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1概要
データストレージおよび SPM

HP Storage Provisioning Manager (SPM) は、HP Matrix Operating Environment (Matrix OE) 内で
のストレージプロビジョニングを管理するソフトウェアツールです。 SPM は、ストレージを
対象にしたサービス中心の安全な管理インターフェイスを提供します。このインターフェイス
を介して、SPM カタログ内の使用可能なストレージを使用してストレージサービスがリソース
提供されます。また、SPM は、ストレージアレイおよびストレージエリアネットワークと直接
通信することでストレージ管理タスクを安全に自動化します。 SPM は、ユーザーインターフェ
イスが動作していないときでも常に機能しています。

3 つの主要な使用モデルがあります。

• オンデマンドプロビジョニングモデルでは、ストレージ管理者が、アレイ、ストレージ
プールおよびネットワークを SPM カタログに追加し、それらのプールに関するアクセス
権をセットアップします。 その後、コンシューマーがストレージサービスを使用すること
によって、既存のプールから新しいボリュームをプロビジョニングします。 プロビジョニ
ングポリシーは、ストレージアーキテクトによって、テンプレート要件を使用して制御さ
れます。

• 事前プロビジョニングモデルでは、ストレージ管理者が、ストレージサービスを実行する
ために使用するアレイ、ストレージプール、ボリュームおよびネットワークを SPM カタ
ログに追加し、それらのボリュームのアクセス権をセットアップします。 その後コンシュー
マーは、ストレージサービスを使用してストレージを要求し、SPM が、既存のボリューム
に対応するサービス候補のリストを返します。 ボリューム選択ポリシーは、ストレージ
アーキテクトによって、テンプレート要件を使用して制御されます。

• 要求ベースモデルでは、サーバー管理者がストレージを要求した後に、そのストレージが
SPM によってインポートまたは作成されます。 その後、ストレージアーキテクトまたは
管理者は、そのサービスに含まれる要件を満たすアレイおよびボリュームを追加します。

注記: どのモデルも、他のモデルの任意の組み合わせとともに使用できます。

SPM 環境
SPM は、HP Matrix Operating Environment 製品の一部として自動的にインストールされます。
SPM と Matrix OE、および SPM が管理するストレージとの関係については、図 1を参照して
ください。
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図 1 SPM 環境について

HP Matrix OE のインフラストラクチャオーケストレーション機能は、SPM と連動して、スト
レージサービスをその環境に提供し、ストレージに関する複数の操作を自動化します。 SPM
は、多数のアレイ (HP EVA/P6000、HP 3PAR Storage System、および HP XP/P9500) や Brocade
社および HP 製ファブリック管理ソフトウェアを標準でサポートしています。 詳細は、最小要
件を参照してください。

SPM は、これらのデバイス上の管理ソフトウェアと通信して、その設定を検出し、制御するリ
ソースを動的に使用してストレージサービス要求を満たします。 さらに、SPM には、標準で
サポートしていないデバイスと連動するための次のオプションが用意されています。

1. 非管理対象アレイまたは非管理対象ネットワークをセットアップして、そのデバイスに関
する必要な情報が SPM に通知されるようにします。 詳細については、非管理対象ネット
ワークの使用および非管理対象アレイの使用を参照してください。 なお、SPM は非管理
対象デバイスと通信できないため、SPM と非管理対象デバイスが連動してサービス要求を
十分に満たすためには、非管理対象データを最新状態に維持することが必要です。

2. SPM とデバイスの間の通信が容易になるように、SPM アダプターにコードを書き込むこ
とができます。 これには、デバイスに関する高度な知識に加えて、当該のデバイスとプロ
グラムでやりとりする能力が必要です。 アダプターにコードを書き込む手順については、
HP に電子メール (spm_device_adapters@hp.com) でお問い合わせください。
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注記: SPM は、XP ストレージシステムでのオンデマンドストレージプロビジョニングをサ
ポートしていません。 また、SPM による XP ストレージシステムの管理には、SPM を実行す
るサーバーへのファイバーチャネル接続が必要です。

最小要件
SPM は、次の管理対象ストレージシステムをサポートしています。

必要な管理ソフトウェアファームウェアストレージシステムモデル

InFormOS 3.1.1 MU1 以降3PAR F200、3PAR F400、3PAR
T400、3PAR T800

EVA CV 9.4 以降。ファームウェアの互換性について
は、Single Point of Connectivity
Knowledge for HP Storage Products
(SPOCK) の Web サイト http://
www.hp.com/storage/spock (英語)
を参照してください。

EVA4400、EVA6400、
EVA8400、P6300、P6350、
P6500、および P6550

P9500 RWC マイクロコード:
7002050000

XP24000 では、ファームウェアバー
ジョン 60–08–06 以降が必要です。
ファームウェアの互換性について
は、http://www.hp.com/storage/
spock にある『Single Point of
Connectivity Knowledge for HP
Storage Products (SPOCK)』を参照し
てください。

XP12000、XP20000、
XP24000、および P95001

1 SPM では、古いファームウェアバージョンで実行される XP/P9000 アレイのインポートが許可されます。

詳細は、HP P6000 Command View Software の Web サイト (英語) および HP 3PAR Utility
Storage Family の Web サイト (日本語) を参照してください。
SPM は、次の Brocade Network Advisor ソフトウェアパッケージをサポートしています。

Brocade スイッチ FOS/M-EOSc バージョンSAN 管理ソフトウェア

FOS v5.0.x、v5.1.x、v5.2.x、v5.3.x、v6.0.x、v6.1.x、
v6.2.x、v6.3.x、v6.4.x、v7.0.x。本リリースノートに記

HP B-Series Network Advisor 11.1.3 (Enterprise、
Professional Plus、または SMI Agent のみ) オプション

載されている特定のデバイスでは、M-EOSc 9.6.x、
9.7.x、9.8.x、および 9.9.x もサポートされています。

-または-
Brocade Network Advisor (BNA) v11.1.3 (Enterprise また
は SMI Agent のみ) オプション

注記: 
• Brocade ベースの SAN 環境を管理するためには、Brocade Network Advisor 11.1.3 また
は HP B-Series Network Advisor 11.1.3 がインストールされている必要があります。
詳細と、HP B-Series Network Adviser ソフトウェアへのアクセスについては、『HP B-series
Management Software - Overview & Features 』(英語) を参照してください。 ダウンロード
情報は、「HP Support and Drivers」にあります。

• Brocade のレガシースタンドアロン SMI Agent は、SPM ではサポートされません。 SPM
は、上記の HP B-Series Network Adviso/Brocade Network Advisor インストールパッケー
ジを介してインストールされた SMI Agent のみをサポートします。

役割およびワークフロー
SPM におけるタスクは、「管理タスク」と「コンシューマータスク」の 2 つのカテゴリに論
理的に分けることができます。 デフォルトで、SPM は、管理タスクを処理するために、スト
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レージ管理者、ストレージアーキテクト、およびストレージオペレーターの 3 つの異なる役割
を定義します。 これらの役割を満たす人には、SPM カタログ内のストレージリソースのセッ
トアップと管理、プロビジョニングポリシーの定義、およびセキュリティの設定に対しての責
任があります。 また SPM は、単一のコンシューマー役割をデフォルトで定義します。この役
割の主要なタスクは、SPM からストレージを要求することです。 主要タスク、関連付けられ
る役割、およびタスクの実行順序は、次のとおりです。

注記: 使用モデルについての詳細は、データストレージおよびSPMを参照してください。

注記: これらの役割に加えて、Matrix OE での SPM の使用を容易にするために、次の役割が
定義されています。 Matrix Architect、Matrix Administrator、Matrix Service、および Matrix User
です。

1. ストレージ管理者はまずカタログを設定し、ストレージリソースをカタログにインポート
します。 ストレージカテゴリへのストレージのインポートを参照してください。

