳細情報が表示されます。
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以下の情報が表示されます。

説明列

ドライブケージの位置。[ケージ]

システムで割り当てられている、インターフェイスカードの番号。[インターフェイスカード]

システムで割り当てられている、SFP の番号。[SFP]

ドライブケージの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」
(527 ページ) を参照してください。

[ステータス]

SFP の製造元。[製造元]

SFP の最高速度 (Gbps 単位)。[最大速度]

送信用のレーザーが無効かどうかを示します。[TX 無効 ]

送信用レーザーに問題があるかどうかを示します。[TX 障害 ]

SFP の受信側でホストまたはドライブケージからの信号が喪失していないかどうか
を示します。

[RX 損失]

SFP の受信パワーが落ちていないかどうかを表示します。[RX パワー低電]

SFP が DDM (Digital Diagnostic Monitoring) に対応しているかどうかを示します。[DDM サポート]

詳細ペインには、以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

ドライブケージの位置。[ケージ][全般]

システムで割り当てられている、インターフェイスカードの番
号。

[インターフェイスカード]

システムで割り当てられている、SFP の番号。[SFP]

SFP の現在の状態。[ステータス]

SFP の製造元。[製造元]

SFP の製品番号。[製品番号]

SFP のシリアルナンバー。[シリアル番号]

SFP のリビジョンレベル。[リビジョン]

SFP で使用できる最高速度。[最大速度]

SFP のテストが済んでいるかどうかと SFP がサポートされてい
るかどうかを表示します。

[テスト済み]

送信用のレーザーが無効かどうかを示します。[TX 無効 ]

送信用レーザーに問題があるかどうかを示します。[TX 障害 ]

SFP の受信側でホストまたはドライブケージからの信号が喪失し
ていないかどうかを示します。

[RX 損失]

SFP の受信パワーが落ちていないかどうかを表示します。[RX パワー低電 ]

SFP が DDM (Digital Diagnostic Monitoring) に対応しているかど
うかを示します。

[DDM サポート ]

[説明][列]

監視対象パラメーター (温度、電圧、TX バイアス、TX パワー、
および RX パワー) を示します。

[タイプ][DDM]
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説明フィールドグループ

監視対象パラメーターで使用する測定単位。[ユニット]

現在の測定値。[値]

製造者が推奨する下限警告レベル。[下限警告しきい値]

製造者が推奨する上限警告レベル。[上限警告しきい値 ]

製造者が推奨する下限アラームレベル。[下限アラームしきい値]

製造者が推奨する上限アラームレベル。[上限アラームしきい値 ]

ドライブケージのアラートの表示

ドライブケージのアラートを表示するには、以下の手順に従ってください。

1. [ドライブケージ] 画面に移動します。
2. リストペインで、[アラート]タブをクリックします。
[アラート]タブのリストペインには、アラートの概要情報が表示されます。 [アラート]タブの
詳細ペインには、リストペインで選択したアラートの詳細情報が表示されます。

[アラート]タブに表示される情報は、システムの [アラート]画面に表示される情報と同じです
が、ドライブケージの [アラート] タブには [システム]列は表示されません。 詳細は、「シス
テムアラートの表示」 (308 ページ) を参照してください。

ドライブケージの詳細情報の表示

[ドライブケージ] の詳細画面には、ドライブケージの [概要]タブで選択した特定のドライブケー
ジの詳細情報が表示されます。

ドライブケージの詳細情報を表示するには、[ドライブケージ] 画面に移動します。
[ドライブケージ] 画面の詳細ペインには、ドライブケージの詳細情報が 6 つのタブに分けて表
示されます。 これらのタスクの詳細については、以下の各項を参照してください。
「ドライブケージの詳細画面の [概要] タブの表示」 (345 ページ)
「ドライブケージのインターフェイスカードの詳細情報の表示」 (347 ページ)
「ドライブケージのマガジンの詳細情報の表示」 (348 ページ)
「ドライブケージの物理ディスクの詳細情報の表示」 (349 ページ)
「ドライブケージの電源の詳細情報の表示」 (350 ページ)
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「ドライブケージのアラートの詳細情報の表示」 (352 ページ)

ドライブケージの詳細画面の [概要] タブの表示
ドライブケージの詳細画面の [概要]タブには、[ドライブケージ] 画面のリストペインの [概要]
タブで選択したドライブケージの詳細情報が表示されます。

1. ドライブケージの詳細情報を表示するには、[ドライブケージ] 画面にアクセスします。
2. [ドライブケージ] 画面のリストペインで、[概要]タブをクリックして、ドライブケージを

選択します。

3. 詳細ペインで、[概要]タブをクリックします。

以下の情報が提供されます。

説明フィールドグループ

ドライブケージの名前。[名前][全般]

ドライブケージの ID 番号。[ID]

ドライブケージのモデル。[モデル]

ドライブケージのシリアルナンバー。[シリアル番号 (DC3 ドライブ
ケージ用) ]

コントローラーノードの WWN。[ノード WWN] (DC1 および
DC3 ドライブケージ用)

ドライブケージがスプリットループモードかどうか。[スピリットループ] (DC2 およ
び DC4 ドライブケージ用)

ID スイッチの数。[ID スイッチ] (DC3 ドライブ
ケージ用)

インターフェイスカードの数。[インターフェイスカード]
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説明フィールドグループ

SFP の数。[SFP]

ドライブマガジンの数。[マガジン]

使用可能なドライブマガジンベイの数。[空きドライブベイ]

物理ディスクの数。[物理ディスク ]

電源の数。[パワーサプライ ]

ドライブケージの位置。[場所]

ループ A ポートのスループット (KB/秒単位)。[ループ A ][リソース]

ループ B ポートのスループット (KB/秒単位)。[ループ B ]

ポート A の FC-AL で実行されているファームウェアのリビジョ
ン。

[ループ A ][接続]

ドライブケージのポート A0 に接続されているコントローラー
ノードのイニシエーターポート。

[A0 ポート]

ドライブケージのポート A1 に接続されているコントローラー
ノードのイニシエーターポート。

[A1 ポート]

ドライブケージのポート A2 に接続されているコントローラー
ノードのイニシエーターポート。

[A2 ポート] (DC3 ドライブ
ケージ用)

ドライブケージのポート A3 に接続されているコントローラー
ノードのイニシエーターポート。

[A3 ポート] (DC3 ドライブ
ケージ用)

ポート B の FC-AL で実行されているファームウェアのリビジョ
ン。

[ループ B ]

ドライブケージのポート B0 に接続されているコントローラーノー
ドのイニシエーターポート。

[B0 ポート]

ドライブケージのポート B1 に接続されているコントローラーノー
ドのイニシエーターポート。

[B1 ポート ]

ドライブケージのポート B2 に接続されているコントローラーノー
ドのイニシエーターポート。

[B2 ポート] (DC3 ドライブ
ケージ用)

ドライブケージのポート B3 に接続されているコントローラーノー
ドのイニシエーターポート。

[B3 ポート] (DC3 ドライブ
ケージ用)

選択されているドライブケージが別のドライブケージに接続 (す
なわち、デイジチェーン接続) されているかどうかを表示します。

[デイジチェーン]

コントローラーノードのポートからのドライブケージの距離 (0 =
システムポートに直接接続、1 = デバイスを 1 つ経由してこのド
ライブケージをノードに接続、など)。

[位置 A ]

コントローラーノードのポートからのドライブケージの距離 (0 =
システムポートに直接接続、1 = デバイスを 1 つ経由してこのド
ライブケージをノードに接続、など)。

[位置 B]

アラート。[新規アラート][ヘルス]

ドライブケージの現在の状態。 [正常]、[劣化]、または [失敗]。
「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ページ)
を参照してください。

[ステータス]

ドライブケージの温度値。[温度センサー値] (DC3 ドライ
ブケージ用)

ドライブケージ上のファームウェアのバージョン。[ファームウェア] (DC2 および
DC4 ドライブケージ用)

ドライブケージの状態の説明。[状態説明 ]

346 ドライブケージの管理



ドライブケージのインターフェイスカードの詳細情報の表示

インターフェイスカードの詳細情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

1. [ドライブケージ] 画面に移動します。
2. [ドライブケージ] 画面のリストペインで、[概要]タブをクリックして、ドライブケージを

選択します。

3. 詳細ペインで、[インターフェイスカード]タブをクリックします。
[インターフェイスカード]タブは、次のように表示されます (次は、DC2 ドライブケージの情
報を示しています。 実際の画面は、ご使用のシステムのドライブケージのタイプによって異な
る場合があります)。

DC2 および DC4 ドライブケージについては、以下の情報が提供されます。

説明列

インターフェイスカードの名前。[名前]

各 FC-AL 用の 4 つのポート。 FC-AL A では A0～A3、FC-AL B では B0～B3。[ポート]

リンク A の SFP ファイバーチャネルレシーバーのステータス。 信号を受信中は
緑色。受信していない場合は消灯。

[リンク A RX LED]

リンク A の SFP トランスミッターのステータス。 信号を送信中は緑色。送信し
ていない場合は消灯。

[リンク A TX LED ]

リンク B の SFP ファイバーチャネルレシーバーのステータス。 信号を受信中は
緑色。受信していない場合は消灯。

[リンク B RX LED]

リンク B の SFP トランスミッターのステータス。 信号を送信中は緑色。送信し
ていない場合は消灯。

[リンク B TX LED]

システムステータス。[システム LED]

リンク A の速度。[リンク A 速度 ]

リンク B の速度。[リンク B 速度]

リンク A の SFP の状態。[リンク A SFP ステータス]

リンク B の SFP の状態。[リンク B SFP ステータス]

DC3 ドライブケージについては、以下の情報が提供されます。

説明列

インターフェイスカードの名前。[名前]

各 FC-AL 用の 4 つのポート。 FC-AL A では A0～A3、FC-AL B では B0～B3。[ポート]

ポート 0 の現在の状態。[ポート 0 状態 ]

ポート 1 の現在の状態。[ポート 1 状態]

ポート 2 の現在の状態。[ポート 2 状態 ]
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説明列

ポート 3 の現在の状態。[ポート 3 状態]

ポート 0 のリンク速度。[ポート 0 リンク速度]

ポート 1 のリンク速度。[ポート 1 リンク速度 ]

ポート 2 のリンク速度。[ポート 2 リンク速度]

ポート 3 のリンク速度。[ポート 3 リンク速度]

ドライブケージのファームウェアのステータス (Current、Not Current、不明)。[ファームウェア状態]

インターフェイスカードの現在の状態。[ステータス]

エンハンストスイッチハブの現在の状態。[ESH 状態]

DC1 ドライブケージについては、以下の情報が提供されます。

説明列

インターフェイスカードの名前。[名前]

各 FC-AL 用のポート。 FC-AL A では A0 および A1、FC-AL B では B0 および
B1。

[ポート]

ポート 0 の現在の状態。[ループ LED (ポート 0) ]

ポート 1 の現在の状態。[ループ LED (ポート 1) ]

デイジチェーン接続されているドライブケージの現在の状態 (不明、正常、Off、
Green、Green blink、Amber、Amber blink)。

[ループスプリット ]

インターフェイスカードの現在の状態。[ステータス LED ]

リンク速度。[リンク速度]

ドライブケージのファームウェアステータス (Current、Not Current、または不
明)。

[ファームウェア状態]

現在のループの CPU の現在の状態 (不明、正常、失敗、劣化)。[CPU 状態 (セルフ) ]

別のループの CPU の現在の状態 (不明、正常、失敗、劣化)。[CPU 状態 (パートナー)]

DCS1 および DCS2 ドライブケージについては、以下の情報が提供されます。

説明列

インターフェイスカードの名前。[名前]

各 FC-AL 用のポート。 FC-AL A では A0 および A1、FC-AL B では B0 および
B1。

[ポート]

ポート A の現在の [ケージ]。[ポート A 状態]

ポート B の現在の状態。[ポート B 状態]

ポート A のリンク速度 (Gbps)。[ポート A リンク速度]

ポート B のリンク速度 (Gbps)。[ポート B リンク速度]

ドライブケージのファームウェアのステータス (Current、Not Current、不明)。[ファームウェア状態]

ケージの現在の状態。[ステータス]

ドライブケージのマガジンの詳細情報の表示

ドライブマガジンの詳細情報を表示するには、以下の手順に従ってください。
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1. [ドライブケージ] 画面に移動します。
2. [ドライブケージ] 画面のリストペインで、[概要]タブをクリックして、ドライブケージを

選択します。

3. 詳細ペインで、[マガジン]タブをクリックします。
[マガジン]タブは、次のように表示されます (次は、DC2 ドライブケージの情報を示していま
す。 実際の画面は、ご使用のシステムのドライブケージのタイプによって異なる場合がありま
す)。

以下の情報が表示されます。

説明列

ドライブケージ内でのドライブマガジンの位置。[位置]

ドライブケージの現在の状態。[ステータス] (DCS1 および DCS2 ドライ
ブケージ用)

ドライブマガジンの現在の状態。 「システムとコンポーネントのステー
タスアイコン」 (527 ページ) を参照してください。

[ステータス LED] (DC2 および DC4 ドラ
イブケージ用)

ホットプラグ LED の現在の状態。[ホットプラグ LED]
(DC2 および DC4 ドライブケージ用)

ドライブマガジン内のディスク数。[ディスク]

ノードへのインターフェイスカードループ (A) のステータス。[ループ A の状態]

ノードへのインターフェイスカードループ (B) のステータス。[ループ B の状態 ]

ドライブケージの物理ディスクの詳細情報の表示

物理ディスクの詳細情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

1. [ドライブケージ] 画面に移動します。
2. [ドライブケージ] 画面のリストペインで、[概要]タブをクリックして、ドライブケージを

選択します。

3. 詳細ペインで、[物理ディスク]タブをクリックします。
[物理ディスク]タブは、次のように表示されます (次は、DC2 ドライブケージの情報を示して
います。 実際の画面は、ご使用のシステムのドライブケージのタイプによって異なる場合があ
ります)。
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以下の情報が提供されます。

説明列

システムで割り当てられている、物理ディスク ID。 認定されていないディスクの
場合、この列は空白 (--) です。

[ID]

ディスクの位置。C:M:D (ケージ:マガジン:ディスク) の形式で表されます。[位置]

ディスクに割り当てられている World Wide Name。[WWN] (SAS 以外のドライブ
の場合)

ディスクに割り当てられているデバイス名。[WWN/ デバイス名] (DCS1
および DCS2 ドライブケージ
用)

ディスクの現在の状態。[ステータス LED] (DC1、
DC2、および DC4 ドライブ
ケージ用)

ディスクドライブの現在の内部温度。[温度]

ディスクのループ A アービトレーテッドループ物理アドレス。[ループ A AL_PA ]

ノードへのインターフェイスカードループのステータス。 「システムとコンポー
ネントのステータスアイコン」 (527 ページ) を参照してください。

[ループ A の状態]

ディスクのループ B アービトレーテッドループ物理アドレス。[ループ B AL_PA ]

ノードへのインターフェイスカードループのステータス。 「システムとコンポー
ネントのステータスアイコン」 (527 ページ) を参照してください。

[ループ B の状態 ]

物理ディスクのステータス。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」
(527 ページ) を参照してください。

[ステータス] (DCS1 および
DCS2 ドライブケージ用)

ドライブケージの電源の詳細情報の表示

電源の詳細情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

1. [ドライブケージ] 画面に移動します。
2. [ドライブケージ] 画面のリストペインで、[概要]タブをクリックして、ドライブケージを

選択します。

3. 詳細ペインで、[パワーサプライ]タブをクリックします。
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[パワーサプライ]タブは、次のように表示されます (次は、DC2 ドライブケージの情報を示し
ています。 実際の画面は、ご使用のシステムのドライブケージのタイプによって異なる場合が
あります)。

SAS 以外のドライブケージでは以下の情報が表示されます。

説明列

電源が所属するドライブケージ。[ケージ]

電源の数字で示される ID。[ID]

物理ディスクの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」
(527 ページ) を参照してください。

[ステータス]

電源のモデル名。[モデル]

電源に AC 電力が供給されていることを示します。[AC 電源ステータス ]

電源ファンの動作状態。[ファンステータス ]

電源ファンの速度。[ファンの速度 ]

DCS1 および DCS2 ドライブケージについては、以下の情報が提供されます。

説明列

電源が所属するドライブケージ。[ケージ]

電源の数字で示される ID。[ID]

物理ディスクの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」
(527 ページ) を参照してください。

[ステータス]

電源のモデル名。[モデル]

電源に AC 電力が供給されていることを示します。[AC 電源ステータス ]

電源に DC 電力が供給されていることを示します。[DC 状態]

電源ファン 0 の動作状態。[ファン 0 状態 ]

電源ファン 0 の速度。[ファン 0 速度 ]

電源ファン 1 の動作状態。[ファン 1 状態 ]

電源ファン 1 の速度。[ファン 1 速度 ]
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ドライブケージのアラートの詳細情報の表示
[アラート] タブの詳細画面には以下の情報が表示されます。

説明列

アラートの重大度。 「アラート重大度インジケーター」 (526 ページ) を参照してくだ
さい。

[深刻度 ]

アラートの ID。[ID ]

アラートの状態。[ステータス ]

前回アラートが発生した日時。[前回 ]

アラートの簡単な説明。[メッセージ ]

アラートの発生回数。[リピート回数 ]

アラートが初めて発生した日時。[初回 ]

ドライブケージの編集
ドライブケージを編集するには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインで、[システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、編集するドライブケージが所属するシステムの下の [ドライブケー
ジ]を選択します。

3. マネジメントウィンドウに表示されるリストペインの [概要]タブで、編集するドライブ
ケージを右クリックして、[編集]を選択します。
[編集]ダイアログボックスが表示されます。

4. [場所]フィールドにドライブケージの位置を入力します。
5. [OK] をクリックします。

ドライブケージの位置確認
この操作を利用して、関連する LED を黄色または点滅に設定すると、ドライブケージ、または
ドライブマガジンなどドライブケージのコンポーネント、あるいはストレージサーバーのポー
トの位置を確認できます。

1. マネージャーペインで、[システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、位置を確認するドライブケージが所属するシステムの下の [ドラ
イブケージ]を選択します。

3. マネジメントウィンドウに表示されるリストペインの [概要]タブで、位置を確認するドラ
イブケージを右クリックして、[位置確認] を選択します。
[位置確認]ダイアログボックスが表示されます。
マガジンコンポーネントの位置を確認するには、[ドライブケージ] の詳細画面の [マガジ
ン]タブをクリックして、位置を確認するマガジンを右クリックし、[位置確認]を選択しま
す。 この場合、[位置確認]ダイアログボックスが表示されます。

4. [持続時間]フィールドに、1～255 秒の範囲で値を入力します。 HP 3PAR StoreServ 10000
Storage System の場合、範囲は 1～3600 秒であり、デフォルトの期間は 900 秒です。
HP 3PAR StoreServ 10000 Storage より前の他のシステムでは、範囲は 1～255 秒であり、
デフォルトは 60 秒です。

5. [ターゲットコンポーネント]リストで、位置を確認するケージ、マガジン、またはポート
を選択します (使用可能なサブコンポーネントは、HP 3PAR StoreServ Storage のモデルに
より異なります)。

6. [OK] をクリックします。
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[位置確認] 操作が開始された時点で、指定した期間にわたって、選択したノードの隣に位置確
認アイコンが表示されます。 ステータスバーに詳細なメッセージが表示され、位置確認操作が
完了した時点で更新されます。 サブコンポーネントを選択した場合、詳細ペインで、そのサブ
コンポーネントに関連付けられているタブが自動的に表示されます。

ステップ 2で [位置確認] の代わりに [位置確認の停止]を選択することで、[位置確認] 操作を停
止できます。

ドライブケージの電源の編集
ドライブケージの電源を編集するには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインで、[システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、編集するドライブケージが所属するシステムの下の [ドライブケー
ジ]を選択します。

3. マネジメントウィンドウに表示される [パワーサプライ]タブで、編集するドライブケージ
の電源を選択して、メインツールバーの [編集]ボタンをクリックします。

4. [モデル]フィールドにドライブケージの電源のモデル番号を入力します。
5. [OK] をクリックします。
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23物理ディスクの管理
システムマネージャーで、物理ディスクに関連する各種タスクを実行できます。 詳細は、以下
の各項を参照してください。

「物理ディスクの位置確認」 (354 ページ)
「物理ディスクの表示」 (354 ページ)
「物理ディスクの [概要] タブの表示」 (355 ページ)
「物理ディスクの [物理ディスク] タブの表示」 (356 ページ)
「概要情報の表示」 (356 ページ)
「容量情報の表示」 (359 ページ)
「チャンクレットの使用状況の情報の表示」 (360 ページ)
「インベントリ情報の表示」 (361 ページ)
「環境情報の表示」 (362 ページ)
「状態情報の表示」 (363 ページ)
「パス情報の表示」 (364 ページ)
「物理ディスクの [スペア] タブの表示」 (365 ページ)
「物理ディスクの [アラート] タブの表示」 (366 ページ)

物理ディスクの位置確認
[物理ディスク]タブからマガジンの位置を確認するには、以下の手順に従います。
1. マネジメントツリーで、位置を確認するディスクを使用しているシステムの下にある [物

理ディスク] を選択します。
2. マネジメントウィンドウの [物理ディスク]タブの下で、ケージの ID を右クリックして、

[位置確認]を選択します。
[位置確認]ダイアログボックスが表示されます。

3. [持続時間]フィールドに、1～255 秒の範囲で値を入力します。
4. [ターゲットコンポーネント]リストで、位置を確認するマガジンを選択します。
5. [OK] をクリックします。
ステータスバーに詳細なメッセージが表示され、位置確認操作が完了した時点で更新されま
す。 詳細ペインには自動的に、[ドライブケージ] 画面の [マガジン]タブが表示され、選択した
マガジンの選択した位置の隣で、指定した期間にわたって位置確認アイコンが表示されます。

ステップ 2で [位置確認] の代わりに [位置確認の停止]を選択することで、[位置確認] 操作を停
止できます。

物理ディスクの表示
[物理ディスク] 画面にはシステムの物理ディスクの概要情報が表示されます。
[ドライブケージ] 画面にアクセスするには、以下の手順を実行します。
1. マネージャーペインで [システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、物理ディスクの情報を表示するシステムの下にある [物理ディス
ク]を選択します。

[物理ディスク] 画面には、4 つのタブがあります。 [概要]、[物理ディスク]、[スペア]、および
[アラート]です。 各タブについての詳細は、以下を参照してください。
「物理ディスクの [概要] タブの表示」 (355 ページ)
「物理ディスクの [物理ディスク] タブの表示」 (356 ページ)
「物理ディスクの [スペア] タブの表示」 (365 ページ)
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「物理ディスクの [アラート] タブの表示」 (366 ページ)

物理ディスクの [概要] タブの表示
物理ディスクの [概要]タブを表示するには、以下の手順を実行します。
1. [物理ディスク] 画面に移動します。
2. [概要]タブをクリックします。

以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

注記:  アレイ内にあるディスクドライブの数に関してライセンスに制限がある場合、ライ
センスされた上限は、[デバイスタイプ] グループの見出しの隣に表示されます。

[デバイスタイプ]

物理ディスクの種類として、[FC] (Fast Class)、[NL] (ニアライン)、
または [SSD] (ソリッドステートデバイス) のいずれかを表示しま
す。

[デバイスタイプ ]

ディスクの速度 (1000RPM 単位)。[デバイス RPM ]

注記:  [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の場
合は回転速度ではありません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のドラ
イブのパフォーマンスを比較するための概算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、
数値は、実際の回転速度と一致しており、パフォーマンスを示す指標にもなっています。
SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパフォー
マンスベンチマークとして扱われます。

ディスクサイズ (GiB)。[デバイスサイズ ]

各タイプのディスクの数。[カウント ]
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説明フィールドグループ

各タイプのディスクの合計容量 (GiB)。[総容量 ]

ディスクドライブが消費する記憶域のサイズ (%)。[割り当て済み率 ]

デバイスタイプ (Fast Class (FC)、ニアライン (NL)、Solid State
Device (SSD)、またはすべて) を選択します。 選択した種類のデバ
イスの容量と容量使用率が、グラフで表示されます。

[デバイスタイプ ][容量 ]

物理ディスクの空き領域と使用領域 (GiB) が表示されます。[概要 ]

物理ディスクのフルプロビジョニングされた領域とシンプロビジョ
ニングされた領域が表示されます。

[ボリュームの物理ス
ペース ]

物理ディスクの新しいアラートの数。[新規アラート ][ヘルス ]

システムの物理ディスクの現在の状態。 「システムとコンポーネ
ントのステータスアイコン」 (527 ページ) を参照してください。

[ディスク状態 ]

物理ディスクの [物理ディスク] タブの表示
物理ディスクの [物理ディスク]タブを表示するには、以下の手順を実行します。
1. 表示するストレージシステムの [物理ディスク] 画面に移動します。
2. [物理ディスク]タブをクリックします。
[物理ディスク]タブをフィルターして、[概要]、[容量]、[チャンクレット使用量]、[インベント
リ]、[環境]、[ステータス]、および [パス]の情報を表示できます。

注記:  以下のセクションにおいて、[デバイス RPM] が表示される場合、この数値は回転メ
ディアが使用されていないドライブ (SSD) の回転速度を表すものではありません。 この数値
は、システム内にある特定のドライブと他のドライブのパフォーマンスを比較するための概算
値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回転速度と一致しており、パ
フォーマンスを示す指標にもなっています。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯域
幅、アクセス時間を考慮した相対的なパフォーマンスベンチマークとして扱われます。

概要情報の表示
物理ディスクの概要情報を表示するには、フィルタリングリストから [概要]を選択します。
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以下の情報が表示されます。

説明列

システムによって割り当てられる物理ディスク ID。 物理ディスクには、0 か
ら始まる連続する番号がシステムのインストール時に割り当てられます。

[ID ]

ディスクが存在しているドライブケージ。[ケージ ]

ドライブケージの物理的な位置に関する説明。[ケージの位置]

ディスクの位置。ケージ:マガジン:ディスクの形式で表されます。[位置 ]

物理ディスクが Fast Class (FC)、ニアライン (NL)、Solid State (SSD) ドライブ
のいずれであるかを示します。

[デバイスタイプ ]

デバイスが使用しているプロトコル (FC、SAS など)。[デバイスプロトコル]

指定されているディスクの速度 (1000RPM 単位)。[デバイス RPM ]

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の場合は回転速度ではあ
りません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のドライブのパフォーマンスを比較するための概
算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回転速度と一致しており、パフォーマンスを示す
指標にもなっています。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパ
フォーマンスベンチマークとして扱われます。

カーネルによって識別されているディスクの状態。[ステータス ]

ディスク状態の説明。[状態説明]

自己暗号化ディスクの状態。 次のいずれかの状態です。[SED 状態]
[Unknown] – SED の状態の情報がまだ利用可能になっていません。
[Not Capable] – ドライブに SED の機能がありません (暗号化は SED ドライブ
でのみ有効にできます)。
[Capable] – ドライブは SED 対応ですが、システムにドライブのオーナーシッ
プがまだありません。

[Capable, FIPS] – ドライブは SED および FIPS 対応ですが、システムにドライ
ブのオーナーシップがまだありません。

[Owned] – システムにドライブのオーナーシップがあります。
[Owned, FIPS] – FIPS が有効になっており、システムにドライブのオーナー
シップがあります。

[Owned by a Different System] – 暗号化が有効であった他のシステムによって
ドライブが所有されているか、選択したシステムですべてのノードが交換さ
れており、シリアル番号が未設定である可能性があります。

このディスクドライブの使用可能な記憶域の合計サイズ。[総容量 ]

ディスクドライブの空き領域のサイズ (GiB)。初期化されているかいないかは
問いません。

[空き容量 ]

ディスクドライブ用に確保されている記憶域のサイズ (GiB)。[割り当て済み容量 ]

ディスクドライブが消費する記憶域のサイズ (%)。[割り当て済み率 ]

ディスクの接続先であるプライマリイニシエーターポートの位置で、ノード:
スロット:ポートの形式。

[ポート A ]

ディスクの接続先であるセカンダリイニシエーターポートの位置で、ノード:
スロット:ポートの形式。

[ポート B ]

仮想ボリューム用に予約されているスペースの容量。[ボリューム ]

スペア用に予約されているスペースの容量。[スペア]

使用可能な空きスペースの容量。[空き]

使用できないスペースの容量。[利用不可]
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説明列

障害があるスペースの量。[失敗]

チャンクレットの合計数。[合計チャンクレット]

システムにアクセス可能なデータを含む使用済みチャンクレットの数。[正常使用 OK]

障害が発生した使用済みチャンクレットの数。[正常使用障害]

初期化されているが現在使用されていない、論理ディスクで使用可能なチャ
ンクレットの数。

[正常未使用故障]

クリーニングされているチャンクレットの数。[正常未使用ユニット]

使用できないチャンクレットの数。[正常未使用利用不可]

障害が発生した未使用のチャンクレットの数。[正常未使用故障]

スペア用のチャンクレットの数。[スペア使用 OK]

障害が発生したスペアチャンクレットの数。[スペア使用 OK]

初期化されているが現在使用されていない、スペアに使用できるチャンクレッ
トの数。

[スペア未使用空き]

クリーニングされているスペアチャンクレットの数。[スペア未使用ユニット]

障害が発生した未使用のスペアチャンクレットの数。[スペア未使用故障]

ディスクに割り当てられている World Wide Name。[WWN]

ディスクの製造元の名前。[製造元]

ディスクのモデル名。[モデル]

ディスクのシリアル番号。[シリアル番号]

ディスクで使用しているファームウェアのバージョン。[ファームウェアバージョン]

修正可能な読み取りエラーの数。[訂正可能読み取りエラー]

修正不能な読み取りエラーの数。[訂正不能読み取りエラー]

修正可能な書き込みエラーの数。[訂正可能書き込みエラー]

修正不能な書き込みエラーの数。[訂正不能書き込みエラー]

ドライブの現在の温度。[温度]

ディスクパス A (ノード:スロット:ポートの形式)。[パス A]

ディスクパス B (ノード:スロット:ポートの形式)。[パス B]

パス A の状態。[A State]

パス B の状態。[B State]

一次パスの順序。[オーダー]

SSD デバイスとしてのメディアの種類。[Magnetic]、または [Single-Level Cell]
(MLC または SLC)。

[メディアタイプ]

SSD の推定残容量を割合 (%) で示します。 しきい値となる限度は 95% で
す。 残容量がこのしきい値を上回った場合 (つまり、残容量は 5% 以下)、
バーは緑から赤に変化します。

[残り寿命]
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説明列

注記:  SSD の書き込み限度に達する前に、SSD に書き込みできる回数は制
限されています。 この制限は一般的には十分であるため、HP 3PAR StoreServ
で通常予想されるサービス期間内では、ほとんどの構成、IO パターン、およ
びワークロードにおいて、使い切ってしまうことはありません。 HP 3PAR
StoreServ では、SSD への書き込みがすべて監視され、書き込み限度の総数に
対して使用した割合をレポートできます。 このため、書き込み限度に近づい
た SSD が自動的にすべて使用されてしまう前に、これを事前予防的に交換で
きます。 SSD が書き込み限度を超えると、最大使用制限値に達します。 最
大使用制限値を超えた SSD は、製品の保証期間によって、HP のサポート契
約に基づいて修理されなかったり交換されたりします。

ディスクの製造元による容量の公称値。[製造メーカー容量]

容量情報の表示
物理ディスクの容量の情報を表示するには、フィルタリングリストから [容量]を選択します。

以下の情報が表示されます。

説明列

システムによって割り当てられる物理ディスク ID。 物理ディスクには、0 か
ら始まる連続する番号がシステムのインストール時に割り当てられます。

[ID ]

ディスクが存在しているドライブケージ。[ケージ ]

ドライブケージの物理的な位置に関する説明。[ケージの位置]

ディスクの位置。ケージ:マガジン:ディスクの形式で表されます。[位置 ]

物理ディスクが Fast Class (FC)、ニアライン (NL)、Solid State (SSD) ドライブ
のいずれであるかを示します。

[デバイスタイプ ]

デバイスが使用しているプロトコル (FC、SAS など)。[デバイスプロトコル]

指定されているディスクの速度 (1000RPM 単位)。[デバイス RPM ]

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の場合は回転速度ではあ
りません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のドライブのパフォーマンスを比較するための概
算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回転速度と一致しており、パフォーマンスを示す
指標にもなっています。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパ
フォーマンスベンチマークとして扱われます。

カーネルによって識別されているディスクの状態。[ステータス ]

このディスクドライブの使用可能な記憶域の合計サイズ。[総容量 ]

ボリュームによって使用される物理ディスクの記憶域のサイズ。[ボリューム ]
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説明列

物理ディスクによってスペアとして割り当てられている記憶域のサイズ。[スペア ]

物理ディスクの空き領域のサイズ。初期化されているかいないかは問いませ
ん。

[空き ]

物理ディスクの使用できない領域のサイズ。[利用不可 ]

物理ディスクのエラー領域のサイズ。[失敗 ]

チャンクレットの使用状況の情報の表示
物理ディスクのチャンクレット使用状況の情報を表示するには、フィルタリングリストから
[チャンクレット使用量]を選択します。

以下の情報が表示されます。

説明列

システムによって割り当てられる物理ディスク ID。 物理ディスクには、0
から始まる連続する番号がシステムのインストール時に割り当てられます。

[ID ]

ディスクが存在しているドライブケージ。[ケージ ]

ドライブケージの物理的な位置に関する説明。[ケージの位置]

ディスクの位置。ケージ:マガジン:ディスクの形式で表されます。[位置 ]

物理ディスクがファイバーチャネル (FC)、ニアライン (NL)、Solid State (SSD)
ドライブのいずれであるかを示します。

[デバイスタイプ ]

デバイスが使用しているプロトコル (FC、SAS など)。[デバイスプロトコル]

指定されているディスクの速度 (1000RPM 単位)。[デバイス RPM ]

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の場合は回転速度ではあ
りません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のドライブのパフォーマンスを比較するための概
算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回転速度と一致しており、パフォーマンスを示す
指標にもなっています。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパ
フォーマンスベンチマークとして扱われます。

カーネルによって識別されているディスクの状態。[ステータス ]

物理ディスクのチャンクレットの数。TOC などシステムによって予約され
ている場合は除きます。

[合計チャンクレット ]

論理ディスクに割り当てられ、現在システムにアクセスできるデータを含む
チャンクレットの数。

[正常使用 OK ]

論理ディスクに割り当てられ、障害があるため現在はアクセスできないデー
タを含むチャンクレットの数。

[正常使用障害 ]

現在空いていて、論理ディスクで使用可能なチャンクレットの数。[正常未使用空き ]
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説明列

クリーニングされているチャンクレットの数。 クリーニングされているチャ
ンクレットはゼロに設定されているため、データを含みません。

[正常未使用ユニット ]

使用できないチャンクレットの数。[正常未使用利用不可 ]

初期化されているが割り当てられていないチャンクレットの数。データは含
まれておらず、障害があります。

[正常未使用故障 ]

現在スペアに使用されているチャンクレットの数。システムからアクセスで
きるデータが含まれています。

[スペア使用 OK ]

スペアに使用されているが、障害があるため現在はシステムにアクセスでき
ないデータを含むチャンクレットの数。

[スペア使用 OK ]

現在空いていて、スペアとしてのみ使用可能なチャンクレットの数。[スペア未使用空き ]

クリーニングされているスペアチャンクレットの数。 クリーニングされて
いるチャンクレットはゼロに設定されているため、データを含みません。

[スペア未使用ユニット ]

スペアとして予約されているが障害があるため現在は使用できない、初期化
されていないチャンクレットの数。

[スペア未使用故障 ]

インベントリ情報の表示
物理ディスクのインベントリ情報を表示するには、フィルタリングリストから [インベントリ]
を選択します。

以下の情報が表示されます。

説明列

システムによって割り当てられる物理ディスク ID。 物理ディスクには、0
から始まる連続する番号がシステムのインストール時に割り当てられます。

[ID ]

ディスクが存在しているドライブケージ。[ケージ ]

ドライブケージの物理的な位置に関する説明。[ケージの位置]

ディスクの位置。ケージ:マガジン:ディスクの形式で表されます。[位置 ]

物理ディスクが Fast Class (FC)、ニアライン (NL)、Solid State (SSD) ドライ
ブのいずれであるかを示します。

[デバイスタイプ ]

デバイスが使用しているプロトコル (FC、SAS など)。[デバイスプロトコル]

指定されているディスクの速度 (1000RPM 単位)。[デバイス RPM ]

インベントリ情報の表示 361



説明列

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の場合は回転速度ではあ
りません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のドライブのパフォーマンスを比較するための概
算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回転速度と一致しており、パフォーマンスを示す
指標にもなっています。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパ
フォーマンスベンチマークとして扱われます。

カーネルによって識別されているディスクの状態。[ステータス ]

ディスクに割り当てられている World Wide Name。[WWN ]

ディスク製造元の名前 (SEAGATE など)。[製造元 ]

ディスクのモデル番号。[モデル ]

ディスク製造元のシリアルナンバー。[シリアル番号 ]

ディスク製造元のファームウェアリビジョン監視用文字列。[ファームウェアバージョン ]

環境情報の表示
物理ディスクの環境情報を表示するには、フィルタリングリストから [環境]を選択します。

以下の情報が表示されます。

説明列

システムによって割り当てられる物理ディスク ID。 物理ディスクには、0
から始まる連続する番号がシステムのインストール時に割り当てられます。

[ID ]

ディスクが存在しているドライブケージ。[ケージ ]

ドライブケージの物理的な位置に関する説明。[ケージの位置]

ディスクの位置。ケージ:マガジン:ディスクの形式で表されます。[位置 ]

物理ディスクが Fast Class (FC)、ニアライン (NL)、Solid State (SSD) ドライ
ブのいずれであるかを示します。

[デバイスタイプ ]

デバイスが使用しているプロトコル (FC、SAS など)。[デバイスプロトコル]

指定されているディスクの速度 (1000RPM 単位)。[デバイス RPM ]

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の場合は回転速度ではあ
りません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のドライブのパフォーマンスを比較するための概
算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回転速度と一致しており、パフォーマンスを示す
指標にもなっています。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパ
フォーマンスベンチマークとして扱われます。
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説明列

カーネルによって識別されているディスクの状態。[ステータス ]

特定された修正可能な読み取りエラー。[訂正可能読み取りエラー ]

特定された修正できない読み取りエラー。[訂正不能読み取りエラー ]

特定された修正可能な書き込みエラー。[訂正可能書き込みエラー ]

特定された修正できない書き込みエラー。[訂正不能書き込みエラー ]

ディスクの内部温度。[温度 ]

状態情報の表示
物理ディスクの状態情報を表示するには、フィルタリングリストから [ステータス]を選択しま
す。

以下の情報が表示されます。

説明列

システムによって割り当てられる物理ディスク ID。 物理ディスクには、0 から始ま
る連続する番号がシステムのインストール時に割り当てられます。

[ID ]

ディスクが存在しているドライブケージ。[ケージ ]

ドライブケージの物理的な位置に関する説明。[ケージの位置]

ディスクの位置。ケージ:マガジン:ディスクの形式で表されます。[位置 ]

物理ディスクが Fast Class (FC)、ニアライン (NL)、Solid State (SSD) ドライブのいず
れであるかを示します。

[デバイスタイプ ]

デバイスが使用しているプロトコル (FC、SAS など)。[デバイスプロトコル]

指定されているディスクの速度 (1000RPM 単位)。[デバイス RPM ]
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説明列

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の場合は回転速度ではあ
りません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のドライブのパフォーマンスを比較するための概
算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回転速度と一致しており、パフォーマンスを示す
指標にもなっています。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパ
フォーマンスベンチマークとして扱われます。

カーネルによって識別されているディスクの状態。[ステータス ]

ドライブの状態の説明。[状態説明 ]

パス情報の表示

注記:  パス情報は HP 3PAR OS バージョン 2.3.1 以降を使用するシステムで表示できます。

物理ディスクのパス情報を表示するには、フィルタリングリストから [パス]を選択します。

以下の情報が表示されます。

説明列

システムによって割り当てられる物理ディスク ID。 物理ディスクには、0 から始ま
る連続する番号がシステムのインストール時に割り当てられます。

[ID ]