2. ストレージアーキテクトはストレージサービステンプレートを作成します。

3. HP Matrix Operating Environment を使用すると、ユーザー (サーバー管理者など) は、SPM
ストレージサービス要求を作成できます。Matrix OE のバージョン 7.1 では、ストレージ
サービス要求を自動的に生成して、SPM から実行できます。 HP Matrix OE は SPM と通
信して、その要求の要件と一致するストレージリソースを検出し、そのストレージを管理
者/Matrix OE が使用できるように提供します。

注記: ストレージサービスは、SPM のユーザーインターフェイスから直接作成および変
更することもできます。

ストレージカタログエンティティの管理およびストレージカタログの監視を参照してくだ
さい。

注記: 
• 事前に提供済みのボリュームを使用する必要があり、非管理対象 SAN を使用する環境で
は、ストレージ管理者が、作成されるボリュームに関して SAN ゾーニングおよび LUN マ
スキングを設定するために適切なイニシエーター WWN を持っている必要があります。
これらのイニシエーター WWN は、HP Matrix OE lsmutil CLI ユーティリティを使用する
ことで利用可能になります。

• SPM で使用されるネットワーク環境には、すべてのインポートされるネットワーク全体
で、異なるアドレスを関連付ける必要があります。

SPM が設定されると、カタログ条件で必要になった場合に各役割を利用できます。 たとえば、
ストレージのニーズが変化した場合や、作成済みのボリュームを超える要求が発生した場合、
ストレージアーキテクトに相談する必要性が生じる場合があります。 サービス要求の監視、メ
ンテナンス、および作成が継続されます。 役割の間でのやりとりについては、図 2を参照して
ください。
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図 2 役割の間でのやりとり

注記: 個別の役割として定義されている場合でも、組織では、1 人のスタッフが複数の役割
を担当したり、複数のスタッフが同じ役割を担当したりすることがあります。 たとえば、スト
レージアレイ管理チームと SAN 管理チームのそれぞれにストレージアーキテクトの役割を持
つスタッフがいる場合があります。 初期の操作順序は、誰が実行するかに関わらず同じです。
役割は、組織および環境に固有のニーズに合わせてカスタマイズできます。

ストレージカタログエンティティの参照
ストレージカタログの使用を開始するには、SPM にログインします。 ログインすると、ユー
ザーインターフェイスにより、すべてのテンプレート、ストレージサービス、リソース、役
割、およびセキュリティグループによって構成されるカタログにアクセスできます。 さらに
ユーザーは、SPM を通じて利用可能なストレージを管理できます。

SPM インターフェイスの領域の識別
ダッシュボードを表示するには、SPM インターフェイスを開きます。 最初は、デフォルトの
テンプレート、役割、およびセキュリティグループがありますが、ストレージサービスまたは
リソースはありません。 エンティティが作成されると、ダッシュボードが更新され、エンティ
ティが含まれます。

[ダッシュボード] ウィンドウには、[ストレージサービス] および [容量] 領域があります。
ユーザーインターフェイスの他の領域にアクセスするには、ナビゲーションツリーを使用しま
す。 リストビューでは、主要見出しの [ストレージサービス]、[リソース]、および [管理] に、
それぞれサブセクションがあります。 ナビゲーションツリーの上部には、[はじめに] および
[ダッシュボード] へのリンクもあります。
ナビゲーションツリー (一番左のペイン) からサブセクション項目を選択すると、その項目がコ
ンテンツペインに表示されます。 コンテンツペインでは、追加の詳細情報および操作を利用で
きます。
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ナビゲーションツリー内の項目を右クリックすると、その項目が選択されている場合に画面の
下部にある [Actions] ボタンから選択できるものと同じ操作が表示されます。
ダッシュボードの [ストレージサービス] セクションには、[概要] と [テンプレート] の 2 つの
タブがあります。 [概要] タブには、現在のストレージサービスに関する基本情報 ([リソース提
供済み]、[リソース提供未済]、および [遷移中] のサービスなど) が表示されます。 [テンプレー
ト] タブには、使用中の各テンプレートの数に関する情報が表示されます。
ダッシュボードの [容量] セクションには、SPM によって監視されているストレージ容量に関
する詳細情報が表示されます。

表示するカラムのカスタマイズ

SPM により、各クライアントマシンで、[リストビュー] 画面に表示するカラムをカスタマイズ
できます。 表示するカラムを選択するには、以下の手順に従ってください。
1. [ツール]メニューから、[ユーザーの設定]を選択します。

[ユーザーの設定]ダイアログボックスが表示されます。
2. [カラム設定]をクリックします。
3. ダイアログボックスの左側から、変更するリストビュー表示 ([アレイカラム]など) を選択
します。

4. [利用可能カラム]リストから、カラムタイトルをクリックして表示するカラムを選択し (複
数のカラムを選択するには [CTRL キーを押しながらクリック]します)、[>] をクリックしま
す。

これらのカラムタイトルは、ダイアログボックスの右側の [有効カラム]リストに追加され
ます。

5. [有効カラム]からカラムタイトルを削除するには、削除するカラムタイトルをクリックし
(複数のカラムを選択するには [CTRL キーを押しながらクリック]します)、[<] をクリックし
ます。

これらのカラムタイトルは、[有効カラム]リストから削除され、[利用可能カラム]リストに
戻ります。

6. カラムが表示される順番を変更するには、カラムタイトルを強調表示し、上向きまたは下
向きの矢印ボタン ([有効カラム]リストの下にあります) を使用して希望の位置に移動させ
ます。

7. ダイアログボックスの左側にある設定したい各カラムについて、この手順を繰り返しま
す。

8. [OK] をクリックして設定を保存します。

データサイズ形式のカスタマイズ

データサイズ形式を、希望に合わせてカスタマイズできます。

1. [ツール]メニューから、[ユーザーの設定]を選択します。
[ユーザーの設定]ダイアログボックスが表示されます。

2. [データサイズ形式]をクリックします。
3. 下向きの矢印を選択して、3 つの形式のいずれかを選択します。

• [バイナリ] - バイナリ単位 (1 キビバイト = 1024 バイトなど) を使用してデータサイ
ズをフォーマットします。

• [10 進数] - 10 進単位 (1 キロバイト = 1000 バイトなど) を使用してデータサイズを
フォーマットします。

• [バイナリ (10 進単位)] - 10 進単位のバイナリ値 (1 キロバイト = 1024 バイトなど)
を使用してデータサイズをフォーマットします。

4. [OK] をクリックします。
単位の詳細については、単位を参照してください。
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注記: Matrix OE は、10 進数の単位を使用します。
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2 SPM の使用開始
SPM のインストール

SPM は、HP Matrix OE ソリューションの一部としてインストールされます。 SPM ソフトウェ
アを使用するには、 Microsoft® .NET 4.0 が中央管理サーバーにインストールされている必要
があります。 詳細は、『HP Insight Management Installation and Configuration Guide 』 (英語)
を参照してください。

SPM v1.x からのアップグレード
SPM 2.1 のインストールの最終段階で、SPM 1.x カタログが存在する場合、SPM は自動的に
SPM 2.1 カタログへの変換を試みます。 アップグレードが正常に進行すると、ストレージア
レイ、ボリューム、ネットワークを含む古いカタログのすべてのリソースが、新しいカタログ
にインポートされます。 古いカタログに存在したストレージサービスは、新しいカタログで作
成およびアクティブ化されます。

ある状況下では、SPM 1.x カタログのいくつかの管理対象リソースは、アップグレードプロセ
スによって作成された SPM 2.1 カタログで非管理対象になる可能性があります。 これは、た
とえば、これらのリソースの管理インターフェイスがアップグレードプロセス中に使用できな
い場合に起こり得ます。 SPM ログファイルには、このような状況に関する通知が含まれます。
ユーザーは、非管理対象リソースを SPM 2.1 から削除する前に使用中のアレイまたはその他
のリソース上でソフトウェアを更新し、管理対象リソースとして再インポートする必要があり
ます。

ネットワーク接続は SPM 1.x では SAN ID を使用して処理されていました。 非管理対象ネッ
トワークは、SPM 1.x カタログにある各 SAN ID について構築されます。 プロキシ WWN が
使用されている場合、SPM が適切にネットワーク接続を決定できるように、ユーザーはこれら
を適切な非管理対象ネットワークに手動で追加する必要があります。

SPM 1.x で非管理対象だったすべてのリソースは、SPM 2.1 でも非管理対象のままになりま
す。 アップグレードユーティリティは、非管理対象リソース (非管理対象 3PAR アレイなど)
を管理対象 SPM 2.1 リソースに変換しません。これは、SPM 1.x カタログに非管理対象リソー
スを管理するための認証情報が含まれていないためです。 SPM 2.1 でリソースが管理可能で
あり、それらを SPM で管理させたい場合、エンドユーザーはリソースを変更して管理可能に
する必要があります。

アップグレードプロセスは、SPM 1.x カタログに含まれるデータを他にも軽微に変更する可能
性があります。 以下に記載された変更が起こる可能性があります。

• SPM 1.x では、エンドポイントを複数の SAN で指定できました。 SPM 2.1 では、エンド
ポイントは、1 つの SAN でのみ指定できます。 アップグレードユーティリティが複数の
SAN で指定された複数のエンドポイントに遭遇した場合、それらは SPM 1.x カタログの
エンドポイントを含む SAN からランダムに選択された、唯一の SAN に置かれます。

• アップグレードユーティリティは、ストレージサービス (SPM 1.x では「ストレージプロ
ファイル」と呼ばれていました) の再アクティブ化を試みます。 一部のストレージサービ
スには、リソースが提供されない可能性があります。 また、一部のサービスは、リソース
提供されるものの、仕様に準拠しない可能性があります。 これらのサービスを変更して、
リソースが提供されるようにする、また仕様に準拠したものとするかどうかは、ユーザー
次第です。

• アップグレードされたすべてのリソースは、Matrix Security Group に属します。

• アップグレードされたすべてのストレージサービスは、HP Matrix Default Storage Template
を使用します。

• 未使用の v1.x に含まれる提供要件は、アップグレードプロセス中に削除されます。
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注記: アップグレードプロセスには時間がかかることがあり、数十分間におよぶ場合もあり
ます (その間は SPM を使用できません)。

アップグレード時の管理対象アレイとしての XP アレイのインポート
XP アレイは、SMPCredentials.txt という名前の認証情報ファイルを作成して、<SPM の
インストールパス >/state フォルダーに配置することで、アップグレードを実行するとき
に、管理対象アレイとしてインポートできます。 SPMCredentials.txt ファイルは、アッ
プグレードを実行する前にこの state フォルダに作成して配置する必要があります。
認証情報ファイルは、次の形式にする必要があります。

• 各 XP アレイについて 1 行のエントリーにする

• 各エントリーには、 ホスト名、ポート番号、ユーザー名、およびパスワードの 4 つの値
を含める必要があります。

• 値は、スペースで区切る必要があります。

• XP アレイが接続のためにこのようなポートを必要としない場合であっても、ポート番号に
は値を指定する必要があります。 任意の数字を使用できます。 XP アレイによってこれは
無視されますが、認証情報ファイルの形式ではこのポート番号を含める必要があります。

認証情報ファイルが提供されない、あるいは、必要な形式になっていない場合には、XP アレイ
は非管理対象アレイとしてインポートされます。

以下は、3 つのエントリーを含む SMPCredentials.txt ファイルのサンプルです。

#-------------------------------------------------
# host port username password
#-------------------------------------------------
p.usa.hp.com 1 pierre P%^&;
m.usa.hp.com 2 matt Z23#@
t.usa.hp.com 3 tracy B#*&^

SPM v2.0 からのアップグレード
SPM 2.x シリーズ内の SPM のあるバージョンから別の 2.x シリーズ内のバージョンへのアッ
プグレードは、SPM 1.x からのアップグレードよりも大幅に簡単です。 プロセスは自動で行わ
れ、ユーザーの介入を必要としません。

アレイおよびネットワークと通信するための SPM のセットアップおよ
び設定

SPM を使用する前に、どのストレージリソース (アレイおよびネットワーク) を SPM が利用で
きるようにするかを決定し、SPM がそれらのリソースと通信できるようにするソフトウェアコ
ンポーネントをインストールして設定します。 SPM が自動サポートを提供するリソースにつ
いて理解するには、SPM環境を参照してください。
リソースに関する情報と、リソースがそれぞれどのようにインストールされ設定されるべきか
については、以下のリストを参照してください。 これは使用可能なリソースに関するリストで
あり、必要なリソースについてのリストではありません。 各環境にはそれぞれ異なる必要なリ
ソースのセットがあります。

• HP EVA ディスクアレイを設置し、HP P6000 Command View ソフトウェアで設定する必
要があります。 SPM は、使用するすべての EVA の CV インストールと TCP/IP で通信で
きる必要があります。 詳細は、EVAストレージシステムの設定と管理を参照してくださ
い。

• HP 3PAR Storage System を設置し、SMI-S に対応するように設定する必要があります。 詳
細は、3PARストレージシステムの設定と管理を参照してください。
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• HP XP または P9500 ストレージシステムを設置し、適切に設定する必要があります。 こ
れには、SPM がインストールされているサーバーと HP XP/P9500 アレイが FC 接続され
ていることを確認する作業も含まれます。 詳細は、HP P9000/XPディスクアレイの使用
を参照してください。

• SPM は、Brocade SAN 環境で動作するボリュームの自動ゾーニングをサポートします。
この機能を有効にするには、HP B-series または Brocade ファブリック管理ソフトウェアを
インストールする必要があります。 詳細は、Brocadeファイバーチャネルネットワークの
操作を参照してください。

HP Matrix OE、EVA ストレージシステム、3PAR Storage System、Brocade Network Advisor、
および XP ストレージシステムの設置と設定については、このドキュメントでは説明しません。

注記: この情報は、非管理対象アレイまたは SAN には適用されません。 詳細は、非管理対
象アレイの使用または非管理対象ネットワークの使用を参照してください。

その他の問題が発生する場合は、詳細についてトラブルシューティングを参照してください。

SPM の起動
SPM を起動するには、ブラウザーウィンドウを開いて、https://servername:8000(ここ
で、servername は SPM をホストするサーバーの名前または IP アドレスです) にアクセスしま
す。

注記: ブラウザーの互換性については、次の Web サイトにある Insight Management Support
Matrix を参照してください。
http://www.hp.com/go/matrixoe/docs (英語)

注記: SPM GUI を実行するには、クライアントシステムに Microsoft Silverlight がインストー
ルされている必要があります。

注記: データ暗号化のためのセキュリティ証明書は、SPM によって実行時に生成されます。
このため、認証機関によって証明書に署名されることはありません。 ブラウザーに、SPM が
信頼されるサイトではない可能性があることを示す警告が表示される場合があります。 警告の
指示に従い、アクセスを許可して SPM を起動してください。

SPM へのログイン
SPM は、ログインとアクセス制御の管理の両方で、既存の Windows 認証情報を受け入れま
す。 提供される認証情報は、SPM サービスを実行するサーバーに認識されている必要があり
ます。 サーバーが Microsoft Windows Active Directory ドメインに参加している場合は、ドメ
インの認証情報も使用できます。 最初は、サーバー固有のローカル Administrators グループの
メンバーのみがログインできます。セキュリティ設定についての詳細は、セキュリティの管理
を参照してください。