ディスクが存在しているドライブケージ。[ケージ ]

ドライブケージの物理的な位置に関する説明。[ケージの位置]

ディスクの位置。ケージ:マガジン:ディスクの形式で表されます。[位置 ]

カーネルによって識別されているディスクの状態。[ステータス ]

物理ディスクの A ポートの場所 (ノード:スロット:ポートの形式)。[パス A ]

物理ディスクの B ポートの場所 (ノード:スロット:ポートの形式)。[パス B ]

A ポートの状態 ([正常]、[劣化]、[新規]、または [失敗])。[A State ]

B ポートの状態 ([正常]、[劣化]、[新規]、または [失敗])。[B State ]

プライマリノードに障害が発生した場合に引き継ぐノードの順番が表示されます。[オーダー ]
• 2 ノードのシステムの場合、プライマリパスとセカンダリパスが表示されます。
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説明列

• 4 ノードのシステムの場合、プライマリパス、セカンダリパス、第 3 パス、第
4 パスが表示されます。

物理ディスクの [スペア] タブの表示
注記: [スペア]タブを表示するには、設定でスペア情報を有効にしておく必要があります。
「グローバルレベルでの優先設定」 (532 ページ) を参照してください。

物理ディスクの [スペア]タブを表示するには、以下の手順を実行します。
1. [物理ディスク] 画面に移動します。
2. [スペア]タブをクリックします。
3. [データの取得]ボタンをクリックします。 これにより、表示されている最新のスペアでリ

ストが更新されます。

以下の情報が表示されます。

説明列

システムによって割り当てられる物理ディスク ID。 物理ディスクには、0 から始ま
る連続する番号がシステムのインストール時に割り当てられます。

[PD ID ]

チャンクレット ID。物理ディスクのチャンクレットの場所を示します。 チャンク
レットには、0 から始まる連続する番号が割り当てられます。

[PD チャンクレット ]

スペアチャンクレットを使用している論理ディスクの名前。[LD 名 ]

論理ディスクのチャンクレットの位置。[LD チャンクレット ]

カーネルによって識別されているチャンクレットの状態。 「システムとコンポーネ
ントのステータスアイコン」 (527 ページ) を参照してください。

[ステータス ]

チャンクレットが論理ディスクによって予約されているか、使用可能であるかを示
します。

[使用方法 ]

チャンクレットの物理ディスクメディアの現在の状態 ([有効] または [失敗])。[メディア ]

チャンクレットのスペア状態。 [はい] はチャンクレットがスペアとして予約されて
いることを示し、[No] はシステムによってスペアとして選択されている空きチャン
クレットであることを示します。

[予約済みユーザー ]

チャンクレットのクリーニング状態。 [はい] はチャンクレットにデータがなく使用
準備ができていることを示します。 [No] は現在使用中であることを示し、[クリー

[クリーニング ]

物理ディスクの [スペア] タブの表示 365



説明列

ニング] はチャンクレットのすべてのデータがクリーニング (すべてゼロにリセット)
されていることを示します。

再配置前のチャンクレットの場所 (< 物理ディスク ID> : < チャンクレット ID> の形
式)。

[初期位置 ]

再配置におけるチャンクレットの複製先 (< 物理ディスク ID> : < チャンクレット
ID> の形式)。

[ターゲット ]

物理ディスクの [アラート] タブの表示
物理ディスクの [アラート]タブを表示するには、以下の手順を実行します。
1. [物理ディスク] 画面に移動します。
2. [アラート]タブをクリックします。
[アラート]タブにはシステムの物理ディスクに関連するアラートが表示されます。 物理ディス
クの [アラート]タブに表示される情報は、システムの [アラート]タブに含まれる情報と同じで
す。

[アラート]タブには物理ディスクに関連するアラートのみが表示されます。
「システムアラートの表示」 (308 ページ) を参照してください。
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24ファンの管理
システムマネージャーを使用して、物理ディスク用のシステムファン情報を表示できます。 詳
細は、「システムファンの表示」 (367 ページ) を参照してください。

システムファンの表示
システムファンの情報を表示するには、以下の手順を実行します。

1. マネージャーペインで [システム]を選択します。
2. マネジメントツリーで、情報を表示するシステムの下にある [システムファン]を選択しま

す。

E クラスシステムの [システムファン] 画面は以下のように表示されます。

V クラスシステムの [システムファン]画面は以下のように表示されます。

以下の情報が表示されます。

説明列

リモートノードの ID。[ノード ID]*

システムによって割り当てられるファン ID。[ファン ID]**

システムによって割り当てられるファン ID。[ファンモジュール] *

ファンを最も優先的に制御するノード。[プライマリノード **]

ファンを 2 番目に優先的に制御するノード。[セカンダリノード **]

ファンの現在の状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ペー
ジ) を参照してください。

[ステータス]

ファンの現在の状態。ファンの LED で示されます。[ステータス LED]

システムファンが置き換え可能である場合を示す LED。[サービス LED]*

現在のファン速度。[ファンの速度]
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*HP 3PAR StoreServ 10000 Storage System の場合専用の列であることを示します。
**HP 3PAR F クラス Storage System の場合専用の列であることを示します。
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25プロビジョニングの管理
プロビジョニングマネージャーでは、HP 3PAR StoreServ Storage System のすべてのプロビジョ
ニングタスクを実行できます。 この中には以下のタスクが含まれます。

• 仮想ボリューム、仮想ボリュームセット、および仮想ボリュームテンプレートを作成、編
集、メンテナンスします。また、仮想ボリュームをエクスポートします。

• CPG および CPG テンプレートを作成、編集、およびメンテナンスします。

• また、プロビジョニングマネージャーではいくつかの方法を使用して、システムのプロビ
ジョニングの状態を監視することもできます。

Provisioning Manager の使用方法についての詳細は、以下の各項を参照してください。
「すべてのシステムのプロビジョニングの表示」 (369 ページ)
「単一のシステムのプロビジョニングの表示」 (370 ページ)
「共通プロビジョニンググループの管理 」 (124 ページ)
「仮想ボリューム」 (149 ページ)
「仮想ボリュームセットの作成」 (163 ページ)
「VLUN の管理」 (196 ページ)
「テンプレートの作成」 (476 ページ)

注記:  ドメインユーザーは、アクセス権限のあるドメイン内部の情報のみを表示できます。

ドメインユーザーの場合、マネジメントツリーの [ドメイン]ノードを介して、プロビジョニン
グタスクを実行できます。 [ドメイン]ノードでの作業の情報および手順は、[ストレージシステ
ム]ノードでの作業と同じです。ただし、情報はドメインによってフィルターされています。

すべてのシステムのプロビジョニングの表示
接続されているすべてのシステムのプロビジョニングを表示するには、以下の手順を実行しま
す。

1. マネージャーペインで、[プロビジョニング]を選択します。
2. マネジメントツリーで、[ストレージシステム]を選択します。
[プロビジョニング] 画面では、2 つのタブに情報が表示されます。 「[概要] タブ」 (369 ページ)
および「[アラート] タブ」 (370 ページ) です。

[概要] タブ
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[概要]タブには、接続されているすべてのシステムの全般的なプロビジョニング情報が表示さ
れます。 この中には以下の情報が含まれます。

説明列

システム名。[システム ]

システム上の仮想ボリュームの数。 各値は、そのシステムの仮想ボリューム画面に
リンクしています。

[仮想ボリューム ]

システム上の仮想ボリュームセットの数。[仮想ボリュームセット ]

仮想ボリュームの論理容量の合計値 (GiB)。[仮想ボリュームの論理容量
]

仮想ボリュームの物理容量の合計値 (GiB)。[仮想ボリュームの物理容量
]

システム上の CPG の数。 各値は、そのシステムの [CPG] 画面にリンクしています。[CPG ]

CPG の論理容量の合計値 (GiB)。[CPG 論理容量 ]

CPG の物理容量の合計値 (GiB)。[CPG 物理容量 ]

表の一番下の行には、列合計が表示されます。

[アラート] タブ
[アラート]タブには、接続されているすべてのシステムのプロビジョニング関連のアラートが
表示されます。 この [アラート]タブに表示される情報は、システムの [アラート]タブに表示さ
れる情報と同じものです。

プロビジョニングの [アラート]タブには、プロビジョニングに関連するアラートのみが表示さ
れます。 システムアラートの詳細は、「システムアラートの表示」 (308 ページ) を参照してく
ださい。

単一のシステムのプロビジョニングの表示
単一のシステムのプロビジョニングを表示するには、以下の手順を実行します。

1. マネージャーペインで、[プロビジョニング]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示する [ストレージシステム]ノードの下にあるシステムを選択

します。

[プロビジョニング] 画面はマネジメントウィンドウに表示され、3 つのタブに情報が表示され
ます。 「[概要] タブ」 (370 ページ) 、「[タスク] タブ」 (372 ページ) 、および「[アラート] タ
ブ」 (373 ページ) です。

[概要] タブ
[概要]タブには、システム内のすべてのプロビジョニングに関する情報が表示されます。
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以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

CPG の総数。[CPG ][全般 ]

仮想ボリュームの総数。[仮想ボリューム ]

基本ボリュームの総数。[ベースボリューム ]

シンプロビジョニングされた仮想ボリュームの総数。[シンプロビジョニング ]

フルプロビジョニングされた仮想ボリュームの総数。[フルプロビジョニング ]

バーチャルコピーの総数。[バーチャルコピー ]

物理コピーの総数。[物理コピー ]

Remote Copy 仮想ボリュームの総数。[Remote Copy ボリューム ]

期限切れとなった仮想ボリュームの総数。[期限切れボリューム ]

エクスポートされていない仮想ボリュームの総数。[アンエクスポートボリューム
]

有効なエクスポート済み仮想ボリュームの合計数。[アクティブ VLUN ]
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説明フィールドグループ

デバイスの種類として、[FC] (Fast Class)、[NL] (ニアラ
イン)、または [SSD] (ソリッドステートデバイス) を選択

[デバイスタイプ ][システム容量 ]

します。 選択した種類のデバイスの容量と容量使用率
が、グラフで表示されます。 また、[すべて] を選択する
と、全種類のデバイスの容量と容量使用率を表示できま
す。

[仮想ボリューム][ヘルス ]

新しい仮想ボリュームアラートの数。[新規アラート ]

システムの仮想ボリュームの現在の状態。 新しいアラー
トについては、「アラート/タスク/接続ペイン」
(523 ページ) を参照してください。

[ステータス ]

[CPG ]

新しい CPG アラートの数。[新規アラート ]

システムの CPG の現在の状態。 新しいアラートについ
ては、「アラート/タスク/接続ペイン」 (523 ページ) を
参照してください。

[ステータス ]

[論理ディスク ]

新しい論理ディスクアラートの数。[新規アラート ]

システムの論理ディスクの現在の状態。 新しいアラート
については、「アラート/タスク/接続ペイン」 (523 ペー
ジ) を参照してください。

[ステータス ]

[タスク] タブ
[タスク]タブには、実行中および完了済みのシステムプロビジョニングタスクに関する情報が
表示されます。

[タスク]タブはリストペインと詳細ペインに分かれています。 リストペインには、ストレージ
サーバーのプロビジョニングタスクの概要が表示されます。 詳細ペインには、リストペインで
選択したタスクの詳細が表示されます。
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リストペイン

リストペインには以下の情報が表示されます。

説明列

タスク ID。[ID ]

タスクタイプ。[タイプ ]

タスクが実行された仮想ボリュームの名前。[名前 ]

タスクの状態。[ステータス ]

完了したタスクの割合のグラフ表示。[進捗 ]

タスクの開始時刻。[開始時刻 ]

タスクの完了時刻。[終了時刻 ]

タスクの完了に要した時間。[時間 ]

詳細ペイン

詳細ペインには以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

システムの名前。[システム名 ][全般 ]

システムのシリアルナンバー。[システム SN ]

タスク ID。[ID ]

タスクタイプ。[タイプ ]

タスクが実行された仮想ボリュームの名前。[名前 ]

タスクの状態。[ステータス ]

完了したタスクの割合のグラフ表示。[進捗 ]

タスクの開始時刻。[開始時刻 ]

タスクの完了時刻。[終了時刻 ]

タスクの完了に要した時間。[時間 ]

実行中のタスクに関する詳細が表示されます。[ステータス詳細 ]

[アラート] タブ
[アラート]タブにはシステムのプロビジョニングに関連するアラートが表示されます。 プロビ
ジョニングの [アラート]タブに表示される情報は、プロビジョニング関連のアラートのみが表
示されることを除き、システムの [アラート]タブに含まれる情報と同じです。 (システムタス
クの詳細は、「システムアラートの表示」 (308 ページ) を参照してください)。
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26データ割り当ての管理
レイアウトグリッドマネージャーでは、仮想ボリューム、CPG、論理ディスク、物理ディスク
の使用パターンを示すレイアウトグリッドを表示できます。 これらのグリッドは、リソース割
り当てを監視するために使用できます。

注記:  HP 3PAR Management Console で論理ディスク情報を表示するように優先設定した場
合は、論理ディスク情報だけが表示されます。 「グローバルレベルでの優先設定」 (532 ペー
ジ) を参照してください。

次の図は、各レイアウトグリッドの構造を示しています。

表 1 レイアウトグリッド

説明項目

すべての物理ディスクのリスト[1]

10 個のチャンクレットマーカー[2]

30 個のチャンクレットマーカー[3]

1 セル = 1 チャンクレット = 256 MB[4]

すべてのタイプのチャンクレットグリッド画面は、同一の基本機能を共有しています。

• 最も左の列には、ストレージサーバー内のすべての物理ディスクが次の形式で一覧されま
す。 [<cage_ID>:<magazine_position>:<disk_position>]

◦ <cage_ID> は、0 (ドライブシャーシの左側) または 1 (ドライブシャーシの右側) にな
ります。

◦ <magazine_position> は、0、1、2、3、4 のいずれかになります。

◦ <disk_position> は、0、1、2、3、4 のいずれかで、0 がバックプレーンに最も近い
位置です。

• 各行では、1 つのチャンクレットつまり 256MB を示すグリッド内の各セルを使用して、
左の列に示されたディスクのストレージスペースを表しています。

• 10 の倍数ごとにチャンクレットの量を示すマーカーがグリッドの上部に沿って表示され
ます。

レイアウトグリッドマネージャー内にあるすべてのシステムのレイアウ
ト情報の表示

接続されているすべての HP Storage System のレイアウト情報を表示するには、以下の手順を
実行してください。
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1. マネージャーペインで、[レイアウトグリッド]を選択します。
2. マネジメントツリーで、[ストレージシステム]を選択します。

以下の情報が表示されます。

説明列

システムの名前。[システム]

システムのモデル番号。[モデル]

システム内の物理ディスクの数。[物理ディスク]

ディスク上にあるチャンクレットの総数。[合計チャンクレット]

ディスク上で使用可能なチャンクレットの数。[空きチャンクレット]

障害が発生したチャンクレットの数。[障害チャンクレット]

各チャンクレットのサイズ。[チャンクレットサイズ]

単独のシステムのレイアウトグリッドの表示

マネジメントツリーでシステムを選択すると、[仮想ボリューム]、[CPG]、および [論理ディス
ク]が自動的に表示されます。 これら 3 つのオプションのいずれかを選択すると、すべての仮
想ボリューム、CPG、または論理ディスクがマネジメントウィンドウで表示されます。 リスト
ペインに表示される情報は、マネジメントツリー内の選択項目によって異なります。

注記:  論理ディスク情報を表示するように HP 3PAR Management Console を優先設定した場
合、マネジメントツリーで [論理ディスク]のみ表示されます。 「グローバルレベルでの優先設
定」 (532 ページ) を参照してください。

詳細は、以下の各項を参照してください。

「仮想ボリュームレイアウト画面の表示」 (375 ページ)
「CPG レイアウト画面の表示」 (376 ページ)
「論理ディスクレイアウト画面の表示」 (378 ページ)

仮想ボリュームレイアウト画面の表示

仮想ボリュームレイアウト画面では、物理ディスクでの仮想ボリュームの分布状態と、各仮想
ボリュームで使用されているチャンクレットを確認できます。 仮想ボリュームレイアウト画面
は、システムの仮想ボリュームの概要を表示するリストペインと、リストペインで選択された
ボリュームのチャンクレットのレイアウト詳細を表示する詳細ペインに分割されています。

単独のシステムの仮想ボリュームレイアウトを表示するには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインで、[レイアウトグリッド]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示するボリュームのシステムを選択します。
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3. マネジメントツリーで、[仮想ボリューム]を選択します。
4. マネジメントウィンドウで、表示する仮想ボリュームを選択します。 複数のボリュームを

選択することもできます。 仮想ボリュームごとに、使用状況ブロックが異なる色で表示さ
れます。 各ボリュームに割り当てられた色は、リストペインで名前の隣に表示されます
(複数の項目の選択についての詳細は、「複数のアイテムの選択」 (526 ページ) を参照して
ください)。

リストペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

仮想ボリュームの名前 (名前をクリックすると、プロビジョニングマネージャーの [仮
想ボリューム]タブに移動します)。

[名前]

ボリュームが所属しているドメインの名前 (存在する場合)。[ドメイン]

システムの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ページ)
を参照してください。

[ステータス]

指定したボリュームのチャンクレットを識別するために使用される色。[グリッドセル色]

ボリュームが、基本ボリューム、物理コピー、またはバーチャルコピーのいずれであ
るかを示します。

[タイプ ]

ボリュームが、フルプロビジョニングされた仮想ボリュームまたはシンプロビジョニ
ングされた仮想ボリューム (TPVV) のどちらであるかを示します。

[プロビジョニング ]

ボリュームの RAID タイプ。[RAID ]

ボリュームのサイズ (GiB)。[仮想サイズ ]

ボリュームの予約済みユーザースペースのサイズ (GiB)。[予約済みユーザーサイズ ]

使用されているユーザースペースの割合。[予約済みユーザーサイズ
(％ 仮想)]

ボリュームの予約済みコピースペースのサイズ。[予約済みコピースペースサ
イズ ]

使用されているコピースペースの割合。[予約済みコピースペースサ
イズ (% 仮想)]

ボリュームのエクスポート先となっているホスト。 赤色のエントリーは、非アクティ
ブな VLUN を示しています。 青色のエントリーは、アクティブな VLUN を示してい
ます。 各ホスト名は、ホストの [概要] タブにリンクしています。

[エクスポート先 ]

CPG レイアウト画面の表示
CPG のレイアウト画面では、物理ディスクでの CPG の分布状態と、各 CPG で使用されてい
るチャンクレットを確認できます。 CPG レイアウト画面は、システムの CPG の概要を表示す
るリストペインと、リストペインで選択された CPG のチャンクレットのレイアウト詳細を表
示する詳細ペインに分かれています。

単独のシステムの CPG レイアウトを表示するには、以下の手順に従ってください。
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1. マネージャーペインで、[レイアウトグリッド]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示する CPG のシステムを選択します。
3. マネジメントツリーで、[CPG] を選択します。
4. マネジメントウィンドウで、表示する CPG を選択します。 表示する複数の CPG を選択

することもできます。 CPG ごとに、使用状況ブロックが異なる色で表示されます。 各
CPG に割り当てられた色は、リストペインで CPG 名の隣に表示されます (複数の項目の
選択についての詳細は、「複数のアイテムの選択」 (526 ページ) を参照してください)。

次は、複数の CPG に関するレイアウトグリッドを示しています。

リストペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

CPG の名前 (名前をクリックすると、CPG に対応する、プロビジョニングマネー
ジャーの [レイアウト] タブに移動します)。

[名前]

CPG が属しているドメイン (存在する場合)。[ドメイン]

システムの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ページ)
を参照してください。

[ステータス]

指定した CPG のチャンクレットを識別するために使用される色。[グリッドセル色]

CPG の RAID タイプ。[RAID]

CPG に割り当てたディスクスペースの容量 (GiB 単位)。[割り当て済み容量]

CPG が使用している割り当て済み容量 (GiB 単位)。[使用容量]

警告アラートが生成される CPG の増加サイズ (GiB)。[サイズの増加の警告 ]

CPG のサイズ増加の上限値 (GiB)。[サイズの増加の制限値 ]

CPG を使用している仮想ボリュームの総数。[VV 総数 ]
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論理ディスクレイアウト画面の表示

論理ディスクレイアウト画面では、システムでの論理ディスクによるチャンクレットの使用状
況を確認できます。 論理ディスクレイアウト画面は、システムの論理ディスクの概要を表示す
るリストペインと、リストペインで選択された論理ディスクのチャンクレットのレイアウト詳
細を表示する詳細ペインに分割されています。

単独のシステムの論理ディスクレイアウトを表示するには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインで、[レイアウトグリッド]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示する論理ディスクのシステムを選択します。

3. マネジメントツリーで、[論理ディスク]を選択します。
4. マネジメントウィンドウで、表示する論理ディスクを選択します。 複数のディスクを選択

することもできます。 ディスクごとに、使用状況ブロックが異なる色で表示されます。
各ディスクに割り当てられた色は、リストペインで名前の隣に表示されます (複数の項目
の選択についての詳細は、「複数のアイテムの選択」 (526 ページ) を参照してください)。

リストペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

論理ディスクの名前。[名前]

ディスクが属するドメイン (存在する場合)。[ドメイン]

システムの状態。 「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ページ)
を参照してください。

[ステータス]

指定した論理ディスクのチャンクレットを識別するために使用される色。[グリッドセル色]

ディスクの種類として、[FC] (Fast Class)、[NL] (ニアライン)、または [SSD] (ソリッド
ステートデバイス)。

[デバイスタイプ ]

指定されているディスクの速度 (1000RPM 単位)。[デバイス RPM ]

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の場合は回転速度ではあ
りません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のドライブのパフォーマンスを比較するための概
算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回転速度と一致しており、パフォーマンスを示す
指標にもなっています。 SSD ドライブの場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパ
フォーマンスベンチマークとして扱われます。

論理ディスクの RAID タイプ。[RAID ]

論理ディスクの合計サイズ (GiB)。[総容量 ]

使用されている論理ディスク領域の容量 (GiB)。[使用容量 ]

論理ディスクの物理容量 (GiB)[物理容量]

論理ディスクが、ライトスルーモードになっているかどうかを示します。[ライトスルー ]

論理ディスクが、仮想ボリュームにマップされているかどうかを示します。[VV へのマッピング ]

論理ディスクの使用目的を示します。[使用方法 ]

所有しているノードを示します。[オーナー ]
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27パフォーマンスの監視
[パフォーマンスとレポートマネージャー]では、以下の作業を実行できます。

• 物理ディスク、ホストポート、ディスクポートの定義済みパフォーマンスチャートから
チャートを作成します。

• 独自のカスタマイズパフォーマンスチャートを作成、編集、および保存します。

• 次のアクティビティを測定するレポートを作成します。

AO 構成◦
◦ CPG

◦ 論理ディスク *

◦ 物理ディスク

◦ Port

◦ VLUN

◦ 仮想ボリューム

◦ 仮想ボリュームセット

◦ ドメイン

◦ コントローラーノード

* 論理ディスク関連のアクションとレポートを表示するには、[設定] の [論理ディスクの
表示]を有効にする必要があります。 この機能を有効にするには、メニューバーで [表示]
> [設定] > [詳細]を選択してから [論理ディスクの表示]チェックボックスを選択します。

詳細は、以下の各項を参照してください。

「パフォーマンスの表示」 (379 ページ)
「新しいチャートの作成」 (382 ページ)
「チャートの保存」 (383 ページ)
「チャートの編集」 (384 ページ)

パフォーマンスの表示
HP 3PAR Management Console には、物理ディスクの使用量、ポート、AO 構成、CPG、VLUN、
仮想ボリューム、仮想ボリュームセット、コントローラーノード、および論理ディスクの定義
済みパフォーマンスチャートが表示されます。

定義済みパフォーマンスチャートを表示するには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. マネジメントツリーでシステムを選択してから、表示するオブジェクトを選択します。

3. 表示するパフォーマンスチャートのタイプを選択します。

4. 表示するパフォーマンスチャートが他にもある場合は、手順 2～3 を繰り返します。
選択されたチャートタイプのパフォーマンスチャートがマネジメントに表示され、データの収
集とチャートの生成が始まります。
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時間ごとのパフォーマンスの表示

次のチャートに、長期間のパフォーマンスを示す線グラフが表示されます。

• 物理ディスク – I/O の時間とサイズの分布

• 物理ディスク – スペース

• 物理ディスク – パフォーマンス統計

• ポート – ディスク、RCFC、および RCIP ポートの総スループット

• ポート – I/O の時間とサイズの分布

• ポート – パフォーマンス統計

• CPG – スペース

• VLUN – I/O の時間とサイズの分布

• VLUN – パフォーマンス統計

• 仮想ボリューム – スペース

• 仮想ボリュームセット – QoS

• ドメイン - QoS

• コントローラーノード – CPU パフォーマンス

• コントローラーノード – キャッシュパフォーマンス

• 論理ディスク – I/O の時間とサイズの分布

• 論理ディスク – スペース

• 論理ディスク – パフォーマンス統計
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起動した各チャートは、マネジメントウィンドウの上部にタブで表示されます。 表示するチャー
トのタブをクリックします。

各チャートの右上隅にあるボタンで、パフォーマンスチャートの生成をいつでも一時停止また
は停止できます。

• チャートの一時停止 – データの描画は停止しますが、データ収集はバックグラウンドで続
行されています。

• チャートの停止 – データ収集と描画の両方が停止します。
ポートのスループットチャートの詳細ペインには凡例が表示され、色とプロットの関連性が表
示されます。 凡例の行をクリックすると、対応するプロットがハイライトされます。
ポートスループットプロットの色を変更するには、[色]列の下で色をクリックして、メニュー
リストから新しい色を選択します。

長期間のパフォーマンスが表示される他のチャートの詳細ペインには、特定の時刻に収集され
たデータ値が表示されます。
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瞬間的な統計情報の表示

次のチャートには、その時点での物理ディスクのパフォーマンスを示す棒グラフが表示されま
す。

• 物理ディスク – PD 使用量の合計 IOPS

• AO 構成 – 領域の移動

新しいチャートの作成
新しいパフォーマンスチャートを作成するには、以下の手順に従って、[チャート構成]ウィザー
ドにアクセスしてください。

1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
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2. [共通アクション] パネルで、[新規チャート]をクリックします。 [チャート構成]ウィザー
ドが表示されます。

チャートの選択

1. [テンプレート]または [カスタム]を選択します。
2. [テンプレート]を選択する場合は、[物理ディスク] の下の [PD 使用]、[ディスクポート]、

[ホストポート]、[RCFC ポート]、または [ポート (データ)] の下の [RCIP ポート]を選択して、
描画するオブジェクトの種類を選択します。

3. [カスタム]を選択する場合は、以下の項目を指定します。
a. [名前] - チャートの名前を入力します。
b. (オプション) [説明] - 説明を入力します。
c. [ポーリング間隔] - 5～3,600 秒の値を入力します。

4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

定義済みチャートの場合:
1. [システム]リストからシステムを選択します。
2. デフォルトでは、すべてのオブジェクトがチャートに描画されます。 オブジェクトを選択

する場合は、[すべて]チェックボックスの選択を解除して、描画するオブジェクトをオブ
ジェクトリストから選択します。

3. [次へ]をクリックして概要を確認するか、[完了]をクリックします。
カスタムチャートの場合:
1. [システム]リストからシステムを選択します。
2. [カテゴリ]リストからオブジェクトを選択します。
3. デフォルトでは、すべてのオブジェクトがチャートに描画されます。 オブジェクトを選択

する場合は、[すべて]チェックボックスの選択を解除して、描画するオブジェクトをオブ
ジェクトリストから選択します。

4. 個別のオブジェクトを選択した場合は、以下の手順に従ってください。

a. (オプション) 選択されたすべてのオブジェクトを 1 つのプロットにまとめない場合
は、[選択したすべてのオブジェクトを集約するプロットを作成する]チェックボック
スの選択を解除します。

b. (オプション) 選択したオブジェクトを個別のプロットにせず、1 つにまとめたプロッ
トにする場合は、[選択した各オブジェクト別のプロットを作成する]チェックボック
スの選択を解除します。

5. [Y 軸]リストから、パフォーマンスメトリックを選択します。
6. [タイプ]リストから、値を選択します。 ([読み取り/書き込み合計] = 読み取りと書き込み

の両方を描画、[読み取り] = 読み取りのみを描画、[書き込み] = 書き込みのみを描画)
7. 表示されているデフォルトの色を変更するには、[色]ボタンをクリックして、プロット用

の新しい色を選択します。

8. [追加]をクリックして、[プロット]リストに新しいプロットを追加します。
9. プロット追加するために、手順 1～8 を繰り返します。
10. [次へ]をクリックして概要を確認するか、[完了]をクリックします。

概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

チャートの保存
チャートを保存するには、以下の手順に従ってください。

1. 新しいチャートを作成します。
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2. メインのメニューバーで、[アクション] > [パフォーマンスとレポート] > [保存チャート]の
順に選択します。

3. チャートの名前を入力して、保存場所を選択します。

4. [保存]をクリックします。 保存したチャートは、[保存チャート]ツリーノードの下に表示
されます。

注記: チャートを保存すると、チャートの構成データのみが保存されます。 プロットデータ
は保存されません。

チャートの編集
チャートを編集するには、[チャート構成の編集]ウィザードにアクセスして、以下の手順に従っ
てください。

1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. マネジメントツリーで、[保存チャート]ノードの下のチャートを選択します。
3. メインのメニューバーで、[アクション] > [パフォーマンスとレポート] > [編集]の順に選択

します。 [チャート構成の編集]ウィザードが表示されます。

チャートの選択

1. 新しい [名前]、[説明]、および [ポーリング間隔]を入力します。
2. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [システム]リストからシステムを選択します。
2. デフォルトでは、すべてのオブジェクトがチャートに描画されます。 オブジェクトを選択

するには、[すべて]チェックボックスの選択を解除して、描画するオブジェクトをオブジェ
クトリストから選択します。

3. [次へ]をクリックします。
カスタムチャートを編集している場合は、以下の手順を実行してください。

1. [システム]リストからシステムを選択します。
2. [カテゴリ]リストからオブジェクトを選択します。
3. デフォルトでは、すべてのオブジェクトがチャートに描画されます。 オブジェクトを選択

するには、[すべて]チェックボックスの選択を解除して、描画するオブジェクトをオブジェ
クトリストから選択します。

4. 個別のオブジェクトを選択した場合は、以下の手順に従ってください。

a. (オプション) 選択されたすべてのオブジェクトを 1 つのプロットにまとめない場合
は、[選択したすべてのオブジェクトを集約するプロットを作成する]チェックボック
スの選択を解除します。

b. (オプション) 選択したオブジェクトを個別のプロットにせず、1 つにまとめたプロッ
トにするには、[選択した各オブジェクト別のプロットを作成する]チェックボックス
の選択を解除します。

5. [Y 軸]リストから、パフォーマンスメトリックを選択します。
6. [タイプ]リストから、値を選択します。 ([読み取り/書き込み合計] = 読み取りと書き込み

の両方を描画、[読み取り] = 読み取りのみを描画、[書き込み] = 書き込みのみを描画)
7. 表示されているデフォルトの色を変更するには、[色]ボタンをクリックして、プロット用

の新しい色を選択します。

8. [追加]をクリックして、[プロット]リストに新しいプロットを追加します。
9. プロット追加するために、手順 1～8 を繰り返します。
10. [次へ]をクリックして概要を確認するか、[完了]をクリックします。
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概要

概要情報を確認して、[完了]をクリックします。

レポートの作成

注記: HP 3PAR OS 3.1.2 以降では、すべてのレポートの生成に System Reporter ライセンス
が必要です。 HP 3PAR OS 3.1.3 MU1 より、System Reporter ライセンスなしで Adaptive
Optimization および CPG レポートを生成できます。

マネージャーペインの [パフォーマンスとレポート]を選択し、[レポートの新規作成]ウィザー
ドを使用してアクティビティレポートを作成できます。 このウィザードがパフォーマンスとレ
ポートマネージャーから起動されるとき、デフォルトでは、ツリーノードは選択されません。
続行するにはノードを選択する必要があります。 パネルからこのウィザードを起動した場合、
対応するノードがあらかじめ選択されます。 たとえば、CPG テーブルパネルからこのウィザー
ドを起動した場合、CPG ツリーノードがあらかじめ選択されます。 AO 構成テーブルパネル
から起動した場合は、AO 構成ツリーノードがあらかじめ選択されます。
Remote Copy リンクや Remote Copy 仮想ボリュームのパフォーマンスレポートを作成するに
は、カスタムチャートの作成が必要です。 チャートの作成についての詳細は、「新しいチャー
トの作成」 (382 ページ) を参照してください。

[パフォーマンスとレポート] ウィンドウに複数のチャートが表示される場合は、パネル上部に
ツールバーがあります。このツールバーでは、表示される各種チャートの左側にチェックボッ
クスがあります。 チェックボックスの選択を解除すると、対応するチャートがオフになりま
す。 チェックボックスを選択すると、対応するチャートが再表示されます。
指定したタイプのレポートを作成する方法については、以下の各項を参照してください。

• 「AO 構成レポートの作成」 (386 ページ)

• 「CPG レポートの作成」 (390 ページ)

• 「論理ディスクレポートの作成」 (448 ページ)

• 「物理ディスクレポートの作成」 (397 ページ)

• 「ポートレポートの作成」 (412 ページ)
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• 「VLUN レポートの作成」 (420 ページ)

• 「仮想ボリュームレポートの作成」 (429 ページ)

• 「ドメイン QoS レポートの作成」 (438 ページ)

• 「仮想ボリュームセットの [QoS] レポートの作成」 (434 ページ)

• 「コントローラーノードレポートの作成」 (439 ページ)

AO 構成レポートの作成
[レポートの新規作成]ウィザードを使用して、次のタイプのデータのレポートを生成します。
• AO 構成の [領域 IO 密度] – 特定の AO 構成の I/O アクセス率とデータの分布が表示され

ます。

• AO 構成の [累積領域 IO 密度] – AO 構成の累積 I/O アクセス率とデータの分布が表示さ
れます。

• AO 構成の [スペース移動] – AO 構成のスペースデータの履歴レポートが表示されます。
レポートのタイプを選択した後、ページの右側にレポートのデフォルトの [名前] と [説明] が
表示されます。 デフォルトのテキストを使用するか、独自の値を入力することができます。

AO 構成の [領域 IO 密度] レポートの作成
AO 構成の [領域 IO 密度] レポートには、各階層の I/O アクセス率とデータの分布が表示され
ます。 各レポートは、X 軸上で [IO レート密度] を、Y 軸上で [スペース] または [IO/分] を表
示します。

レポートは、2 つの [IO レート密度] チャートを表示します。 1 つにはスペースが、もう 1 つ
には 1 分あたりの I/O 操作が表示されます。 このレポートでは、積み重ね棒チャートを使用
してレポートデータが表示されます。 AO 構成上の 3 つの階層に対応する CPG が 3 つまで、
同じチャート上に別々の色で表示されます。

最初のチャート (マネジメントウィンドウの左側に表示) には、指定した期間の領域の合計ス
ペースが表示されます。 各領域は、指定した期間での IO アクセス率に基づいて、X 軸 (カテ
ゴリ) 上の対応するヒストグラムのバケットに入れられています。 このチャートの Y 軸 (値)
は、ヒストグラムバケット中の領域の合計スペースを示します。

2 番目のチャート (マネジメントウィンドウの右側に表示) には、指定した期間の領域の 1 分あ
たりの総 IO アクセス数が表示されます。 このチャートの X 軸は、最初のチャートと同じ表記
規則に従っています。 2 番目のチャートの Y 軸は、ヒストグラムバケット中の領域の 1 分あ
たりの総 IO アクセス数を示します。

左側のチャートは、ほとんどアイドル状態の領域 (ヒストグラムバケット内の X 軸上の左に近
い領域) を AO がほぼすべて遅い (青色) 層に移動したことを示します。 右側のチャートは、1
分あたりの IO アクセス数のほとんどがより高速 (赤色) 層から移動したことを示します。
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AO 構成の [IO 密度領域] レポートを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。 [レポートの新規作成]: AO
構成の [領域 IO 密度]ウィザードが表示されます。

レポートの選択

1. AO 構成の [領域 IO 密度]を選択します。
2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、自動生成されるレポート名のままにします。
3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。
4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する AO 構成が含まれる [システム]を選択します。
2. AO 構成が属している [ドメイン]を選択します (存在する場合)。
3. 分析する [AO 構成]を選択します。
4. レポートの [チャート詳細]を選択します。 [詳細]、[標準]、[簡略] のいずれかです。

[詳細] – 詳細が、最も細かいレベルで表示されます (たとえば、1、2、4、8IO/(GiB*/分)
など)。
[標準] – 中程度の詳細レベルで表示されます (たとえば、1、4、16、64IO/(GiB*/分) な
ど)。
[簡略] – おおまかな詳細レベルで表示されます (たとえば、1、8、64、512IO/(GiB*/分)
など)。

5. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの [終
了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前の時刻
を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方で特定の日
付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループボックス」 (462 ペー
ジ) を参照してください。

6. [測定基準表示] グループボックスで、[累積]または [パーセンテージ]タイプのチャートを
表示するチェックボックスを選択します。

[累積] – 2 つの積み重ね棒チャートを表示します。 1 つは累積アクセス率と累積スペース
の関係、もう 1 つは累積アクセス率と累積領域 IO 密度の関係を示します。
[パーセンテージ] – 2 つの積み重ね棒チャートを表示します。 1 つはアクセスレートとス
ペースのパーセンテージの関係、もう 1 つはアクセス率と領域 IO 密度の関係を示しま
す。

7. すべての仮想ボリュームの値を含めるか、または特定の VV をフィルターしたい場合、[ボ
リューム]グループボックスで、[各 VV 用データを表示します]チェックボックスを選択し
ます。

8. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

AO 構成の [累積領域 IO 密度] レポートの作成
AO の [累積領域 IO 密度] レポートには、I/O の累積アクセス率とスペース率の関係、各階層
のデータ分布、および AO が各階層間で領域を移動する方法が表示されます。
レポートでは、累積的な I/O レート密度が Y 軸上に、指定した AO の累積的なスペースが X
軸上にそれぞれ表示されます。 [オブジェクトの選択] ページで、[チャート詳細] ([詳細]、[標
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準]、[簡略])、選択した AO に対する [フィルター]、番号またはパーセントで表される [測定基
準表示] を選択して、チャートをプロットできます。
[測定基準表示] が [数] で、X 軸 (カテゴリ) に累積スペースが表示され、Y 軸が累積アクセス率
の場合、 階層ごとの CPG の凡例が、チャートの下部に表示されます。
[パーセンテージ]オプションを選択した場合と、選択しない場合 ([オブジェクトの選択] で) の
チャートを以下に示します。

AO 構成の [累積 IO 密度領域] レポートを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。

[レポートの新規作成]: AO 構成の [累積領域 IO 密度]ウィザードが表示されます。

レポートの選択

1. AO 構成の [累積領域 IO 密度]を選択します。
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2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、自動生成されるレポート名のままにします。
3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。
4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する AO が含まれる [システム]を選択します。
2. AO 構成が属している [ドメイン]を選択します (存在する場合)。
3. 分析する [AO 構成]を選択します。
4. レポートの [チャート詳細]を選択します。 [詳細]、[標準]、[簡略] のいずれかです。

[詳細] – 詳細が、最も細かいレベルで表示されます (たとえば、1、2、4、8IO/(GiB*/分)
など)。
[標準] – 中程度の詳細レベルで表示されます (たとえば、1、4、16、64IO/(GiB*/分) な
ど)。
[簡略] – おおまかな詳細レベルで表示されます (たとえば、1、8、64、512IO/(GiB*/分)
など)。

5. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの [終
了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前の時刻
を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方で特定の日
付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループボックス」 (462 ペー
ジ) を参照してください。

6. [AO 構成]グループボックスで、: [すべて]または [フィルター]を選択します。 [フィルター]
を選択した場合は、[システムレポートフィルターダイアログ] が表示され、レポートに含
める 1 つ以上のオブジェクトを選択できます。 「[システムレポートフィルターダイアロ
グ]」 (461 ページ) を参照してください。

7. [測定基準表示]グループボックスで、表示する領域 IO 密度として [数]または [パーセンテー
ジ]を選択します。

8. すべての仮想ボリュームの値を含めるか、または特定の VV をフィルターしたい場合、[ボ
リューム]グループボックスで、[各 VV 用データを表示します]チェックボックスを選択し
ます。

9. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

AO 構成の [スペース移動] レポートの作成
AO 構成の [スペース移動] レポートには、各 AO 構成で選択した期間中に移動されたスペース
が表示されます。 レポートには、選択したソースおよびターゲット階層間で移動された AO
スペースの容量が表示されます。 階層間で移動されたスペースは、Adaptive Optimization の
パフォーマンスオーバーヘッドを示します。階層間のデータ移動に、システムリソースとディ
スク帯域幅が消費されるためです。

レポートは、レポートデータを表示する積み重ね棒チャートを使用して、階層間のスペース移
動を表示します。 X 軸 (カテゴリ) は AO 構成を示し、階層間のスペース移動が別々の色で表
示されます。 Y 軸 (値) は階層間で移動されたスペースの容量を示します。
チャート下の表では、移動済みスペースのタイプが、次のように区別されます。

説明列

特定の AO 構成に関連付けられた ID 番号。[ID]

AO 構成の名前。[名前]
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説明列

データの移動元の階層。[ソース階層]

データの移動先の階層。[ターゲット階層]

移動されるスペースのタイプ (管理 (adm)、ユーザー (usr)、またはスナップ (snp))。[スペース]

ソースおよびターゲット階層間で移動されたスペースの容量。[スペース移動]

AO 構成の [スペース移動] レポートを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。 [レポートの新規作成]: AO
構成の [スペース移動]ウィザードが表示されます。

レポートの選択

1. AO 構成の [スペース移動]を選択します。
2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、自動生成されるレポート名のままにします。
3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。
4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する AO 構成が含まれる [システム]を選択します。
2. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの [終

了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前の時刻
を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方で特定の日
付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループボックス」 (462 ペー
ジ) を参照してください。

3. [チャートの表示] グループボックスで、レポートを表示するチャートを選択します。
[AO スペース移動 (累計)] – すべての階層での移動について結合されたバーを表示します。
[AO スペース移動 (非累計)] – 階層の移動ごとに個別のバーを示します。

4. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

CPG レポートの作成
[レポートの新規作成]ウィザードを使用して、次のタイプのデータのレポートを生成できます。
• CPG の [領域 IO 密度] – 特定の CPG の I/O アクセス率とデータの分布が表示されます。

• CPG の [累積領域 IO 密度] – 特定の CPG の I/O アクセス率とデータの分布が表示されま
す。CPG の累積 I/O アクセス率とデータの分布が表示されます。

• CPG の [スペース] – CPG のスペースデータの履歴レポートが表示されます。
生成するレポートのタイプを選択した後、ページの右側にレポートのデフォルトの [名前] と
[説明] が表示されます。 デフォルトのテキストを使用するか、独自の値を入力することができ
ます。

CPG の [領域 IO 密度] レポートの作成
CPG の [領域 IO 密度] レポートには、選択した CPG の I/O アクセス率とデータの分布が表示
されます。 単一 CPG を対象にする領域 I/O 密度のレポートでは、ビジー領域とアイドル領域

390 パフォーマンスの監視



の間でのワークロードの分布状況を表示できます。 AO 構成が CPG のワークロードに対して
効果的に機能しているかどうかを判断するには、この情報は重要です。

レポートは、2 つの [IO レート密度] チャートを表示します。 1 つには領域スペースが、もう
1 つには 1 分あたりの I/O 操作が表示されます。 最初のチャート (マネジメントウィンドウの
左側に表示) には、指定した期間に領域が使用した合計スペースが表示されます。 各領域は、
指定した期間での IO アクセス率に基づいて、X 軸 (カテゴリ) 上の対応するヒストグラムのバ
ケットに入れられています。 このチャートの Y 軸 (値) は、ヒストグラムバケット中の領域の
合計スペースを示します。

2 番目のチャート (マネジメントウィンドウの右側に表示) には、指定した期間の領域の総 IO
アクセス/分が表示されます。 このチャートの X 軸は、最初のチャートと同じ表記規則に従っ
ています。 2 番目のチャートの Y 軸は、ヒストグラムバケット中の領域の総 IO アクセス/分
を示します。

CPG の [領域 IO 密度] レポートを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。 [レポートの新規作成]:

CPG の [領域 IO 密度]ウィザードが表示されます。

レポートの選択

1. CPG の [領域 IO 密度]を選択します。
2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、自動生成されるレポート名のままにします。
3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。
4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する CPG が含まれる [システム]を選択します。
2. AO 構成が属している [ドメイン]を選択します (存在する場合)。
3. 分析する [単一 CPG] または [CPG パターン]を選択します。
4. レポートの [チャート詳細]を選択します。 [詳細]、[標準]、[簡略] のいずれかです。

[詳細] – 詳細が、最も細かいレベルで表示されます (たとえば、1、2、4、8IO/(GiB*/分)
など)。
[標準] – 中程度の詳細レベルで表示されます (たとえば、1、4、16、64IO/(GiB*/分) な
ど)。
[簡略] – おおまかな詳細レベルで表示されます (たとえば、1、8、64、512IO/(GiB*/分)
など)。
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5. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの [終
了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前の時刻
を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方で特定の日
付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループボックス」 (462 ペー
ジ) を参照してください。

6. [測定基準表示] グループボックスで、[累積]または [パーセンテージ]タイプのチャートを
表示するチェックボックスを選択します。

[累積] – 2 つの積み重ね棒チャートを表示します。 1 つは累積アクセス率と累積スペース
の関係、もう 1 つは累積アクセス率と累積領域 IO 密度の関係を示します。
[パーセンテージ] – 2 つの積み重ね棒チャートを表示します。 1 つはアクセスレートとス
ペースのパーセンテージの関係、もう 1 つはアクセス率と領域 IO 密度の関係を示しま
す。

7. CPG で仮想ボリュームに基づいたチャートまたは特定の VV のチャートを表示したい場合
は、[各 VV 用データを表示します]チェックボックスを選択します。

8. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

CPG の [累積領域 IO 密度] レポートの作成
CPG の [累積領域 IO 密度] レポートには、CPG の累積 I/O アクセス率とスペースが表示され
ます。

レポートでは、CPG 層ごとに 1 つの累積スペースのパーセンテージと累積アクセス率との関
係が表示されます。 [チャート詳細] ([詳細]、[標準]、[簡略]) など各種のオプションを選択する
か、選択した CPG で特定の [ドメイン] に対する [フィルター] を追加する、あるいは選択した
表示オプションに基づいて [数] または [パーセンテージ] の [測定基準表示] を選択して、チャー
トをプロットできます。 階層ごとの CPG の凡例が、チャートの下部に表示されます。
[パーセンテージ]オプションを選択した場合と、選択しない場合 ([オブジェクトの選択] で) の
チャートを以下に示します。
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CPG の [累積領域 IO 密度] レポートを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。 [レポートの新規作成]:

CPG の [累積領域 IO 密度]ウィザードが表示されます。

レポートの選択

1. CPG の [累積領域 IO 密度]を選択します。
2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、自動生成されるレポート名のままにします。
3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。
4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する CPG が含まれる [システム]を選択します。
2. AO 構成が属している [ドメイン]を選択します (存在する場合)。
3. 分析する [CPG] を選択します。
4. レポートの [チャート詳細]を選択します。 [詳細]、[標準]、[簡略] のいずれかです。

[詳細] – 詳細が、最も細かいレベルで表示されます (たとえば、1、2、4、8IO/(GiB*/分)
など)。
[標準] – 中程度の詳細レベルで表示されます (たとえば、1、4、16、64IO/(GiB*/分) な
ど)。
[簡略] – おおまかな詳細レベルで表示されます (たとえば、1、8、64、512IO/(GiB*/分)
など)。

5. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの [終
了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前の時刻
を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方で特定の日
付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループボックス」 (462 ペー
ジ) を参照してください。

6. [CPG] グループボックスで、[すべて]を選択して各 CPG に基づくチャートを表示するか、
[フィルター]を選択して特定の CPG の値のみを表示します。

7. [測定基準表示]グループボックスで、表示する領域 IO 密度として [数]または [パーセンテー
ジ]を選択します。
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8. CPG で仮想ボリュームに基づいたチャートまたは特定の VV のチャートを表示したい場合
は、[各 VV 用データを表示します]チェックボックスを選択します。

9. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

CPG の [スペース] レポートの作成
CPG の [スペース] レポートには、次の使用タイプごとのスペース容量が表示されます。 使用
タイプは、[Admin]、[Snap]、および [ユーザー] です。
レポートには、選択したチャートタイプごとに、指定期間の空きスペースと使用済みスペース
が表示されます。 各使用タイプは、同じチャート上に別々の色で表示されます。 X 軸 (カテゴ
リ) は時間、Y 軸 (値) は使用済みスペースの容量を示します。
チャート下の表には、特定期間の次の値がリスト表示されます。

説明列

使用量情報の収集日時。[時刻]

現在 CPG の割り当てに使用されている管理スペースの容量。[管理スペース使用済
み]

現在 CPG の割り当てに使用されている物理スナップスペースの容量。[スナップスペース使用
済み]

現在 CPG の割り当てに使用されているユーザースペースの容量。[ユーザースペース使用
済み]

現在 CPG の割り当てに使用されているスペースの容量の合計。[使用済み合計]

CPG の割り当てに使用可能な管理空きスペースの容量。[管理スペース空き]

CPG の割り当てに使用可能な物理スナップスペースの容量。[スナップスペース空
き]

CPG の割り当てに使用可能なユーザースペースの容量。[ユーザースペース空
き]

CPG の割り当てに使用可能なスペースの合計容量。[空き合計]

現在割り当てられている CPG で使用可能な残りの管理スペースの容量。[管理スペース合計]

現在割り当てられている CPG で使用可能な残りのスナップスペースの容量。[スナップスペース合
計]

現在割り当てられている CPG で使用可能な残りのユーザースペースの容量。[ユーザースペース合
計]

現在割り当てられている CPG で使用可能な残りのスペースの合計容量。[合計]

CPG の拡張に使用可能なスペースの容量。[増加スペース]
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CPG の [スペース] レポートを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。

[レポートの新規作成]: CPG の [スペース]ウィザードが表示されます。

レポートの選択

1. CPG の [スペース]を選択します。
2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、自動生成されるレポート名のままにします。
3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。
4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する [システム]を選択します。
2. [チャートタイプ]を選択します。

• [時間間隔値] – [時間間隔] パネルのレポートの開始および終了時間範囲を指定します。
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• [指定時間値] – [基準時間] パネルのレポートを作成する時刻を指定します。 デフォル
トは現在の日時です。 [指定時間値] チャートを作成すると、[グループ値] パネルも表
示されます。

3. [サンプリング解像度]を選択します。

• [高 (5 分毎)] – レポートが 5 分間のサンプリング間隔で作成されます。

• [中 (1 時間毎)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されてい
る 1 時間単位のデータを使用して作成されます。

• [低 (毎日)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されている 1
日単位のデータを使用して作成されます。

4. チャートタイプが [時間間隔値]の場合は、以下の手順に従ってください。
a. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの

[終了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前
の時刻を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方
で特定の日付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループ
ボックス」 (462 ページ) を参照してください。

b. [タイプの表示]グループボックスで、リスト表示されている [デバイスタイプ s] およ
び [RAID タイプ]のうち、値を表示したいもののチェックボックスを選択します。 少
なくとも 1 つの [デバイスタイプ] と 1 つの [RAID タイプ] を選択する必要がありま
す。

選択できるディスクタイプは、 [FC]、[NL]、および [SSD] です。
選択できる RAID タイプは、 [RAID 0]、[RAID 1]、[RAID 5]、および [RAID 6] です。

c. [CPG] グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択してすべての CPG の値を追
加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してから [オブジェクト選択]ボタンをク
リックして追加する CPG を指定します。 CPG の選択方法については、「[システム
レポートフィルターダイアログ]」 (461 ページ) を参照してください。

d. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([CPG 使
用済みスペース]、[CPG 空きスペース]、[CPG 残りスペース]、および [CPG 増加ス
ペース]) のチェックボックスを選択します。 チャートタイプは 1 つ以上選択する必
要があります。
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5. チャートタイプが [指定時間値]の場合は、以下の手順に従ってください。

a. [基準時間または日時]グループボックスで [現在日時]ラジオボタンを選択するか、
アイコンをクリックして日時を選択します。 特定の日時を選択済みである場合は、
[日時の選択]ラジオボタンが自動的に選択されます。

b. [タイプの表示]グループボックスで、リスト表示されている [デバイスタイプ s] およ
び [RAID タイプ]のうち、値を表示したいもののチェックボックスを選択します。 少
なくとも 1 つの [デバイスタイプ] と 1 つの [RAID タイプ] を選択する必要がありま
す。

選択できるデバイスタイプは、 [FC]、[NL]、および [SSD] です。
選択できる RAID タイプは、 [RAID 0]、[RAID 1]、[RAID 5]、および [RAID 6] です。

c. [CPG] グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択してすべての CPG の値を追
加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してから [オブジェクト選択]ボタンをク
リックして追加する CPG を指定します。 CPG の選択方法については、「[システム
レポートフィルターダイアログ]」 (461 ページ) を参照してください。

d. [グループ値]グループボックスで、チャート値のグループ化に使用する属性を選択し
ます。 グループタイプは 1 つ以上選択する必要があります。
次に示す 1 つ以上の属性で、チャートレポートをグループ化できます。 [CPG 名] (デ
フォルト)、[ドメインネーム]、[デバイスタイプ]、および [RAID タイプ] です。

e. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([CPG 使
用済みスペース]、[CPG 空きスペース]、[CPG 残りスペース]、および [CPG 増加ス
ペース]) のチェックボックスを選択します。 チャートタイプは 1 つ以上選択する必
要があります。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

物理ディスクレポートの作成

[レポートの新規作成]ウィザードを使用して、次のタイプのデータのレポートを生成できます。
• [I/O 時間とサイズの分散] – 特定の物理ディスクの I/O アクセス率とデータの分布が表示

されます。

• [スペース] – 物理ディスクのスペースデータの履歴レポートが表示されます。

• [パフォーマンス統計] – パフォーマンスの履歴データが表示されます。
生成するレポートのタイプを選択した後、ページの右側にレポートのデフォルトの [名前] と
[説明] が表示されます。 デフォルトのテキストを使用するか、独自の値を入力することができ
ます。

物理ディスクの [I/O 時間とサイズの分散] レポートの作成
物理ディスクの [I/O 時間とサイズの分散] レポートには、2 つのチャートが表示されます。
一定期間または特定時刻のアクセス数の [I/O 時間] と [I/O サイズ] です。
[I/O 時間] レポートには、指定した間隔内のサービス時間の読み取り、書き込み、またはその
両方を組み合わせたアクセス数が表示されます。 各サービス時間は、同じチャート上に別々の
色で表示されます。 X 軸 (カテゴリ) は時間、Y 軸 (値) はアクセス数を示します。
[I/O サイズ] レポートには、選択した範囲内の I/O サイズの読み取り、書き込み、またはその
両方を組み合わせたアクセス数が表示されます。 各 I/O サイズは、同じチャート上に別々の
色で表示されます。 X 軸 (カテゴリ) は時間、Y 軸 (値) はアクセス数を示します。 チャート下
の表には、各物理ディスクのサービス時間のアクセス数と I/O サイズが表示されます。
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チャート下の表には、選択した期間内の時間増分における、サービス時間のアクセス数と I/O
サイズが表示されます。 チャートタイプが指定時間の値の場合、表にポートノード、ポートス
ロット、ポート番号、デバイスタイプ、およびディスク速度 (1000RPM 単位) も表示される場
合があります。

注記: [速度]に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の場合は回転速
度ではありません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のドライブのパフォー
マンスを比較するための概算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回
転速度と一致しており、パフォーマンスを示す指標にもなっています。 SSD ドライブの場合、
数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパフォーマンスベンチマークと
して扱われます。

一定期間の値を対象にした、物理ディスク I/O 時間および I/O サイズレポート

ある時点での値を対象にした、物理ディスク I/O 時間および I/O サイズレポート
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物理ディスクの [I/O 時間とサイズの分散] レポートを作成するには、以下の手順に従ってくだ
さい。

1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。

[レポートの新規作成]: 物理ディスクの [I/O 時間とサイズの分散]ウィザードが表示されま
す。

レポートの選択

1. 物理ディスクの [I/O 時間とサイズの分散]を選択します。
2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、自動生成されるレポート名のままにします。
3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。
4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する [システム]を選択します。
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2. [チャートタイプ]を選択します。

• [時間間隔値] – [時間間隔] パネルのレポートの開始および終了時間範囲を指定します。

• [指定時間値] – [基準時間] パネルのレポートを作成する時刻を指定します。 デフォル
トは現在の日時です。 [指定時間値] チャートを作成すると、[グループ値] パネルも表
示されます。

3. [サンプリング解像度]を選択します。

• [高 (5 分毎)] – レポートが 5 分間のサンプリング間隔で作成されます。

• [中 (1 時間毎)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されてい
る 1 時間単位のデータを使用して作成されます。
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• [低 (毎日)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されている 1
日単位のデータを使用して作成されます。

4. チャートタイプが [時間間隔値]の場合は、以下の手順に従ってください。
a. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの

[終了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前
の時刻を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方
で特定の日付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループ
ボックス」 (462 ページ) を参照してください。

b. [タイプの表示]グループボックスで、リスト表示されている [デバイスタイプ]のうち、
値を表示したいもののチェックボックスを選択します。 [デバイスタイプ] は 1 つ以
上選択する必要があります。

選択できるディスクタイプは、 [FC]、[NL]、および [SSD] です。
c. [物理ディスク]グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択してすべての物理

ディスクの値を追加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してから [オブジェクト
選択]ボタンをクリックして追加する物理ディスクを指定します。 物理ディスクの選
択方法については、「[システムレポートフィルターダイアログ]」 (461 ページ) を参照
してください。

d. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([I/O 時
間] および [I/O サイズ]) のチェックボックスを選択します。 チャートタイプは 1 つ
以上選択する必要があります。

e. [測定基準表示]グループボックスで、アクセス数の表示方法 ([数] または [パーセンテー
ジ]) を選択します。

f. 書き込み/読み取り要求の表示方法 ([読み書き両方]、[読み取りのみ]、または [書き込
みのみ]) を選択します。

g. [I/O 時間列]の範囲 (0.008～32768 ミリ秒) を選択します。 デフォルト範囲は、0.50
～256 ミリ秒です。

h. I/O 操作数 ([I/O サイズ列]) の範囲 (512 バイト ～16 メガバイト) を選択します。 デ
フォルト範囲は、4k～1m です。

5. チャートタイプが [指定時間値]の場合は、以下の手順に従ってください。

a. [基準時間または日時]グループボックスで [現在日時]ラジオボタンを選択するか、
アイコンをクリックして日時を選択します。 特定の日時を選択済みである場合は、
[日時の選択]ラジオボタンが自動的に選択されます。

b. [タイプの表示]グループボックスで、リスト表示されている [デバイスタイプ]のうち、
値を表示したいもののチェックボックスを選択します。 [デバイスタイプ] は 1 つ以
上選択する必要があります。

選択できるデバイスタイプは、 [FC]、[NL]、および [SSD] です。
c. [物理ディスク]グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択してすべての物理

ディスクの値を追加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してから [オブジェクト
選択]ボタンをクリックして追加する物理ディスクを指定します。 物理ディスクの選
択方法については、「[システムレポートフィルターダイアログ]」 (461 ページ) を参照
してください。

d. [グループ値]グループボックスで、チャート値のグループ化に使用する属性を選択し
ます。 グループタイプは 1 つ以上選択する必要があります。
次に示す 1 つ以上の属性で、チャートレポートをグループ化できます。 [PD ID] (デ
フォルト)、[ポートノード]、[ポートスロット]、[ポート番号]、[デバイスタイプ]、お
よび [速度] です。

e. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([I/O 時
間] および [I/O サイズ]) のチェックボックスを選択します。 チャートタイプは 1 つ
以上選択する必要があります。
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f. [測定基準表示]グループボックスで、アクセス数の表示方法 ([数] または [パーセンテー
ジ]) を選択します。

g. 書き込み/読み取り要求の表示方法 ([読み書き両方]、[読み取りのみ]、または [書き込
みのみ]) を選択します。

h. [I/O 時間列]の範囲 (0.008～32768 ミリ秒) を選択します。 デフォルト範囲は、0.50
～256 ミリ秒です。

i. I/O 操作数 ([I/O サイズ列]) の範囲 (512 バイト ～16 メガバイト) を選択します。 デ
フォルト範囲は、4k～1m です。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

物理ディスクの [スペース] レポートの作成
物理ディスクの [スペース] レポートには、使用タイプに従って物理ディスク領域のチャンク
レットが表示されます。 各使用タイプは、同じチャート上に別々の色で表示されます。 X 軸
(カテゴリ) は時間、Y 軸 (値) はディスク領域の容量を示します。
チャート下の表には、次の値がリスト表示されます。

説明列

使用量情報の収集日時 (チャートタイプが長期間の値の場合のみ表示)。[時刻]

チャンクレットは論理ディスクに割り当てられていて、現在システムが使用可能なデータ
を含んでいます。

[正常使用 OK]

チャンクレットは論理ディスクに割り当てられていて、データが含まれていますが、障害
が発生したために使用できません。

[正常使用障害]

チャンクレットは現在、初期化済みで、論理ディスクで使用可能です。[正常可用クリーン]

クリーニングする初期化されていないチャンクレット。[正常可用ダーティー]

初期化されているが割り当てられていないチャンクレット。 これらのチャンクレットに
はデータが含まれておらず、障害が発生しています。

[正常可用障害]

チャンクレットは現在、スペアとして使用されていて、システムが使用可能なデータを含
んでいます。

[スペア使用 OK]

チャンクレットはスペアとして使用されていますが、障害が発生したために現在システム
が使用できないデータを含んでいます。

[スペア使用障害]

チャンクレットは初期化済みで、スペアとしてのみ使用可能です。[スペア可用クリーン]

初期化されていないチャンクレットで、スペアとして使用するために予約されています。[スペア可用ダー
ティー]

チャンクレットはスペアとして予約されていますが、障害が発生しているために使用でき
ません。

[スペア可用障害]

チャートタイプが指定時間の値の場合、表に物理ディスク ID、ケージ ID、ケージサイズ、マ
ガジン番号、デバイス番号、デバイスタイプ、およびディスク速度 (1000RPM 単位) も表示さ
れる場合があります。
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注記: [速度]に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の場合は回転速
度ではありません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のドライブのパフォー
マンスを比較するための概算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回
転速度と一致しており、パフォーマンスを示す指標にもなっています。 SSD ドライブの場合、
数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパフォーマンスベンチマークと
して扱われます。

一定期間の値を対象にした物理ディスクスペースレポート

ある時点での値を対象にした物理ディスクスペースレポート
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物理ディスクの [スペース] レポートを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。 [レポートの新規作成]: 物
理ディスクの [スペース]ウィザードが表示されます。

レポートの選択

1. 物理ディスクの [スペース]を選択します。
2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、自動生成されるレポート名のままにします。
3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。
4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する [システム]を選択します。
2. [チャートタイプ]を選択します。

• [時間間隔値] – [時間間隔] パネルのレポートの開始および終了時間範囲を指定します。
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• [指定時間値] – [基準時間] パネルのレポートを作成する時刻を指定します。 デフォル
トは現在の日時です。 [指定時間値] チャートを作成すると、[グループ値] パネルも表
示されます。

3. [サンプリング解像度]を選択します。

• [高 (5 分毎)] – レポートが 5 分間のサンプリング間隔で作成されます。

• [中 (1 時間毎)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されてい
る 1 時間単位のデータを使用して作成されます。

• [低 (毎日)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されている 1
日単位のデータを使用して作成されます。

4. チャートタイプが [時間間隔値]の場合は、以下の手順に従ってください。
a. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの

[終了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前
の時刻を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方
で特定の日付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループ
ボックス」 (462 ページ) を参照してください。

b. [タイプの表示]グループボックスで、リスト表示されている [デバイスタイプ]のうち、
値を表示したいもののチェックボックスを選択します。 [デバイスタイプ] は 1 つ以
上選択する必要があります。

選択できるディスクタイプは、 [FC]、[NL]、および [SSD] です。
c. [物理ディスク]グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択してすべての物理

ディスクの値を追加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してから [オブジェクト
選択]ボタンをクリックして追加する物理ディスクを指定します。 物理ディスクの選
択方法については、「[システムレポートフィルターダイアログ]」 (461 ページ) を参照
してください。

d. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([正常 PD
スペース] または [スペア PD スペース]) のチェックボックスを選択します。 チャート
タイプは 1 つ以上選択する必要があります。

5. チャートタイプが [指定時間値]の場合は、以下の手順に従ってください。
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a. [基準時間または日時]グループボックスで [現在日時]ラジオボタンを選択するか、
アイコンをクリックして日時を選択します。 特定の日時を選択済みである場合は、
[日時の選択]ラジオボタンが自動的に選択されます。

b. [タイプの表示]グループボックスで、リスト表示されている [デバイスタイプ]のうち、
値を表示したいもののチェックボックスを選択します。 [デバイスタイプ] は 1 つ以
上選択する必要があります。

選択できるデバイスタイプは、 [FC]、[NL]、および [SSD] です。
c. [物理ディスク]グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択してすべての物理

ディスクの値を追加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してから [オブジェクト
選択]ボタンをクリックして追加する物理ディスクを指定します。 物理ディスクの選
択方法については、「[システムレポートフィルターダイアログ]」 (461 ページ) を参照
してください。

d. [グループ値]グループボックスで、チャート値のグループ化に使用する属性を選択し
ます。 グループタイプは 1 つ以上選択する必要があります。
次に示す 1 つ以上の属性で、チャートレポートをグループ化できます。 [PD ID] (デ
フォルト)、[ケージ ID]、[ケージサイズ]、[マガジン]、[デバイス]、[デバイスタイプ]、
および [速度] です。

e. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([正常 PD
スペース] および [スペア PD スペース]) のチェックボックスを選択します。 チャート
タイプは 1 つ以上選択する必要があります。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

物理ディスクの [パフォーマンス統計] レポートの作成
物理ディスクの [パフォーマンス統計] レポートには、さまざまなサービス時間帯の読み取り
数、書き込み数、および読み取り/書き込みの合計数が表示されます。 ある時間帯、または指
定した時刻の値のチャートを生成できます。 各アクセスタイプは、同じチャート上に別々の色
で表示されます。 X 軸 (カテゴリ) は時間を、Y 軸 (値) はアクセス数またはアクセス時刻 (チャー
トタイプにより異なる) を示します。

Y 軸の単位チャートタイプ

1 秒あたりの I/O 操作。[IOPS]

1 秒あたりのキロバイト数。[帯域幅]

ミリ秒。[サービス時間]

1 秒あたりのキロバイト数。[I/O サイズ]

サンプル収集時の突出した I/O 要求数。[キュー長]

オブジェクトがビジー状態である時間の割合。[平均ビジー]

チャート下の表には、次の統計が表示されます。

説明列

使用量情報の収集日時 (チャートタイプが長期間の値の場合のみ表示)。[時刻]

1 秒あたりの読み取り操作数。[読み取り IOPS]

1 秒あたりの書き込み操作数。[書き込み IOPS]
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説明列

1 秒あたりの操作数 (読み取り + 書き込み) の合計。[合計 IOPS]

1 秒あたりの読み取り帯域幅 (キロバイト)。[読み取り KB/s]

1 秒あたりの書き込み帯域幅 (キロバイト)。[書き込み KB/s]

1 秒あたりの合計帯域幅 (読み取り + 書き込み) (キロバイト)。[KB/s 合計]

平均読み取りサービス時間 (ミリ秒)。[読み取りサービス時間
ミリ秒]

平均書き込みサービス時間 (ミリ秒)。[書き込みサービス時間
ミリ秒]

全体 (読み取り + 書き込み) の平均サービス時間 (ミリ秒)。[サービス時間ミリ秒合
計]

読み取り操作の平均サイズ (キロバイト)。[読み取り I/O サイズ]

書き込み操作の平均サイズ (キロバイト)。[書き込み I/O サイズ]

読み取り操作と書き込み操作の平均サイズ (キロバイト)。[総 I/O サイズ]

サンプリング時刻におけるキューの長さ。[長さ]

オブジェクトがビジー状態の (少なくとも 1 つの突出した I/O 要求がある) 時間の割合。
RCFC ポートの場合、読み取り要求は常にキュー内で処理待ちとなるため、値は常に 100%
となります。

[平均ビジー]

チャートタイプが指定時間の値の場合、表にポートノード、ポートスロット、ポート番号、デ
バイスタイプ、およびディスク速度 (1000RPM 単位) も表示される場合があります。

注記: [速度]に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の場合は回転速
度ではありません。 この数値は、システム内にある特定のドライブと他のドライブのパフォー
マンスを比較するための概算値です。 FC ドライブと NL ドライブの場合、数値は、実際の回
転速度と一致しており、パフォーマンスを示す指標にもなっています。 SSD ドライブの場合、
数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパフォーマンスベンチマークと
して扱われます。

一定期間の値を対象にした物理ディスクパフォーマンス統計レポート
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ある時点での値を対象にした物理ディスクパフォーマンス統計レポート
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物理ディスクの [パフォーマンス統計] レポートを作成するには、以下の手順に従ってくださ
い。

1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。

[レポートの新規作成]: 物理ディスクの [パフォーマンス統計]ウィザードが表示されます。

レポートの選択

1. 物理ディスクの [パフォーマンス統計]を選択します。
2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、自動生成されるレポート名のままにします。
3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。
4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する [システム]を選択します。
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2. [チャートタイプ]を選択します。

• [時間間隔値] – [時間間隔] パネルのレポートの開始および終了時間範囲を指定します。

• [指定時間値] – [基準時間] パネルのレポートを作成する時刻を指定します。 デフォル
トは現在の日時です。 [指定時間値] チャートを作成すると、[グループ値] パネルも表
示されます。

3. [サンプリング解像度]を選択します。

• [高 (5 分毎)] – レポートが 5 分間のサンプリング間隔で作成されます。

• [中 (1 時間毎)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されてい
る 1 時間単位のデータを使用して作成されます。
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• [低 (毎日)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されている 1
日単位のデータを使用して作成されます。

4. チャートタイプが [時間間隔値]の場合は、以下の手順に従ってください。
a. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの

[終了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前
の時刻を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方
で特定の日付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループ
ボックス」 (462 ページ) を参照してください。

b. [タイプの表示]グループボックスで、リスト表示されている [デバイスタイプ]のうち、
値を表示したいもののチェックボックスを選択します。 [デバイスタイプ] は 1 つ以
上選択する必要があります。

選択できるディスクタイプは、 [FC]、[NL]、および [SSD] です。
c. [物理ディスク]グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択してすべての物理

ディスクの値を追加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してから [オブジェクト
選択]ボタンをクリックして追加する物理ディスクを指定します。 物理ディスクの選
択方法については、「[システムレポートフィルターダイアログ]」 (461 ページ) を参照
してください。

d. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([IOPS]、
[帯域幅]、[サービス時間]、[I/O サイズ]、[キュー長]、および [平均ビジー]) のチェッ
クボックスを選択します。 チャートタイプは 1 つ以上選択する必要があります。 デ
フォルトのチャートは、[IOPS]、[帯域幅]、および [サービス時間] です。

5. チャートタイプが [指定時間値]の場合は、以下の手順に従ってください。

a. [基準時間または日時]グループボックスで [現在日時]ラジオボタンを選択するか、
アイコンをクリックして日時を選択します。 特定の日時を選択済みである場合は、
[日時の選択]ラジオボタンが自動的に選択されます。

b. [タイプの表示]グループボックスで、リスト表示されている [デバイスタイプ]のうち、
値を表示したいもののチェックボックスを選択します。 [デバイスタイプ] は 1 つ以
上選択する必要があります。

選択できるデバイスタイプは、 [FC]、[NL]、および [SSD] です。
c. [物理ディスク]グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択してすべての物理

ディスクの値を追加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してから [オブジェクト
選択]ボタンをクリックして追加する物理ディスクを指定します。 物理ディスクの選
択方法については、「[システムレポートフィルターダイアログ]」 (461 ページ) を参照
してください。

d. [グループ値]グループボックスで、チャート値のグループ化に使用する属性を選択し
ます。 グループタイプは 1 つ以上選択する必要があります。
次に示す 1 つ以上の属性で、チャートレポートをグループ化できます。 [PD ID] (デ
フォルト)、[ポートノード]、[ポートスロット]、[ポート番号]、[デバイスタイプ]、お
よび [速度] です。

e. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([IOPS]、
[帯域幅]、[サービス時間]、[I/O サイズ]、[キュー長]、および [平均ビジー]) のチェッ
クボックスを選択します。 チャートタイプは 1 つ以上選択する必要があります。 デ
フォルトのチャートは、[IOPS]、[帯域幅]、および [サービス時間] です。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。
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ポートレポートの作成

[レポートの新規作成]ウィザードを使用して、次のタイプのデータのレポートを生成できます。

• [I/O 時間とサイズの分散] – 特定の物理ディスクの I/O アクセス率とデータの分布が表示
されます。

• [パフォーマンス統計] – パフォーマンスの履歴データが表示されます。
生成するレポートのタイプを選択した後、ページの右側にレポートのデフォルトの [名前] と
[説明] が表示されます。 デフォルトのテキストを使用するか、独自の値を入力することができ
ます。

ポートの [I/O 時間とサイズの分散] レポートの作成
ポートの [I/O 時間とサイズの分散] レポートには、2 つのチャートが表示されます。 一定期
間または特定時刻のアクセス数の [I/O 時間] と [I/O サイズ] です。
[I/O 時間] レポートには、指定した間隔内のサービス時間の読み取り、書き込み、またはその
両方を組み合わせたアクセス数が表示されます。 各サービス時間は、同じチャート上に別々の
色で表示されます。 X 軸 (カテゴリ) は時間、Y 軸 (値) はアクセス数を示します。
[I/O サイズ] レポートには、選択した範囲内の I/O サイズの読み取り、書き込み、またはその
両方を組み合わせたアクセス数が表示されます。 各 I/O サイズは、同じチャート上に別々の
色で表示されます。 X 軸 (カテゴリ) は時間、Y 軸 (値) はアクセス数を示します。 チャート下
の表には、各物理ディスクのサービス時間のアクセス数と I/O サイズが表示されます。
チャート下の表には、選択した期間内の時間増分における、サービス時間のアクセス数と I/O
サイズが表示されます。 チャートタイプが指定時間の値の場合、表にポートタイプ、ポート
ノード、ポートスロット、ポート番号、およびポート速度 (ギガビット/秒) も表示される場合
があります。

一定期間の値を対象にした、ポート I/O 時間および I/O サイズレポート

ある時点での値を対象にした、ポート I/O 時間および I/O サイズレポート
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ポートの [I/O 時間とサイズの分散] レポートを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。

[レポートの新規作成]: ポートの [I/O 時間とサイズの分散]ウィザードが表示されます。

レポートの選択

1. ポートの [I/O 時間とサイズの分散]を選択します。
2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、自動生成されるレポート名のままにします。
3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。
4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する [システム]を選択します。
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2. [チャートタイプ]を選択します。

• [時間間隔値] – [時間間隔] パネルのレポートの開始および終了時間範囲を指定します。

• [指定時間値] – [基準時間] パネルのレポートを作成する時刻を指定します。 デフォル
トは現在の日時です。 [指定時間値] チャートを作成すると、[グループ値] パネルも表
示されます。

3. [サンプリング解像度]を選択します。

• [高 (5 分毎)] – レポートが 5 分間のサンプリング間隔で作成されます。

• [中 (1 時間毎)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されてい
る 1 時間単位のデータを使用して作成されます。

414 パフォーマンスの監視



• [低 (毎日)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されている 1
日単位のデータを使用して作成されます。

4. チャートタイプが [時間間隔値]の場合は、以下の手順に従ってください。
a. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの

[終了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前
の時刻を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方
で特定の日付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループ
ボックス」 (462 ページ) を参照してください。

b. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([I/O 時
間] および [I/O サイズ]) のチェックボックスを選択します。 チャートタイプは 1 つ
以上選択する必要があります。

c. [測定基準表示]グループボックスで、アクセス数の表示方法 ([数] または [パーセンテー
ジ]) を選択します。

d. 書き込み/読み取り要求の表示方法 ([読み書き両方]、[読み取りのみ]、または [書き込
みのみ]) を選択します。

e. [I/O 時間列]の範囲 (0.008～32768 ミリ秒) を選択します。 デフォルト範囲は、0.50
～256 ミリ秒です。

f. I/O 操作数 ([I/O サイズ列]) の範囲 (512 バイト ～16 メガバイト) を選択します。 デ
フォルト範囲は、4k～1m です。

5. チャートタイプが [指定時間値]の場合は、以下の手順に従ってください。

a. [基準時間または日時]グループボックスで [現在日時]ラジオボタンを選択するか、
アイコンをクリックして日時を選択します。 特定の日時を選択済みである場合は、
[日時の選択]ラジオボタンが自動的に選択されます。

b. [グループ値]グループボックスで、チャート値のグループ化に使用する属性を選択し
ます。 グループタイプは 1 つ以上選択する必要があります。
次に示す 1 つ以上の属性で、チャートレポートをグループ化できます。 [ポートタイ
プ] (デフォルト)、[ポートノード]、[ポートスロット]、[ポート番号]、および [GBITPS]
(ギガビット/秒) です。

c. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([I/O 時
間] および [I/O サイズ]) のチェックボックスを選択します。 チャートタイプは 1 つ
以上選択する必要があります。

d. [測定基準表示]グループボックスで、アクセス数の表示方法 ([数] または [パーセンテー
ジ]) を選択します。

e. 書き込み/読み取り要求の表示方法 ([読み書き両方]、[読み取りのみ]、または [書き込
みのみ]) を選択します。

f. [I/O 時間列]の範囲 (0.008～32768 ミリ秒) を選択します。 デフォルト範囲は、0.50
～256 ミリ秒です。

g. I/O 操作数 ([I/O サイズ列]) の範囲 (512 バイト ～16 メガバイト) を選択します。 デ
フォルト範囲は、4k～1m です。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

ポートの [パフォーマンス統計] レポートの作成
ポートの [パフォーマンス統計] レポートには、さまざまなサービス時間帯の読み取り数、書き
込み数、および読み取り/書き込みの合計数が表示されます。 ある時間帯、または指定した時
刻の値のチャートを生成できます。 各アクセスタイプは、同じチャート上に別々の色で表示さ
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れます。 X 軸 (カテゴリ) は時間を、Y 軸 (値) はアクセス数またはアクセス時刻 (チャートタイ
プにより異なる) を示します。

Y 軸の単位チャートタイプ

1 秒あたりの I/O 操作。[IOPS]

1 秒あたりのキロバイト数。[帯域幅]

ミリ秒。[サービス時間]

1 秒あたりのキロバイト数。[I/O サイズ]

サンプル収集時の突出した I/O 要求数。[キュー長]

オブジェクトがビジー状態である時間の割合。[平均ビジー]

チャート下の表には、次の統計が表示されます。

説明列

使用量情報の収集日時 (チャートタイプが長期間の値の場合のみ表示)。[時刻]

1 秒あたりの読み取り操作数。[読み取り IOPS]

1 秒あたりの書き込み操作数。[書き込み IOPS]

1 秒あたりの操作数 (読み取り + 書き込み) の合計。[合計 IOPS]

1 秒あたりの読み取り帯域幅 (キロバイト)。[読み取り KBytes/s]