ログインするには、SPM を起動し、該当するフィールドにログイン名とパスワードを入力し
て、[OK] をクリックします。

SPM からのログアウト
アプリケーションの右上に示されているユーザー ID の横の [ログアウト]をクリックします。
ログイン画面が表示されます。

注記: ログインしているユーザーがアイドル状態になってから 30 分以上経過すると、SPM
セッションはタイムアウトになり、再度のログインが必要になります。
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バックアップと復元
SPM 2.1 は、Matrix 7.1 のバックアップと復元のフレームワークに参加します。 Matrix 環境
内でのバックアップおよび復元の実行についての詳細は、http://www.hp.com/go/matrixoe/
docs (英語) で、ホワイトペーパー『Backing up and restoring HP Insight Management 7.1 Central
Management Server (Windows)』を参照してください。 そこには、SPM の状態のバックアッ
プと復元を含む、Matrix 環境のバックアップと復元の方法についての手順が記載されていま
す。

SPM カタログがバックアップから復元された後で、Matrix は自動的に SPM を内部復旧モード
にします。 内部復旧モードでは、SPM は通常のストレージ管理アクティビティを許可しませ
ん。また、すべてのボリュームを隔離状態にするかわりに、各ボリュームの「シグネチャーの
状態」フィールドを設定します。 「シグネチャーの状態」フィールドは、バックアップが作成
されたときと復元が発生したときとの間に各ボリュームのどの面が変更されたか、ユーザーに
伝えるために使用されます。 特に、ボリュームが接続されるサービスが「シグネチャーの状
態」を追加するために検証されます。 ユーザーは、バックアップが復元された後でどのように
続行するか決定するため、このフィールドを使用します。 目的は、SPM カタログの状態を、
管理対象であるストレージサービスおよびボリュームの状態と再同期させることです。

SPM が各ボリュームの「シグネチャーの状態」フィールドを追加すると、SPM は手動復旧モー
ドに変わります。 ユーザーは、SPM のボリュームリストにある各ボリュームのシグネチャー
の状態を元に、適切なアクションを行う必要があります。 考えられるボリュームの「シグネ
チャーの状態」の値は、内部復旧が完了した後で SPM にインポートされます。ユーザーが行
うアクションは以下のリストのとおりです。

考えられる操作説明シグネチャーの状態

これらのボリュームは隔離状態から削除し
ても安全です。

バックアップ実行時から変更されていない
復旧カタログ内のボリュームを示します。

有効

ユーザーは、カタログからボリュームを削
除するか、SPM の現在のインスタンスに

ボリュームの管理シグネチャーが SPM の
新しいバージョンによって書き込まれたこ
とを示します。

サポート対象外のバー
ジョンです

よって所有権をアサートするために管理シ
グネチャーを再度書き込む必要があります。

ユーザーは、壊れた原因を特定するため、
ボリュームを隔離状態から削除する前にト

ボリューム上の管理シグネチャーが壊れて
いることを示します。

壊れています

ラブルシューティングの手順を開始する必
要があります。

これらのボリュームは使用することも可能
ですが、管理シグネチャーを書き込まなかっ

このボリュームには管理シグネチャーが格
納されていません。 原因は、アレイ上に

存在しません

た SPM のバージョンのインスタンスによっホストされたボリュームがサポートされて
てインポートされないこれらのボリュームいないか、管理シグネチャーの書き込みが
を、SPM がアサートすることはできませ
ん。

できないか、またはどの SPM カタログに
もボリュームがインポートされていないか
の、いずれかが考えられます。

これらのボリュームは使用することも可能
ですが、管理シグネチャーを書き込まなかっ

これは、管理シグネチャーを持たないた
め、SPM のすべてのインスタンスによっ

復元以降の変更はありま
せん

た SPM のバージョンのインスタンスによって管理対象であると知られていない、SPM
てインポートされないこれらのボリュームの復元状態で言及されるボリュームを示し
を、SPM がアサートすることはできませ
ん。

ます。また、それらは復元時間にではなく
復元状態で記録された異なるプロパティを
持ちます。

通常、ユーザーはこれらをインポートすべ
きではありませんが、あえてインポートす

最後に SPM の別のインスタンスにインポー
トされた、SPM の復元状態で言及される
ボリュームを示します。

取得したカタログが一致
しません

ることも可能です (データの壊滅的な損失の
場合など)。

ユーザーは、これらのボリュームを使用す
る前に、結合されたサービスを非アクティ

これは、SPM の復元状態ではボリューム
がサービスに結合されていることを示す一

予期せぬサービス結合で
す

ブ化することによって不一致を解消する必
要があります。

方、ボリューム上の管理シグネチャーは
サービスに結合されていないことを示すと
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考えられる操作説明シグネチャーの状態

いう意味です。 最新のバックアップ以降、
サービスが非アクティブ化されている可能
性があります。

ユーザーは Matrix lsmanalyser を使用する
必要がありますが、それでもこの問題を解

これは、復元された SPM カタログに記録
されたのとは異なる方法でサービスがアク

サービスアクティブ化レ
ベルが一致しません

決できない場合は、サービス要件を手動でティブ化された、ボリューム状態の管理シ
グネチャーを示します。 更新し、ボリュームを隔離状態から削除す

る前に管理シグネチャーを再度書き込む必
要があります。

ユーザーは、カタログ内の現在のサービス
を非アクティブ化し、ボリューム上で新し

これは、復元された SPM カタログに記録
されたのとは異なるサービスによって、ボ

サービスが一致しません

いサービスをアクティブ化することによっリューム状態の管理シグネチャーが使用さ
れていることを示します。 て、ボリュームを隔離状態から削除する前

にこの差異を解決する必要があります。

上記リストの状態が該当するのは、アレイに存在するボリュームのみです。 復旧カタログに存
在していてもアレイに存在していないボリュームは、オフラインとマークされます。 ユーザー
はバックアップと復元時間の間に失われたサービスを再作成する必要があり、それらのサービ
スに手動でボリュームを割り当てる必要があります。 詳細については、ストレージサービスへ
のボリュームの手動割り当てを参照してください。

バックアップから復元したとき、SPM はすべてのボリュームを隔離状態にします。ユーザーは
必要に応じてそれらを手動で隔離状態から削除しなければなりません。 管理シグネチャーが表
示されていない場合、壊れている場合、また、復旧以降に変更された場合は、それらを隔離状
態から削除しても問題がないかどうか、ユーザーは手動で確認する必要があります。 ユーザー
が復旧ボリュームの状態に応じて必要な手動のアクションを完了し、通常の運用を開始する準
備ができたら、ユーザーは SPM が手動復旧モードの場合に表示される [手動復旧を終了します]
と示されるアイテムをクリックして、SPM を復旧モードから解除する必要があります。
最新のバックアップ後に SPM にインポートされたいくつかのボリュームは、バックアップが
復元された後は SPM カタログに存在しないことがあり、上記のプロセスでは処理されない可
能性があります。 それらのボリュームを復旧するには、ユーザーは SPM にボリュームを再イ
ンポートする必要があります。 SPM インポートウィザードは、SPM の現在のインスタンスに
よって以前所有されていたそれらのボリュームを示します。 そのボリュームはインポートして
も安全です。 その他の SPM のインスタンスによって所有されるボリュームは、SPM のインス
タンスの現在の状態によっては、インポートするのに安全である場合もそうでない場合もあり
ます。
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3ストレージカテゴリへのストレージのインポート
オンデマンドで作成されるボリュームを除いて、ストレージサービス要件を満たすために使用
できるのは、カタログにインポートされているストレージおよびネットワークのみです。 SPM
は、オンデマンドプロビジョニングの機能を持つアレイ上のインポート済みのストレージプー
ルから、ボリュームを自動的にプロビジョニングできます。 ストレージプールをカタログにイ
ンポートするには、まず、アレイをインポートします。 その後、事前プロビジョニング使用モ
デルを使用する場合は、オプションでボリュームをインポートできます。

アレイのインポート
アレイのストレージプールを使用してストレージサービス要件を満たすには、まず、アレイを
SPM カテゴリにインポートする必要があります。 アレイをインポートすると、SPM がアレイ
の属性 (ストレージプール、ボリューム、ホストエントリー、提供など) を検出できるようにな
ります。 アレイの機能に応じて、SPM は、オンデマンドボリューム作成やボリュームの提供
の設定といった、インポートされているアレイに関する一部のタスクを自動化できます。