1 秒あたりの書き込み帯域幅 (キロバイト)。[書き込み KBytes/s]

1 秒あたりの合計帯域幅 (読み取り + 書き込み) (キロバイト)。[KBytes/s 合計]

平均読み取りサービス時間 (ミリ秒)。[読み取りサービス時間
ミリ秒]

平均書き込みサービス時間 (ミリ秒)。[書き込みサービス時間
ミリ秒]

全体 (読み取り + 書き込み) の平均サービス時間 (ミリ秒)。[サービス時間ミリ秒合
計]

読み取り操作の平均サイズ (キロバイト)。[読み取り I/O サイズ]

書き込み操作の平均サイズ (キロバイト)。[書き込み I/O サイズ]

読み取り操作と書き込み操作の平均サイズ (キロバイト)。[総 I/O サイズ]

サンプリング時刻におけるキューの長さ。[長さ]

オブジェクトがビジー状態の (少なくとも 1 つの突出した I/O 要求がある) 時間の割合。
RCFC ポートの場合、読み取り要求は常にキュー内で処理待ちとなるため、値は常に 100%
となります。

[平均ビジー]

チャートタイプが指定時間の値の場合、表にポートタイプ、ポートノード、ポートスロット、
ポート番号、およびポート速度 (ギガビット/秒) も表示される場合があります。
一定期間の値を対象にしたポートパフォーマンス統計レポート
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ある時点での値を対象にしたポートパフォーマンス統計レポート
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ポートの [パフォーマンス統計] レポートを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。

[レポートの新規作成]: ポートの [パフォーマンス統計]ウィザードが表示されます。

レポートの選択

1. ポートの [パフォーマンス統計]を選択します。
2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、自動生成されるレポート名のままにします。
3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。
4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する [システム]を選択します。
2. [チャートタイプ]を選択します。

• [時間間隔値] – [時間間隔] パネルのレポートの開始および終了時間範囲を指定します。
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• [指定時間値] – [基準時間] パネルのレポートを作成する時刻を指定します。 デフォル
トは現在の日時です。 [指定時間値] チャートを作成すると、[グループ値] パネルも表
示されます。

3. [サンプリング解像度]を選択します。

• [高 (5 分毎)] – レポートが 5 分間のサンプリング間隔で作成されます。

• [中 (1 時間毎)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されてい
る 1 時間単位のデータを使用して作成されます。

• [低 (毎日)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されている 1
日単位のデータを使用して作成されます。

4. チャートタイプが [時間間隔値]の場合は、以下の手順に従ってください。
a. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの

[終了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前
の時刻を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方
で特定の日付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループ
ボックス」 (462 ページ) を参照してください。

b. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([IOPS]、
[帯域幅]、[サービス時間]、[I/O サイズ]、[キュー長]、および [平均ビジー]) のチェッ
クボックスを選択します。 チャートタイプは 1 つ以上選択する必要があります。 デ
フォルトのチャートは、[IOPS]、[帯域幅]、および [サービス時間] です。

5. チャートタイプが [指定時間値]の場合は、以下の手順に従ってください。

a. [基準時間または日時]グループボックスで [現在日時]ラジオボタンを選択するか、
アイコンをクリックして日時を選択します。 特定の日時を選択済みである場合は、
[日時の選択]ラジオボタンが自動的に選択されます。

b. [グループ値]グループボックスで、チャート値のグループ化に使用する属性を選択し
ます。 グループタイプは 1 つ以上選択する必要があります。
次に示す 1 つ以上の属性で、チャートレポートをグループ化できます。 [ポートタイ
プ]、[ポートノード]、[ポートスロット]、[ポート番号]、および [GBITPS] です。

c. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([IOPS]、
[帯域幅]、[サービス時間]、[I/O サイズ]、[キュー長]、および [平均ビジー]) のチェッ
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クボックスを選択します。 チャートタイプは 1 つ以上選択する必要があります。 デ
フォルトのチャートは、[IOPS]、[帯域幅]、および [サービス時間] です。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

VLUN レポートの作成
[レポートの新規作成]ウィザードを使用して、次のタイプのデータのレポートを生成できます。

• [I/O 時間とサイズの分散] – 特定の物理ディスクの I/O アクセス率とデータの分布が表示
されます。

• [パフォーマンス統計] – パフォーマンスの履歴データが表示されます。
生成するレポートのタイプを選択した後、ページの右側にレポートのデフォルトの [名前] と
[説明] が表示されます。 デフォルトのテキストを使用するか、独自の値を入力することができ
ます。

VLUN の [I/O 時間とサイズの分散] レポートの作成
VLUN の [I/O 時間とサイズの分散] レポートには、2 つのチャートが表示されます。 一定期間
または特定時刻のアクセス数の [I/O 時間] と [I/O サイズ] です。
[I/O 時間] レポートには、指定した間隔内のサービス時間の読み取り、書き込み、またはその
両方を組み合わせたアクセス数が表示されます。 各サービス時間は、同じチャート上に別々の
色で表示されます。 X 軸 (カテゴリ) は時間、Y 軸 (値) はアクセス数を示します。
[I/O サイズ] レポートには、選択した範囲内の I/O サイズの読み取り、書き込み、またはその
両方を組み合わせたアクセス数が表示されます。 各 I/O サイズは、同じチャート上に別々の
色で表示されます。 X 軸 (カテゴリ) は時間、Y 軸 (値) はアクセス数を示します。
チャート下の表には、選択した期間内の時間増分における、サービス時間のアクセス数と I/O
サイズが表示されます。 チャートタイプが指定時間の値の場合、表にはホスト名、ドメイン
名、仮想ボリューム名、LUN、ポートノード、ポート、スロット、およびポート番号も含まれ
る場合があります。

一定期間の値を対象にした、VLUN I/O 時間および I/O サイズレポート
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ある時点での値を対象にした、VLUN I/O 時間および I/O サイズレポート

VLUN の [I/O 時間とサイズの分散] レポートを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。

[レポートの新規作成]: VLUN の [I/O 時間とサイズの分散]ウィザードが表示されます。
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レポートの選択

1. VLUN の [I/O 時間とサイズの分散]を選択します。
2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、自動生成されるレポート名のままにします。
3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。
4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する [システム]を選択します。
2. [チャートタイプ]を選択します。

• [時間間隔値] – [時間間隔] パネルのレポートの開始および終了時間範囲を指定します。

422 パフォーマンスの監視



• [指定時間値] – [基準時間] パネルのレポートを作成する時刻を指定します。 デフォル
トは現在の日時です。 [指定時間値] チャートを作成すると、[グループ値] パネルも表
示されます。

3. [サンプリング解像度]を選択します。

• [高 (5 分毎)] – レポートが 5 分間のサンプリング間隔で作成されます。

• [中 (1 時間毎)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されてい
る 1 時間単位のデータを使用して作成されます。

• [低 (毎日)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されている 1
日単位のデータを使用して作成されます。

4. チャートタイプが [時間間隔値]の場合は、以下の手順に従ってください。
a. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの

[終了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前
の時刻を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方
で特定の日付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループ
ボックス」 (462 ページ) を参照してください。

b. [VLUN] グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択してすべての VLUN の値を
追加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してから [オブジェクト選択]ボタンを
クリックして追加する VLUN を指定します。 VLUN の選択方法については、「[シス
テムレポートフィルターダイアログ]」 (461 ページ) を参照してください ｡

c. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([I/O 時
間] および [I/O サイズ]) のチェックボックスを選択します。 チャートタイプは 1 つ
以上選択する必要があります。

d. [測定基準表示]グループボックスで、アクセス数の表示方法 ([数] または [パーセンテー
ジ]) を選択します。

e. 書き込み/読み取り要求の表示方法 ([読み書き両方]、[読み取りのみ]、または [書き込
みのみ]) を選択します。

f. [I/O 時間列]の範囲 (0.008～32768 ミリ秒) を選択します。 デフォルト範囲は、0.50
～256 ミリ秒です。

g. I/O 操作数 ([I/O サイズ列]) の範囲 (512 バイト ～16 メガバイト) を選択します。 デ
フォルト範囲は、4k～1m です。

レポートの作成 423



5. チャートタイプが [指定時間値]の場合は、以下の手順に従ってください。

a. [基準時間または日時]グループボックスで [現在日時]ラジオボタンを選択するか、
アイコンをクリックして日時を選択します。 特定の日時を選択済みである場合は、
[日時の選択]ラジオボタンが自動的に選択されます。

b. [VLUN] グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択してすべての VLUN の値を
追加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してから [オブジェクト選択]ボタンを
クリックして追加する VLUN を指定します。 VLUN の選択方法については、「[シス
テムレポートフィルターダイアログ]」 (461 ページ) を参照してください ｡

c. [グループ値]グループボックスで、チャート値のグループ化に使用する属性を選択し
ます。 グループタイプは 1 つ以上選択する必要があります。
次に示す 1 つ以上の属性で、チャートレポートをグループ化できます。 [ホスト名]
(デフォルト)、[ドメインネーム]、[VV 名]、[LUN]、[ホスト WWN]、[ポートノード]、
[ポートスロット]、および [ポート番号] です。

d. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([I/O 時
間] および [I/O サイズ]) のチェックボックスを選択します。 チャートタイプは 1 つ
以上選択する必要があります。

e. [測定基準表示]グループボックスで、アクセス数の表示方法 ([数] または [パーセンテー
ジ]) を選択します。

f. 書き込み/読み取り要求の表示方法 ([読み書き両方]、[読み取りのみ]、または [書き込
みのみ]) を選択します。

g. [I/O 時間列]の範囲 (0.008～32768 ミリ秒) を選択します。 デフォルト範囲は、0.50
～256 ミリ秒です。

h. I/O 操作数 ([I/O サイズ列]) の範囲 (512 バイト ～16 メガバイト) を選択します。 デ
フォルト範囲は、4k～1m です。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

VLUN の [パフォーマンス統計] レポートの作成
VLUN の [パフォーマンス統計] レポートには、さまざまなサービス時間帯の読み取り数、書き
込み数、および読み取り/書き込みの合計数が表示されます。 ある時間帯、または指定した時
刻の値のチャートを生成できます。 各アクセスタイプは、同じチャート上に別々の色で表示さ
れます。 X 軸 (カテゴリ) は時間を、Y 軸 (値) はアクセス数またはアクセス時刻 (チャートタイ
プにより異なる) を示します。

Y 軸の単位チャートタイプ

1 秒あたりの I/O 操作。[IOPS]

1 秒あたりのキロバイト数。[帯域幅]

ミリ秒。[サービス時間]

1 秒あたりのキロバイト数。[I/O サイズ]

サンプル収集時の突出した I/O 要求数。[キュー長]

オブジェクトがビジー状態である時間の割合。[平均ビジー]
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チャート下の表には、次の統計が表示されます。

説明列

使用量情報の収集日時 (チャートタイプが長期間の値の場合のみ表示)。[時刻]

1 秒あたりの読み取り操作数。[読み取り IOPS]

1 秒あたりの書き込み操作数。[書き込み IOPS]

1 秒あたりの操作数 (読み取り + 書き込み) の合計。[合計 IOPS]

1 秒あたりの読み取り帯域幅 (キロバイト)。[読み取り KBytes/s]

1 秒あたりの書き込み帯域幅 (キロバイト)。[書き込み KBytes/s]

1 秒あたりの合計帯域幅 (読み取り + 書き込み) (キロバイト)。[KBytes/s 合計]

平均読み取りサービス時間 (ミリ秒)。[読み取りサービス時間
ミリ秒]

平均書き込みサービス時間 (ミリ秒)。[書き込みサービス時間
ミリ秒]

全体 (読み取り + 書き込み) の平均サービス時間 (ミリ秒)。[サービス時間ミリ秒合
計]

読み取り操作の平均サイズ (キロバイト)。[読み取り I/O サイズ]

書き込み操作の平均サイズ (キロバイト)。[書き込み I/O サイズ]

読み取り操作と書き込み操作の平均サイズ (キロバイト)。[総 I/O サイズ]

サンプリング時刻におけるキューの長さ。[長さ]

オブジェクトがビジー状態の (少なくとも 1 つの突出した I/O 要求がある) 時間の割合。
RCFC ポートの場合、読み取り要求は常にキュー内で処理待ちとなるため、値は常に 100%
となります。

[平均ビジー]

チャートタイプが指定時間の値の場合、表にはホスト名、ドメイン名、仮想ボリューム名、
LUN、ポートノード、ポート、スロット、およびポート番号も含まれる場合があります。
一定期間の値を対象にした VLUN パフォーマンス統計レポート
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ある時点での値を対象にした VLUN パフォーマンス統計レポート

VLUN の [パフォーマンス統計] レポートを作成するには、以下の手順に従ってください。
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1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。

[レポートの新規作成]: VLUN の [パフォーマンス統計]ウィザードが表示されます。

レポートの選択

1. VLUN の [パフォーマンス統計]を選択します。
2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、自動生成されるレポート名のままにします。
3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。
4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する [システム]を選択します。
2. [チャートタイプ]を選択します。

• [時間間隔値] – [時間間隔] パネルのレポートの開始および終了時間範囲を指定します。
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• [指定時間値] – [基準時間] パネルのレポートを作成する時刻を指定します。 デフォル
トは現在の日時です。 [指定時間値] チャートを作成すると、[グループ値] パネルも表
示されます。

3. [サンプリング解像度]を選択します。

• [高 (5 分毎)] – レポートが 5 分間のサンプリング間隔で作成されます。

• [中 (1 時間毎)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されてい
る 1 時間単位のデータを使用して作成されます。

• [低 (毎日)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されている 1
日単位のデータを使用して作成されます。

4. チャートタイプが [時間間隔値]の場合は、以下の手順に従ってください。
a. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの

[終了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前
の時刻を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方
で特定の日付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループ
ボックス」 (462 ページ) を参照してください。

b. [VLUN] グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択してすべての VLUN の値を
追加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してから [オブジェクト選択]ボタンを
クリックして追加する VLUN を指定します。 VLUN の選択方法については、「[シス
テムレポートフィルターダイアログ]」 (461 ページ) を参照してください ｡

c. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([IOPS]、
[帯域幅]、[サービス時間]、[I/O サイズ]、[キュー長]、および [平均ビジー]) のチェッ
クボックスを選択します。 チャートタイプは 1 つ以上選択する必要があります。 デ
フォルトのチャートは、[IOPS]、[帯域幅]、および [サービス時間] です。

5. チャートタイプが [指定時間値]の場合は、以下の手順に従ってください。

a. [基準時間または日時]グループボックスで [現在日時]ラジオボタンを選択するか、
アイコンをクリックして日時を選択します。 特定の日時を選択済みである場合は、
[日時の選択]ラジオボタンが自動的に選択されます。

b. [VLUN] グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択してすべての VLUN の値を
追加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してから [オブジェクト選択]ボタンを
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クリックして追加する VLUN を指定します。 VLUN の選択方法については、「[シス
テムレポートフィルターダイアログ]」 (461 ページ) を参照してください ｡

c. [グループ値]グループボックスで、チャート値のグループ化に使用する属性を選択し
ます。 グループタイプは 1 つ以上選択する必要があります。
次に示す 1 つ以上の属性で、チャートレポートをグループ化できます。 [ホスト名]
(デフォルト)、[ドメインネーム]、[VV 名]、[LUN]、[ホスト WWN]、[ポートノード]、
[ポートスロット]、および [ポート番号] です。

d. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([IOPS]、
[帯域幅]、[サービス時間]、[I/O サイズ]、[キュー長]、および [平均ビジー]) のチェッ
クボックスを選択します。 チャートタイプは 1 つ以上選択する必要があります。 デ
フォルトのチャートは、[IOPS]、[帯域幅]、および [サービス時間] です。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

仮想ボリュームレポートの作成

[レポートの新規作成]ウィザードを使用して、次のタイプのデータのレポートを生成できます。
• 仮想ボリュームの [スペース] – 仮想ボリュームのスペースデータの履歴レポートが表示さ

れます。

生成するレポートのタイプを選択した後、ページの右側にレポートのデフォルトの [名前] と
[説明] が表示されます。 デフォルトのテキストを使用するか、独自の値を入力することができ
ます。

仮想ボリュームの [スペース] レポートの作成
仮想ボリュームの [スペース] レポートには、使用タイプに従って仮想ボリュームの物理ディス
ク領域が表示されます。 各使用タイプは、同じチャート上に別々の色で表示されます。 X 軸
(カテゴリ) は時間、Y 軸 (値) はディスク領域の容量を示します。
チャート下の表には、次の値がリスト表示されます。

説明列

使用量情報の収集日時 (チャートタイプが長期間の値の場合のみ表示)。[時刻]

選択した仮想ボリュームのユーザー (ベースボリューム) スペース用に予約済みの物理ディ
スク領域です。 これは、バーチャルコピー (スナップショット) 仮想ボリュームの場合は
ゼロです。

[予約済み物理ユーザー
スペース]

選択した VV のスナップ (スナップショットコピー) 領域用に予約済みの物理ディスク領域
です。 これは、バーチャルコピー (スナップショット) 仮想ボリュームの場合はゼロです。

[予約済み物理スナップ
ショットスペース]

選択した仮想ボリュームの管理 (スナップショットメタデータ) 領域用に予約済みの物理
ディスク領域です。 これは、バーチャルコピー (スナップショット) 仮想ボリュームの場
合はゼロです。

[予約済み物理管理ス
ペース]

選択した VV 用に予約済みの物理ディスク領域 (ユーザー、スナップ、管理) の合計 です。
これは、バーチャルコピー (スナップショット) 仮想ボリュームの場合はゼロです。

[予約済み総物理スペー
ス]

選択した仮想ボリュームで使用されているユーザースペースです。 完全にプロビジョニ
ングされた仮想ボリュームの場合、User Rsvd Space はすべて使用中であると見なされま

[ユーザースペース使用
済み]

す。 シンプロビジョニングされた仮想ボリュームの場合、User Rsvd Space の一部のみ使
用されている場合があります (残りは User Free Space)。 これは、バーチャルコピー (ス
ナップショット) 仮想ボリュームの場合はゼロです。

実際には使用されていない User Rsvd Space です。 これは、バーチャルコピー (スナップ
ショット) 仮想ボリュームの場合はゼロです。

[ユーザースペース空
き]
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説明列

選択した仮想ボリュームのユーザー (基本ボリューム) スペース用の予約済み領域です。
これは、バーチャルコピー (スナップショット) 仮想ボリュームの場合はゼロです。

[ユーザースペース予約
済み]

選択した仮想ボリュームで使用されているスナップスペースです。 これは、バーチャル
コピー (スナップショット) 仮想ボリュームの場合はゼロです。

[スナップスペース使用
済み]

実際には使用されていない Snap Rsvd Space です。 これは、バーチャルコピー (スナップ
ショット) 仮想ボリュームの場合はゼロです。

[スナップスペース空
き]

選択した仮想ボリュームのスナップ領域 (Snap Used Space と Snap Free Space) 用に予約
済みの領域です。 これは、バーチャルコピー (スナップショット) 仮想ボリュームの場合
はゼロです。

[スナップスペース予約
済み]

バーチャルコピー (スナップショット) 仮想ボリュームでのみ使用されているスナップ領
域です。 これは、バーチャルコピー (スナップショット) ではない仮想ボリュームではす

[スナップスペース
VCopy]

べてゼロです。 この値は、HP 3PAR StoreServ Storage で updatesnapspace コマンド
を実行して計算されます。 System Reporter ではこのコマンドは実行されません。 HP 3PAR
OS 2.3.1 リリースからは、HP 3PAR StoreServ Storage での updatesnapspace コマン
ドの定期的な実行をスケジュールできます。

選択した仮想ボリュームで使用されている管理 (スナップショットメタデータ) 領域です。
これは、バーチャルコピー (スナップショット) 仮想ボリュームの場合はゼロです。

[管理スペース使用済
み]

実際には使用されていない Admin Rsvd Space です。 これは、バーチャルコピー (スナッ
プショット) 仮想ボリュームの場合はゼロです。

[管理スペース空き]

選択した仮想ボリュームの管理領域 (管理スペース使用領域と管理スペース空き領域) 用
に予約済みの領域です。 これは、バーチャルコピー (スナップショット) 仮想ボリューム
の場合はゼロです。

[管理スペース予約済
み]

バーチャルコピー (スナップショット) 仮想ボリュームでのみ使用されている管理領域で
す。 これは、バーチャルコピー (スナップショット) ではない VV ではすべてゼロです。

[管理スペース Vcopy]

この値は、HP 3PAR StoreServ Storage で updatesnapspace コマンドを実行して計算さ
れます。 System Reporter ではこのコマンドは実行されません。 HP 3PAR OS 2.3.1 リリー
スからは、システムでの updatesnapspace コマンドの定期的な実行をスケジュールで
きます。

選択した仮想ボリュームの使用済み領域 (User Used Space、Snap Used Space、管理ス
ペース使用領域) の合計です。 これは、バーチャルコピー (スナップショット) 仮想ボリュー
ムの場合はゼロです。

[使用済み合計]

選択した仮想ボリュームの予約済み領域 (User Rsvd Space、Snap Rsvd Space、Admin Rsvd
Space) の合計です。 これは、バーチャルコピー (スナップショット) 仮想ボリュームの場
合はゼロです。

[仮想サイズ合計]

選択した仮想ボリュームの予約済み領域 (User Rsvd Space、Snap Rsvd Space、Admin Rsvd
Space) の合計です。 これは、バーチャルコピー (スナップショット) 仮想ボリュームの場
合はゼロです。

[予約済み合計]

バーチャルコピー (スナップショット) 仮想ボリュームの仮想合計サイズです。[VCopy 合計]

チャートタイプが指定時間の値の場合、表に仮想ボリューム名、ドメイン名、基本ボリューム
ID (BSID)、WWN、スナップ CPG 名、ユーザー CPG 名、プロビジョニングタイプ、および仮
想ボリュームタイプも表示される場合があります。

一定期間の値を対象にした仮想ボリュームスペースレポート
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ある時点での値を対象にした仮想ボリュームスペースレポート

仮想ボリュームの [スペース] レポートを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。 [レポートの新規作成]: 仮
想ボリュームの [スペース]ウィザードが表示されます。

レポートの選択

1. 仮想ボリュームの [スペース]を選択します。
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2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、Peer ポート生成されるレポート名のままにしま
す。

3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。
4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する [システム]を選択します。
2. [チャートタイプ]を選択します。

• [時間間隔値] – [時間間隔] パネルのレポートの開始および終了時間範囲を指定します。
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• [指定時間値] – [基準時間] パネルのレポートを作成する時刻を指定します。 デフォル
トは現在の日時です。 [指定時間値] チャートを作成すると、[グループ値] パネルも表
示されます。

3. [サンプリング解像度]を選択します。

• [高 (5 分毎)] – レポートが 5 分間のサンプリング間隔で作成されます。

• [中 (1 時間毎)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されてい
る 1 時間単位のデータを使用して作成されます。

• [低 (毎日)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されている 1
日単位のデータを使用して作成されます。

4. チャートタイプが [時間間隔値]の場合は、以下の手順に従ってください。
a. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの

[終了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前
の時刻を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方
で特定の日付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループ
ボックス」 (462 ページ) を参照してください。

b. [仮想ボリューム]グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択してすべての仮想
ボリュームの値を追加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してから [オブジェク
ト選択]ボタンをクリックして追加する仮想ボリュームを指定します。 仮想ボリュー
ムの選択方法については、「[システムレポートフィルターダイアログ]」 (461 ページ)
を参照してください。

c. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([Raw
Received VV Space]、[ユーザー VV スペース]、[スナップ VV スペース]、[管理 VV ス
ペース]、および [総 VV スペース]) のチェックボックスを選択します。 チャートタイ
プは 1 つ以上選択する必要があります。

5. チャートタイプが [指定時間値]の場合は、以下の手順に従ってください。

a. [基準時間または日時]グループボックスで [現在日時]ラジオボタンを選択するか、
アイコンをクリックして日時を選択します。 特定の日時を選択済みである場合は、
[日時の選択]ラジオボタンが自動的に選択されます。

b. [仮想ボリューム]グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択してすべての仮想
ボリュームの値を追加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してから [オブジェク
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ト選択]ボタンをクリックして追加する仮想ボリュームを指定します。 仮想ボリュー
ムの選択方法については、「[システムレポートフィルターダイアログ]」 (461 ページ)
を参照してください。

c. [グループ値]グループボックスで、チャート値のグループ化に使用する属性を選択し
ます。 グループタイプは 1 つ以上選択する必要があります。
次に示す 1 つ以上の属性で、チャートレポートをグループ化できます。 [VV 名] (デ
フォルト)、[ドメインネーム]、[BSID]、[WWN]、[スナップ CPG 名]、[ユーザー CPG
名]、[プロビジョンタイプ]、および [VV タイプ] です。

d. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([Raw
Received VV Space]、[ユーザー VV スペース]、[スナップ VV スペース]、[管理 VV ス
ペース] および [総 VV スペース]) のチェックボックスを選択します。 チャートタイプ
は 1 つ以上選択する必要があります。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

仮想ボリュームセットレポートの作成

[レポートの新規作成]ウィザードを使用して、次のタイプのデータのレポートを生成できます。
• 仮想ボリュームセットの [QoS] – 仮想ボリュームセットの QoS パフォーマンスの履歴デー

タが表示されます。

生成するレポートのタイプを選択した後、ページの右側にレポートのデフォルトの [名前] と
[説明] が表示されます。 デフォルトのテキストを使用するか、独自の値を入力することができ
ます。

仮想ボリュームセットの [QoS] レポートの作成
仮想ボリュームセットの [QoS] レポートには、さまざまなサービス時間帯の読み取り数、書き
込み数、および読み取り/書き込みの合計数が表示されます。 ある時間帯、または指定した時
刻の値のチャートを生成できます。 各アクセスタイプは、同じチャート上に別々の色で表示さ
れます。 X 軸 (カテゴリ) は時間を、Y 軸 (値) はアクセス数またはアクセス時刻 (チャートタイ
プにより異なる) を示します。

Y 軸の単位チャートタイプ

1 秒あたりの I/O 操作。[IOPS]

1 秒あたりのキロバイト数。[帯域幅]

ミリ秒。[サービス時間]

ミリ秒。[待機時間]

1 秒あたりのキロバイト数。[I/O サイズ]

キューがいっぱいのため処理できなかった I/O 要求の数。[リジェクト]

サンプル収集時の突出した I/O 要求数。[キュー長]

チャート下の表には、次の統計が表示されます。

説明列

使用量情報の収集日時 (チャートタイプが長期間の値の場合のみ表示)。[時刻]

1 秒あたりの読み取り操作数。[読み取り IOPS]
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説明列

1 秒あたりの書き込み操作数。[書き込み IOPS]

1 秒あたりの操作数 (読み取り + 書き込み) の合計。[合計 IOPS]

1 秒あたりの読み取り帯域幅 (キロバイト)。[読み取り KBytes/s]

1 秒あたりの書き込み帯域幅 (キロバイト)。[書き込み KBytes/s]

1 秒あたりの合計帯域幅 (読み取り + 書き込み) (キロバイト)。[KBytes/s 合計]

平均読み取りサービス時間 (ミリ秒)。[読み取りサービス時間
ミリ秒]

平均書き込みサービス時間 (ミリ秒)。[書き込みサービス時間
ミリ秒]

全体 (読み取り + 書き込み) の平均サービス時間 (ミリ秒)。[サービス時間ミリ秒合
計]

読み取り操作の平均サイズ (キロバイト)。[読み取り I/O サイズ]

書き込み操作の平均サイズ (キロバイト)。[書き込み I/O サイズ]

読み取り操作と書き込み操作の平均サイズ (キロバイト)。[総 I/O サイズ]

拒否された I/O の数。 キューがいっぱいであると応答され、処理できなかった I/O 要求
の数。

[リジェクト]

サンプリング時刻におけるキューの長さ。[長さ]

オブジェクトがビジー状態の (少なくとも 1 つの突出した I/O 要求がある) 時間の割合。
RCFC ポートの場合、読み取り要求は常にキュー内で処理待ちとなるため、値は常に 100%
となります。

[待機長]

チャートタイプが指定時間の値の場合、表にターゲット名、ターゲットタイプ、ドメイン名、
I/O 制限、および帯域幅制限も表示される場合があります。
仮想ボリュームセットの [QoS] レポートを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。 [レポートの新規作成]: 仮
想ボリュームセットの [QoS] ウィザードが表示されます。

レポートの選択

1. 仮想ボリューム セットの [QoS] を選択します。
2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、自動生成されるレポート名のままにします。
3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。
4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する [システム]を選択します。
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2. [チャートタイプ]を選択します。

• [時間間隔値] – [時間間隔] パネルのレポートの開始および終了時間範囲を指定します。

• [指定時間値] – [基準時間] パネルのレポートを作成する時刻を指定します。 デフォル
トは現在の日時です。 [指定時間値] チャートを作成すると、[グループ値] パネルも表
示されます。

3. [サンプリング解像度]を選択します。

• [高 (5 分毎)] – レポートが 5 分間のサンプリング間隔で作成されます。

• [中 (1 時間毎)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されてい
る 1 時間単位のデータを使用して作成されます。
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• [低 (毎日)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されている 1
日単位のデータを使用して作成されます。

4. チャートタイプが [時間間隔値]の場合は、以下の手順に従ってください。
a. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの

[終了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前
の時刻を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方
で特定の日付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループ
ボックス」 (462 ページ) を参照してください。

b. [以下の値を含む:] グループボックスで、[仮想ボリュームセット内のすべて]ラジオボ
タンを選択してすべての QoS ルールの値を追加するか、[仮想ボリュームセットを持
たない残りすべて]を選択してアクティブな QoS ルールのない値を追加するか、また
は [フィルター]ラジオボタンを選択してから [オブジェクト選択]ボタンをクリックし、
追加する特定の仮想ボリュームセットを指定します。

c. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([IOPS]、
[帯域幅]、[サービス時間]、[I/O サイズ]、[キュー長]、および [平均ビジー]) のチェッ
クボックスを選択します。 チャートタイプは 1 つ以上選択する必要があります。 デ
フォルトのチャートタイプは、[IOPS]、[帯域幅]、および [サービス時間] です。

5. チャートタイプが [指定時間値]の場合は、以下の手順に従ってください。

a. [基準時間または日時]グループボックスで [現在日時]ラジオボタンを選択するか、
アイコンをクリックして日時を選択します。 特定の日時を選択済みである場合は、
[日時の選択]ラジオボタンが自動的に選択されます。

b. [以下の値を含む:] グループボックスで、[仮想ボリュームセット内のすべて]ラジオボ
タンを選択してすべての QoS ルールの値を追加するか、[仮想ボリュームセットを持
たない残りすべて]を選択してアクティブな QoS ルールのない値を追加するか、また
は [フィルター]ラジオボタンを選択してから [オブジェクト選択]ボタンをクリックし、
追加する特定の仮想ボリュームセットを指定します。

c. [グループ値]グループボックスで、チャート値のグループ化に使用する属性を選択し
ます。 グループタイプは 1 つ以上選択する必要があります。
次に示す 1 つ以上の属性で、チャートレポートをグループ化できます。 [ターゲット
名] (デフォルト)、[ターゲットタイプ]、[ドメインネーム]、[I/O 制限]、および [帯域
幅制限] です。

d. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([IOPS]、
[帯域幅]、[サービス時間]、[I/O サイズ]、[キュー長]、および [平均ビジー]) のチェッ
クボックスを選択します。 チャートタイプは 1 つ以上選択する必要があります。 デ
フォルトのチャートタイプは、[IOPS]、[帯域幅]、および [サービス時間] です。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

ドメインレポートの作成

[レポートの新規作成]ウィザードを使用して、次のタイプのデータのレポートを生成できます。
• ドメインの [QoS] -ドメインについて、QoS パフォーマンスデータの履歴が表示されます。
生成するレポートのタイプを選択した後、ページの右側にレポートのデフォルトの [名前] と
[説明] が表示されます。 デフォルトのテキストを使用するか、独自の値を入力することができ
ます。
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ドメイン QoS レポートの作成
ドメイン QoS レポートには、さまざまなサービス時間帯の読み取り数、書き込み数、および
読み取り/書き込みの合計数が表示されます。 ある時間帯、または指定した時刻の値のチャー
トを生成できます。 各アクセスタイプは、同じチャート上に別々の色で表示されます。 X 軸
(カテゴリ) は時間を、Y 軸 (値) はアクセス数またはアクセス時刻 (チャートタイプにより異な
る) を示します。
ドメインについて QoS レポートを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。 [レポートの新規作成]: ド
メインの [QoS] ウィザードが表示されます。

レポートの選択

1. ドメインの [QoS] を選択します。
2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、自動生成されるレポート名のままにします。
3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。
4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する [システム]を選択します。
2. [チャートタイプ]を選択します。

• [時間間隔値] – [時間間隔] パネルのレポートの開始および終了時間範囲を指定します。

• [指定時間値] – [基準時間] パネルのレポートを作成する時刻を指定します。 デフォル
トは現在の日時です。 [指定時間値] チャートを作成すると、[グループ値] パネルも表
示されます。
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3. [サンプリング解像度]を選択します。

• [高 (5 分毎)] – レポートが 5 分間のサンプリング間隔で作成されます。

• [中 (1 時間毎)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されてい
る 1 時間単位のデータを使用して作成されます。

• [低 (毎日)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されている 1
日単位のデータを使用して作成されます。

4. チャートタイプが [時間間隔値]の場合は、以下の手順に従ってください。
a. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの

[終了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前
の時刻を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方
で特定の日付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループ
ボックス」 (462 ページ) を参照してください。

b. [以下の値を含む:] グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択してすべての
QoS ルールの値を追加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してから [オブジェ
クト選択]ボタンをクリックして追加するドメインを指定します。

c. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([IOPS]、
[帯域幅]、[サービス時間]、[待機時間]、[I/O サイズ]、[リジェクト]、および [キュー
長]) のチェックボックスを選択します。 チャートタイプは 1 つ以上選択する必要が
あります。 デフォルトのチャートタイプは、[IOPS]、[帯域幅]、および [サービス時
間] です。

5. チャートタイプが [指定時間値]の場合は、以下の手順に従ってください。

a. [基準時間または日時]グループボックスで [現在日時]ラジオボタンを選択するか、
アイコンをクリックして日時を選択します。 特定の日時を選択済みである場合は、
[日時の選択]ラジオボタンが自動的に選択されます。

b. [以下の値を含む:] グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択してすべての
QoS ルールの値を追加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してから [オブジェ
クト選択]ボタンをクリックして追加するドメインを指定します。

c. [グループ値]グループボックスで、チャート値のグループ化に使用する属性を選択し
ます。 グループタイプは 1 つ以上選択する必要があります。
次に示す 1 つ以上の属性で、チャートレポートをグループ化できます。 [ターゲット
名] (デフォルト)、[ターゲットタイプ]、[ドメインネーム]、[I/O 制限]、および [帯域
幅制限] です。

d. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([IOPS]、
[帯域幅]、[サービス時間]、[待機時間]、[I/O サイズ]、[リジェクト]、および [キュー
長]) のチェックボックスを選択します。 チャートタイプは 1 つ以上選択する必要が
あります。 デフォルトのチャートタイプは、[IOPS]、[帯域幅]、および [サービス時
間] です。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

コントローラーノードレポートの作成

[レポートの新規作成]ウィザードを使用して、次のタイプのデータのレポートを生成できます。

• [CPU パフォーマンス] – CPU パフォーマンスの履歴データが表示されます。

• [キャッシュパフォーマンス] – ノードパフォーマンスの履歴データが表示されます。
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生成するレポートのタイプを選択した後、ページの右側にレポートのデフォルトの [名前] と
[説明] が表示されます。 デフォルトのテキストを使用するか、独自の値を入力することができ
ます。

コントローラーノードの [CPU パフォーマンス] レポートの作成
コントローラーノードの [CPU パフォーマンス] レポートには、さまざまなサービス時間帯の
CPU 時間、割り込み、およびコンテキストスイッチが表示されます。 CPU 時間はユーザー、
システム、およびアイドルモードの割合として表示され、各モードは同じチャート上に別々の
色で表示されます。 ある時間帯、または指定した時刻の値のチャートを生成できます。 X 軸
(カテゴリ) は時間を、Y 軸 (値) は割合または数 (チャートタイプにより異なる) を示します。

Y 軸の単位チャートタイプ

ユーザー、システム、およびアイドルモードの時間の割合。[CPU 時間]

1 秒あたりの割り込み数。[CPU 割り込み]

1 秒あたりのコンテキストスイッチ数。[CPU コンテキストス
イッチ]

チャート下の表には、選択した期間内のチャートデータの時間増分がリスト表示されます。
チャートタイプが指定時間の値の場合、表にはノード番号と CPU 番号も含まれる場合があり
ます。

一定期間の値を対象にしたコントローラーノード CPU パフォーマンスレポート

ある時点での値を対象にしたコントローラーノード CPU パフォーマンスレポート
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コントローラーノードの [CPU パフォーマンス] レポートを作成するには、以下の手順に従っ
てください。

1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。

[レポートの新規作成]: コントローラーノードの [CPU パフォーマンス]ウィザードが表示さ
れます。

レポートの選択

1. コントローラーノードの [CPU パフォーマンス]を選択します。
2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、自動生成されるレポート名のままにします。
3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。
4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する [システム]を選択します。
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2. [チャートタイプ]を選択します。

• [時間間隔値] – [時間間隔] パネルのレポートの開始および終了時間範囲を指定します。

• [指定時間値] – [基準時間] パネルのレポートを作成する時刻を指定します。 デフォル
トは現在の日時です。 [指定時間値] チャートを作成すると、[グループ値] パネルも表
示されます。

3. [サンプリング解像度]を選択します。

• [高 (5 分毎)] – レポートが 5 分間のサンプリング間隔で作成されます。

• [中 (1 時間毎)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されてい
る 1 時間単位のデータを使用して作成されます。
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• [低 (毎日)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されている 1
日単位のデータを使用して作成されます。

4. チャートタイプが [時間間隔値]の場合は、以下の手順に従ってください。
a. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの

[終了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前
の時刻を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方
で特定の日付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループ
ボックス」 (462 ページ) を参照してください。

b. [ノード]グループボックスで、追加するノードを選択します。 少なくとも 1 つのノー
ドを選択する必要があります。

c. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([CPU 時
間]、[CPU 割り込み]、および [CPU コンテキストスイッチ]) のチェックボックスを選
択します。1 つ以上のチャートタイプを選択する必要があります。

5. チャートタイプが [指定時間値]の場合は、以下の手順に従ってください。

a. [基準時間または日時]グループボックスで [現在日時]ラジオボタンを選択するか、
アイコンをクリックして日時を選択します。 特定の日時を選択済みである場合は、
[日時の選択]ラジオボタンが自動的に選択されます。

b. [ノード]グループボックスで、追加するノードを選択します。 少なくとも 1 つのノー
ドを選択する必要があります。

c. [グループ値]グループボックスで、チャート値のグループ化に使用する属性を選択し
ます。 グループタイプは 1 つ以上選択する必要があります。
次に示す 1 つ以上の属性で、チャートレポートをグループ化できます。 [ノード] (デ
フォルト) および [CPU] です。

d. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([CPU 時
間]、[CPU 割り込み]、および [CPU コンテキストスイッチ]) のチェックボックスを選
択します。1 つ以上のチャートタイプを選択する必要があります。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

コントローラーノードの [キャッシュパフォーマンス] レポートの作成
コントローラーノードの [キャッシュパフォーマンス] レポートには、アクセス数と読み取り/
書き込みヒットのヒット率、ロックされているブロック数、ディスクタイプに関連するページ
の状態のほか、ディスクタイプごとの遅延承認、ダーティページ、および最も多いダーティ
ページの数が表示されます。 ある時間帯、または指定した時刻の値のチャートを生成できま
す。 各ヒットやページのタイプは、同じチャート上に別々の色で表示されます。 X 軸 (カテゴ
リ) は時間を、Y 軸 (値) は割合または数 (チャートタイプにより異なる) を示します。

Y 軸の単位チャートタイプ

1 秒あたりのヒット数。[アクセス数]