注記: また、SPM は、XML ファイルからの非管理対象アレイのインポートもサポートしてい
ます。 この場合、SPM は、アレイに関するどのストレージ管理タスクも自動化しません。 詳
細は、非管理対象アレイの使用を参照してください。

アレイをインポートするには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーから、[アレイ]を選択し、ウィンドウの下部にある [アレイのイン
ポート]をクリックします。 (または、ナビゲーションツリーから、[はじめに]を選択し、
[アレイのインポート]をクリックするか、[アレイ]を右クリックし、[アレイのインポート]
をクリックします。)
[アレイのインポートウィザード]が表示されます。

2. [アレイタイプの選択]ページで、リストからアレイタイプを選択し、[次へ]をクリックしま
す。

ヒント: アレイタイプをフィルタリングするには、[検索]ボックスにアレイタイプ名を入
力します。

3. [接続情報の提供]ページの該当するフィールドに、(該当する場合は) 管理サーバーのホス
ト名、ポート、ユーザー名、およびパスワードを入力します。 ホスト名とポートはアレイ
の位置に対応し、ログイン情報はアレイのログインに対応します。 必要な情報を入力した
ら、[次へ]をクリックします。

4. [アレイのインポート]ページで、インポートするアレイをリストから選択し、[次へ]をク
リックします。

ヒント: アレイを名前でフィルタリングするには、[検索]ボックスにアレイ名を入力しま
す。

5. [アレイのプロパティ]ページで、インポートされるアレイにタグ名を適用します。 タグを
入力するには、タグ名を入力し、[+] アイコンをクリックします。 次に、リストからセキュ
リティグループを選択して、アレイを割り当てます。 次に、インポート後にサービス一致
のためにアレイを使用可能にするかどうかを選択します。 完了したら、[次へ]をクリック
します。

注記: Matrix OE で利用可能にするリソースは、Matrix Security Group のように Matrix
の役割ごとに十分なアクセス権を提供するセキュリティグループ内に存在する必要があり
ます。
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6. [概要]ページで、設定を確認します。 変更する場合は、[戻る]をクリックして、前のウィ
ザードページに戻ります。 デフォルトの状態では、アレイのインポート操作が完了する
と、[ストレージプールのインポートウィザード]が起動します。 この設定を無効にするに
は、[完了後にストレージプールのインポートウィザードを起動]チェックボックスをクリ
アします。 すべての設定を確認したら、[完了]をクリックします。

[概要]ページで有効になっている場合は、アレイのインポートの直後に [ストレージプールのイ
ンポートウィザード]が表示されます。

ストレージプールのインポート
SPM は、ディスクストレージのセクションを分離するストレージプールを使用するアレイをサ
ポートします。 これは、Matrix/SPM がアレイの一部のみを使用する予定のとき、またはアレ
イの部分によって異なる許可を使用するときに役立つ場合があります。 ストレージプールの作
成にはアレイ管理インターフェイスを使用でき、SPM には、SPM が使用できるストレージプー
ルのみを認識させる必要があります。 このようにすることで、SPM がアレイのサブセットの
みを管理できるようになり、あるストレージプールについてはオンデマンドプロビジョニング
を実行でき、別のストレージプールについては実行できないようになります。

既存のストレージプールを管理する方法については、ストレージプールの管理を参照してくだ
さい。

ストレージプールをインポートするには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーから、[ストレージプール]を選択し、ウィンドウの下部にある [スト
レージプールのインポート]をクリックします。 (または、ナビゲーションツリーから、[は
じめに]を選択し、[ストレージプールのインポート]をクリックするか、[ストレージプール]
を右クリックし、[ストレージプールのインポート]をクリックします。)
[ストレージプールのインポートウィザード]が表示されます。

2. [アレイの選択]ページで、ストレージプールのインポート元となるアレイを選択し、[次へ]
をクリックします。

ヒント: アレイをフィルタリングするには、[検索]ボックスにアレイ名を入力します。

3. [ストレージプールのインポート]ページで、インポートするストレージプールを選択し、
[次へ]をクリックします。

4. [Tags and Security] ページで、タグ名を入力し、インポートされるアレイに割り当てるセ
キュリティグループを選択します。 タグを入力するには、タグ名を入力し、[+] アイコン
をクリックします。 完了したら、[次へ]をクリックします。
Matrix ユーザーは、Matrix でプールを利用可能にするために、定義済みの Matrix セキュ
リティグループを使用する必要があります。

注記: 定義済みの Matrix OE セキュリティグループを使用して、Matrix OE でプールを
利用できるようにします。

5. [概要]ページで、設定を確認します。 変更する場合は、[戻る]をクリックして、前のウィ
ザードページに戻ります。 デフォルトでは、ストレージプールのインポート操作が完了す
ると、[ボリュームのインポートウィザード]が起動します。 この設定を無効にするには、
[完了後にボリュームのインポートウィザードを起動]チェックボックスをクリアします。
すべての設定を確認したら、[完了]をクリックします。

[概要]ページで有効になっている場合は、ストレージプールのインポートの直後に [ボリューム
のインポートウィザード]が表示されます。

ボリュームのインポート
既存のボリュームを管理する方法については、ボリュームの管理を参照してください。
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ストレージプールから既存のボリュームをインポートすると、SPM がそれらのボリュームを使
用してストレージサービス要件を満たすことができるようになります。 この手順は、事前プロ
ビジョニング使用モデルでのみ必要です。 オンデマンドプロビジョニングのみを使用する場合
は、既存のボリュームをインポートする必要はありません。

注記: インポートされたすべてのボリュームは、SPM によってストレージサービスを実行す
るために使用できます。 別の SPM サーバーによって割り当てられている可能性のあるボリュー
ムや、別の目的のために手動で割り当てられているボリュームは、絶対にインポートしないで
ください。 SPM によってあるコンシューマーに割り当てられているボリュームが、別の SPM
インスタンスやその他のプロセスによって別のコンシューマーに割り当てられると、データが
消失したり壊れたりする可能性があります。

ボリュームをインポートするには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーから、[ボリューム]を選択し、ウィンドウの下部にある [ボリューム
のインポート]をクリックします。 (または、ナビゲーションツリーから、[はじめに]を選
択し、[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。

2. [ストレージプールの選択]ページで、ボリュームのインポート元となるストレージプール
を選択し、[次へ]をクリックします。

3. [ボリュームのインポート]ページで、SPM カタログにインポートするボリュームを選択し
ます。

4. [ボリュームのプロパティ]ページで、タグ名を入力し、インポートされるボリュームに割
り当てるセキュリティグループを選択します。 タグを入力するには、タグ名を入力し、
[+] アイコンをクリックします。 完了したら、[次へ]をクリックします。

注記: 定義済みの Matrix OE セキュリティグループを使用して、Matrix OE でプールを
利用できるようにします。

5. [概要]ページで、設定を確認します。 変更する場合は、[戻る]をクリックして、前のウィ
ザードページに戻ります。 すべての設定を確認したら、[完了]をクリックします。

ネットワークのインポート
既存のネットワークを管理する方法については、ネットワークの管理を参照してください。

ネットワークをインポートするには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーから、[リソース]の下の [ネットワーク]を選択し、ウィンドウの下
部にある [ネットワークのインポート]をクリックします。 (または、ナビゲーションツリー
から、[はじめに]を選択し、[ネットワークのインポート]をクリックします。)
[ネットワークのインポートウィザード]が表示されます。