ヒットの割合。[ヒット率]

1 秒あたりのキャッシュ内でロックされる行数。[ロックブロック]

指定した状態のページ数。[ページステータス]

1 秒あたりの遅延承認応答の数。[遅延 ACK]
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Y 軸の単位チャートタイプ

ダーティページの平均数。[ダーティページ]

ダーティページの最大数。[最大ダーティページ
数]

チャート下の表には、次の統計が表示されます。

説明列

使用量情報の収集日時 (チャートタイプが長期間の値の場合のみ表示)。[時刻]

キャッシュでヒットした読み取り数。[読み取りヒット/秒]

ページがすでにキャッシュ内に存在し、ダーティである (データがすでに書き込まれてお
り、まだディスクにフラッシュされていない) 書き込み数。

[書き込みヒット/秒]

1 秒あたりの読み取り総数。[読み取り/秒]

1 秒あたりの書き込み総数。[書き込み/秒]

1 秒あたりの合計 (読み取り + 書き込み) 数。[読み書き/秒]

キャッシュでヒットした読み取り数の (合計読み取り数に対する) パーセンテージ。[読み取りヒット ％]

キャッシュでヒットした書き込み数の (合計書き込み数に対する) パーセンテージ。[書き込みヒット ％]

1 秒あたりのキャッシュ内でロックされる行数。[ロックブロック/秒]

キャッシュの空き領域。[空きページ]

クリーンなキャッシュページ (有効なデータがあるページ) の数。[クリーンページ数]

1 度だけ変更されているダーティなページの数。 キャッシュ内で変更されていて、ディ
スクに書き込まれていないページはダーティです。

[1 ページ書き込み]

2 回以上変更されているダーティなページの数。[N ページ書き込み]

ディスクへの書き込みがスケジュールされているページの数。[スケジュールページ書
き込み]

現在、フラッシャーによってディスクに書き込まれているページの数。[ページ書き込み]

ノードのダウン中に、リカバリされていて、ディスクに書き込む必要があるデッドノード
ページの数。

[ページ回復]

NL ドライブの 1 秒あたりの遅延承認数。[NL 遅延 ACK/秒]

10,000RPM FC ドライブの 1 秒あたりの遅延承認数。[FC10 遅延 ACK/秒]

15,000RPM FC ドライブの 1 秒あたりの遅延承認数。[FC15 遅延 ACK/秒]

SSD ドライブの 1 秒あたりの遅延承認数。[SSD/s]

NL ドライブのダーティページ数。[NL ダーティページ]

10,000RPM FC ドライブのダーティページ数。[FC10 ダーティページ]

15,000RPM FC ドライブのダーティページ数。[FC15 ダーティページ]

SSD ドライブのダーティページ数。[SSD ダーティページ]

NL ドライブのダーティページの最大数。[NL 最大ダーティペー
ジ数]

10,000RPM FC ドライブのダーティページの最大数。[FC10 最大 ダーティ
ページ]
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説明列

15,000RPM FC ドライブのダーティページの最大数。[FC15 最大 ダーティ
ページ]

SSD ドライブのダーティページの最大数。[SSD 最大ダーティペー
ジ]

チャートタイプが指定時間の値の場合、表にはノード番号が表示される場合もあります。

一定期間の値を対象にしたコントローラーノードキャッシュパフォーマンスレポート

ある時点での値を対象にしたコントローラーノードキャッシュパフォーマンスレポート
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コントローラーノードの [CPU パフォーマンス] レポートを作成するには、以下の手順に従っ
てください。

1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。

[レポートの新規作成]: コントローラーノードの [キャッシュパフォーマンス]ウィザードが
表示されます。

レポートの選択

1. コントローラーノードの [キャッシュパフォーマンス] を選択します。
2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、自動生成されるレポート名のままにします。
3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。
4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する [システム]を選択します。
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2. [チャートタイプ]を選択します。

• [時間間隔値] – [時間間隔] パネルのレポートの開始および終了時間範囲を指定します。

• [指定時間値] – [基準時間] パネルのレポートを作成する時刻を指定します。 デフォル
トは現在の日時です。 [指定時間値] チャートを作成すると、[グループ値] パネルも表
示されます。

3. [サンプリング解像度]を選択します。

• [高 (5 分毎)] – レポートが 5 分間のサンプリング間隔で作成されます。

• [中 (1 時間毎)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されてい
る 1 時間単位のデータを使用して作成されます。
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• [低 (毎日)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されている 1
日単位のデータを使用して作成されます。

4. チャートタイプが [時間間隔値]の場合は、以下の手順に従ってください。
a. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの

[終了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前
の時刻を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方
で特定の日付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループ
ボックス」 (462 ページ) を参照してください。

b. [ノード]グループボックスで、追加するノードを選択します。 少なくとも 1 つのノー
ドを選択する必要があります。

c. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([アクセ
ス数]、[ヒット率]、[ロックブロック]、[ページステータス]、[遅延 ACK]、[ダーティ
ページ]、および [最大ダーティページ数]) のチェックボックスを選択します。 チャー
トタイプは 1 つ以上選択する必要があります。 デフォルトのチャートは、[アクセス
数]、[ヒット率]、および [ロックブロック] です。

5. チャートタイプが [指定時間値]の場合は、以下の手順に従ってください。

a. [基準時間または日時]グループボックスで [現在日時]ラジオボタンを選択するか、
アイコンをクリックして日時を選択します。 特定の日時を選択済みである場合は、
[日時の選択]ラジオボタンが自動的に選択されます。

b. [ノード]グループボックスで、追加するノードを選択します。 少なくとも 1 つのノー
ドを選択する必要があります。

c. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([アクセ
ス数]、[ヒット率]、[ロックブロック]、[ページステータス]、[遅延 ACK]、[ダーティ
ページ]、および [最大ダーティページ数]) のチェックボックスを選択します。 チャー
トタイプは 1 つ以上選択する必要があります。 デフォルトのチャートは、[アクセス
数]、[ヒット率]、および [ロックブロック] です。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

論理ディスクレポートの作成

[レポートの新規作成]ウィザードを使用して、次のタイプのデータのレポートを生成できます。

• [論理ディスク領域] – スペースの履歴データが表示されます。

• [パフォーマンス統計] – パフォーマンスの履歴データが表示されます。

• [I/O 時間とサイズの分散] – ヒストグラムの履歴データが表示されます。
生成するレポートのタイプを選択した後、ページの右側にレポートのデフォルトの [名前] と
[説明] が表示されます。 デフォルトのテキストを使用するか、独自の値を入力することができ
ます。

論理ディスクの [I/O 時間とサイズの分散] レポートの作成
論理ディスクの [I/O 時間とサイズの分散] レポートには、2 つのチャートが表示されます。
一定期間または特定時刻のアクセス数の [I/O 時間] と [I/O サイズ] です。
[I/O 時間] レポートには、指定した間隔内のサービス時間の読み取り、書き込み、またはその
両方を組み合わせたアクセス数が表示されます。 各サービス時間は、同じチャート上に別々の
色で表示されます。 X 軸 (カテゴリ) は時間、Y 軸 (値) はアクセス数を示します。

448 パフォーマンスの監視



[I/O サイズ] レポートには、選択した範囲内の I/O サイズの読み取り、書き込み、またはその
両方を組み合わせたアクセス数が表示されます。 各 I/O サイズは、同じチャート上に別々の
色で表示されます。 X 軸 (カテゴリ) は時間、Y 軸 (値) はアクセス数を示します。
チャート下の表には、選択した期間内の時間増分における、サービス時間のアクセス数と I/O
サイズが表示されます。 チャートタイプが指定時間の値の場合、表には論理ディスク名、ドメ
イン名、CPG 名、およびノード番号も含まれる場合があります。
一定期間の値を対象にした、論理ディスク I/O 時間および I/O サイズレポート

ある時点での値を対象にした、論理ディスク I/O 時間および I/O サイズレポート

論理ディスクの [I/O 時間とサイズの分散] レポートを作成するには、以下の手順に従ってくだ
さい。

1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。

[レポートの新規作成]: 論理ディスクの [I/O 時間とサイズの分散]ウィザードが表示されま
す。

レポートの選択

1. 論理ディスクの [I/O 時間とサイズの分散]選択します。
2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、自動生成されるレポート名のままにします。
3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。

レポートの作成 449



4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する [システム]を選択します。
2. [チャートタイプ]を選択します。

• [時間間隔値] – [時間間隔] パネルのレポートの開始および終了時間範囲を指定します。

• [指定時間値] – [基準時間] パネルのレポートを作成する時刻を指定します。 デフォル
トは現在の日時です。 [指定時間値] チャートを作成すると、[グループ値] パネルも表
示されます。
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3. [サンプリング解像度]を選択します。

• [高 (5 分毎)] – レポートが 5 分間のサンプリング間隔で作成されます。

• [中 (1 時間毎)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されてい
る 1 時間単位のデータを使用して作成されます。

• [低 (毎日)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されている 1
日単位のデータを使用して作成されます。

4. チャートタイプが [時間間隔値]の場合は、以下の手順に従ってください。
a. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの

[終了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前
の時刻を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方
で特定の日付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループ
ボックス」 (462 ページ) を参照してください。

b. [ノード]グループボックスで、追加するノードを選択します。 少なくとも 1 つのノー
ドを選択する必要があります。

c. [以下の論理ディスク値を含む:]グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択し
てすべての論理ディスクの値を追加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してか
ら [オブジェクト選択]ボタンをクリックして追加する論理ディスクを指定します。 論
理ディスクの選択方法については、「[システムレポートフィルターダイアログ]」
(461 ページ) を参照してください。

d. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([I/O 時
間] および [I/O サイズ]) のチェックボックスを選択します。1 つ以上のチャートタイ
プを選択する必要があります。

e. [測定基準表示]グループボックスで、アクセス数の表示方法 ([数] または [パーセンテー
ジ]) を選択します。

f. 書き込み/読み取り要求の表示方法 ([読み書き両方]、[読み取りのみ]、または [書き込
みのみ]) を選択します。

g. [I/O 時間列]の範囲 (0.008～32768 ミリ秒) を選択します。 デフォルト範囲は、0.50
～256 ミリ秒です。

h. I/O 操作数 ([I/O サイズ列]) の範囲 (512 バイト ～16 メガバイト) を選択します。 デ
フォルト範囲は、4k～1m です。

5. チャートタイプが [指定時間値]の場合は、以下の手順に従ってください。

a. [基準時間または日時]グループボックスで [現在日時]ラジオボタンを選択するか、
アイコンをクリックして日時を選択します。 特定の日時を選択済みである場合は、
[日時の選択]ラジオボタンが自動的に選択されます。

b. [ノード]グループボックスで、追加するノードを選択します。 少なくとも 1 つのノー
ドを選択する必要があります。

c. [以下の論理ディスク値を含む:]グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択し
てすべての論理ディスクの値を追加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してか
ら [オブジェクト選択]ボタンをクリックして追加する論理ディスクを指定します。 論
理ディスクの選択方法については、「[システムレポートフィルターダイアログ]」
(461 ページ) を参照してください。

d. [グループ値]グループボックスで、チャート値のグループ化に使用する属性を選択し
ます。 グループタイプは 1 つ以上選択する必要があります。
次に示す 1 つ以上の属性で、チャートレポートをグループ化できます。 [LD 名] (デ
フォルト)、[ドメインネーム]、[CPG 名]、および [ノード] です。

e. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([I/O 時
間] および [I/O サイズ]) のチェックボックスを選択します。1 つ以上のチャートタイ
プを選択する必要があります。

f. [測定基準表示]グループボックスで、アクセス数の表示方法 ([数] または [パーセンテー
ジ]) を選択します。
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g. 書き込み/読み取り要求の表示方法 ([読み書き両方]、[読み取りのみ]、または [書き込
みのみ]) を選択します。

h. [I/O 時間列]の範囲 (0.008～32768 ミリ秒) を選択します。 デフォルト範囲は、0.50
～256 ミリ秒です。

i. I/O 操作数 ([I/O サイズ列]) の範囲 (512 バイト ～16 メガバイト) を選択します。 デ
フォルト範囲は、4k～1m です。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

論理ディスクの [スペース] レポートの作成
論理ディスクの [スペース] レポートには、選択した期間の論理ディスクの合計/未構成時容量
が表示されます。 X 軸 (カテゴリ) は時間、Y 軸 (値) は論理ディスク領域の容量を示します。
[総 LD スペース] チャートには、空き、使用済み、および合計の値が、同じチャート上に別々
の色で表示されます。

チャート下の表には、次の値がリスト表示されます。

説明列

使用量情報の収集日時 (チャートタイプが長期間の値の場合のみ表示)。[時刻]

仮想ボリュームにマップされている論理ディスク領域です。[使用した値]

仮想ボリュームにマップされていない論理ディスク領域です。 ログ収集および保存デー
タ用 LD は仮想ボリュームにマップできず、空き領域として表示されます。

[空き]

論理ディスク領域の合計 ([使用済みスペース] + [空きスペース]) です。[合計]

論理ディスクで使用されている物理ディスクの未構成時容量です。[物理]

チャートタイプが指定時間の値の場合、表には論理ディスク名、ドメイン名、CPG 名、デバイ
スタイプ、RAID タイプ、セットサイズ、ステップサイズ、行サイズ、および所有者も表示さ
れる場合があります。

一定期間の値を対象にした論理ディスクスペースレポート

ある時点での値を対象にした論理ディスクスペースレポート
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論理ディスクの [スペース] レポートを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。

[レポートの新規作成]: 論理ディスクの [スペース]ウィザードが表示されます。

レポートの選択

1. 論理ディスクの [スペース]を選択します。
2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、自動生成されるレポート名のままにします。
3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。
4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する [システム]を選択します。

レポートの作成 453



2. [チャートタイプ]を選択します。

• [時間間隔値] – [時間間隔] パネルのレポートの開始および終了時間範囲を指定します。
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• [指定時間値] – [基準時間] パネルのレポートを作成する時刻を指定します。 デフォル
トは現在の日時です。 [指定時間値] チャートを作成すると、[グループ値] パネルも表
示されます。

3. [サンプリング解像度]を選択します。

• [高 (5 分毎)] – レポートが 5 分間のサンプリング間隔で作成されます。

• [中 (1 時間毎)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されてい
る 1 時間単位のデータを使用して作成されます。

• [低 (毎日)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されている 1
日単位のデータを使用して作成されます。

4. チャートタイプが [時間間隔値]の場合は、以下の手順に従ってください。
a. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの

[終了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前
の時刻を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方
で特定の日付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループ
ボックス」 (462 ページ) を参照してください。

b. [タイプの表示]グループボックスで、リスト表示されている [デバイスタイプ]および
[RAID タイプ]のうち、値を表示したいもののチェックボックスを選択します。 少なく
とも 1 つの [デバイスタイプ] と 1 つの [RAID タイプ] を選択する必要があります。
選択できるデバイスタイプは、 [FC]、[NL]、および [SSD] です。
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選択できる RAID タイプは、 [RAID 0]、[RAID 1]、[RAID 5]、および [RAID 6] です。
c. [以下の論理ディスク値を含む:]グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択し

てすべての論理ディスクの値を追加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してか
ら [オブジェクト選択]ボタンをクリックして追加する論理ディスクを指定します。 論
理ディスクの選択方法については、「[システムレポートフィルターダイアログ]」
(461 ページ) を参照してください。

d. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([物理 LD
スペース] および [総 LD スペース]) のチェックボックスを選択します。 チャートタイ
プは 1 つ以上選択する必要があります。

5. チャートタイプが [指定時間値]の場合は、以下の手順に従ってください。

a. [基準時間または日時]グループボックスで [現在日時]ラジオボタンを選択するか、
アイコンをクリックして日時を選択します。 特定の日時を選択済みである場合は、
[日時の選択]ラジオボタンが自動的に選択されます。

b. [タイプの表示]グループボックスで、リスト表示されている [デバイスタイプ]および
[RAID タイプ]のうち、値を表示したいもののチェックボックスを選択します。 少なく
とも 1 つの [デバイスタイプ] と 1 つの [RAID タイプ] を選択する必要があります。
選択できるデバイスタイプは、 [FC]、[NL]、および [SSD] です。
選択できる RAID タイプは、 [RAID 0]、[RAID 1]、[RAID 5]、および [RAID 6] です。

c. [以下の論理ディスク値を含む:]グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択し
てすべての論理ディスクの値を追加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してか
ら [オブジェクト選択]ボタンをクリックして追加する論理ディスクを指定します。 論
理ディスクの選択方法については、「[システムレポートフィルターダイアログ]」
(461 ページ) を参照してください。

d. [グループ値]グループボックスで、チャート値のグループ化に使用する属性を選択し
ます。 グループタイプは 1 つ以上選択する必要があります。
次に示す 1 つ以上の属性で、チャートレポートをグループ化できます。 [LD 名] (デ
フォルト)、[ドメインネーム]、[CPG 名]、[Disk Type]、[RAID タイプ]、[セットサイ
ズ]、[ステップサイズ]、[行サイズ]、および [オーナー] です。

e. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([物理 LD
スペース] および [総 LD スペース]) のチェックボックスを選択します。 チャートタイ
プは 1 つ以上選択する必要があります。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

論理ディスクの [パフォーマンス統計] レポートの作成
論理ディスクの [パフォーマンス統計] レポートには、さまざまなサービス時間帯の読み取り
数、書き込み数、および読み取り/書き込みの合計数が表示されます。 ある時間帯、または指
定した時刻の値のチャートを生成できます。 各アクセスタイプは、同じチャート上に別々の色
で表示されます。 X 軸 (カテゴリ) は時間を、Y 軸 (値) はアクセス数またはアクセス時刻 (チャー
トタイプにより異なる) を示します。

Y 軸の単位チャートタイプ

1 秒あたりの I/O 操作。[IOPS]

1 秒あたりのキロバイト数。[帯域幅]

ミリ秒。[サービス時間]
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Y 軸の単位チャートタイプ

1 秒あたりのキロバイト数。[I/O サイズ]

サンプル収集時の突出した I/O 要求数。[キュー長]

オブジェクトがビジー状態である時間の割合。[平均ビジー]

チャート下の表には、次の統計が表示されます。

説明列

使用量情報の収集日時 (チャートタイプが長期間の値の場合のみ表示)。[時刻]

1 秒あたりの読み取り操作数。[読み取り IOPS]

1 秒あたりの書き込み操作数。[書き込み IOPS]

1 秒あたりの操作数 (読み取り + 書き込み) の合計。[合計 IOPS]

1 秒あたりの読み取り帯域幅 (キロバイト)。[読み取り KBytes/s]

1 秒あたりの書き込み帯域幅 (キロバイト)。[書き込み KBytes/s]

1 秒あたりの合計帯域幅 (読み取り + 書き込み) (キロバイト)。[KBytes/s 合計]

平均読み取りサービス時間 (ミリ秒)。[読み取りサービス時間
ミリ秒]

平均書き込みサービス時間 (ミリ秒)。[書き込みサービス時間
ミリ秒]

全体 (読み取り + 書き込み) の平均サービス時間 (ミリ秒)。[サービス時間ミリ秒合
計]

読み取り操作の平均サイズ (キロバイト)。[読み取り I/O サイズ]

書き込み操作の平均サイズ (キロバイト)。[書き込み I/O サイズ]

読み取り操作と書き込み操作の平均サイズ (キロバイト)。[総 I/O サイズ]

サンプリング時刻におけるキューの長さ。[長さ]

オブジェクトがビジー状態の (少なくとも 1 つの突出した I/O 要求がある) 時間の割合。
RCFC ポートの場合、読み取り要求は常にキュー内で処理待ちとなるため、値は常に 100%
となります。

[平均ビジー]

チャートタイプが指定時間の値の場合、表には論理ディスク名、ドメイン名、CPG 名、および
ノード番号も含まれる場合があります。

一定期間の値を対象にした論理ディスクパフォーマンス統計レポート
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ある時点での値を対象にした論理ディスクパフォーマンス統計レポート
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論理ディスクの [パフォーマンス統計] レポートを作成するには、以下の手順に従ってくださ
い。

1. マネージャーペインで、[パフォーマンスとレポート]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[新規レポート]をクリックします。

[レポートの新規作成]: 論理ディスクの [パフォーマンス統計]ウィザードが表示されます。

レポートの選択

1. 論理ディスクの [パフォーマンス統計]を選択します。
2. (必須) レポートの [名前]を入力するか、自動生成されるレポート名のままにします。
3. (オプション) レポートの [説明]を入力します。
4. [次へ]をクリックします。

オブジェクトの選択

1. [全般]グループボックスで、分析する [システム]を選択します。
2. [チャートタイプ]を選択します。

• [時間間隔値] – [時間間隔] パネルのレポートの開始および終了時間範囲を指定します。
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• [指定時間値] – [基準時間] パネルのレポートを作成する時刻を指定します。 デフォル
トは現在の日時です。 [指定時間値] チャートを作成すると、[グループ値] パネルも表
示されます。

3. [サンプリング解像度]を選択します。

• [高 (5 分毎)] – レポートが 5 分間のサンプリング間隔で作成されます。

• [中 (1 時間毎)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されてい
る 1 時間単位のデータを使用して作成されます。

• [低 (毎日)] – レポートが、ストレージシステム内のデータベースに保存されている 1
日単位のデータを使用して作成されます。

4. チャートタイプが [時間間隔値]の場合は、以下の手順に従ってください。
a. [時間間隔]グループボックスで、[開始時刻]と [終了時刻]を選択します。 デフォルトの

[終了時刻] を現在の日付と時刻のままにする場合、[終了時刻] より特定の時間だけ前
の時刻を [開始時刻] にすることもできます。 また、[開始時刻] と [終了時刻] の両方
で特定の日付と時刻を選択するオプションも利用できます。「[時間間隔] グループ
ボックス」 (462 ページ) を参照してください。

b. [ノード]グループボックスで、追加するノードを選択します。 少なくとも 1 つのノー
ドを選択する必要があります。

c. [以下の論理ディスク値を含む:]グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択し
てすべての論理ディスクの値を追加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してか
ら [オブジェクト選択]ボタンをクリックして追加する論理ディスクを指定します。 論
理ディスクの選択方法については、「[システムレポートフィルターダイアログ]」
(461 ページ) を参照してください。

d. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([IOPS]、
[帯域幅]、[サービス時間]、[I/O サイズ]、[キュー長]、および [平均ビジー]) のチェッ
クボックスを選択します。 チャートタイプは 1 つ以上選択する必要があります。 デ
フォルトのチャートは、[IOPS]、[帯域幅]、および [サービス時間] です。

5. チャートタイプが [指定時間値]の場合は、以下の手順に従ってください。

a. [基準時間または日時]グループボックスで [現在日時]ラジオボタンを選択するか、
アイコンをクリックして日時を選択します。 特定の日時を選択済みである場合は、
[日時の選択]ラジオボタンが自動的に選択されます。
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b. [ノード]グループボックスで、追加するノードを選択します。 少なくとも 1 つのノー
ドを選択する必要があります。

c. [以下の論理ディスク値を含む:]グループボックスで、[すべて]ラジオボタンを選択し
てすべての論理ディスクの値を追加するか、[フィルター]ラジオボタンを選択してか
ら [オブジェクト選択]ボタンをクリックして追加する論理ディスクを指定します。 論
理ディスクの選択方法については、「[システムレポートフィルターダイアログ]」
(461 ページ) を参照してください。

d. [グループ値]グループボックスで、チャート値のグループ化に使用する属性を選択し
ます。 グループタイプは 1 つ以上選択する必要があります。
次に示す 1 つ以上の属性で、チャートレポートをグループ化できます。 [LD 名] (デ
フォルト)、[ドメインネーム]、[CPG 名]、および [ノード] です。

e. [チャートの表示]グループボックスで、表示する 1 つまたは複数のチャート ([IOPS]、
[帯域幅]、[サービス時間]、[I/O サイズ]、[キュー長]、および [平均ビジー]) のチェッ
クボックスを選択します。 チャートタイプは 1 つ以上選択する必要があります。 デ
フォルトのチャートは、[IOPS]、[帯域幅]、および [サービス時間] です。

6. [次へ]をクリックして [概要] ページに移動するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

[システムレポートフィルターダイアログ]
[レポートの新規作成]ウィザードの [オブジェクトの選択] ページで [フィルター]ラジオボタン
を選択し、[オブジェクト選択]ボタンをクリックすると、[システムレポートフィルターダイア
ログ]が表示されます。

オブジェクトをフィルタリングするには、以下の手順に従ってください。

1. ウィンドウのリストから、1 つまたは複数のオブジェクトを選択します (複数の項目の選
択についての詳細は、「複数のアイテムの選択」 (526 ページ) を参照してください)。

2. [OK] をクリックして [オブジェクトの選択] ページに戻ります。
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[時間間隔] グループボックス
レポートを作成するときの [オブジェクトの選択] ページにある [時間間隔] グループボックス
では、[開始時刻] と [終了時刻] の両方で特定の日付と時刻を選択するオプションも利用できま
す。

独自の [開始時刻] と [終了時刻] を作成するには、以下の手順に従います。
1. [開始時刻]テキストボックスの左にあるラジオボタンを選択します。

2. アイコンをクリックし、日付を選択します。

3. 表示されている日付または時刻を変更するには、日付または時刻の一部をクリックし、上
矢印または下矢印をクリックします。

4. 上記の手順を繰り返し、特定の [終了時刻] を設定します。
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28タスクの監視とスケジューリング
[タスクとスケジュールマネージャー]を使用して、HP 3PAR StoreServ Storage System のタスク
を取得、削除、キャンセル、およびスケジューリングできます。 詳細は、以下の各項を参照し
てください。

「タスクの概要の表示」 (463 ページ)
「タスクの表示」 (464 ページ)
「タスクの削除」 (464 ページ)
「タスクのキャンセル」 (464 ページ)

タスクの概要の表示
HP 3PAR Management Console を使用して、接続されたすべてのシステムまたは単独のシステ
ムのタスクの概要を表示できます。

タスクの概要を表示するには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインで、[タスクとスケジュール]を選択します。
2. マネジメントツリーで、[ストレージシステム]を選択します。
3. (オプション) 単独のシステムのタスクを表示するには、[ストレージシステム]ノードの下

でシステムを選択します。

4. マネジメントウィンドウで、[概要]タブをクリックします。
5. 最新の 1 時間のタスクを表示するには、[最新の 1 時間を表示]を選択します。 システムの

タスクを表示するには、[システムタスクを含む]を選択します。

注記:  マネジメントツリーの [ストレージシステム]ノードの下で特定のシステムを選択した
場合は、タスクの [概要]タブに [システム別タスク]グループは表示されません。

[タスク] タブの表示
[タスク] タブが選択されているときは、選択した基準に従ってタスクを表示し、タスクを削除
およびキャンセルすることができます。 詳細は、以下の各項を参照してください。
「タスクの表示」 (464 ページ)
「タスクの削除」 (464 ページ)
「タスクのキャンセル」 (464 ページ)
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タスクの表示

指定した期間を対象として、完了した、実行中、失敗した、およびキャンセルされたタスクを
表示できます。

タスクを表示するには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインで、[タスクとスケジュール]を選択します。
2. マネジメントツリーで、[ストレージシステム]を選択します。
3. (オプション) 単独のシステムのタスクを表示するには、[ストレージシステム]ノードの下

でシステムを選択します。

4. マネジメントウィンドウで、[タスク]タブをクリックします。
5. [次のタスクを表示]リストで、[すべて]、[完了]、[実行中]、[キャンセル]、または [失敗]を

選択します。

6. [過去]テキストボックスとリストで、数字を入力し、[時] または [日] のいずれかを選択し
ます。

7. (オプション) システムタスクも取得する場合は、[システムタスクを含む]を選択します。
8. [タスクを取得]ボタンをクリックします。
[タスク]タブのリストペインには、要求したタスク情報が表示されます。 [タスク]タブの詳細
ペインには、リストペインで選択したタスクの詳細情報が表示されます。

タスクの削除

タスクを削除するには、以下の手順に従ってください。

1. [タスク]画面に移動します。
2. [タスク]タブのリストペインで、削除するタスクを選択します。
3. 選択したら右クリックして、[タスクの削除]を選択します。

[タスクの削除]ダイアログボックスが表示されます。
4. [OK] をクリックします。

タスクのキャンセル

タスクをキャンセルするには、以下の手順に従ってください。
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1. [タスク]画面に移動します。
2. [タスク]タブのリストペインで、キャンセルするタスクを選択します。
3. 選択したら右クリックして、メニューから [タスクのキャンセル]を選択します。

[タスクのキャンセル]ダイアログボックスが表示されます。
4. [OK] をクリックします。

[スケジュール] タブの表示
HP 3PAR Management Console には、仮想ボリュームと仮想ボリュームセットのスナップショッ
ト作成、整合グループのスナップショット作成、CPG の圧縮、Adaptive Optimization 構成を
スケジューリングする機能があります。

[スケジュール]タブはリストペインと詳細ペインに分かれています。 リストペインで表示され
る列は、ストレージシステムノードが選択されている場合は、システム名の列が表示される例
外を除き、ストレージシステムノードとシステムノードの両方でほぼ同じです。

Storage Systems ノードのリストペインと詳細ペイン

システムノードのリストペインと詳細ペイン
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リストペインには以下の情報が表示されます。

説明列

タスクがスケジューリングされているシステムの名前 (ストレージシステ
ムノードの場合のみ)。

[システム]

スケジュール名。[名前]

スケジューリングされているタスクのタイプ、[CPG の圧縮] または [バー
チャルコピーの作成] など。

[タイプ]

スケジューリングされているタスクを作成したユーザー。[作成者]

スケジューリングされているタスクのステータス。[ステータス]

スケジューリングされているタスクが失敗した場合にアラートが生成さ
れるかどうかを示します。

[失敗時アラート]

次回タスクが実行される日時を示します。[次回実行]

繰り返しスケジューリングされているタスクに関するテキスト形式の説
明。

[繰り返し]

詳細ペインでは、リストペインと同じ情報に加え、以下が表示されます。

[システム SN] – システムのシリアル番号。
[コマンド] – スケジューリングされているタスクに対応する CLI コマンド。
以下のいずれかの方法でスケジューラーにアクセスできます。

• [アクション]メインメニュー – [アクション] メニューでは、[タスク] メニューの下に [スケ
ジュールされたタスク] というサブメニューがあります。 このサブメニューを使用して、
タスクのスケジューリングと、既存のスケジュールの編集、サスペンド、再開、または削
除を実行できます。
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• [タスクとスケジュールマネージャー]

[共通アクション]パネル – バーチャルコピーの作成、整合グループバーチャルコピー
の作成、共通プロビジョニンググループの圧縮、Adaptive Optimization のスケジュー
ル作成オプションを含みます。

◦

◦ [ツールバー] – スケジュールを作成し、スケジュールを編集、サスペンド、再開、お
よび削除するためのオプションがあります。 [編集]、[中断]、[再開]、および [削除]
スケジュールアクションを有効にするには、マネジメントウィンドウ内で表示される
表で、少なくとも 1 つの行を選択する必要があります。 表を右クリックしたときの
ポップアップメニューにも、これら 4 つのアクションがあります。

• [共通のスケジュールパネル] – スケジュールパネルは、スケジューリング可能な操作を含
むすべてのダイアログボックスとウィザードに埋め込まれています。 たとえば、プロビ
ジョニングマネージャーの下にある [共通アクション] パネルでバーチャルコピーの作成を
選択した場合、[バーチャルコピーの作成] ダイアログボックスで、バーチャルコピーを今
すぐ作成するか、作成をスケジューリングする時間を選択するオプションが利用できま
す。 詳細は、「共通のスケジュールパネル」 (468 ページ) を参照してください。

インターフェイスコンポーネントの詳細は、「インターフェイスの各部」 (512 ページ) を参照
してください。

タスクのスケジュール

以下のスケジューリングアクションを使用できます。

「バーチャルコピーの作成をスケジューリング」 (470 ページ)
「整合グループのバーチャルコピーの作成をスケジューリング」 (472 ページ)
「CPG 圧縮のスケジューリング」 (472 ページ)
「AO のスケジューリング」 (473 ページ)
「スケジュールの編集」 (474 ページ)
「スケジュールのサスペンド」 (474 ページ)
「スケジュールの再開」 (474 ページ)
「スケジュールの削除」 (474 ページ)
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共通のスケジュールパネル

[共通のスケジュール]パネルには、スケジュールを作成するためのオプションがあります。 必
須のパラメーターとオプションパラメーターは、ともに [スケジュール]グループボックスに入
力します。

使用可能なフィールドは次のとおりです。

[名前] – スケジュールの名前 (必須)。 [名前] フィールドを空白にすると、検証エラーが発生し
ます。

[タスクが失敗した場合に警告] – スケジューリングしたタスクが失敗した場合にアラートが生
成されるようにする場合は、このチェックボックスを選択します。

[繰り返し] – このスケジュールを実行する頻度。 指定可能な値は、以下に示すとおりです。
• [毎時] – 毎時、指定した「分」に実行します。 開始の「分」は必須です。 この方法で、複

数の時間帯で実行されるようにタスクをスケジューリングし、最適なシステムパフォーマ
ンスを維持できます。

• [毎日] – 毎日、指定した「時」に実行します。 「時」のデフォルト値は、次の時 (1 時間)
に丸められます。

• [指定日時] – 指定した時刻と日付に 1 回実行されます。 時刻のデフォルト値は、次の時
(1 時間) の先頭 (正時、毎時の 00 分) に丸められます。

• [毎日 (複数回)] – [繰り返しのカスタム設定]ダイアログを開きます。 [毎日 (複数回)] を選択
すると、ドロップダウンボックスの右にある [繰り返し]ボタンが有効になり、ダイアログ
ボックスをもう一度開いて繰り返しを編集することができます。

この [繰り返し] オプションで、以下のものを指定できます。

◦ 「時」(1 時間) を単位として、タスクを繰り返す頻度。 デフォルトでは、タスクは午
前 9 時 ～ 午後 5 時の営業時間帯にわたって繰り返されます。 間隔を変更するため
に、希望の値を選択します。 指定可能な値は、以下に示すとおりです。 1、2、3、
4、6、8、および 12 時間。 範囲スライダーコンポーネントを使用して、営業時間を
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調整できます。 営業時間帯以外に制限するには、[非稼働時間]ラジオボタンを選択し
ます。

以下の「時」範囲は無効であり、検証エラーが発生します。

– [稼働時間]の開始時刻と終了時刻が同じである。

– [非稼働時間]の開始/終了時間内に、午後 11 時 ～ 午前 0 時の期間全体が含まれ
る。

◦ 「時」(1 時間) のうちの開始「分」。 このオプションを指定した後、[プレビュー]
フィールドで、繰り返しスケジュールが表示されます。また、スケジュールに対して
異なる基準を選択するたびに、この表示は自動的に更新されます。

◦ 1 週間のうちタスクを実行する日数。 デフォルトでは、すべての日が選択されていま
す。 [すべて]チェックボックスを選択解除すると、選択項目はクリアされます。 [す
べて]チェックボックスが選択されているときにいずれかの日を選択解除した場合も、
[すべて] チェックボックスは選択解除されます。

• [詳細] – [詳細] が選択されている場合、[繰り返しのカスタム設定]ダイアログボックスが表
示され、[分]、[時間]、[月]、[日付] (毎月の特定の日)、および [曜日] の組み合わせを指定
するためのオプションが示されます。 [日付] と [曜日] の選択は相互排他であり、両方を
選択することはできません。 [詳細] を選択すると、ドロップダウンボックスの右にある
[繰り返し]ボタンが有効になり、ダイアログボックスをもう一度開いて繰り返しを編集す
ることができます。

この [繰り返し] オプションで、以下のものを指定できます。

◦ [分] – (必須) [分]チェックボックスが選択されると一部のチェックボックスが無効化さ
れます。 デフォルトでは、どの「分」も選択されません。 複数の「分」を選択する
場合、間隔を 15 分以上にする必要があります。 「分」を選択した後、選択の前後
14 分のチェックボックスが無効になります。 「分」のみを選択し、他のどのオプショ
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ンも選択しない場合、毎時、毎日、毎月の選択した「分」に繰り返しの実行が発生し
ます。

◦ [時間] – [時間]チェックボックスを選択した場合、[時間] パネルが展開されます。 デ
フォルトでは、すべての「時」が選択されています。 [すべて]チェックボックスを選
択解除すると、選択項目はクリアされます。 [すべて]チェックボックスが選択されて
いるときにいずれかの「時」を選択解除した場合も、[すべて]チェックボックスは選
択解除されます。

◦ [月] – [月]チェックボックスを選択した場合、[月] パネルが展開されます。 デフォル
トでは、すべての月が選択されています。 [すべて]チェックボックスを選択解除する
と、選択項目はクリアされます。 [すべて]チェックボックスが選択されているときに
いずれかの「月」を選択解除した場合も、[すべて]チェックボックスは選択解除され
ます。

◦ [日付] – ([曜日] チェックボックスを選択した場合は無効になります)。 [日付]チェック
ボックスを選択した場合、[日付] パネルが展開されます。 デフォルトでは、すべての
日が選択されています。 [すべて]チェックボックスを選択解除すると、選択項目はク
リアされます。 [すべて]チェックボックスが選択されているときにいずれかの日を選
択解除した場合も、[すべて]チェックボックスは選択解除されます。
[日付] パネルと [月] パネルはリンクしているので、選択されている日と月に応じて、
特定の日と月は無効になります。

– February (2 月) を選択した場合、29 日、30 日、および 31 日のチェックボック
スは無効になります。

– April (4 月)、June (6 月)、September (9 月)、または November (11 月) を選択し
た場合、31 日のチェックボックスは無効になります。

– 31 日を選択した場合、February (2 月)、April (4 月)、June (6 月)、September (9
月)、および November (11 月) のチェックボックスは無効になります。

– 29 日、または 30 日を選択した場合、February (2 月) のチェックボックスは無効
になります。

◦ [曜日] – ([日付] チェックボックスを選択した場合は無効になります)。 [曜日]チェック
ボックスを選択した場合、[曜日] パネルが展開されます。 デフォルトでは、すべての
日が選択されています。 [すべて]チェックボックスを選択解除すると、選択項目はク
リアされます。 [すべて]チェックボックスが選択されているときにいずれかの日を選
択解除した場合も、[すべて]チェックボックスは選択解除されます。

バーチャルコピーの作成をスケジューリング

[バーチャルコピーの作成をスケジューリング]ダイアログボックスは、[バーチャルコピーの作
成]ウィザードの拡張版であり、追加の [スケジュール] ボックスが下端にあります。 [バーチャ
ルコピーの作成をスケジューリング]ダイアログボックスを開いたときに、[スケジュールの作
成]ラジオボタンが選択されています。
スケジュールを作成する場合、次に利用可能なスナップショット ID が必ず使用されます。 こ
のため、ID の [自動]チェックボックスと [ID] フィールド自体は表示されません。
[読み取り専用] と [読み取り/書き込み] の各ラジオボタンも非表示になります。RO から RO
を、または RW から RW を作成する場合、手順によって中間ボリュームを作成することにな
るからです。 [親ボリューム] に応じて、これらのラジオボタンが選択されます。 親ボリュー
ムが RW の場合は [読み取り専用] が選択され、親ボリュームが RO の場合は [読み取り/書き
込み] が選択されます。
[バーチャルコピーの作成]タスクをスケジューリングするには、以下の手順に従います。
1. マネージャーペインで [タスクとスケジュール]を選択します。
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2. [共通アクション] パネルで、[バーチャルコピーの作成をスケジューリング]を選択します。
[バーチャルコピーの作成]ダイアログが表示されます。

3. [スケジュールの作成]ラジオボタンが事前選択されています。
4. [システム] – バーチャルコピーの作成先のシステムを選択します。
5. (オプション) [ドメイン] – バーチャルコピーを配置するドメインを選択します。
6. [親ボリューム] - バーチャルコピーの親ボリュームを選択します。
7. [ターゲットボリューム] - 作成先のボリュームの名前を入力します。