2. [ネットワークタイプの選択]ページで、インポートするネットワークのタイプをリストか
ら選択し、[次へ]をクリックします。

ヒント: ネットワークタイプをフィルタリングするには、[検索] ボックスにネットワー
クタイプ名を入力します。

3. [接続情報の提供]ページの該当するフィールドに、(該当する場合は) 管理サーバーのホス
ト名、ポート、ユーザー名、およびパスワードを入力します。 ホスト名とポートはネット
ワークデバイスマネージャーの位置に対応し、ログイン情報はネットワークデバイスマ
ネージャーのログインに対応します。

必要な情報を入力したら、[次へ]をクリックします。
4. [ネットワークのインポート]ページで、インポートするネットワークをリストから選択し、

[次へ]をクリックします。
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注記: ファブリックのみがインポート用に表示されます。 FC SAN/LSAN タイプの構成
物のインポートはサポートされません。

ヒント: ネットワークを名前でフィルタリングするには、[検索] ボックスにネットワー
ク名を入力します。

5. [ネットワークのプロパティ]ページで、タグ名を入力し、インポートされるボリュームに
割り当てるセキュリティグループを選択します。 タグを入力するには、タグ名を入力し、
[+] アイコンをクリックします。 完了したら、[次へ]をクリックします。

注記: 定義済みの Matrix OE セキュリティグループを使用して、Matrix OE でプールを
利用できるようにします。

6. [概要]ページで、設定を確認します。 変更する場合は、[戻る]をクリックして、前のウィ
ザードページに戻ります。

すべての設定を確認したら、[完了]をクリックします。
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4ストレージサービスポリシー
SPM により、ストレージアーキテクトは、テンプレートを使用してストレージサービスプロビ
ジョニングポリシーを制御できます。 テンプレートでは、コンシューマーがテンプレートに基
づくストレージサービスに追加できる、または追加する必要がある要件のタイプを指示しま
す。 またテンプレートには、サービスに自動的に追加される読み取り専用の要件やデフォルト
の要件が含まれる場合もあります。

テンプレートには、選択された要件をストレージサービスが指定しないように禁止する機能も
あります。 これにより、ストレージアーキテクトは、重要な特性を事前に指定しておき、コン
シューマーによる変更を防止できます。 これをアクセス制御とともに使用すれば、ストレージ
アーキテクトは、すべての要求に直接関与しなくても、ストレージサービスプロビジョニング
を詳細に制御することができます。

テンプレートの管理
ストレージアーキテクトは、デフォルトで、テンプレートについて次の操作を実行できます。

• 新しいテンプレートの作成

• 既存のテンプレートの変更 (ユーザーは、テンプレートに基づく既存のサービスを変更す
るかどうかについて尋ねられます)

• 既存のストレージサービスに関するテンプレート要件の変更

• テンプレートの削除 (テンプレートは、そのテンプレートに基づく既存のストレージサー
ビスが存在する場合は削除できません)

ストレージアーキテクトおよびストレージ管理者は、テンプレートについて次の操作を実行で
きます。

• セキュリティグループのテンプレートの追加または削除

• テンプレートの詳細情報/内容の表示

• テンプレートに基づくすべてのサービスの表示

• サービスのテンプレートの表示

テンプレートの作成

テンプレートの作成は、ストレージアーキテクトが担当する作業です。 作成するすべてのテン
プレートには、基本的なプロパティを継承する親テンプレートを関連付ける必要があります。
親テンプレートは、テンプレートを作成するときに選択する必要があります。 既存のテンプ
レートをコピーして、テンプレートを新規に作成できます。この場合には、コピー元のテンプ
レートと同じ親テンプレートが関連付けられます。

作成プロセスの途中で、ユーザーは、テンプレートの要件を指定することを求められます。

注記: SPM には、Matrix ストレージプロビジョニングに使用されるデフォルトの Matrix OE
テンプレートが付属しています。 これは、手動で指定される要求 (SPM カタログストレージを
使用したストレージプールエントリーの手動定義や、Matrix サービステンプレートを定義する
際の論理ディスクの属性の手動指定など) のために使用されます。 さらに、Matrix サービステ
ンプレートの論理ディスク情報を定義するアーキテクトは、他の SPM ストレージテンプレー
トを参照し、選択できます。 ストレージアーキテクトは、デフォルトの Matrix テンプレート
を直接編集したり、デフォルトのテンプレートから新しいテンプレートを作成したり、デフォ
ルトのテンプレートのコピーを作成して適切な修正を加えたりすることによって、Matrix スト
レージプロビジョニングを制御できます。

サービス要件についての詳細は、要件タイプを参照してください。

テンプレ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. ナビゲーションツリーで、[ストレージサービス]の下の [テンプレート]を選択します。
コンテンツペインに [テンプレート]ページが表示されます。 既存のテンプレートとその説
明が表示されます。

2. 右下にある [テンプレートの作成]をクリックします。 (または、[ストレージサービス]の下
の [テンプレート]を右クリックし、[テンプレートの作成]をクリックします。)
[テンプレートの作成ウィザード]が表示され、いくつかの基本ガイドラインが示されます。

注記: 下部のチェックボックスを選択すれば、それ以降はこの画面は表示されません。

3. [次へ]をクリックします。
[テンプレートのプロパティ]画面が表示されます。

4. 赤色のアスタリスクで示される必要な情報と、追加のプロパティを入力します。

5. サービスタイプを選択します。

基本テンプレートの選択肢が表示されます。 すべてのテンプレートは、基本テンプレート
に基づいている必要があります。

6. 適切な基本テンプレートを選択します。

7. 選択したテンプレートをコピーするか、選択したテンプレートを新しいテンプレートの親
として使用するオプションを選択します。

作成するすべてのテンプレートには、基本的なプロパティを継承する親テンプレートを関
連付ける必要があります。 親テンプレートは、テンプレートを作成するときに選択する必
要があります。 既存のテンプレートをコピーして、テンプレートを新規に作成できます。
この場合には、コピー元のテンプレートと同じ親テンプレートが関連付けられます。

8. [次へ]をクリックします。
[読み取りのみの要件]画面が表示されます。
このテンプレートを使用して作成されるすべてのサービスの実行に使用されるが、ユー
ザーが変更できない要件を指定します。

9. [次へ]をクリックします。
[使用可能な要件タイプ]画面が表示されます。
値として [許可されています]、[許可されていません]、または [必須] を指定することによっ
て、ユーザーが追加することを許可する要件を選択します。

注記: [Provision Service Wizard] では、「必須」とマークされる要件についてのプロン
プトが自動的に表示されます。

10. [次へ]をクリックします。
[デフォルト値]画面が表示されます。
このテンプレートを使用して作成されるすべてのサービスにデフォルトで追加され、ユー
ザーが変更可能な要件を指定します。

11. [次へ]をクリックします。
[セキュリティ]画面が表示されます。

12. このテンプレート用のセキュリティグループを選択します。 テンプレートの表示およびプ
ロビジョニングの許可を持つグループのユーザーのみが、このテンプレートを選択し、使
用できます。

注記: このテンプレートを Matrix OE から使用する予定がある場合には、テンプレート
を Matrix Security Group のように Matrix の役割ごとに十分なアクセス権を提供するセキュ
リティグループ内に存在させる必要があります。
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13. [次へ]をクリックします。
[概要]画面に、このテンプレートのすべての要件と設定が表示されます。

14. 変更の必要な項目がある場合は、[戻る]をクリックします。 ない場合は、[完了]をクリッ
クします。

15. ナビゲーションツリーで、[ストレージサービス]の下の [テンプレート]をクリックして、
[テンプレート]ページに戻ります。 新しく作成されたテンプレートが、既存の他のテンプ
レートおよびその説明とともに表示されます。

テンプレートの表示/編集/削除
テンプレートを作成したら、ダッシュボードからその要件の概要やその他の詳細情報を表示し
たり編集したりできます。 テンプレート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. ナビゲーションツリーで、[ストレージサービス]の下の [テンプレート]を選択します。
コンテンツペインに [テンプレート]ページが表示されます。 既存のテンプレートとその説
明が表示されます。

2. 表示または編集するテンプレートの名前を選択します。

テンプレート情報画面が表示されます。

3. 上部の各タブをクリックして、テンプレートの詳細情報および要件を確認します。 [概要]、
[読み取りのみの要件]、[デフォルト要件]、[要件タイプ]、[ストレージサービス]、[子テン
プレート]、および [セキュリティ]があります。

4. 変更が必要な場合は、右下の [テンプレートの編集]をクリックします。
[テンプレートの編集]ページが表示されます。

5. 必要な各タブをクリックして、テンプレートに必要な編集を加えてください。

6. 各タブでの作業が完了したら、右下にある [適用]をクリックします。
7. すべての変更が完了したら、[OK] をクリックします。
テンプレート情報画面が表示されます。

8. テンプレートを削除する必要がある場合は、テンプレート情報画面の右下にある [テンプ
レートの削除]をクリックします。
[テンプレートの削除]確認画面が表示されます。

9. 削除を確認するには、[テンプレートの削除]をクリックします。
[テンプレート]ページが表示されます。

10. [テンプレートの削除]を間違ってクリックした場合は、[キャンセル]をクリックしてくださ
い。

テンプレート情報画面が表示されます。

注記: デフォルトの Matrix テンプレートは、慎重に編集する必要があります。すべての変更
が、ストレージニーズの手動での指定 (SPM カタログストレージを使用したストレージプール
エントリーの手動定義や、Matrix サービスを定義する際の論理ディスク情報の手動指定など)
を伴うすべての Matrix ストレージプロビジョニングに適用されます。 デフォルトの Matrix ス
トレージテンプレートを削除しないでください。削除すると、Matrix での SPM を使用したス
トレージプロビジョニングが不可能になります。

サービスタイプ
新しいテンプレートを作成する際は、3 つのサービスタイプを選択できます。 詳細は、以下を
参照してください。

• SAN接続ボリュームサービス

• ボリュームサービス
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• SAN接続サービス

注記: Matrix OE は、SAN 接続ボリュームサービスタイプのみを使用します。

SAN 接続ボリュームサービス
SAN 接続ボリュームサービスは、SAN での接続が設定されているボリュームを提供します。
このサービスは、他の 2 つのサービス (ボリュームと SAN 接続) の組み合わせです。 新しい
テンプレートを作成する際は、このサービスが、デフォルトのサービスタイプになります。

ボリュームサービス

ボリュームサービスは、ストレージアレイから単一のボリュームを提供します。

SAN 接続サービス
SAN 接続サービスは、SAN 内のエンドポイント間の接続を設定します。

要件タイプ
サービス要件は、目標となる状態を説明する、プロパティ、動作、またはポリシーの仕様で
す。サービスまたはサービスリソースは、この目標に合致するように管理されます。 要件を含
むサービスを SPM が受け取ると、既存のリソースから構築可能なサービスに対して、また必
要に応じて作成可能なリソースに対して要件を評価する一致プロセスが開始されます。 リソー
スが作成される場合は、要件を満たすように構築されます。 要件が既存のリソースに対して比
較される場合、すでに要件に一致しているサービスまたはリソース、あるいはリソースの自動
再構成を実行することによって一致可能なサービスまたはリソースのみが、要件を満たしま
す。

要件との一致が問われるのは、サービスまたはサービスリソースに対してです。 要件は、サー
ビスが要件に合致する場合に、「一致する」または「満たされる」と言われます。

サービス要件には、次の 2 つのタイプがあります。

• スカラー要件 - 単一のプロパティ、動作、またはポリシーを示す要件

• 要件グループ - 他の一連の要件をグループ化するまたは含む要件

全体要件

全体要件は、他の要件を含む要件グループです。 全体要件では、全体要件が満たされるために
は全体要件に含まれるすべての要件が満たされている必要があることが指定されます。

注記: 最上位サービス要件は、暗黙的に 全体要件グループに含まれます。

部分要件

部分要件は、他の要件を含む要件グループです。 部分要件では、部分要件が満たされるために
は部分要件に含まれる少なくとも 1 つの要件が満たされている必要があることが指定されま
す。 部分要件グループに含めることが可能なサブ要件は、その 部分要件が入っている包括要
件グループに含めることができる要件です。

ファイバーチャネルエンドポイント接続要件

ファイバーチャネルエンドポイント接続要件は、一致するサービスが特定の WWN を含むネッ
トワーク経由でアクセス可能であることを要求するために使用されます。 このサービスは、
ネットワーク上でインターフェイスを開いている必要はありませんが、将来のある時点でネッ
トワークへのインターフェイスを許可する必要があります。 ネットワーク上のサービスへのイ
ンターフェイスを作成するには、ファイバーチャネル ホスト要件を使用してください。
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ネットワーク接続要件

ネットワーク接続要件は、一致するサービスが、指定されたネットワーク経由でアクセス可能
であることを要求するために使用されます。 このサービスは、ネットワーク上でインターフェ
イスを開いている必要はありませんが、必要に応じてネットワーク上でインターフェイスを利
用できる必要があります。 ネットワーク上のサービスへのインターフェイスを作成するには、
ファイバーチャネル ホスト要件を使用してください。

ファイバーチャネルイニシエーターエンドポイント要件

ファイバーチャネルイニシエーターエンドポイント要件は、ストレージサービスにアクセスす
るホストの単一のファイバーチャネルイニシエーターエンドポイントを説明する要件を含む要
件グループです。 ファイバーチャネルイニシエーターエンドポイント要件のサブ要件を以下に
示します。

• ファイバーチャネルエンドポイント WWN - インターフェイス WWN です。

• ファイバーチャネルネットワーク - イニシエーター WWN がログインしている (またはロ
グインする予定の) ネットワークです。

• ファイバーチャネルプロキシエンドポイント WWN - プロキシ WWN が存在する SAN は、
インターフェイス WWN が接続する SAN です。
詳細については、Brocadeファイバーチャネルネットワークの操作および非管理対象ネッ
トワークの使用を参照してください。

ファイバーチャネルイニシエーターエンドポイント要件グループは、ファイバーチャネルエン
ドポイント WWN 要件を含んでいる必要があり、オプションで、エンドポイントの仕様を完成
させるために他の 2 つの要件のいずれかを含むことができます。

ファイバーチャネルターゲットエンドポイント要件

ファイバーチャネルターゲットエンドポイント要件は、単一のファイバーチャネルターゲット
エンドポイントを説明する要件を含む要件グループです。 ファイバーチャネルターゲットエン
ドポイントの要素を以下に示します。

• ファイバーチャネルエンドポイント WWN - インターフェイス WWN です。

• ファイバーチャネルネットワーク - ターゲット WWN が接続するネットワークです。

• ファイバーチャネルプロキシエンドポイント WWN - プロキシ WWN が存在するネットワー
クは、インターフェイス WWN が接続するネットワークです。
詳細については、Brocadeファイバーチャネルネットワークの操作および非管理対象ネッ
トワークの使用を参照してください。

ファイバーチャネルターゲットエンドポイント要件グループは、ファイバーチャネルエンドポ
イント WWN 要件を含んでいる必要があり、オプションで、エンドポイントの仕様を完成させ
るために他の 2 つの要件のいずれかを含むことができます。 この要件は、ファイバーチャネ
ル SAN ゾーニングサービス要件を指定するために使用されます。

ホストの要件

ホスト要件は、単一のファイバーチャネルホスト用にストレージサービスへのアクセスを示す
サブ要件を含む要件グループです。 ボリュームを複数のホストに提供する場合は、複数の ホ
スト要件を指定できます。 ホスト要件のサブ要件を以下に示します。 各サブ要件はオプショ
ンです。

• ホストエントリー名 - アレイに認識されるホストのデフォルト名です。

注記: 事前提供要件の値に TRUE が指定されている場合、この要件の存在または値は、
サービスの一致にのみ影響します。 そうでなければ、この要件はアレイ上で新しく作成さ
れるホストエントリーの名前を提示するために使用されます。
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注記: この値が提供されず、SPM によってホストエントリーが作成された場合、SPM は
そのホストエントリーの名前を自動的に生成します。