注記: [親ボリューム]リストから仮想ボリュームセットを選択した場合は、[ターゲット
ボリューム]フィールドに自動的に [@vvname@.copy] と入力されます。[@vvname@] は選
択した仮想ボリュームセットに属する仮想ボリュームの名前で置き換えられます。 たとえ
ば、仮想ボリュームセットに名前が VV1、VV2、および VV3 の仮想ボリュームが含まれ
る場合、作成先の仮想ボリュームの名前は、VV1.copy、VV2.copy、および VV3.copy と
なります。 作成先ボリュームの名前を編集する場合は、[ターゲットボリューム]フィール
ドの右側にある [編集]ボタン ( ) をクリックして、[ボリュームセット名の編集]ダイア
ログボックスにアクセスします (詳細は、「[ボリュームセット名の編集] ダイアログボッ
クス」 (471 ページ) を参照してください)。

8. [コメント] – (オプション) コメントを入力します。
9. 保有期間を設定するには、[詳細設定オプションの表示]を選択し、[保有期間]チェックボッ

クスを選択し、対応するフィールドに値を入力して、計測単位として日数または時間を選
択します。

10. 有効期限を設定するには、[詳細設定オプションの表示]を選択し、[有効期限]チェックボッ
クスを選択し、対応するフィールドに値を入力して、計測単位として日数または時間を選
択します。

11. [名前] - スケジュールの名前を入力します。
12. タスクが失敗した場合にアラートを受信するには、[タスクが失敗した場合に警告]チェッ

クボックスをオンにします。

13. 「共通のスケジュールパネル」 (468 ページ) の説明に従い、繰り返しスケジュールを設定
します。

14. [OK] をクリックします。

[ボリュームセット名の編集] ダイアログボックス
ボリュームセット名は編集できます。[構成]テキストボックスのデフォルト名に、独自のテキ
ストまたは事前に定義されたトークンを追加して名前を作成できます。また、デフォルト名を
クリアして名前を作成することもできます。

独自のボリュームセット名を作成するには、以下の手順に従います。

1. (オプション) [構成]テキストボックスの右にある [クリア]をクリックします。
2. (オプション) [テキスト]テキストボックスにボリュームセットの独自の名前を入力して、

[追加]をクリックします。
3. (オプション) [定義済みのトークン]リストからトークンを選択して、[追加]をクリックしま

す。

4. [OK] をクリックします。
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整合グループのバーチャルコピーの作成をスケジューリング

[整合性グループのバーチャルコピーの作成をスケジューリング]ウィザードは 2 段階のウィザー
ドであり、[整合性グループのバーチャルコピーの作成]ウィザードの拡張版です。 [整合性グ
ループのバーチャルコピーの作成をスケジューリング]ダイアログボックスを開いたときに、
[スケジュールの作成]ラジオボタンはデフォルトで選択されています。
[整合性グループのバーチャルコピーの作成]タスクをスケジューリングするには、以下の手順
に従います。

1. マネージャーペインで [タスクとスケジュール]をクリックします。
2. [共通アクション] パネルで、[整合性グループのバーチャルコピーの作成をスケジューリン
グ]を選択します。
[整合性グループのバーチャルコピーの作成]ウィザードが表示されます。

親ボリュームの選択

1. [スケジュールの作成]ラジオボタンが事前選択されています。
2. [システム] – 整合性グループのバーチャルコピーの作成先となるシステムを選択します。
3. スナップショットを作成する 2 つ以上のボリュームを選択します。
4. [次へ]をクリックして [バーチャルコピーの構成] ページに移動します。

バーチャルコピーの構成

1. [名前] – [バーチャルコピーの構成] ページで、スケジュールの名前を入力します。
2. [繰り返し] –「共通のスケジュールパネル」 (468 ページ) の説明に従って繰り返しの設定

をします。

3. [次へ]をクリックして [概要] ページを表示するか、[完了]をクリックしてウィザードを完
了します。

概要

設定を確認し、[完了]をクリックしてウィザードを完了します。

CPG 圧縮のスケジューリング
[CPG 圧縮のスケジューリング]ウィザードは [CPG の圧縮]ウィザードに似ていますが、ページ
の下端に [スケジュール]グループボックスが追加されています。
[CPG 圧縮]タスクをスケジューリングするには、以下の手順に従います。
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1. マネージャーペインで [タスクとスケジュール]をクリックします。
2. [共通アクション] パネルで、[CPG 圧縮のスケジューリング]を選択します。

[CPG の圧縮]ダイアログボックスが表示されます。 [スケジュールの作成]ラジオボタンが
事前選択されています。

3. [システム] – CPG の圧縮を行うシステムの名前を選択します。
4. (オプション) [ドメイン] — CPG が配置されるドメインの名前を選択します。
5. [CPG] - 圧縮する 1 つまたは複数の CPG を選択します (複数の項目の選択についての詳細

は、「複数のアイテムの選択」 (526 ページ) を参照してください)。
6. どの領域の移動も行わず、未使用の論理ディスクスペースの削除のみを行う場合、[トリム
のみ]チェックボックスを選択します。

7. [名前] – [スケジュール] グループボックスで、スケジュールの名前を入力します。
8. [繰り返し] –「共通のスケジュールパネル」 (468 ページ) の説明に従って繰り返しの設定

をします。

9. [OK] をクリックします。

AO のスケジューリング
[AO のスケジューリング] ダイアログボックスで、Adaptive Optimization (AO) 構成をスケ
ジューリングできます。 AO ライセンスが存在しない場合、潜在的なデータ領域移動の作成、
編集、または分析のみを実行できます。 ただし、実際のチューニングと最適化を実行するに
は、AO ライセンスが必要です。
AO 構成をスケジューリングするには、以下の手順に従います。
1. マネージャーペインで、[タスクとスケジュール]を選択します。
2. マネジメントツリーで、スケジュールを作成するシステムを選択します。

3. [共通アクション] パネルで、[AO のスケジューリング]をクリックします。
[AO のスケジューリング]ダイアログボックスが表示されます。

4. [スケジュールの作成]が自動的に選択されています。
5. [全般]グループボックスで、スケジュールを作成する [システム]を選択します。
6. AO 構成が存在している [ドメイン]を選択します (存在する場合)。
7. スケジューリングする [AO 構成]を選択します。
8. [設定]グループボックスで、リストから [最大実行時間]を選択します。 この値は、構成を

実行するたびに、システムがデータ領域を移動することのできる時間枠です。 データ移動
プロセスが、指定した最大実行時間より長時間を要することが予測される場合、システム
は移動するデータの量を制限します。 プロセスが指定した最大実行時間より長時間にわ
たって実行された場合、時間制限を超過した後できるだけ速やかにシステムはデータ移動
を停止し、同時にデータの完全性を維持します。

9. AO 構成を実行せずに潜在的なデータ領域移動を分析するには、[解析のみ]を選択します。

注記:  実際のチューニングと最適化を実行するには、AO ライセンスが必要です。 アレ
イに AO ライセンスが存在していない場合、潜在的な最適化に関する分析のみを実行でき
ます。

10. [測定間隔]グループボックスで、階層化 CPG の分析を開始する Start 時刻を入力します。
スケジューリングされた AO 構成より前に、指定された時間または日数に分析が開始され
ます。 適切な時間を決定するには、階層化 CPG のパフォーマンスに関連して時間の長さ
を考慮することが重要です。たとえば、各営業日の最後の 3 時間に実行できます。

11. 階層化 CPG の分析を終了する時刻を入力します。 スケジューリングされた AO 構成より
前に、指定された時間または日数に分析が終了します。

12. [スケジュール]グループボックスで、スケジュールの名前を入力します。
13. タスクが失敗した場合にアラートを受信するには、[タスクが失敗した場合に警告]を選択

します。
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14. 「共通のスケジュールパネル」 (468 ページ) の説明に従って、反復スケジューリングを選
択します。

15. [OK] をクリックします。

スケジュールの編集

[スケジュール編集] ウィザードで、スケジュールの名前とアラートオプションを変更し、異な
る繰り返しを指定することができます。

既存のスケジュールを編集するには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインで [タスクとスケジュール]をクリックします。
2. マネジメントウィンドウの [スケジュール]タブをクリックします。
3. 編集するスケジュールの名前を右クリックして、メニューリストから [スケジュール編集]

を選択します。

4. スケジュールに変更を加えて、[OK] をクリックします。

スケジュールのサスペンド

スケジュールをサスペンドするには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインで [タスクとスケジュール]をクリックします。
2. マネジメントウィンドウの [スケジュール]タブをクリックします。
3. サスペンドするスケジュールの名前を右クリックして、メニューリストから [スケジュー
ル中断]を選択します。

4. [スケジュール中断]確認ダイアログボックスが表示されます。 [はい]をクリックして選択
したスケジュールをサスペンドするか、[No] をクリックしてサスペンドをキャンセルしま
す。

スケジュールの再開

サスペンドしたスケジュールを再開するには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインで [タスクとスケジュール]をクリックします。
2. マネジメントウィンドウの [スケジュール]タブをクリックします。
3. 再開するスケジュールの名前を右クリックして、メニューリストから [スケジュール再開]

を選択します。

4. スケジュールが自動的に再開されます。

スケジュールの削除

スケジュールを削除するには、以下の手順に従ってください。
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1. マネージャーペインで [タスクとスケジュール]をクリックします。
2. マネジメントウィンドウの [スケジュール]タブをクリックします。
3. 削除するスケジュールの名前を右クリックして、メニューリストから [スケジュールの削
除]を選択します。

4. [スケジュールの削除]確認ダイアログボックスが表示されます。 [OK] をクリックして選択
したスケジュールを削除するか、[キャンセル]をクリックして削除をキャンセルします。
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29テンプレートの作成
HP 3PAR Management Console では、同一または同様の特性を持つ仮想ボリュームや CPG を
作成するとき、パラメーターセットを複数回適用できるようにするテンプレートを作成できま
す。

テンプレートには、次の一般的なルールが適用されます。

• プロパティはテンプレートに含めても、含めないままでもかまいません。 プロパティは、
仮想ボリュームまたは CPG の属性です。

• テンプレートに含まれるプロパティには、定義済みの値または未指定のままの値を含める
ことができます。 定義済みの値を持つプロパティは、特定の値がそのプロパティに割り当
てられています (たとえば、セットサイズが 2 であるなど)。 未指定の値を持つプロパティ
には、特定の値がそのプロパティに割り当てられていません。 1 つ以上の未指定の値を持
つプロパティを含むテンプレートを適用すると、システムはデフォルト値を使用するか
(適用可能な場合)、ユーザーにとって最適な設定値を計算します。

• すべてのテンプレートに対して、プロパティ値のオーバーライドを許可することができま
す。 プロパティのオーバーライドを許可した場合、テンプレートの適用時にプロパティの
値を変更できます。 プロパティのオーバーライドを禁止した場合は、テンプレートの適用
時に、そのプロパティについてシステムが計算した値、定義済みの値、システムのデフォ
ルト値は変更できません。

いったんテンプレートを作成すると、テンプレートはシステムに保存され、その後、新しい仮
想ボリュームや共通プロビジョニンググループを作成するために適用できます。

次に関する指示が提供されています。

「テンプレートの表示」 (477 ページ)
「仮想ボリュームテンプレートの作成」 (171 ページ)
「仮想ボリュームテンプレートの編集」 (173 ページ)
「共通プロビジョニンググループテンプレートの作成」 (131 ページ)
「共通プロビジョニンググループテンプレートの編集」 (133 ページ)
「テンプレートのコピー」 (476 ページ)
「類似のテンプレートの作成」 (477 ページ)
「テンプレートの削除」 (477 ページ)

テンプレートのコピー
CPG または仮想ボリュームテンプレートをコピーするには、以下の手順に従います。
1. [テンプレート] 画面に移動します。
2. コピーする CPG テンプレートまたは仮想ボリュームテンプレートを右クリックします。
3. メニューリストから、[テンプレートのコピー]を選択します。

[テンプレートのコピー]ダイアログボックスが表示されます。

注記: [ソース]グループボックスで、[システム]フィールドと [テンプレート]フィールド
には、コピー元として選択したテンプレートからの値が入力されます。 コピー元として別
のテンプレートを選択することもできます。

4. [ターゲット]グループボックス:
a. テンプレートのコピー先システムを選択します。

b. [テンプレート名]テキストボックスに新しいテンプレートの名前を入力します (最長
31 文字)。

5. [OK] をクリックします。
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類似のテンプレートの作成
既存のテンプレートに基づいて新しい CPG テンプレートおよび仮想ボリュームテンプレート
を作成できます。 仮想ボリュームをテンプレートとして保存するには、以下の手順を実行しま
す。

1. [テンプレート] 画面に移動します。
2. 新しいテンプレートの基礎として使用する CPG テンプレートまたは仮想ボリュームテン

プレートを右クリックします。

3. メニューリストから、[類似を作成]を選択します。
[CPG テンプレートの作成]ウィザードまたは [VV テンプレートの作成]ウィザードが表示さ
れます。

4. 「共通プロビジョニンググループテンプレートの作成」 (131 ページ) または「仮想ボリュー
ムテンプレートの作成」 (171 ページ) の指示に従ってください。

テンプレートの削除
テンプレートを削除するには、以下の手順に従います。

1. [テンプレート] 画面に移動します。
2. 削除するテンプレートを右クリックします。

3. メニューリストから [削除]を選択します。
[テンプレートの削除]ダイアログボックスが表示されます。

4. [OK] をクリックします。

テンプレートの表示
テンプレートを表示するには、以下の手順に従います。

1. マネージャーペインで、[プロビジョニング]を選択します。
2. マネジメントツリーで、表示するシステムノードの下にある [テンプレート]を選択しま

す。

注記:  HP 3PAR Management Console では、システムのテンプレートに関する包括的な情報
を取得できる以外に、特定のタイプのテンプレート (CPG テンプレート、仮想ボリュームテン
プレートなど) の情報を表示することもできます。 マネジメントツリーの [テンプレート]ノー
ドの下の各子ノードは、特定のタイプのテンプレートです。 これらには、CPG テンプレート、
仮想ボリュームテンプレート、および LD (論理ディスク) テンプレートが含まれます。 論理ディ
スクテンプレート情報を表示するには、最初に、論理ディスク情報を表示するためのプリファ
レンスを設定する必要があります。詳細は、「グローバルレベルでの優先設定」 (532 ページ)
を参照してください。
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[テンプレート] 画面はリストペインと詳細ペインに分割されています。 「リストペイン」
(478 ページ) には、システムのテンプレートに関する概要情報が表示されます。 「詳細ペイン」
(478 ページ) には、リストペインで選択したテンプレートに関する詳細が表示されます。

リストペイン

リストペインには、以下の情報が表示されます。

説明列

システムの名前。[システム ]

テンプレートの名前。[名前 ]

テンプレートのタイプ。[タイプ ]

テンプレートに関してユーザーが入力した情報。[説明 ]

詳細ペイン

詳細ペインには、以下の情報が表示されます。

説明フィールドグループ

テンプレートの名前。[名前 ][全般 ]

テンプレートのタイプ。[タイプ ]

テンプレートに関してユーザーが入力した情報。[説明 ]

テンプレートの適用時に、含まれていないプロパティにデフォルト以
外の値を設定できるかどうかを示します。

[含まれていないプロパ
ティのオーバーライド
を許可する ]

オブジェクトの属性。[プロパティ ][プロパティ ]

テンプレートのオーバーライドを許可するかどうかを示します。[オーバーライドを許可
する ]

対応するプロパティに対してテンプレート内で指定されている値。[デフォルト値を定義す
る ]
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30システムのチューニング
[システムのチューニング]機能により、仮想ボリュームや論理ディスクのスペースの再割り当
てや、複数の物理ディスクにまたがるチャンクレットの再割り当てを行って、システムパフォー
マンスを最適化できます。

[システムのチューニング] 機能は、ユーザーが承認されたドメインでのみ実行できます。 すべ
てのドメインで承認されているわけではない場合、ノード内レベルおよびチャンクレットレベ
ルのチューニングは失敗します。

使用可能な 3 種類のチューニングがあり、それらはいずれもバックグラウンドタスクとして動
作します。

• 「システムのチューニング」 (479 ページ)  – ノード間で物理ディスクスペースの使用率の
不均衡を検出してノード間で仮想ボリュームを再均衡させ、新規追加されたディスクを検
出してノードの既存の物理ディスクから割り当ての少ない物理ディスクへのチャンクレッ
トの再均衡を実行し、特性が親 CPG と一致していない論理ディスクの再レイアウトを実
行します。

注記:  システムのチューニングの所要時間は、数時間から数日まで、さまざまな範囲に
わたります。 その間にシステムを再起動した場合、タスク情報を表示できず、障害の有無
はログで確認する必要があります。

• 「CPG のチューニング」 (484 ページ)  – システムのチューニングと同じタスクを実行しま
すが、特定の CPG の再チューニングに制限します。

• 「物理ディスクのチャンクレットのみのチューニング」 (485 ページ)  – (HP 3PAR OS 3.1.2
専用のオプション)。 チャンクレットレベルでノードの物理ディスクを再均衡させます。
このオプションは、ノードに新しいディスクを追加したシステムを想定しています。 ノー
ド単位で実行されます。

注記: Adaptive Optimization 構成の中の CPG に関連付けられている仮想ボリュームが、シ
ステムのチューニングによって調整されることはありません。

システムのチューニング
チューニングプロセスは、HP 3PAR OS 3.1.1 と HP 3PAR OS 3.1.2 でわずかに異なっていま
す。 両方のシステムに関する手順説明を個別に掲載します。
[システムのチューニング] 機能にアクセスするには、以下の手順に従ってください。
1. マネージャーペインで [プロビジョニング]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[システムのチューニング]をクリックします。

[システムのチューニング]ウィザードが表示されます。
3. [システム]リストから、チューニングを実行するシステムを選択します。
4. [システムのチューニング]ラジオボタンを選択します。
以下の説明のうち、使用中のシステムに該当するものに従ってください。

「HP 3PAR OS 3.1.2 のチューニング」 (479 ページ)
「HP 3PAR OS 3.1.1 のチューニング」 (482 ページ)

HP 3PAR OS 3.1.2 のチューニング
HP 3PAR OS 3.1.2 では、3 種類のチューニングが利用できます。 [システムのチューニング]、
[CPG のチューニング]、および [物理ディスクチャンクレットのみチューニング]です。
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[システムのチューニング]を選択した場合、以下の設定を変更するオプションがあります。

• [不均衡なボリューム割り当て率の割合] – ノード間の平均スペース割り当て率を上回る割
合のボリュームは、不均衡とみなされます。

• [不均衡なチャンクレット割り当て率の割合] – (単一ノード上にある 1 つのデバイスタイプ
の物理ディスクに関して) 物理ディスクに割り当てられたチャンクレット数の平均を上回
る割合は、不均衡とみなされます。

• [並行して移動されるチャンクレットの最大数] – 再割り当て操作の間に 1 台の物理ディス
クから他の物理ディスクに移動されるチャンクレットの最大数。 この値は、1～8 の範囲
にする必要があります。

新しいノード、ケージ、またはディスクがシステムに追加された時点で、新しいコンポー
ネントは割り当ての少ない状態です。 したがって、システムは割り当ての少ないスペース
またはチャンクレットを検索し、チューニングをトリガーします。

• [最大同時タスク] – 同時に実行することが許可される、個別チューニングタスクの最大数。
この値は、1～8 の範囲にする必要があります。

さらに、[システムのチューニング]ウィザードには次のオプションもあります。
[解析のみ] – このチェックボックスを選択すると、チューニングタスクを実行することなく、
チューニングタスクの分析を確認できます。 この分析は、[タスク] 管理ウィンドウに表示され
ます。
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割り当て設定を変更するには、以下の手順に従ってください。

1. [不均衡なボリューム割り当て率の割合]に割合の値を入力します。
2. [不均衡なチャンクレット割り当て率の割合]に割合の値を入力します。
3. [並行して移動されるチャンクレットの最大数]に値を入力します。
4. [最大同時タスク]に、許容する値を入力します。
5. チューニングタスクを実行する代わりに分析を表示するには、[解析のみ]チェックボック

スを選択します。

6. タスクを実行する (または分析を表示する) 準備ができた時点で、[OK] をクリックします。
[タスクとスケジュール]の下にある [タスク] タブの [タスク] の詳細ペインに結果が表示されま
す。 [タスク] タブの詳細は、「[タスク] タブ」 (372 ページ) を参照してください。
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HP 3PAR OS 3.1.1 のチューニング
[システムのチューニング]を選択した場合、以下の項目を指定するオプションがあります。

• [不均衡なボリューム割り当て率の割合] – ノード間の平均スペース割り当て率を上回る割
合のボリュームは、不均衡とみなされます。

• [不均衡なチャンクレット割り当て率の割合] – (単一ノード上にある 1 つのデバイスタイプ
の物理ディスクに関して) 物理ディスクに割り当てられたチャンクレット数の平均を上回
る割合は、不均衡とみなされます。

• [物理ディスクのチューニングの制限] – [不均衡なチャンクレット割り当て率の割合] の値
以上になった、(単一ノード上にある 1 つのデバイスタイプの) 物理ディスクの数。
システムは過剰割り当てのスペースまたはチャンクレットを検索し、チューニングをトリ
ガーします。

• [最大同時タスク] – 同時に実行することが許可される、個別チューニングタスクの最大数。
この値は、1～8 の範囲にする必要があります。

さらに、[システムのチューニング]ウィザードには次のオプションもあります。
[解析のみ] – このチェックボックスを選択すると、チューニングタスクを実行することなく、
チューニングタスクの分析を確認できます。 この分析は、[タスク] 管理ウィンドウに表示され
ます。
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割り当て設定を変更するには、以下の手順に従ってください。

1. [不均衡なボリューム割り当て率の割合]に割合の値を入力します。
2. [不均衡なチャンクレット割り当て率の割合]に割合の値を入力します。
3. [物理ディスクのチューニングの制限]に値を入力します。
4. [最大同時タスク]に、許容する値を入力します。
5. チューニングタスクを実行する代わりに分析を表示するには、[解析のみ]チェックボック

スを選択します。

6. [OK] をクリックします。
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[タスクとスケジュール]の下にある [タスク] タブの [タスク] の詳細ペインに結果が表示されま
す。 [タスク] タブの詳細は、「[タスク] タブ」 (372 ページ) を参照してください。

CPG のチューニング
このタスクは [システムのチューニング]と同じ機能を果たしますが、選択した CPG にチュー
ニングを制限します。 詳細は、「システムのチューニング」 (479 ページ) を参照してくださ
い。

[CPG のチューニング]を選択した場合、チューニングする特定の CPG を選択し、[不均衡なボ
リューム割り当て率の割合] と、実行できる [最大同時タスク] を指定します。 システムのチュー
ニングタスクと同様、分析のみを選択することもできます。

CPG をチューニングするには、以下の手順に従ってください。
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1. マネージャーペインで [プロビジョニング]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[システムのチューニング]をクリックします。

[システムのチューニング]ウィザードが表示されます。
3. [システム]リストから、チューニングを実行するシステムを選択します。
4. [CPG のチューニング]ラジオボタンを選択します。
5. [不均衡なボリューム割り当て率の割合]に割合の値を入力します。
6. 少なくとも 1 つの CPG を選択します (複数の項目の選択についての詳細は、「複数のア

イテムの選択」 (526 ページ) を参照してください)。
7. [最大同時タスク]に、許容する値を入力します。
8. チューニングタスクを実行する代わりに分析を表示するには、[解析のみ]チェックボック

スを選択します。

9. [OK] をクリックします。
[タスクとスケジュール]の下にある [タスク] タブの [タスク] の詳細ペインに結果が表示されま
す。 [タスク] タブの詳細は、「[タスク] タブ」 (372 ページ) を参照してください。

物理ディスクのチャンクレットのみのチューニング
このオプションは、HP 3PAR OS 3.1.2 オペレーティングシステム上でのみ利用できます。 そ
の目的は、既存の物理ディスクと新規追加の物理ディスクの間での使用率の均衡を試み、チャ
ンクレットレベルで物理ディスクを均衡させることです。
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物理ディスクのチャンクレットのみをチューニングするには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインで [プロビジョニング]を選択します。
2. [共通アクション] パネルで、[システムのチューニング]をクリックします。

[システムのチューニング]ウィザードが表示されます。
3. [システム]リストから、チューニングを実行するシステムを選択します。
4. [物理ディスクチャンクレットのみチューニング]ラジオボタンを選択します。
5. [不均衡なチャンクレット割り当て率の割合]に割合の値を入力します。
6. [最大同時タスク]に値を入力します。
7. チューニングタスクを実行する代わりに分析を表示するには、[解析のみ]チェックボック

スを選択します。

8. [OK] をクリックします。

486 システムのチューニング



[タスクとスケジュール]の下にある [タスク] タブの [タスク] の詳細ペインに結果が表示されま
す。 [タスク] タブの詳細は、「[タスク] タブ」 (372 ページ) を参照してください。
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パート VII ストレージシステムハードウェアのインベント
リの取得

この項には、ハードウェアインベントリマネージャーを使用して、HP 3PAR StoreServ Storage System
に接続されているハードウェアに関連する情報を収集する方法が掲載されています。 詳細は、以下の各
項を参照してください。

「ハードウェアインベントリマネージャーの使用」 (489 ページ)
「[概要] タブの表示」 (490 ページ)
「[ノードサブシステム] タブの表示」 (492 ページ)
「[ケージサブシステム] タブの表示」 (500 ページ)



31 ハードウェアインベントリマネージャーの使用
ハードウェアインベントリマネージャーは、接続された HP 3PAR StoreServ Storage System で
使用されているすべてのハードウェアに関する情報を提供します。

[ハードウェアインベントリ] 画面には、4 つのタブ ([概要]、[ノードサブシステム]、[ケージサ
ブシステム]、および [すべて]) があります。 これらのタブについて、以下の各項でさらに詳細
に説明します。

「[概要] タブの表示」 (490 ページ)
「[ノードサブシステム] タブの表示」 (492 ページ)
「[ケージサブシステム] タブの表示」 (500 ページ)
「[すべて] タブの表示」 (506 ページ)
[ハードウェアインベントリ] 画面にアクセスするには、以下の手順に従います。
1. マネージャーペインで [ハードウェアインベントリ]を選択します。
2. マネジメントツリーで、[ストレージシステム]ノードを選択すると、接続された全システ

ムのハードウェアインベントリが表示されます。または、いずれか 1 つのシステムノード
(たとえば、s424) を選択すると、そのサーバーのハードウェアインベントリが表示されま
す。
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32 [概要] タブの表示
[概要]タブには、接続されたすべての HP 3PAR StoreServ Storage System で使用されているハー
ドウェアについての簡単な概要情報が表示されます。

[概要]タブにアクセスするには、以下の手順に従います。
1. 「マネージャーペイン」 (515 ページ) で [ハードウェアインベントリ]を選択します。
2. 「マネジメントツリー」 (514 ページ) で、[ストレージシステム]ノードを選択します。
「マネジメントウィンドウ」 (523 ページ) に [ハードウェアインベントリ] の [概要]タブが表示
されます。

注記: [ハードウェアインベントリ] の [概要]タブは、マネジメントツリーで [ストレージシス
テム]ノードを選択した場合のみ使用可能となります。

概要情報と記述子情報を使用して、[ハードウェアインベントリ] の [概要]タブをフィルターで
きます。 [概要]フィルターには以下の情報が表示されます。

説明列

システム名。[システム名 ]

システムのシリアルナンバー。[システム SN ]

システムのモデルタイプ。[モデル ]

システム内のコントローラーノードの数。[ノード ]

システム内のアダプターカードの数。[アダプターカード ]

システム内のドライブケージの数。[ケージ ]

システム内のドライブマガジンの数。[マガジン ]

システム内のディスクドライブの数。[ディスク ]

[記述子]フィルターには、以下の情報が表示されます。

説明列

システム名。 表示されるそれぞれの名前は、そのシステムの概要情報へのリンク
になっています。

[名前]

システムのシリアルナンバー。[システム SN ]

システムのモデル番号。[モデル]

システムの物理位置 (システムのセットアップ時に入力した場合)。[場所]
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説明列

システムの所有者 (システムのセットアップ時に入力した場合)。[オーナー]

システムの所有者の連絡先情報 (システムのセットアップ時に入力した場合)。[連絡先]

システムに関するメモ (システムのセットアップ時に入力した場合)。[コメント]
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33 [ノードサブシステム] タブの表示
[ハードウェアインベントリ] の [ノードサブシステム]タブは、コントローラーノードコンポー
ネントに関する情報を提供します。 以下の各項で説明する 8 つの追加タブに情報が表示され
ます。

「[ノードサブシステム] の [コントローラーノード] タブの表示」 (492 ページ)
「[ノードサブシステム] の [CPU] タブの表示」 (493 ページ)
「[ノードサブシステム] の [内蔵ドライブ] タブの表示」 (494 ページ)
「[ノードサブシステム] の [物理メモリ] タブの表示」 (495 ページ)
「[ノードサブシステム] の [アダプターカード] タブの表示」 (495 ページ)
「[ノードサブシステム] の [SFP] タブの表示」 (496 ページ)
「[ノードサブシステム] の [パワーサプライ] タブの表示」 (497 ページ)
「[ノードサブシステム] の [バッテリ] タブの表示」 (498 ページ)
[ハードウェアインベントリ] の [ノードサブシステム]タブにアクセスするには、以下の手順に
従います。

1. マネージャーペインで [ハードウェアインベントリ]を選択します。
2. マネジメントツリーで、[ストレージシステム]ノードを選択するか、または特定のシステ

ムノード (たとえば、s424) を選択します。
3. マネジメントウィンドウで、[ノードサブシステム]タブをクリックします。

[ノードサブシステム] の [コントローラーノード] タブの表示
[ノードサブシステム] タブの [コントローラーノード]タブには、システムのコントローラーノー
ドペアに関する情報が表示されます。

[ノードサブシステム] の [コントローラーノード]タブにアクセスするには、[ノードサブシステ
ム]タブにアクセスした後、[コントローラーノード]タブを選択します。
1. マネージャーペインで [ハードウェアインベントリ]を選択します。
2. マネジメントツリーで、[ストレージシステム]ノードを選択するか、または特定のシステ

ムノード (たとえば、s424) を選択します。
3. マネジメントウィンドウで、[コントローラーノード]タブをクリックします。

492 [ノードサブシステム] タブの表示



[ノードサブシステム] タブの [コントローラーノード]タブには、次の情報が表示されます。

説明列

ストレージシステムの名前。[システム *]

コントローラーノード名。[名前 ]

コントローラーノードの製造元。[製造元 ]

コントローラーノードのシリアルナンバー。[シリアル番号 * ]

コントローラーノードの製品番号。[製品番号 * ]

製品のシリアルナンバー。[アセンブリシリアル番号 ]

製品の部品番号。[アセンブリパーツ番号]

スペア部品番号 (該当する場合)。[スペアパーツ番号 *]

製品のリビジョン (該当する場合)。[アセンブリリビジョン *]

モデル名 (該当する場合)。[モデル名 *]

ノードシャーシ内のコントローラーノードの位置。[位置 ]

* 個別のシステムに関する情報を表示している場合は、表示されません。

[ノードサブシステム] の [CPU] タブの表示
[ノードサブシステム] タブの [CPU] タブには、システムのコントローラーノード CPU に関す
る情報が表示されます。

[ノードサブシステム] タブの [CPU] タブにアクセスするには、「[ノードサブシステム] タブの
表示」 (492 ページ) の手順を実行した後に、[CPU] を選択します。

[ノードサブシステム] タブの [CPU] タブには、次の情報が表示されます。

説明列

システムの名前。[システム *]

CPU 名。[名前 ]

CPU の製造元。[製造元 ]

製品のシリアルナンバー。[アセンブリシリアル番号 ]

製品の部品番号。[アセンブリパーツ番号 ]

製造元によって記されている、CPU が属するファミリ。[ファミリ *]
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説明列

製造元によって記されている、CPU が元の設計から拡張されてきた設計変更の回
数。

[ステッピング *]

CPU の速度 (MHz 単位)。[速度 *]

ノードシャーシ内のコントローラーノードの位置 (0 または 1)。[ノード位置 *]

コントローラーノード内の CPU の位置 (0、1、2、または 3)[位置 ]

* 個別のシステムに関する情報を表示している場合は、表示されません。

[ノードサブシステム] の [内蔵ドライブ] タブの表示
[ノードサブシステム] タブの [内蔵ドライブ]タブには、システムのコントローラーノードの内
部ディスクドライブに関する情報が表示されます。

[ノードサブシステム] の [内蔵ドライブ]タブにアクセスするには、[ノードサブシステム]タブ
にアクセスした後、[内蔵ドライブ]タブを選択します。

[ノードサブシステム] タブの [内蔵ドライブ]タブには、次の情報が表示されます。

説明列

ドライブが存在しているシステム。[システム *]

ドライブ名。[名前 ]

ドライブの製造元。[製造元 ]

製品のシリアルナンバー。[アセンブリシリアル番号 ]

製品の部品番号。[アセンブリパーツ番号 ]

ドライブのタイプ。SATA または ATA のいずれか。[タイプ *]

ドライブのファームウェアバージョン。[ファームウェアバージョン
*]

ドライブのサイズ (GiB 単位)。[サイズ *]

ノードシャーシ内のコントローラーノードの位置。[ノード位置 *]

コントローラーノード内のドライブの位置。[位置 ]

* 個別のシステムに関する情報を表示している場合は、表示されません。
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[ノードサブシステム] の [物理メモリ] タブの表示
[ノードサブシステム] タブの [物理メモリ]タブには、システムの物理メモリに関する情報が表
示されます。

[ノードサブシステム] の [物理メモリ]タブにアクセスするには、[ノードサブシステム]タブに
アクセスした後、[物理メモリ]タブを選択します。

[ノードサブシステム] タブの [物理メモリ]タブには、次の情報が表示されます。

説明列

アダプターが存在しているシステム。[システム * ]

DIMM 名。[名前 ]

DIMM の製造元。[製造元 ]

製品のシリアルナンバー。[アセンブリシリアル番号 ]

製品の部品番号。[アセンブリパーツ番号 ]

DIMM が接続されているライザーカードタイプ。 V クラスのシステムの場合は"n/a"が
表示されます。

[ライザー *]

DIMM が接続されているスロット。[スロット ID*]

DIMM の使用方法。Data キャッシュまたは Control キャッシュのいずれか。[使用方法 *]

DIMM のタイプ。FB-DIM または DDR SDRAM のいずれか。[タイプ *]

DIMM のサイズ (GiB 単位)。[サイズ *]

DIMM のリビジョンレベル。[リビジョン *]

ノードシャーシ内のコントローラーノードの位置。[ノード位置 *]

コントローラーノード内のドライブの位置。[位置 **]

* 個別のシステムに関する情報を表示している場合は、表示されません。
** すべてのストレージシステムに関する情報を表示している場合は、表示されません。

[ノードサブシステム] の [アダプターカード] タブの表示
[ノードサブシステム] タブの [アダプターカード]タブには、システムのアダプターカードに関
する情報が表示されます。

[ノードサブシステム] の [アダプターカード]タブにアクセスするには、[ノードサブシステム]
タブにアクセスした後、[アダプターカード]タブを選択します。
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[ノードサブシステム] タブの [アダプターカード]タブには、次の情報が表示されます。

説明列

アダプターが存在しているシステム。[システム *]

アダプター名、ノード:スロット形式で表示[名前 ]

アダプターの製造元。[製造元 ]

製品のシリアルナンバー。[アセンブリシリアル番号 ]

製品の部品番号。[アセンブリパーツ番号 ]

アダプターのタイプ。FC (Fast Class)、Ethernet、または iSCSI のいずれか。[タイプ]

アダプターのリビジョンレベル。[リビジョン]

アダプターのファームウェアバージョン。[ファームウェアバージョン]

SFP の最高速度 (Gbps 単位)。[最大レート]

* 個別のシステムに関する情報を表示している場合は、表示されません。

[ノードサブシステム] の [SFP] タブの表示
[ノードサブシステム] タブの [SFP] タブには、システムの SFP に関する情報が表示されます。
[ノードサブシステム] の [SFP] タブにアクセスするには、[ノードサブシステム]タブにアクセス
した後、[SFP] タブを選択します。
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[ノードサブシステム] タブの [SFP] タブには、次の情報が表示されます。

説明列

システムの名前。[システム *]

SFP 名。ノード:スロット:ポート形式で表示[名前 ]

SFP の製造元。[製造元 ]

製品のシリアルナンバー。[アセンブリシリアル番号]

製品の部品番号。[アセンブリパーツ番号 ]

SFP の最大レート (Gbps 単位)。[最大レート ]

* 個別のシステムに関する情報を表示している場合は、表示されません。

[ノードサブシステム] の [パワーサプライ] タブの表示
[ノードサブシステム] タブの [パワーサプライ]タブには、システムのパワーサプライに関する
情報が表示されます。

[ノードサブシステム] の [パワーサプライ]タブにアクセスするには、[ノードサブシステム]タ
ブにアクセスした後、[パワーサプライ]タブを選択します。
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[ノードサブシステム] タブの [パワーサプライ]タブには、次の情報が表示されます。

説明列

パワーサプライが存在しているシステム。[システム *]

パワーサプライ名。[名前 ]

パワーサプライの製造元。[製造元 ]

パワーサプライのシリアルナンバー。[シリアル番号 *]

製品のシリアルナンバー。[アセンブリシリアル番号 ]

製品の部品番号。[アセンブリパーツ番号]

スペア部品番号 (該当する場合)。[スペアパーツ番号 *]

製品のリビジョン (該当する場合)。[アセンブリリビジョン *]

モデル名 (該当する場合)。[モデル名 *]

ノードシャーシ内のノードの位置。[ノード位置]

ノードシャーシ内のパワーサプライの位置。[位置 ]

* 個別のシステムに関する情報を表示している場合は、表示されません。

[ノードサブシステム] の [バッテリ] タブの表示
[ノードサブシステム] タブの [バッテリ]タブには、システムのバッテリに関する情報が表示さ
れます。

ノードサブシステムの [バッテリ]タブにアクセスするには、[ノードサブシステム]タブにアク
セスした後、[バッテリ]タブを選択します。

ノードサブシステムタブの [バッテリ]タブには、次の情報が表示されます。

説明列

バッテリが存在しているシステム。[システム *]

バッテリ名。[名前 ]

バッテリの製造元。[製造元 ]

バッテリのシリアルナンバー。[シリアル番号 *]

バッテリ部品番号。[製品番号 *]

製品のシリアルナンバー。[アセンブリシリアル番号 ]

製品の部品番号。[アセンブリパーツ番号 ]

スペア部品番号 (該当する場合)。[スペアパーツ番号 *]
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説明列

製品のリビジョン (該当する場合)。[アセンブリリビジョン *]

モデル名 (該当する場合)。[モデル名 *]

バッテリの有効期限。[有効期限 **]

ノードシャーシ内のノードの位置。[ノード位置 **]

ノードシャーシ内のパワーサプライの位置。[パワーサプライの位置]

システム内のバッテリの位置。[位置 ]

* 個別のシステムに関する情報を表示している場合は、表示されません。
** 複数のシステムに関する情報を表示している場合は、表示されません。
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34 [ケージサブシステム] タブの表示
[ハードウェアインベントリ] の [ケージサブシステム]タブは、システムのドライブケージコン
ポーネントに関する情報を提供します。 以下の各項で説明する 6 つの追加タブに情報が表示
されます。

「[ケージサブシステム] の [ドライブケージ] タブの表示」 (500 ページ)
「[ケージサブシステム] の [インターフェイスカード] タブの表示」 (501 ページ)
「[ケージサブシステム] の [SFP] タブの表示」 (502 ページ)
「[ケージサブシステム] の [マガジン] タブの表示」 (502 ページ)
「[ケージサブシステム] の [物理ディスク] タブの表示」 (503 ページ)
「[ケージサブシステム] の [パワーサプライ] タブの表示」 (504 ページ)
[ハードウェアインベントリ] の [ケージサブシステム]タブにアクセスするには、以下の手順に
従います。

1. マネージャーペインで [ハードウェアインベントリ]を選択します。
2. マネジメントツリーで、[ストレージシステム]ノードを選択するか、または特定のシステ

ムノード (たとえば、s424) を選択します。
3. マネジメントウィンドウで、[ケージサブシステム]タブを選択します。

[ケージサブシステム] の [ドライブケージ] タブの表示
[ケージサブシステム] タブの [ドライブケージ]タブには、システムのドライブケージに関する
情報が表示されます。

[ケージサブシステム] の [ドライブケージ]タブにアクセスするには、[ケージサブシステム]タ
ブにアクセスした後、[ドライブケージ]タブを選択します。

[ケージサブシステム] タブの [ドライブケージ]タブには、次の情報が表示されます。

説明列

システム名。[システム *]

ドライブケージ名。[名前 ]

ドライブケージの製造元。[製造元 ]

ドライブケージのシリアルナンバー。[シリアル番号 *]

ドライブケージ部品番号。[製品番号 *]

製品のシリアルナンバー。[アセンブリシリアル番号 ]

製品の部品番号。[アセンブリパーツ番号]

スペア部品番号 (該当する場合)。[スペアパーツ番号 *]
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説明列

製品のリビジョン (該当する場合)。[アセンブリリビジョン *]

モデル名 (該当する場合)。[モデル名 *]

ドライブケージのファームウェアバージョン。[ファームウェアバージョン
]

ドライブケージのタイプ (DC2、DC3、DC4、DCS1、または DCS2)。[ケージタイプ ]

ドライブシャーシ内のドライブケージの位置。[ケージ位置 ]

ドライブケージの World Wide Name。[WWN]

* 個別のシステムに関する情報を表示している場合は、表示されません。

[ケージサブシステム] の [インターフェイスカード] タブの表示
[ケージサブシステム] タブの [インターフェイスカード]タブには、システムのインターフェイ
スカードに関する情報が表示されます。

[ケージサブシステム] の [インターフェイスカード]タブにアクセスするには、[ケージサブシス
テム]タブにアクセスした後、[インターフェイスカード]タブを選択します。

[ケージサブシステム] タブの [インターフェイスカード]タブには、次の情報が表示されます。

説明列

システムの名前。[システム *]

インターフェイスカードが存在しているドライブケージ。[ケージ ]

インターフェイスカード名。[名前 ]

インターフェイスカードの製造元。[製造元 ]

インターフェイスカードのシリアルナンバー。[シリアル番号 *]

インターフェイスカードの製品番号。[製品番号 *]

製品のシリアルナンバー。[アセンブリシリアル番号 ]

製品の部品番号。[アセンブリパーツ番号]

スペア部品番号 (該当する場合)。[スペアパーツ番号 *]

製品のリビジョン (該当する場合)。[アセンブリリビジョン *]

モデル名 (該当する場合)。[モデル名 *]

インターフェイスカードのファームウェアバージョン。[ファームウェアバージョン
]

ドライブケージのタイプ (DC2、DC3、DC4、DCS1、または DCS2)。[ケージタイプ ]

ドライブシャーシ内のドライブケージの位置。[ケージ位置 ]
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* 個別のシステムに関する情報を表示している場合は、表示されません。

[ケージサブシステム] の [SFP] タブの表示
[ケージサブシステム] タブの [SFP] タブには、システムの SFP に関する情報が表示されます。
[ケージサブシステム] の [SFP] タブにアクセスするには、[ケージサブシステム]タブにアクセス
した後、[SFP] タブを選択します。

[ケージサブシステム] タブの [SFP] タブには、次の情報が表示されます。

説明列

システムの名前。[システム *]

SFP が存在しているドライブケージ。[ケージ名 ]

SFP の名前で、カード:SFP の形式で表されます。[名前 ]

SFP の製造元。[製造元 ]

SFP のシリアルナンバー。[アセンブリシリアル番号]

SFP の製品番号。[アセンブリパーツ番号 ]

SFP の最高速度 (Gbps 単位)。[最大レート ]

SFP が存在しているポートの名前。[ポート名 ]

ドライブシャーシ内のドライブケージの位置。[ケージ位置 ]

* 個別のシステムに関する情報を表示している場合は、表示されません。

[ケージサブシステム] の [マガジン] タブの表示
[ケージサブシステム] タブの [マガジン]タブには、システムのドライブマガジンに関する情報
が表示されます。

[ケージサブシステム] の [マガジン]タブにアクセスするには、[ケージサブシステム]タブにア
クセスした後、[マガジン]タブを選択します。
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[ケージサブシステム] タブの [マガジン]タブには、次の情報が表示されます。

説明列

システムの名前。[システム *]

ケージ: マガジン形式のドライブマガジン名。[名前 ]

ドライブマガジンの製造元。[製造元 ]

製品のシリアルナンバー。[アセンブリシリアル番号]

製品の部品番号。[アセンブリパーツ番号 ]

ドライブマガジンが存在しているドライブケージのタイ
プ (DC2、DC3、DC4、DCS1、または DCS2)。

[ケージタイプ ]

* 個別のシステムに関する情報を表示している場合は、表示されません。

[ケージサブシステム] の [物理ディスク] タブの表示
[ケージサブシステム] タブの [物理ディスク]タブには、システムの物理ディスクドライブに関
する情報が表示されます。

[ケージサブシステム] の [物理ディスク]タブにアクセスするには、[ケージサブシステム]タブ
にアクセスした後、[物理ディスク]タブを選択します。
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[ケージサブシステム] タブの [物理ディスク]タブには、次の情報が表示されます。

説明列

システム名。[システム *]

ディスクの名前で、ケージ:マガジン:ディスクの形式で表されます。[名前 ]

ディスクの製造元。[製造元 ]

製品のシリアルナンバー。[アセンブリシリアル番号]

製品の部品番号。[アセンブリパーツ番号 ]

ディスクのファームウェアバージョン。[ファームウェアバージョン
]

物理ディスクのタイプ。 Fast Class (FC)、ソリッドステート (SSD)、または二アライ
ン (NL)。

[デバイスタイプ ]

デバイスが使用しているプロトコル (FC、SAS など)。[デバイスプロトコル]

指定されているディスクの速度 (1000RPM 単位)。[デバイス RPM ]

注記: [デバイス RPM] に表示される数値は、回転メディアを持たないドライブ (SSD) の場合は回転速度ではあ
りません。 つまり、システム内のドライブと他のドライブとのパフォーマンス差の概算として示されています。
FC ドライブおよび NL ドライブの場合、数値は、パフォーマンス測定値と回転速度の両方に相当します。 SSD ド
ライブの場合、数値は、I/O 速度、帯域幅、アクセス時間を考慮した相対的なパフォーマンスベンチマークとし
て扱われます。

ディスクの総容量 (GB 単位)[総容量 ]

SSD デバイスとしてのメディアの種類。[Magnetic]、または [Single-Level Cell] (MLC
または SLC)。

[メディアタイプ]

SSD の推定残容量を割合 (%) で示します。 しきい値となる限度は 95% です。 残容
量がこのしきい値を上回った場合 (つまり、残容量は 5% 以下)、バーは緑から赤に変
化します。

[残り寿命]

* 個別のシステムに関する情報を表示している場合は、表示されません。

[ケージサブシステム] の [パワーサプライ] タブの表示
[ケージサブシステム] タブの [パワーサプライ]タブには、システムのパワーサプライに関する
情報が表示されます。

[ケージサブシステム] の [パワーサプライ]タブにアクセスするには、[ケージサブシステム]タ
ブにアクセスした後、[パワーサプライ]タブを選択します。
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[ケージサブシステム] タブの [パワーサプライ]タブには、次の情報が表示されます。

説明列

システムの名前。[システム *]

ドライブケージ名。[ケージ名 ]

パワーサプライ名。[名前 ]

パワーサプライの製造元。[製造元 ]

パワーサプライのシリアルナンバー。[シリアル番号 *]

パワーサプライの製品番号。[製品番号 *]

製品のシリアルナンバー。[アセンブリシリアル番号 ]

製品の部品番号。[アセンブリパーツ番号]

スペア部品番号 (該当する場合)。[スペアパーツ番号 *]

製品のリビジョン (該当する場合)。[アセンブリリビジョン *]

モデル名 (該当する場合)。[モデル名 *]

ドライブケージのタイプ (DC2、DC3、DC4、DCS1、または DCS2)。[ケージタイプ ]

ドライブシャーシ内のドライブケージの位置。[ケージ位置 ]

パワーサプライの位置。[位置 ]

* 個別のシステムに関する情報を表示している場合は、表示されません。
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35 [すべて] タブの表示
[ハードウェアインベントリ] の [すべて]タブには、接続されたすべての HP 3PAR StoreServ
Storage System で使用されている全ハードウェアコンポーネントの概要が表示されます。
[ハードウェアインベントリ] の [すべて]タブにアクセスするには、以下の手順に従います。
1. マネージャーペインで [ハードウェアインベントリ]を選択します。
2. マネジメントツリーで、[ストレージシステム]ノードまたは個別のストレージシステムを

選択します。

3. マネジメントウィンドウで、[すべて]タブをクリックします。

[ハードウェアインベントリ] の [すべて]タブは、次の情報を提供します。

説明列

システムの名前。[システム *]

ハードウェアコンポーネントの名前。[名前 ]

ハードウェアコンポーネントの製造元。[製造元 ]

ハードウェアコンポーネントのシリアルナンバー。[シリアル番号 ]

ハードウェアコンポーネント部品番号。[製品番号 ]

製品のシリアルナンバー。[アセンブリシリアル番号 ]

製品の部品番号。[アセンブリパーツ番号]

スペア部品番号 (該当する場合)。[スペアパーツ番号]

製品のリビジョン (該当する場合)。[アセンブリリビジョン]

モデル名 (該当する場合)。[モデル名]

ハードウェアコンポーネントのタイプ。[タイプ ]

* 個別のシステムに関する情報を表示している場合は、表示されません。
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36サポートとその他の資料
HP のサポート窓口

ワールドワイドのテクニカルサポート情報については、以下の HP の Web サイトを参照して
ください。

http://www.hp.com/jp/support

次の表を参照して、要求するサポートタイプを指定してください。

サポートの要求HP 3PAR Storage System

StoreServ 7000 StorageHP 3PAR StoreServ 7200、7400、および 7450 Storage
System

3PAR または 3PAR StorageHP 3PAR StoreServ 10000 Storage System
HP 3PAR T クラス Storage System
HP 3PAR F クラス Storage System

HP 3PAR ドキュメント

参照:掲載されている情報:

Single Point of Connectivity Knowledge for HP Storage
Products (SPOCK) Web サイト

サポートされているハードウェアとソフトウェアのプラッ
トフォーム

http://www.hp.com/storage/spock

HP 3PAR StoreServ Storage サイト:HP 3PAR ドキュメントの検索
http://www.hp.com/go/3par
HP 3PAR のマニュアルにアクセスするには、関連マ
ニュアルの [Support] リンクをクリックしてください。
日本語版が用意されているマニュアルは、
http://www.hp.com/jp/manual/から入手できます。

HP 3PAR Storage System ソフトウェア

『HP 3PAR StoreServ Storage コンセプトガイド』ストレージシステムの概念および用語

『HP 3PAR Management Console ユーザーガイド』HP 3PAR Management Console (GUI) を使用した HP 3PAR
Storage System の設定および管理

『HP 3PAR コマンドラインインターフェイス管理者ガ
イド』

HP 3PAR CLI による HP 3PAR StoreServ Storage の設定お
よび管理

『HP 3PAR HP OS Command Line Interface Reference』CLI コマンド

『HP 3PAR System Reporter ソフトウェアユーザーガ
イド』

システムパフォーマンスの分析

『HP 3PAR Host Explorer ソフトウェアユーザーガイ
ド』

ホスト構成と接続情報を管理するためのホストエクスプ
ローラーエージェントのインストールと管理

『HP 3PAR CIM API Programming Reference』HP 3PAR Storage System を管理するための Common
Information Model (CIM) 準拠のアプリケーションの作成

『HP 3PAR-to-3PAR Storage Peer Motion ガイド』HP 3PAR Storage System から別システムへのデータの移行

『HP 3PAR Secure Service Custodian Configuration
Utility Reference』

HP 3PAR Storage System を監視および制御するための
Secure Service Custodian サーバーの構成

『HP 3PAR Remote Copy ソフトウェアユーザーガイ
ド』

CLI による HP 3PAR リモートコピーの構成と管理
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参照:掲載されている情報:

『HP 3PAR アップグレード事前計画ガイド』HP 3PAR オペレーティングシステムのアップデート  

『HP 3PAR F クラス、T クラス、および StoreServ
10000 Storage トラブルシューティングガイド 』

ストレージシステムコンポーネントの識別、トラブルシュー
ティング情報、および詳細なアラート情報

『HP 3PAR Policy Server Installation and Setup Guide』HP 3PAR Policy Server のインストール、構成、および管理
『HP 3PAR Policy Server Administration Guide』
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参照:掲載されている情報:

HP 3PAR Storage System のセットアップ計画
HP 3PAR Storage System のハードウェア仕様、インストールの考慮事項、ネットワークオプション、およびケー

ブル接続情報

『HP 3PAR StoreServ 7000 Storage サイト計画ガイ
ド』

HP 3PAR 7200、7400、および 7450 Storage System

『HP 3PAR StoreServ 7450 Storage サイト計画ガイ
ド』

『HP 3PAR StoreServ 10000 Storage 設置計画ガイド』HP 3PAR 10000 Storage System
『HP 3PAR StoreServ 10000 Storage Third-Party Rack
Physical Planning Manual』

HP 3PAR 7200、7400、および 7450 Storage System のインストールおよび管理

『HP 3PAR StoreServ 7000 Storage インストールガイ
ド』

7200、7400、および 7450 Storage System のインストー
ルとサービスプロセッサーの初期化

『HP 3PAR StoreServ 7450 Storage インストールガイ
ド』

『HP 3PAR StoreServ 7000 Storage SmartStart ソフト
ウェアユーザーガイド』

『HP 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイド』7200、7400、および 7450 Storage System の管理、保
守、およびアップグレード 『HP 3PAR StoreServ 7450 Storage サービスガイド』

『HP 3PAR StoreServ 7000 Storage トラブルシュー
ティングガイド』

7200、7400、および 7450 Storage System のトラブル
シューティング

『HP 3PAR StoreServ 7450 Storage トラブルシュー
ティングガイド』

『HP 3PAR Service Processor Software User Guide』サービスプロセッサーのメンテナンス

『HP 3PAR Service Processor Onsite Customer Care
(SPOCC) User's Guide』

HP 3PAR ホストアプリケーションソリューション

『HP 3PAR Recovery Manager Software for Oracle ユー
ザーガイド』

Oracle データベースのバックアップとディザスタリカバリ
によるバックアップの使用方法

『HP 3PAR Recovery Manager Software for Microsoft
Exchange 2007 および 2010 ユーザーガイド』

Exchange データベースのバックアップとディザスタリカ
バリによるバックアップの使用方法

『HP 3PAR Recovery Manager Software for Microsoft
SQL Server ユーザーガイド』

SQL データベースのバックアップとディザスタリカバリに
よるバックアップの使用方法

『HP 3PAR Management Plug-In and Recovery Manager
Software for VMware vSphere ユーザーガイド』

VMware データベースのバックアップとディザスタリカバ
リによるバックアップの使用方法

『HP 3PAR VSS Provider Software for Microsoft
Windows ユーザーガイド』

Microsoft Windows 用 HP 3PAR VSS (Volume Shadow Copy
Service) Provider ソフトウェアのインストールと使用方法

『HP 3PAR Storage Replication Adapter for VMware
vCenter Site Recovery Manager 実装ガイド』

Storage Replication Adapter for VMware vCenter を設定す
るためのベストプラクティス

『HP 3PAR Storage Replication Adapter for VMware
vCenter Site Recovery Manager Troubleshooting Guide』

Storage Replication Adapter for VMware vCenter Site
Recovery Manager のトラブルシューティング

『HP 3PAR VAAI Plug-in Software for VMware vSphere
ユーザーガイド』

VMware vSphere 用の vSphere Storage APIs for Array
Integration (VAAI) プラグインソフトウェアのインストール
と使用方法
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表記上の規則
表 2 表記上の規則

要素規則

クロスリファレンス リンクおよび電子メール アドレスミディアム ブルーの語句： 図1

Web サイト アドレスミディアム ブルーの下線付き語句
（http://www.hp.com/jp ）

太字 • アプリケーション名および強調するべき語句

括弧（[ ]）で表示 • キー名

• ボックスなどの GUI で入力される文字列

• クリックおよび選択される GUI（メニューおよびリスト項目、ボタン、
チェックボックス）

Monospace フォント • ファイル名およびディレクトリ名

• システム出力

• コード

• コマンド ラインで入力した文字列

太字体の Monospace フォント • ァイル名、ディレクトリ名、システム出力、コード、コマンド ラインで
入力される文字列の強調

• コード変数

• コマンド ライン変数

警告! その指示に従わないと、死傷事故あるいはデータやオペレーティングシステムの致
命的な破壊を引き起こす恐れがある注意事項を示します。

注意: その指示に従わないと、装置の損傷やデータの消失を引き起こす恐れがある注意事項
を表します。

注記:  補足情報を示します。

要件

HP での試験に基づき、機能の実装およびサポートされる実装を達成するために指示どおりに
実行される必要がある重要な手順を表します。

HP 3PAR ブランド情報
• 以前「InServ」と呼ばれたサーバーは「HP 3PAR StoreServ Storage System」と呼ばれるよ

うになりました。

• 以前「InForm OS」と呼ばれたオペレーティングシステムは「HP 3PAR OS」と呼ばれるよ
うになりました。

• 以前「InForm Management Console (IMC)」と呼ばれたユーザーインターフェイス は「HP
3PAR Management Console」と呼ばれるようになりました。

• 以前「3PAR」製品と呼ばれたすべての製品は「HP 3PAR」製品と呼ばれるようになりまし
た。
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パート VIII 付録
この項には、HP 3PAR Storage System に関連する追加情報が掲載されています。



Aインターフェイスの各部分
インターフェイスの各部

HP 3PAR Management Console は、次の部分で構成されます。
「メインメニューバー」 (512 ページ)
「メインツールバー」 (514 ページ)
「マネジメントツリー」 (514 ページ)
「[共通アクション] パネル」 (515 ページ)
「マネージャーペイン」 (515 ページ)
「マネジメントウィンドウ」 (523 ページ)
「アラート/タスク/接続ペイン」 (523 ページ)
「ステータスバー」 (523 ページ)

表 3 インターフェイスの各部分

説明項目

メインメニューバー[1]

メインツールバー[2]

マネジメントツリー[3]

[共通アクション] パネル[4]

マネージャーペイン[5]

ステータスバー[6]

アラート/タスク/接続ペイン[7]

マネジメントウィンドウ[8]

メインメニューバー

メインメニューバーからは次のアイテムを利用できます。

説明コマンドメニュー

[接続]ダイアログボックスを表示します。このボックスから、別
のストレージサーバーに接続できます。

[接続][ファイル]

[切断]ダイアログボックスを表示します。このボックスで、スト
レージサーバーからの接続を切断できます。

[切断]
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説明コマンドメニュー

すべてのウィンドウを閉じて、HP 3PAR Management Console
を終了します。

[終了]

HP 3PAR Management Console を更新します。[更新][表示]

HP 3PAR Management Console を自動的に更新します。 デフォ
ルトでは、[自動更新]が選択されています。

[自動更新 ]

アプリケーションウィンドウを、HP 3PAR Management Console
ウィンドウ全体に拡大します。

[最大化]

[データのエクスポート] ウィンドウを表示します。このウィン
ドウでテーブルのデータを CSV または HTML 形式で保存できま
す。

[データのエクスポート ]

[ズーム]、[グリッドスティッキーを < クリアまたは設定 >]、[詳
細テーブルの < 表示または非表示 >] を設定するためのサブメ
ニューを表示します。

[グリッド]

[設定] ウィンドウを開きます。このウィンドウで、[データフォー
マット]および [設定]ならびに [詳細]オプションを定義して、デー
タの表示方法を決定できます。 。

[設定]

システムレベルのオプションにアクセスするためのサブメニュー
を表示します。

[システム][アクション]

ホストの作成、編集、および削除機能にアクセスするためのサ
ブメニューを表示します。

[ホスト]

サブメニューを表示して、VV、VLUN、CPG、LD、Template な
ど、ストレージのプロビジョニングにあらゆる角度からアクセ
スできるようにします。

[プロビジョニング]

Remote Copy 構成のセットアップおよび編集へのアクセスを可
能にするサブメニューを表示します。

[Remote Copy ]

選択したアラートに対応するためのサブメニューを表示します。
「イベントとアラートの管理」を参照してください。

[アラート]

サブメニューを表示して、新規、開く、保存、編集といった機
能を含む、パフォーマンスチャートの操作で使うオプションを
提供します。

[パフォーマンスとレポート]

タスクの取り消しや削除を可能にするサブメニューを表示しま
す。

[タスク]

ユーザーやドメインの操作へのアクセスを可能にするサブメ
ニューを表示します。

[セキュリティとドメイン]

アプリケーションウィンドウの並べ方を変え、デスクトップ内
ですべてのウィンドウが見えるように工夫して、ウィンドウを
重ね合わせます。

[カスケード][ウインドウ]

アプリケーションウィンドウの並べ方とサイズを変更して、デ
スクトップ内にすべて収まるようにします。

[タイル]

すべてのアプリケーションウィンドウをデスクトップ内で水平
に並べます。

[タイル (水平) ]

すべてのアプリケーションウィンドウをデスクトップ内で垂直
に並べます。

[タイル (垂直)]

選択したアプリケーションウィンドウをタスクバーからデスク
トップに戻します。

[復元]

選択したアプリケーションウィンドウを最小化します。[最小化]

選択したアプリケーションウィンドウを最大化します。[最大化]
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説明コマンドメニュー

選択しているアプリケーションをタスクバーからデスクトップ
に戻します。

[1 < オープンしているウィ
ンドウのリスト > ]

ヘルプナビゲーターやヘルプトピックウィンドウを開いて、HP
3PAR Management Console のオンラインヘルプシステムにアク
セスできるようにします。

[トピック][ヘルプ]

[HP 3PAR Management Console] ダイアログボックスを表示しま
す。このダイアログボックスには、バージョン番号、ソフトウェ
アパッチ、および著作権に関する情報が掲載されます。

[HP 3PAR Management
Console について]

メインツールバー

メインツールバーでは、デフォルトで次のアイテムを利用できます。

[説明][コマンド]

接続ダイアログボックスを表示します。このボックスから、別のストレージサーバー
に接続できます。

[接続]

HP 3PAR Management Console を更新します。[更新]

マネジメントウィンドウを、HP 3PAR Management Console ウィンドウ全体に拡大し
ます。

[最大化]

マネジメントウィンドウを元のサイズに戻します。[復元]

すべてのペイン、マネジメントツリー、マネジメントウィンドウをデフォルトビュー
(システムのイントロダクション) に戻します。

[ホーム]

以前に選択されたマネージャーペイン、マネジメントツリーアイテム、およびマネジ
メントウィンドウの表示に戻します。また、戻した表示を前に進めます。

[戻る/進む ]

[データのエクスポート] タブウィンドウを表示します。このウィンドウでテーブルの
データを CSV または HTML 形式で保存できます。

[データのエクスポート ]

メインツールバーには別の操作も表示されます。表示される操作は、選択したマネージャー、
マネジメントツリーで選択したノード、およびマネジメントウィンドウで選択したアイテムに
よって異なります。

マネジメントツリー

マネジメントツリーには、「マネージャーペイン」 (515 ページ) で選択したマネージャーに関
わる情報が表示されます。 マネジメントツリーの根元に当たる部分には、HP 3PAR Management
Console に接続されているストレージサーバーのリストが表示されます。 マネジメントツリー
に表示されるその他のアイコンは、選択しているマネージャー固有のアイコンです。 たとえ
ば、次の図では、マネジメントツリーにシステムマネージャー固有のアイコンが表示されてい
ます。 マネジメントツリーには、役に立つコマンドを含むショートカットメニューも表示され
ます。

マネジメントツリーの構造

マネジメントツリーのアイコンをクリックすると、「マネジメントウィンドウ」 (523 ページ)
に関連データが表示されます。 たとえば、[ポート]アイコンをクリックすると、システムの
ポートに関する情報が表示されます。

左側に展開可能な三角形 ( ) が付いている各アイコンを「ノード」と呼びます。 展開可能な三
角形は、その三角形が付いているノードを展開すると別の情報を表示できることも意味しま
す。 マネジメントツリーノードは、親子関係で表示されます。 たとえば、次の図では、接続
されているストレージサーバー (s324 および s381) が HP 3PAR StoreServ Storage の親ノード
の子ノードとして表示されています。 この接続されているサーバーの子ノードとして、さらに
[Ports] と [Physical Disks] が表示されています。
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また、ツリーには [正常] 、[劣化] 、[失敗] といったステータスアイコンも表示されます。
これらのアイコンは、注意が必要なシステムや関連システムコンポーネントを一目で判別でき
るようにするために表示されます。

[共通アクション] パネル
[共通アクション] パネルからは、マネージャーペインの各マネージャーで共通して実行できる
機能にすばやくアクセスできます。 [共通アクション] パネルの各操作をクリックすると、その
操作のウィザードが起動します。 「マネジメントツリー」 (514 ページ) と同じように、[共通ア
クション] パネルの機能は、「マネージャーペイン」 (515 ページ) で選択しているマネージャー
固有の機能です。 使用できない機能は、グレーで表示されます。 たとえば、次の図では、[共
通アクション] パネルに表示されている操作はマネージャーペインで選択されているシステム
マネージャー固有の操作です。

マネージャーペイン

マネージャーとは、表示と操作のグループのことであり、さまざまなシステム管理領域に固有
のものです。 「マネジメントツリー」 (514 ページ) の表示、「マネジメントウィンドウ」
(523 ページ) に表示されるデータ、および「[共通アクション] パネル」 (515 ページ) の操作 (該
当する場合) は、選択されているマネージャーによって異なります。
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マネージャーペインでは、次のマネージャーを使用できます。

「システムマネージャー」 (516 ページ)
「ホストマネージャー」 (517 ページ)
「プロビジョニングマネージャー」 (518 ページ)
「レイアウトグリッドマネージャー」 (518 ページ)
「Remote Copy マネージャー」 (518 ページ)
「パフォーマンスとレポートマネージャー」 (520 ページ)
「イベントとアラートマネージャー」 (521 ページ)
「タスクとスケジュールマネージャー」 (521 ページ)
「セキュリティとドメインマネージャー」 (522 ページ)
「ハードウェアインベントリマネージャー」 (522 ページ)
マネージャーペインの表示の変更手順については、「マネージャーペインの優先設定」 (535 ペー
ジ) および「マネージャーペイン表示のカスタマイズ」 (536 ページ) を参照してください。

システムマネージャー

システムマネージャーを選択すると、システムレベルの操作や情報を表示および実行できま
す。

「システム情報の表示」 (316 ページ)
「アラートの管理」 (307 ページ)
「システムの位置確認」 (313 ページ)
「システムの編集」 (313 ページ)
「コントローラーノードの操作」 (325 ページ)
「ドライブケージの管理」 (338 ページ)
「ポートの管理」 (24 ページ)
システムマネージャーが選択されているとき、マネジメントツリーおよび [共通アクション] パ
ネルは、次のように表示されます。
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ホストマネージャー

ホストマネージャーを選択すると、ホスト固有の操作や情報を表示および実行できます。 ホス
トマネージャーが選択されているとき、マネジメントツリーおよび [共通アクション] パネル
は、次のように表示されます。
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プロビジョニングマネージャー

プロビジョニングマネージャーを選択すると、システムのプロビジョニング操作や情報を表示
および実行できます。 プロビジョニングマネージャーが選択されているとき、マネジメントツ
リーおよび [共通アクション] パネルは、次のように表示されます。

レイアウトグリッドマネージャー

レイアウトグリッドマネージャーを選択すると、システムの仮想ボリューム、共通プロビジョ
ニンググループ (CPG)、および論理ディスクのレイアウトを表示できます。 レイアウトグリッ
ドマネージャーが選択されているとき、マネジメントツリーは、次のように表示されます。

Remote Copy マネージャー
Remote Copy マネージャーを選択すると、Remote Copy の操作や情報を表示および実行できま
す。 Remote Copy マネージャーが選択されているとき、マネジメントツリーおよび [共通アク
ション] パネルは、次のように表示されます。
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Peer Motion マネージャー
Peer Motion マネージャーを選択すると、PM 構成の表示および作成、データの移行，ボリュー
ムのインポート、および他の Peer Motion 関連タスクの実行が可能になります。 Peer Motion
マネージャーが選択されているとき、マネジメントツリーおよび [共通アクション] パネルは、
次のように表示されます。
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パフォーマンスとレポートマネージャー

パフォーマンスとレポートマネージャーを選択すると、システムのパフォーマンス情報の表示
やパフォーマンスチャートの操作が可能になります。 パフォーマンスとレポートマネージャー
が選択されているとき、マネジメントツリーおよび [共通アクション] パネルは、次のように表
示されます。
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イベントとアラートマネージャー

Events & Alerts マネージャーを選択すると、システムのアラートやイベントを表示できます。
Events & Alerts マネージャーが選択されているとき、マネジメントツリーは、次のように表示
されます。

タスクとスケジュールマネージャー

タスクとスケジュールマネージャーを選択すると、システムタスクの操作や情報を表示および
実行できます。 タスクとスケジュールマネージャーが選択されているとき、マネジメントツ
リーおよび [共通アクション] パネルは、次のように表示されます。
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セキュリティとドメインマネージャー

セキュリティとドメインマネージャーを選択すると、システムのユーザーや、ドメイン、接続
を表示および操作できます。 セキュリティとドメインマネージャーが選択されているとき、マ
ネジメントツリーおよび [共通アクション] パネルは、次のように表示されます。

ハードウェアインベントリマネージャー

ハードウェアインベントリマネージャーを選択すると、システムのハードウェアコンポーネン
トを表示できます。 ハードウェアインベントリマネージャーが選択されているとき、マネジメ
ントツリーは、次のように表示されます。
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マネジメントウィンドウ

マネジメントウィンドウには、データおよびデータ表示のための追加オプションが表示されま
す。 マネジメントウィンドウに表示されるデータは、「マネージャーペイン」 (515 ページ) で
選択されるマネージャーおよび「マネジメントツリー」 (514 ページ) で選択されるノードによっ
て異なります。

また、ツリーには [正常] 、[劣化] 、[失敗] といったステータスアイコンも表示されます。
これらのアイコンは、注意が必要なシステムや関連システムコンポーネントを一目で判別でき
るようにするために表示されます。

アラート/タスク/接続ペイン
アラート/タスク/接続ペインには、次のタブが含まれており、情報をすばやく確認できます。

• [新規アラート] - 接続されているすべてのシステムの新しいアラートを表示します。
• [最近実行したタスク] - 接続されているすべてのシステムの最近のタスクを表示します。
• [マイコネクション] - 各システムへのユーザー接続を表示します。

ステータスバー

ステータスバーは、HP 3PAR Management Console の一番下にあります。
ステータスバーの左側には、HP 3PAR Management Console で最後に行われた操作が表示され
ます。

右側には、最も重大なアラートレベル、接続ステータス、およびデータ取得プロセスのステー
タスを示すアイコンが表示されます。
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また、ステータスバーの右側には、稼働時に例外が発生した場合に、そのアイコンが表示され
ることもあります。 アイコンをクリックすると、例外の詳細を確認できます。
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B インターフェイスツール
HP 3PAR Management Console インターフェイスの操作

この章では、HP 3PAR Management Console の使用法について説明し、実行できる主な作業に
ついて簡単に解説します。

HP 3PAR Management Console インターフェイスには、メニューバー、ツールバー、マネジメ
ントツリー、共通アクションパネル、マネージャーペイン、マネジメントウィンドウ、アラー
ト/タスク/接続ペイン、およびステータスバーがあります。 詳細は、「インターフェイスの
各部」 (512 ページ) を参照してください。
HP 3PAR Management Console を起動して 1 台または複数の HP 3PAR StoreServ Storage System
にログインすると、インターフェイスが現れ、システムの概要画面、マネジメントツリー、ア
ラートペインが表示されます。 インターフェイスの一番下には、ステータスバーが表示されま
す。

ここでは、以下について説明します。

「イントロダクション用の各タブについて」 (525 ページ)
「複数のアイテムの選択」 (526 ページ)
「HP 3PAR Management Console の更新」 (529 ページ)
「データのエクスポート」 (529 ページ)
「フィルタリング」 (530 ページ)
「優先設定」 (532 ページ)
「アイコンについて」 (526 ページ)

イントロダクション用の各タブについて

マネージャーとは、表示と操作のグループのことであり、さまざまなシステム管理領域に固有
のものです。 「マネジメントツリー」 (514 ページ) の表示、「マネジメントウィンドウ」
(523 ページ) に表示されるデータ、および「[共通アクション] パネル」 (515 ページ) の操作 (該
当する場合) は、選択されているマネージャーによって異なります。 マネジメントウィンドウ
には、各マネージャーの [イントロダクション] タブが用意されています。 各 [イントロダク
ション] タブには、選択されているマネージャーについての概要情報が項目別に表示されます。
たとえば、Remote Copy マネージャーを選択すると、[イントロダクション] タブに HP 3PAR
Remote Copy の概要情報と Remote Copy マネージャーで実行できるタスクに関する情報が表
示されます。 [イントロダクション] タブの左側には、選択したマネージャーに関連するヘルプ
トピックへのリンクが表示されます。

[イントロダクション] タブの削除
マネージャーの紹介タブは、タブ右上隅の [タブを閉じる]をクリックしていつでも閉じること
ができます。

マネージャーのすべての [イントロダクション] タブを非表示にするには、以下の手順に従って
ください。

1. メインメニューバーから [設定]ダイアログボックスにアクセスします。[表示]、[設定]の順
に選択してください。

2. [設定]タブをクリックします。
3. [イントロダクション]タブのグループボックスで、[すべてのタブの削除]をクリックしま

す。

4. [適用]をクリックします。
5. [OK] をクリックして、[設定]ダイアログボックスを閉じます。

注記:  [イントロダクション] タブは、閉じるかまたは非表示にすると、[設定]から操作して
タブを手動で元に戻すまでは表示されることはありません。
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[イントロダクション] タブの復元
閉じた [イントロダクション] タブまたは非表示にした [イントロダクション] タブを元に戻す
には、以下の手順に従ってください。

1. メインメニューバーから [設定]ダイアログボックスにアクセスします。[表示]、[設定]の順
に選択してください。

2. [設定]タブをクリックします。
3. [イントロダクション]タブのグループボックスで、[すべてのタブの復元]をクリックしま

す。

4. [適用]をクリックします。
5. [OK] をクリックして、[設定]ダイアログボックスを閉じます。

複数のアイテムの選択

HP 3PAR Management Console は、連続するアイテムの選択および連続していない複数のアイ
テムの選択に、それぞれ標準の Shift+ クリック機能と Ctrl+ クリック機能をサポートしていま
す。 これらの機能は、「マネージャーペイン」 (515 ページ) に示されるほとんどのマネージャー
で、操作を円滑にするために使用できます。

たとえば、仮想ボリュームセットを作成するとき、特定の仮想ボリュームに対して Shift+ ク
リックまたはCtrl+ クリック機能を使用して仮想ボリュームのグループを選び、ボリュームセッ
トを編成できます。

注記: 許容されるオブジェクト最大数を上回って選択しようとすると、エラーメッセージが
表示されます。 許容される数を増やすには、[表示] > [設定] > [詳細]タブを選択して、レイア
ウトグリッドの下にある [Maximum selected objects allowed] ボックスに新しい数を入力しま
す。 [有効]チェックボックスの選択を解除し、選択の上限を適用解除することもできますが、
その場合、多数のオブジェクトが選択されたときにシステムメモリとパフォーマンスが影響を
受ける可能性があります。

アイコンについて

HP 3PAR Management Console では、アラート、システムステータス、およびシステムコン
ポーネントとオブジェクトステータスを一目で確認できるようにアイコンが使われています。
詳細は、以下の各項を参照してください。

「アラート重大度インジケーター」 (526 ページ)
「ステータスバーのアイコン」 (527 ページ)
「システムとコンポーネントのステータスアイコン」 (527 ページ)

アラート重大度インジケーター

アラートペインとステータスバーでは、アラートの重大度レベルを示すために次のアイコンが
使われます。 ステータスバーのアラート重大度インジケーターは、HP 3PAR Management
Console に現在接続されているすべてのシステムについて発行されているアラートのうち最も
深刻なものの重大度レベルを通知します。

説明Nameアイコン

致命的なイベントが発生しています。
対応処置はもう取れません。

Fatal (致命的)

イベントは重大な局面に達しており、
ただちに対応する必要があります。

クリティカル

イベントにただちに対応してくださ
い。

Major (メジャー)

対応が必要なイベントが発生していま
すが、まだ深刻ではありません。

Minor (マイナー)
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説明Nameアイコン

性能または可用性が何らかの点で低下
している可能性があります。 対応が
必要かどうか判断してください。

劣化

情報を提供するイベントです。 アラー
トの確認またはアラートの削除以外の
対応は不要です。

Informational (情報)

ステータスバーのアイコン

ステータスバーには、アラートの重大度インジケーター、ならびに接続ステータスおよびシス
テム操作の進捗度についての情報が表示されます。

以下のアイコンが使用されます。

説明Nameアイコン

ステータスバーには、接続されている
システムで検出されたアラートのうち
最も重大なものだけが表示されます。

アラートの重大度「アラート重大度インジケーター」
(526 ページ) を参照してください。

自動更新が喪失した場合に表示されま
す。 HP 3PAR Management Console

Auto-update not working (自動更新が
機能していません)

は、今後、HP 3PAR StoreServ Storage
Server から更新イベントを受け取りま
せん。

少なくとも 1 台のシステムが接続さ
れている場合に表示されます。

接続

少なくとも 1 台のシステムの切断ま
たは再起動中に表示されます。

切断

接続されているシステムがない場合に
表示されます。

No connection (接続なし)

操作の進捗度を示し、進捗度に合わせ
て表示が変わるアイコン。

Operation progress (操作の進捗度)

稼働時に例外が発生すると表示されま
す。

Exception Detected (例外検出)

システムとコンポーネントのステータスアイコン

HP 3PAR Management Console のマネジメントツリーおよびマネジメントウィンドウでは、接
続されているシステム、システムハードウェア、ならびにシステムオブジェクトのステータス
を示すアイコンが表示されるため、ステータスを一目で確認できます。

説明Nameアイコン

コンポーネントやオブジェクトが健常な状態にあり、正常に動作して
いることを示します。

正常

コンポーネントやオブジェクトが稼働しているが、オブジェクトの性
能が低下しているかまたは依存コンポーネントが単一障害点になって

劣化

いることを示します。 性能が低下したコンポーネントのステータス
は、性能が低下しているコンポーネントが使われている他のコンポー
ネントのステータスにも反映されます。 これは、さらにシステムのス
テータスにも反映されます。 たとえば、物理ディスクは 1 つのパス
を失ってもデータを供給できますが、そのディスクには「性能低下」
のマークが付けられます。これは、もう 1 つのパスを失うと機能が停
止するからです。 このディスクコンポーネントの性能が低下している
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説明Nameアイコン

ため、このステータスはこのディスクコンポーネントを含むコンポー
ネント (ドライブケージ、システムなど) に反映されます。

コンポーネントまたはオブジェクトが機能していないことを示しま
す。 性能低下ステータスと同様に、故障ステータスは故障したコン

失敗

ポーネントやオブジェクトが使用されているコンポーネントやオブ
ジェクトにも反映されます。

伸縮コントロール

時々、システムは通常レベルで動作しなくなることがあります。 ストレージシステムは、次の
いずれかの状態になります。 [正常]、[劣化]、または [失敗] (「システムとコンポーネントのス
テータスアイコン」 (527 ページ) を参照してください)。 システムが [劣化]、または [失敗] の
状態にあり、システムマネージャーまたはプロビジョニング マネージャーを選択した場合、マ
ネージャーペイン内のナビゲーションツリーで、システムアイコンに重ねて状態アイコンが表
示されます。

個別のシステムに関するマネジメントツリーを展開すると、各種の状態に関する詳細を表示で
きます。
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HP 3PAR Management Console の更新
マネジメントウィンドウおよびアラート/タスク/接続パネルに表示されているデータを更新す
るには、メインツールバーで [更新]をクリックします。

データのエクスポート

Performance を除くすべての HP 3PAR Management Console 表示から、データを CSV (Comma
Separated Variable) または HTML ファイル形式でエクスポートできます。
[データのエクスポート]ダイアログには、次のいずれかの操作でアクセスできます。

• [表示] > [データのエクスポート]の順に選択する。
• メインツールバーで、[データのエクスポート]をクリックする。
マネジメントウィンドウに現在表示されているテーブルのデータをエクスポートするには、以
下の手順に従ってください。
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1. [データのエクスポート]ダイアログにアクセスします。

2. [フォーマットを選択してください]リストで、[CSV フォーマット]または [HTML フォーマッ
ト]を選択します。

3. [ターゲット]グループボックスで、[クリップボード] (デフォルト) または [ファイル]を選択
します。

4. 保存するデータを含む複数の行をテーブルから選択した場合は、[範囲]グループボックス
で [すべて] (デフォルト) または [選択]を選択します。

5. [OK] をクリックします。
6. 保存先として [ファイル]を選択した場合は、[保存チャート]ダイアログが表示されます。

そのファイルの位置に移動して保存します。

フィルタリング

HP 3PAR Management Console では、ほとんどのマネジメントウィンドウ表示の一番上にフィ
ルタリングパネルが表示されます。

フィルタリングパネルでは、次の 2 つのフィルタリングオプションが用意されています。
「コンプレックスフィルターの使用」 (531 ページ)
「クイックフィルターの使用」 (530 ページ)

クイックフィルターの使用

クイックフィルターでは、右上のテキストボックスに入力するフィルターテキストの内容に合
わせてクイックフィルターを定義できます。 デフォルトでは、入力したテキストと一致する行
を含む行が表示されます。

簡単なフィルターテキストボックスのすぐ左にある下向きの矢印をクリックして、特定の列だ
けを入力したテキストとマッチングさせることもできます。

注記:  フィルターリストで表示される列は、ポート、物理ディスクなど、現在表示している
テーブルの内容によって異なります。
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コンプレックスフィルターの使用

コンプレックスフィルターを使用すると、特定の検索条件を定義できます。

フィルタリングパネルの [フィルター]をクリックして、コンプレックスフィルターにアクセス
します。

注記: [プロパティ]リストの下で示されるエントリーは、マネジメントウィンドウに表示さ
れるテーブル見出しと一致します。

新しい条件の追加と適用

1. [プロパティ]リストでプロパティを選択します。
2. [オペレーター]リストで演算子を選択します。
3. [値]リストで値を選択します。
4. (オプション) [範囲]チェックボックスを選択して、最初の値と比較する 2 番目の値を定義

します。 これは、[オペレーター]リストからの範囲での選択と同じです。
5. [適用]をクリックし、条件を適用します。
6. 必要に応じて、引き続き条件を追加します。 手順 1～5 を繰り返します。

条件の削除

[基準]フィールドで定義した条件を削除するには、削除する条件を選択して [削除]をクリック
します。
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条件グループの作成と解除

[基準]フィールドで定義した条件をグループにまとめるには、2 つ以上の条件を選択して [グ
ループ]をクリックします。
[基準]フィールドで定義した条件のグループを解除するには、グループにまとめた条件を選択
して [アングループ]をクリックします。

条件の無効

[基準]フィールドで定義した条件を無効にするには、条件を選択して [無効]をクリックします。

条件の消去

条件を消去するには、条件を選択して [クリア]をクリックします。

優先設定
HP 3PAR Management Console では、グローバルレベルでの優先設定、各テーブルの優先設
定、マネージャーペインの表示の優先設定を指定できます。 詳細は、以下の各項を参照してく
ださい。

「グローバルレベルでの優先設定」 (532 ページ)
「個別テーブルの優先設定」 (533 ページ)
「マネージャーペインの優先設定」 (535 ページ)

グローバルレベルでの優先設定

[設定]ダイアログボックスでは、HP 3PAR Management Console に表示されるすべてのシステ
ムを対象にしたグローバルレベルでの優先設定を指定できます。 これらの優先設定はシステム
に保存され、その後、新たにログインして HP 3PAR Management Console を使用する際に適用
されます。 [設定]ダイアログボックスには、3 つのタブ ([データフォーマット]、[設定]、およ
び [詳細]) があります。
この項では、次の手順について説明します。

「表示単位の設定」 (532 ページ)
「WWN 書式の設定」 (532 ページ)
「日付/時刻形式の設定」 (533 ページ)
「テーブルごとの書式設定のデフォルト設定へのリセット」 (533 ページ)
「インターフェイス、ダイアログ、およびタブ設定の指定」 (533 ページ)
「詳細表示オプションの設定」 (533 ページ)
メインメニューバーから [設定] ダイアログボックスにアクセスします。[表示]、[設定]の順に
選択してください。

表示単位の設定

表示単位を設定するには、以下の手順に従ってください。

1. [設定]ダイアログボックスで [データフォーマット]タブをクリックします。
2. [Display Unit] グループボックスから、設定したいオプション (デフォルトの表示単位は GiB

です) を選択します。
3. テーブル見出し行に、選択した単位を表示したくない場合は、[ヘッダーに単位表示]チェッ

クボックスの選択を解除します。

4. 変更を継続する場合は [適用]をクリックします。終了する場合は、[OK] をクリックしま
す。

WWN 書式の設定
WWN の書式を設定するには、以下の手順に従ってください。
1. [設定]ダイアログボックスで [データフォーマット]タブをクリックします。
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2. [WWN] グループボックスから、設定したい WWN 書式を選択します (デフォルト書式は、
0F0F0F0F0F0F0F0F です)。

3. 変更を継続する場合は [適用]をクリックします。終了する場合は、[OK] をクリックしま
す。

日付/時刻形式の設定
日付/時刻形式を設定するには、以下の手順に従ってください。
1. [設定]ダイアログボックスで [データフォーマット]タブをクリックします。
2. [Data Time] グループボックスで、設定したい日付/時刻形式を選択します (デフォルト形

式は、[詳細表示]です)。
3. 変更を継続する場合は [適用]をクリックします。終了する場合は、[OK] をクリックしま

す。

テーブルごとの書式設定のデフォルト設定へのリセット

テーブルごとの書式設定をデフォルト設定に戻すには、以下の手順に従ってください。

1. [設定]ダイアログボックスで [データフォーマット]タブをクリックします。
2. [Reset Per-Table Format Preferences to Default] チェックボックスを選択します。
3. [OK] をクリックします。

インターフェイス、ダイアログ、およびタブ設定の指定

インターフェイスおよびダイアログの設定を構成するには、以下の手順に従ってください。

1. [設定]ダイアログボックスで [設定]タブをクリックします。
2. 適切なチェックボックスを選択して、HP 3PAR Management Console インターフェイスに

表示するユーザーインターフェイスエレメントおよびダイアログボックスを選択します。

3. [すべてのタブの削除]または [すべてのタブの復元]をクリックして、[イントロダクション]
タブを表示するかどうかを選択します。

4. [すべてのステップの削除]または [すべてのステップの復元]をクリックして、ウィザード
の [ようこそ] ステップを表示するかどうかを選択します。

5. 変更を継続する場合は [適用]をクリックします。終了する場合は、[OK] をクリックしま
す。

詳細表示オプションの設定

詳細表示オプションを設定するには、以下の手順に従ってください。

1. [設定]ダイアログボックスで [詳細]タブをクリックします。
2. 同期ロスをしたポートを障害として表示するかどうかを選択します ([同期喪失ステータス
ポートを失敗として表示]オプション)。

3. レイアウトグリッドで許可されるオブジェクトの数の有効/無効を選択します。
4. 適切なチェックボックスを選択して、物理ディスクスペア (Physical disk spares)、高度な

ボリュームプロパティ (Advanced volume properties)、論理ディスク (Logical disks)、プロ
ビジョニングレイアウト (Provisioning Layout tab)、SCSI 予約 (SCSI reservations)、および
テープバックアップオプション (tape backup options in Remote Copy wizards) を表示する
かどうかを選択します。

5. Storage System へのデータソケット接続の数を選択します (デフォルトは 6)。
6. 変更を継続する場合は [適用]をクリックします。終了する場合は、[OK] をクリックしま

す。

個別テーブルの優先設定

HP 3PAR Management Console では、テーブルごとに優先設定を指定できます。 これらの優先
設定はシステムに保存され、その後、新たにログインして HP 3PAR Management Console を使
用する際に適用されます。

注記:  テーブルごとの優先設定やドラッグやテーブルのソートによる手動での変更は、「グ
ローバルレベルでの優先設定」 (532 ページ) で指定した優先設定をオーバーライドします。
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この項では、次の手順について説明します。

「列のサイズ変更」 (534 ページ)
「列の並べ替え」 (534 ページ)
「列の表示と非表示」 (534 ページ)
「列の選択」 (534 ページ)
「テーブルビュー」 (534 ページ)

列のサイズ変更

テーブルの列のサイズを変更するには、以下の手順に従ってください。

1. テーブルの見出し行の右端にマウスを重ねます。

2. サイズ変更用のポインターが表示されたら、マウスをクリックおよびドラッグして列のサ
イズを変更します。

列の並べ替え

表示されているテーブル列の順序をすばやく並べ替えるには、任意の列をクリックしてテーブ
ル内の別の位置にドラッグします。

注記:  [設定] ダイアログボックスを使用してテーブルおよび HP 3PAR Management Console
表示のプロパティをグローバルレベルで変更する方法については、「グローバルレベルでの優
先設定」 (532 ページ) を参照してください。 このトピックの説明に従って列をクリックおよび
ドラッグして変更を加えると、[設定]ダイアログボックスで設定した優先設定がオーバーライ
ドされます。

列の表示と非表示

テーブルの列を非表示にするには、非表示にするテーブル列見出しを右クリックして、[非表
示]を選択します。

注記:  HP 3PAR Management Console では、テーブルの列をすべて非表示にすることはでき
ません。

テーブルの列を表示するには、テーブルの列見出しを右クリックして、[表示] > [< 列見出し >]
の順に選択します。

列の選択

複数のテーブル列を同時に操作 (表示、非表示、または並べ替え) するには、以下の手順に従っ
てください。

1. テーブルの見出し列を右クリックして、[列の選択]を選択します。
2. 列を非表示にするには、[表示]リストから列を選択して、右矢印ボタンをクリックします。
3. 列を表示にするには、[非表示]リストから列を選択して、左矢印ボタンをクリックします。
4. 列を並べ替えるには、[表示]リストで列を選択して、上または下矢印ボタンをクリックし

ます。

5. [OK] をクリックします。

テーブルビュー

保存しているテーブルビューを適用するには、テーブルの見出し列を右クリックして、[テーブ
ルビュー] > [< テーブルビューの名前 >] の順に選択します。
現在のテーブルビューを前の手順で編集した状態で保存するには、以下の手順に従ってくださ
い。

1. テーブルの見出し列を右クリックして、[テーブルビュー] > [名前を付けて保存]の順に選
択します。

2. 保存するテーブルビューの名前を入力します。

3. [OK] をクリックします。
保存したテーブルビューを削除するには、以下の手順に従ってください。
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1. テーブルの見出し列を右クリックして、[テーブルビュー] > [削除]の順に選択します。
2. 削除するテーブルビューを入力します。

3. [OK] をクリックします。

マネージャーペインの優先設定

HP 3PAR Management Console では、マネージャーペインの表示の優先設定を指定できます。
これらの優先設定はシステムに保存され、その後、新たにログインして HP 3PAR Management
Console を使用する際に適用されます。
この項では、次の手順について説明します。

「マネージャーペインの最小化と最大化」 (535 ページ)
「マネージャーペインのサイズ変更」 (535 ページ)

マネージャーペインの最小化と最大化

• マネージャーペインを最小化するには、マネージャーペインの上にある下向きの矢印をク
リックします。

マネージャーペインを最小化すると、マネージャーペインの各マネージャーがアイコンに
変わります。

• マネージャーペインを最大化するには、最小化したマネージャーペインの上にある上向き
の矢印をクリックします。

マネージャーペインを最大化すると、マネージャーアイコンがボタンに戻ります。

次の図は、マネージャーペインを最大化した状態を示します。

次の図は、マネージャーペインを最小化した状態を示します。

マネージャーペインのサイズ変更

マネージャーペインのサイズを変更するには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインの上端にマウスを重ねます。

2. サイズ変更用のポインターが表示されたら、マウスをクリックおよびドラッグして列のサ
イズを変更します。
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注記:  マネージャーペインを小さくすると、ペイン下部にあるマネージャーボタンがアイコ
ンに変わります。 マネージャーペインを大きくすると、アイコンはボタンに戻ります。

マネージャーペイン表示のカスタマイズ

HP 3PAR Management Console では、マネジメントペインに表示されるマネージャーボタンを
カスタマイズできます。 この機能を利用してマネージャーペインをセットアップして、共通で
使用するマネージャーだけを表示することができます。 また、マネージャーペインのスペース
を縮小することもできます。縮小すると、使用するマネジメントツリーが大きい場合に役立つ
ことがあります。

詳細は、以下の各項を参照してください。

「表示するマネージャーボタンの削減」 (536 ページ)
「マネージャーボタンの増加」 (537 ページ)
「表示するマネージャーボタンの選択」 (537 ページ)
「マネージャーボタンの追加と削除」 (538 ページ)
「デフォルトビューの復元」 (538 ページ)

表示するマネージャーボタンの削減

デフォルトでは、すべてのマネージャーボタンがマネージャーペインに表示されます。 ボタン
の数を減らすには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインの一番下にある右矢印ボタンをクリックします。

2. [ボタン表示を減らす]を選択します。

マネージャーペインの最後のマネージャーボタンが最小化され、マネージャーペインの一番下
にアイコンとして表示されます。

手順 1 および 2 を繰り返して、引き続きマネージャーボタンを最小化し、マネージャーペイ
ンの一番下にアイコンとして表示します。 たとえば、[ハードウェアインベントリ]マネージャー
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ボタンを最小化すると、次に [セキュリティ]マネージャーボタン、その次に [タスク]マネー
ジャーボタンが最小化され、順に最小化が進んでいきます。

注記:  マネージャーは最小化しても機能します。 最小化したマネージャーのアイコンをク
リックすれば、マネージャーの機能が起動します。

マネージャーボタンの増加

マネージャーペインを変更して表示するマネージャーボタンの数を減らしている場合に、マ
ネージャーボタンの数を増やすには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインの一番下にある右矢印ボタンをクリックします。

2. [ボタン表示を増やす]を選択します。

最後に最小化したマネージャーボタン (左端に表示されているマネージャーアイコン) がマネー
ジャーペインに復帰します。

手順 1 と 2 を繰り返すと、マネージャーボタンは、マネージャーペインでの最小化が新しい
ものから順に、連続して復帰します。 たとえば、[タスク] マネージャーボタンを復帰すると、
次に [セキュリティ] マネージャーボタン、その次に [ハードウェアインベントリ] マネージャー
ボタンが復帰します。

表示するマネージャーボタンの選択

マネージャーペインで表示および非表示にするマネージャーボタンを選択するには、以下の手
順に従ってください。

1. マネージャーペインの一番下にある右矢印ボタンをクリックします。

2. [ボタンの選択]を選択します。
3. [ボタンの選択]ダイアログボックスで、1 つまたは複数のマネージャーをクリックし右お

よび左矢印ボタンを使用して [表示]および [非表示]リストに移して、表示するマネージャー
ボタンを選びます。
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1. [表示]リストのマネージャーボタンを表示する順序を選択します。マネージャーを選んで
上および下矢印ボタンをクリックしマネージャーをリスト内で表示位置に移動してくださ
い。

2. [OK] をクリックします。
表示するように選択したマネージャーボタンが、指定した順序でマネージャーペインに表示さ
れます。 非表示を選択したマネージャーボタンは、マネージャーペインにボタンとしてもアイ
コンとしても表示されません。

マネージャーボタンの追加と削除

マネージャーペインからマネージャーボタンを削除するには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインの一番下にある右矢印ボタンをクリックします。

2. [表示するボタンを追加または削除します]を選択して、削除するマネージャーボタンの
チェックをはずします。

注記:  マネージャーボタンを削除すると、マネージャーペインは自動的にサイズが変わり、
表示されるマネージャーボタンを合わせた長さになります。

マネージャーペインにマネージャーボタンを追加するには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインの一番下にある右矢印ボタンをクリックします。

2. [表示するボタンを追加または削除します]を選択して、追加するマネージャーボタンに
チェックを入れます。

注記:  マネージャーボタンをマネージャーペインに戻すときは、すべてのマネージャーボタ
ンを表示するために、マネージャーペインのサイズを手動で変更する必要があります。 「マ
ネージャーペインのサイズ変更」 (535 ページ) を参照してください。

デフォルトビューの復元

マネージャーペインのデフォルトビューを復元するには、以下の手順に従ってください。

1. マネージャーペインの一番下にある右矢印ボタンをクリックします。

2. [デフォルトの復元]を選択します。
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Cハードウェア要件
システム要件

HP 3PAR Management Console の要件は次のとおりです。
• 1.0GHz 以上のプロセッサー
• 1GB の内蔵 RAM (2GB 推奨)
• CD-ROM または DVD-ROM ドライブ (CD-ROM からインストールする場合)
• 1280×1024 以上の画面解像度
• Windows 7 の場合、100% の表示設定
• マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス

ディスク容量の要件
HP 3PAR Management Console では、次のディスク領域の容量が必要です。

必要なディスク容量オペレーティングシステム

130 MBLinux

115 MBWindows

注記:  インストーラーによって、インストール中に一時ファイルが作成されます。このため
実際は、この値より大きいハードディスク領域がインストール中に必要となります。
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用語集

Cage 可用性 ドライブケージの障害を許容する仮想ボリュームを作成できること。これは、その RAID セッ
トが異なるドライブケージのチャンクレットを使用するからです。

CMP 「キャッシュメモリページ」を参照。

CPG テンプレート 共通プロビジョニンググループテンプレート。 このテンプレートには、HP 3PAR Management
Console を使用して同じ特性の共通プロビジョニンググループ (CPG) を作成するために何度
でも適用することができる、共通プロビジョニンググループ (CPG) と論理ディスクのパラメー
ターのセットが含まれています。

DC2 ドライブケー
ジ

1 つのドライブケージミッドプレーン、2 つのドライブケージ FCAL モジュール、4 つのパ
ワーサプライ、最大 10 のドライブマガジンに 40 台までの物理ディスクから構成されるスト
レージシステムコンポーネント。

DC3 ドライブケー
ジ

1 つのドライブケージ、2 つのドライブケージ FCAL モジュール、2 つのパワーサプライ、最
大 16 の物理ディスクから構成されるストレージシステムコンポーネント。

DC4 ドライブケー
ジ

1 つのドライブケージミッドプレーン、2 つのドライブケージ FCAL モジュール、4 つのパ
ワーサプライ、最大 10 のドライブマガジンに 40 台までの物理ディスクから構成されるスト
レージシステムコンポーネント。

Enclosure Services
Interface

ノードソフトウェアがケージのステータスを取得し動作を制御するために、ケージのエンク
ロージャーサービスコントローラーと通信する際に経由する DC2 および DC4 ドライブケー
ジ上のインターフェイス。

ESI 「Enclosure Services Interface」を参照。
FCAL Fibre Channel-Arbitrated Loop (ファイバーチャネルアービトレーテッドループ)。 FCAL は、

ストレージデバイスをシステムに接続するために使用される高速シリアルバスインターフェ
イスの標準です。

HP 3PAR Remote
Copy

HP 3PAR 製品の 1 つ。これを使用して、HP 3PAR Storage System 間で仮想ボリュームをコ
ピーできます。 コピーは、ディザスタリカバリ、バックアップ、またはデータ移行に使用で
きます。

HP 3PAR Thin
Provisioning

HP 3PAR 製品の 1 つ。オンデマンドで物理リソースを割り当て可能な任意の大きさのボリュー
ムを提供しながら、実際に必要な物理リソースだけを割り当てることができます。

HP 3PAR ドメイン HP 3PAR Storage System 内のドメイン固有のユーザーおよびオブジェクトを持つ、個別のド
メインを作成するために使用される HP 3PAR 機能。

Internet Storage
Name Service

「iSNS」を参照。

iSCSI アダプター コントローラーノード内にある iSCSI PCI ホストバスアダプター (HBA)。 iSCSI アダプターは
コントローラーノードをホストに接続します。

iSCSI 名 アービトレーテッドループ上の iSCSI チャネルデバイスを識別するために使用される値。
iSNS Internet Storage Name Service。 iSCSI を自動で検出、管理、および構成できるプロトコル。
LD テンプレート 論理ディスクテンプレート。 このテンプレートには、HP 3PAR Management Console を使用

して同じ特性の論理ディスクまたは論理ボリュームを作成するために何度でも適用すること
ができる、論理ディスクのパラメーターのセットが含まれています。

LUN Logical Unit Number (論理ユニット番号) の略。 特定のポートの特定のホストに割り当てられ
た仮想ボリュームにアクセスするために使用される番号。 「エクスポート」、「VLUN」、
および「VLUN テンプレート」も参照。

matched-set VLUN
テンプレート

特定のポートに接続された特定のホストが、指定した LUN として仮想ボリュームを認識でき
るようにするルール。 「VLUN テンプレート」も参照。

MTU Maximum Transmission Unit (最大転送単位)。 Maximum Transmission Unit (最大転送単位)。 接
続に過負荷を生じさせずに、特定のネットワーク接続を介して一度に送信できるデータサイ
ズ、つまり「パケット」サイズの最大量です。

No One Host ポリ
シー

クラスター対応アプリケーションで使用するために VV を複数のホストにエクスポートする
場合、または port-presents VLUN を使用する場合に適用します。
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No Stale Snapshot システムは、基本ボリュームとそのスナップショット間の同期が失われるのを防ぐため、基
本ボリュームへのデータ書き込みを停止することができます。

One Host ポリシー ボリュームのエクスポートを 1 つのホストまたは 1 つのホストクラスターに制約します (ク
ラスター名がホスト名として使用されている場合があります)。 これにより、ボリュームが偶
発的に複数のホストにエクスポートされるのを阻止します。複数のホストがボリュームに同
時に書き込むとデータが破損する可能性があるからです。

port-presents
VLUN テンプレー
ト

特定のポートに接続された任意のホストが、指定した LUN として仮想ボリュームを認識でき
るようにする VLUN テンプレート。 「VLUN テンプレート」も参照。

RAID 0 セット 2 つ以上の物理ディスク上のチャンクレットのストライプ化された行。 RAID 0 セットはデー
タ冗長性は備えていません。

RAID 10 (RAID 1)
セット

ミラー化されたチャンクレットのグループ。

RAID 50 (RAID 5)
セット

パリティで保護されたチャンクレットのグループ。 「パリティセット」としても知られてい
ます。

RAID セット ミラー化またはパリティで保護されたチャンクレットのグループ。

RCFC Remote Copy over Fibre Channel。 HP 3PAR Remote Copy Software を、ファイバーチャネル
ポート経由で接続された 2 つのストレージシステムと一緒に使用します。 「HP 3PAR Remote
Copy」も参照。

RCIP Remote Copy over IP。 HP 3PAR Remote Copy Software を、Ethernet ポート経由で接続された
2 つのストレージシステムと一緒に使用します。 「HP 3PAR Remote Copy」も参照。

RCIP のコピー Remote Copy over IP。 HP 3PAR Remote Copy Software を、Ethernet ポート経由で接続された
2 つのストレージサーバーと一緒に使用します。 「HP 3PAR Remote Copy」も参照。

Remote Copy ター
ゲット

Remote Copy ペアの一方のシステム上の Remote Copy システムを示す記述。 Remote Copy
ペアの各システムは、他方のシステムのターゲット定義を保持している必要があります。

Remote Copy ペア Remote Copy 操作を実行するストレージシステムのペア。
Remote Copy ボ
リュームグループ

論理的に関連しており、ボリューム間の順序付けや書き込みが可能な仮想ボリュームグルー
プ。

Remote Copy リン
ク

Remote Copy のターゲット間で情報を送受信する際に使用される方式。

RSCN 「登録状態変更通知」を参照。

SCSI 予約/登録 複数のホストに SCSI インターフェイスの共有を許可し、エクスポートされたボリュームにア
クセスできるようにします。 複数のホストは単一のボリュームに登録できますが、予約でき
るのは 1 つのホストだけです。

SFP 小型でホットプラグ可能な高速データトランシーバーで、モジュール全体を交換することな
く個々の SFP コネクターを交換できます。

Small Form-Factor
Pluggable 光トラ
ンシーバー

「SFP」を参照。

SSD 「ソリッドステートドライブ」を参照。

Thin Provisioning 「HP 3PAR Thin Provisioning」を参照。
TPVV 「シンプロビジョニングされた仮想ボリューム」を参照。

VLUN 仮想ボリュームと論理ユニット番号 (LUN) のペアリングで、VLUN テンプレートまたはアク
ティブ VLUN として表されます。

VLUN テンプレー
ト

エクスポートルールまたはボリュームのエクスポート手法を確立することで、仮想ボリュー
ムと、LUN-ホスト、LUN-ポート、または LUN-ホスト-ポートといった組み合わせとの間の関
連付けをセットアップします。

VV テンプレート 仮想ボリュームテンプレート。 このテンプレートには、HP 3PAR Management Console を使
用して同じ特性のボリュームを作成するために何度でも適用することができる、仮想ボリュー
ムのパラメーターのセットが含まれています。
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World Wide Name
(WWN)

アービトレーテッドループ上のファイバーチャネルデバイスを識別するために使用される固
有の 64 ビット値。 WWN は、会社を一意に識別するために IEEE から発行されたプレフィッ
クスと会社によって発行されたサフィックスから構成されます。

WWN 「World-Wide Name」を参照。
アクティブ VLUN 特定のポート上の特定のホストの仮想ボリュームおよび LUN の接続。 アクティブ VLUN は、

VLUN テンプレートが現在のシステム状態に適用されると作成されます。 「VLUN テンプレー
ト」も参照。

アラート オペレータが即時に対処する必要のあるシステムイベント。

アラートペイン アラートペインは HP 3PAR Management Console のメインウィンドウの下部にあり、システ
ムアラートに関する情報が表示されます。

イニシエーター、
イニシエーター
ポート

ドライブケージに接続されたポート。 コマンドを物理ディスクに送信するため、ディスク
ポートとしても知られています。

イベント システムによって作成されるログ。これによって、システムの日々の稼働状況を確認できま
す。

エクスポート 仮想ボリューム名とそのポート上のホストの LUN との関連付けを作成することで、仮想ボ
リュームをホストの特定のインスタンス (つまり、実際にポート上に存在するホスト WWN)
で使用できるようにすること。 「LUN」、「VLUN」、および「VLUN テンプレート」も参
照。

親ボリューム バーチャルコピーまたは物理コピーの作成元となる仮想ボリューム。 「元の親基本ボリュー
ム」も参照。

仮想サイズ ボリュームがホストに提示するサイズ。 標準の基本ボリュームの場合、仮想サイズはユー
ザースペースに等しくなります。 シンプロビジョニングされた仮想ボリュームの場合、実際
にはストレージはユーザースペースに割り当てられないため、仮想サイズはユーザースペー
スに割り当てられている値によって決定されます。 「ユーザースペース」も参照。

仮想ボリューム 1 つ以上の論理ディスクからデータをマッピングすることで作成された仮想ストレージユニッ
ト。 「論理ディスク」、「マッピング」も参照。

可用性 論理ディスクのフォールトトレランスのレベル。 たとえば、マガジンレベルの可用性は、論
理ディスクがドライブマガジンの障害を許容することを意味しています。 ケージレベルの可
用性は、論理ディスクがドライブケージの障害を許容することを意味しています。

管理スペース 「スナップショット管理スペース」を参照。

管理スペース 「スナップショット管理スペース」を参照。

管理ボリューム システムイベントログなどの管理情報を格納するためにシステムによって使用される基本ボ
リューム。 管理ボリュームは、ストレージシステムのインストールおよびセットアッププロ
セスの一環で作成されます。

基本ボリューム すべての仮想および物理のスナップショット機能のルートを形成する仮想ボリュームタイプ。
基本ボリュームは、基本ボリュームへの変更を追跡するために、スナップショットによって
使用されるスナップショットデータスペースとスナップショット管理スペースを保持してい
る唯一のボリュームタイプです。 「シンプロビジョニングされた仮想ボリューム (TPVV)」も
参照。

キャッシュメモリ
ページ (CMP)

I/O 要求が格納される 16KB の制御キャッシュメモリ。

行 RAID セットのグループ。 データは、RAID 10 および RAID 50 の論理ディスクの行全体でス
トライプ化されます。

行サイズ 1 行内のセット数。 行は、RAID セットのグループです。 データは、RAID 10 および RAID
50 の論理ディスクの行全体でストライプ化されます。

共通プロビジョニ
ンググループ
(CPG)

オンデマンドでストレージを割り当てることができる仮想ボリュームおよびバーチャルコピー
の作成元となる論理ディスクセット。

クラスター 同一のストレージサーバーバックプレーンを介して接続されたコントローラーノードのグルー
プ。 クラスター内のノードは、同じサービスプロセッサーを共有する他のクラスターとは分
離した、1 つのユニファイドシステムとして動作します。
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クリーンチャンク
レット

データが書き込まれていないチャンクレット。

コピーサイズ 仮想ボリューム内のスナップショットデータスペースのサイズ。スナップショット用に予約
された論理ディスクスペース量に相当します。 「スナップショットデータスペース」も参
照。

コピーデータ 仮想ボリューム上のスナップショットデータスペースを占有するデータ。 「スナップショッ
トデータスペース」も参照。

子ボリューム 親ボリュームから作られた仮想ボリューム (バーチャルコピーまたは物理コピー)。
コントローラー
ノード

ストレージシステム内でデータをキャッシュおよび管理し、一貫した、仮想化されたストレー
ジの表示をホストに提供するため、他のコントローラーノードと連携して動作する個々のデ
バイス。

サイズの増加
(grow)

ユーザースペース、スナップショット管理スペース、またはスナップショットデータスペー
スを増やすことで、基本ボリュームを手動で拡大すること。

サイズの増加の警
告 (growth
warning)

一定のサイズに達したときにユーザーに警告するために、共通プロビジョニンググループ
(CPG) に対して設定できるユーザー定義されたしきい値。 「サイズの増加の制限値 (growth
limit)」も参照。

サイズの増加の制
限値 (growth limit)

共通プロビジョニンググループ (CPG) に対して可能なサイズの上限を設定できるユーザー定
義されたしきい値。 「サイズの増加の警告 (growth warning)」も参照。

サイズの増分
(growth increment)

追加の論理ディスクを作成し、共通プロビジョニンググループ (CPG) に割り当てるストレー
ジの単位。 サイズの増分は、論理ディスクプールから取り込んだボリュームに追加のリソー
スが必要なときに、オンデマンドで自動的にスペースを作成し割り当てるために使用されま
す。 デフォルトのサイズの増分は 32GB で固定ですが、最小のサイズの増分はシステム内の
コントローラーノード数に応じて異なります (2 ノードシステムでは 8GB、4 ノードシステム
では 32GB)。

最大転送単位 「MTU」を参照。
再同期 (resync)、
再同期化

物理コピー操作の実行後のある時点でボリュームが変更されたために、物理コピーペアの一
方のボリュームから他方のボリュームへ変更内容をコピーすること。 「物理コピー」も参
照。

システムマネー
ジャー

ストレージシステムと、HP 3PAR Management Console や HP 3PAR CLI などのユーザーイン
ターフェイスとの間をネゴシエートするソフトウェアコンポーネント。

失効したスナップ
ショット (stale
snapshot)

基本ボリュームへの最新の変更を追跡していないスナップショット。 No Stale Snapshots バー
チャルコピーポリシーは、ボリュームとスナップショットの同期が失われるのを防ぐために、
基本ボリュームへのデータの書き込みを停止します。 「失効したスナップショットなし」も
参照。

失効したスナップ
ショットなし (no
stale snapshot)

十分なスナップショットデータや管理スペースがない場合に、結果としてバーチャルコピー
が無効、つまり失効した状態にならないように、基本ボリュームへの変更の書き込みを防ぐ
バーチャルコピーポリシー。 「失効したスナップショット」も参照。

シンプロビジョニングされた仮想ボリューム (TPVV)
共通プロビジョニンググループ (CPG) に関連付けられた論理ディスクスペースにマッピング
されているため、オンデマンドで拡張可能な仮想ボリューム。

ステップサイズ システムが、次のチャンクレットに移動する前にアクセスする連続バイト数。

スナップショット 仮想ボリュームのバーチャルコピーまたは物理コピー。

スナップショット
管理スペース

仮想ボリュームのスナップショットが作成された以降のデータへの変更を追跡するために使
用される仮想ボリューム上のスペース。

スナップショット
データ

基本ボリュームの最初のバーチャルコピーが作成された後、基本ボリュームへの変更を記録
するために、基本ボリュームのスナップショットデータスペースに書き込まれるデータ。

スナップショット
データスペース

最初のバーチャルコピーが作成された以降に変更されたデータを保持している仮想ボリュー
ム上のスペース。

スペア、スペア
チャンクレット

システムで障害発生時に使用するために予約されたチャンクレット。 システムのセットアッ
プおよびインストールプロセスで、スペアとして使用するために一定数のチャンクレットが
予約されます。 ただし、システムは、一時的に追加のスペアを確保しておくことができます
(これらのチャンクレットはスペア用に永続的に指定されません)。
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制御キャッシュ コントローラーノード内にあるマイクロプロセッサーをサポートするメモリモジュール。

セカンダリボ
リュームグループ

Remote Copy で、ストレージシステム上のコピーされたボリュームセット。

セット 「セットサイズ」を参照。

セットサイズ 1 セット内のチャンクレット数。 RAID 1 セットの場合はミラーの深さとして、RAID 5 セッ
トの場合はパリティセットとしても知られています。

ゾーン スナップショットまたはスナップショット管理データ用にコントローラーノードによって予
約される物理ディスクスペースの単位。 単一のゾーンが、1 つ以上のディスクのスペースを
占有する場合があります。

ソリッドステート
ドライブ (SSD)

ソリッドステートメモリを使用して永続データを格納するデータストレージデバイス。

ターゲット、ター
ゲットポート

接続されており、ホストコンピューターからのコマンドを受信するポート。 「ホストポー
ト」としても知られています。

ターゲットモード ホストに接続されているポートのファームウェア設定。

チャンクレット 物理ディスク上の 256MB の連続した領域からなるブロック。
データキャッシュ コントローラーノード内にある 3PAR ASIC をサポートするデュアルインラインメモリモジュー

ル (DIMM)。
データスペース 「スナップショットデータスペース」を参照。

テンプレート 「VLUN テンプレート」を参照。
登録状態変更通知
(RSCN)

他の指定したノードに変更が生じた場合に、登録したノードに通知できるファイバーチャネ
ルスイッチの機能。

ドライブケージ 「DC2 ドライブケージ」、「DC3 ドライブケージ」、「DC4 ドライブケージ」を参照。
ドライブケージ
FCAL

ドライブシャーシ内に存在し、ドライブケージをコントローラーノードまたは別のドライブ
ケージに接続するインターフェイスモジュール。

バーチャルコピー コピーオンライト技法を使用して作成された別のボリューム (基本ボリュームまたは別のバー
チャルコピー) のスナップショット、またはコピーインタイム。

バーチャルコピー
整合グループ

整合性を確保するために、同時に複数の仮想ボリュームから作成されたスナップショットの
グループ。

バックアップシス
テム

Remote Copy のセットアップで、コピーされたボリュームグループが配置されたストレージ
システム。

パリティ いくつかの RAID レベルと特定の RAID 5 で、ストレージアレイにデータ保護を提供するため
に使用されるデータ冗長性技法。

パリティセット 「RAID 5 セット」を参照。
パリティセットの
位置

RAID 5 論理ディスクパリティセット内の同一の位置を占有するチャンクレットのグループ。

ファイバーチャネ
ルアダプター

コントローラーノード内にあるファイバーチャネル PCI ホストバスアダプター (HBA)。 ファ
イバーチャネルアダプターは、コントローラーノードをホストまたはドライブシャーシに接
続します。

フィルタリング HP 3PAR Management Console では、テーブルをフィルタリングすると、指定された条件を
満たしていないテーブルエントリーが一時的に削除されます。

複製先ボリューム 物理コピーの動作中にデータのコピー先となる仮想ボリューム。

複製元システム 「プライマリシステム」を参照。

複製元ボリューム コピー元となる仮想ボリューム。

物理コピー 物理コピーは、元のボリュームが使用できなくなった場合に使用するために、基本ボリュー
ムから別の基本ボリューム (複製先ボリューム) へすべてのデータを複製したスナップショッ
トです。

物理コピーの親 物理コピーの複製元ボリューム。

プライマリシステ
ム

Remote Copy のセットアップで、プライマリボリュームグループのコピー元のストレージシ
ステム。
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プライマリボ
リュームグループ

Remote Copy でコピーされるストレージシステム上のボリュームセット。

プロモート 物理コピーの場合: 物理コピーを独立した基本ボリュームに変更することで、物理コピーと基
本ボリュームの関連付けを解除すること。 バーチャルコピーの場合: 変更内容をバーチャル
コピーから基本ボリュームにコピーし、基本ボリュームをバーチャルコピーで上書きするこ
と。

ポート可用性 2 件のポート障害を許容する仮想ボリュームを作成できること。これは、その RAID セットが
異なるケージループ上のデバイスのチャンクレットを使用するからです。

ホスト システム上の物理ポートの WWN セット。
ホストポート 「ターゲットポート」を参照。

マガジン可用性 ドライブマガジンの障害を許容する仮想ボリュームを作成できること。これは、その RAID
セットが異なるドライブマガジンのチャンクレットを使用するからです。

未指定のプロパ
ティ

HP 3PAR Management Console の使用時に、テンプレートに含まれているが値が定義されて
いないプロパティ。 テンプレートの適用時に、システムはデフォルト値 (適用可能な場合) を
使用するか、ユーザーにとって最適な設定値を計算します。

ミラー ミラーされたチャンクレットグループのメンバーの 1 つ。RAID 1 セットとしても知られてい
ます。

ミラーの深さ 「セットサイズ」を参照。

ミラーリング いくつかの RAID レベルと特定の RAID 1 で、ストレージアレイにデータ保護を提供するため
に使用されるデータ冗長性技法。

元の親基本ボ
リューム

一連のバーチャルコピーおよび物理コピーの作成元となるオリジナルの基本ボリューム。 任
意のボリュームが 1 つ以上のバーチャルコピーを作成する際の親ボリュームになることがで
きるが、関連するコピーセットごとに元の親基本ボリュームは 1 つずつしか存在しません。

ユーザーサイズ 仮想ボリューム内のユーザースペース、またはホストに提示されたとおりのボリュームのサ
イズ。

ユーザースペース ホストに提示されたとおりの仮想ボリュームのサイズを表す仮想ボリューム上のスペース。
標準の基本ボリュームの場合、ユーザースペースですべてのユーザーデータが保持されます。
シンプロビジョニングされた仮想ボリュームの場合は、実際にはストレージはユーザースペー
スに割り当てられないため、ユーザースペースはボリュームの仮想サイズを表しています。
「仮想サイズ」も参照。

ユーザーデータ 標準の基本ボリュームの場合に、ユーザースペースに書き込まれるデータ。

論理ユニット番号 「LUN」を参照。
割り当て警告 一定のサイズに達したときにユーザーに警告するために、シンプロビジョニングされた仮想

ボリューム (TPVV) に対して設定できるユーザー定義されたしきい値。 「割り当て制限」も参
照。

割り当て制限 シンプロビジョニングされた仮想ボリューム (TPVV) に対して、可能なサイズの上限を設定で
きるユーザー定義されたしきい値。 「割り当て警告」も参照。
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