• オペレーティングシステム - イニシエーターのオペレーティングシステムです (ホストモー
ド設定を決定するためにプロバイダーによって使用されます)。

• LUN 番号 - ストレージは、LUN 番号を指定して提供される必要があります。 省略すると、
サービスプロバイダーが LUN 番号を選択します。

• ボリュームアクセス - ストレージは、アクセス権を指定して提供される必要があります。
指定しない場合は、読み取り/書き込みのアクセス権があるとみなされます。

• ファイバーチャネルイニシエーターエンドポイント - 指定された各ホストイニシエーター
エンドポイントに対してストレージが提供される必要があります (これを複数指定してホ
スト当たり複数のエンドポイントを示すことができます)。

• 事前提供 - これにより、ホスト要件グループは、一致するストレージでの提供が設定され
ず、事前提供ストレージに対してのみ一致するようになります。

各 ホスト要件には、ストレージサービスにアクセスするホスト上のポートを指定する、複数の
ファイバーチャネルイニシエーターエンドポイント要件を存在させることができます。

事前提供サブ要件が TRUE の場合、ホスト要件グループは、ボリュームの既存の提供のプロパ
ティによって、ボリュームを制限するために使用されます。 事前提供サブ要件が「TRUE」で
はない ホスト要件は、ボリュームへのインターフェイスを設定できます。 複数の ホスト要件
が指定されている場合は、以下の操作が実行されます。

1. すべての ホスト要件グループで 事前提供サブ要件が「TRUE」である場合、ボリューム
は、ホスト要件グループ内で指定された要件と一致する既存の提供とのみ一致します。 一
致するボリュームの提供は、変更されません。

2. すべての ホスト要件グループで 事前提供サブ要件が「FALSE」である (または 事前提供
サブ要件が含まれていない) 場合、結果としてサービスは、ホスト要件で指定される ホス
トによってアクセスできるように設定されます。 SPM は、ホスト要件で指定されたホス
トインターフェイスからストレージにアクセスできるように、ボリュームのホストモー
ド、マッピング、マスキング、および SAN ゾーニングを設定しようとします。

3. いかなる ホスト要件グループも指定されていない場合、一致するサービスは、すべてのホ
ストによってアクセスされないように設定 (マスキング解除、マッピング解除、およびゾー
ニング解除) されます。

4. 事前提供サブ要件が「TRUE」のホスト要件グループと 事前提供サブ要件が「FALSE」(デ
フォルト) の ホスト要件グループの混在はサポートされません。

ネットワーク機能要件

ネットワーク機能要件は、一致するサービスがプロビジョニング後に実行できなければならな
い機能を指定します。 あるネットワーク機能が必須として指定されていない場合、プロビジョ
ニングされたサービスがプロビジョニング後にその機能を実行できるかどうかは任意になりま
す。 たとえば、「Automated Zoning」の値を持つ ネットワーク機能要件は、自動ゾーニング
を実行できるネットワークとのみ一致します。

RAID レベル要件
RAID レベル要件は、この要件に一致するボリュームの RAID レベルを指定します。 RAID レ
ベルの値は、各 RAID レベルの一般概念 (冗長性、容量効率特性など) を表します。 デバイスで
選択されている実際の RAID レベルは、アレイでの RAID の特定の実装に対する一般概念のマッ
ピングから判定されます。

リソースの存在要件

リソースの存在要件とは、作成可能なリソースではなくすでに存在するリソースと一致する、
プロビジョニング時のみの要件です。 認識されるリソースクラスは、ボリュームリソースクラ
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スのみです。現時点で SPM において作成可能なリソースタイプがボリュームリソースクラス
のみであるためです。 この要件で「禁止」を指定する場合は、ボリュームの一致がオンデマン
ドプロビジョニングによって作成されなければならず、事前に存在する (事前プロビジョニン
グ) リソースではないことが指定されます。

サービス非アクティブ化ポリシー要件

サービス非アクティブ化ポリシー要件は、サービスの非アクティブ化時に実行される処理を指
定します。 以下のポリシーを使用できます。

• 処理なし - サービスの非アクティブ化時に、何も実行されません。 すべての SAN ゾーニ
ング、ボリュームデータ、およびボリューム提供が、そのままの状態で残ります。 スト
レージを消費するサーバーが、サービスの削除後もそのストレージにアクセスできること
に注意してください。

• リソースの隔離 - サービスの非アクティブ化時に、サービス内のボリュームがサーバーア
クセスから隔離され、サーバーによるそのデータの読み取りまたは書き込みは不可能とな
りますが、ボリュームとデータはアレイ上に維持されます。 ボリュームマッピングおよび
マスキングは削除され、すべての SAN ゾーニングが SAN から削除されます。 ストレー
ジボリュームは隔離状態となり、SPM でのその後の要求によってプロビジョニングするこ
とはできません。 ボリュームを有効な状態に戻したり手動で削除したりする前にデータを
適切なアーカイブに移動させるのは、ストレージ管理者が担当する作業です。

• データの破壊 - サービスの非アクティブ化時に、ストレージボリュームが削除され、含ま
れるデータが破壊されるため、その容量をその後のデータサービスのプロビジョニングに
使用できるようになります。 実行されたすべての SAN ゾーニングも削除されます。 この
ポリシーは、アーカイブプロセスが実行され、サービスの削除前に必要なすべてのデータ
が保存された状況においてのみ使用してください。

• 再利用 - サービスの非アクティブ化時に、ストレージボリュームの提供の状態が変更され
ている場合、そのボリュームの提供が解除されます。 ストレージボリュームが作成された
場合は削除され、含まれるデータは破壊されて、その容量はそのボリュームが含まれる
プールに戻されるため、その後のサービスプロビジョニング要求に使用できます。 実行さ
れたすべての SAN ゾーニングも削除されます。 このポリシーは、アーカイブプロセスが
実行され、サービスの削除前に必要なすべてのデータが保存された状況においてのみ使用
してください。

注記: Matrix OE 環境では、ポリシーは常に 再利用にする必要があります。 他のポリ
シーにすると、予期せぬ動作を引き起こす場合があります。

ストレージ機能要件

ストレージ機能要件は、一致するサービスがプロビジョニング後に実行できなければならない
機能を指定します (使用可能容量に依存します)。 ある機能が必要なものとして指定されていな
い場合、プロビジョニングされたサービスがプロビジョニング後にその操作を実行できるかど
うかは任意になります。 たとえば、「Thin Provisioning」の値を持つ ストレージ機能要件は、
シンプロビジョニングされるボリュームを作成できるアレイとのみ一致します。

ストレージプール使用可能容量要件

ストレージプール使用可能容量要件と ストレージプール使用可能容量 (%) 要件は、プロビ
ジョニング要求が完了した後にプールに存在する必要のある空き容量 (拘束されていない使用
可能容量) を指定します。 空き容量は、データサイズとして、またはプールサイズの割合 (%)
として表すことができます。

この要件により、ストレージアーキテクトは、プールから実行されるプロビジョニングのため
に残しておく空き容量を制御できます。

この要件は、ボリュームが作成または拡張されるときにのみ適用され、プロビジョニングの完
了後にストレージテンプレートの残りの空き容量が存在する場合に、「一致」と評価します。
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プロビジョニングの後は、この要件は常に「一致」と評価します (たとえば、必要なプール空
き容量がなくなっても、この要件によって既存のボリュームサービスが非準拠になることはあ
りません)。

ストレージプールの予約済み容量比要件

ストレージプールの予約済み容量比要件は、プール内のボリュームを作成または拡張するため
に必要な物理容量に対する、プールの予約済み容量の比率を指定します。 この要件はプールの
予約済み容量の比率として表されるため、値が「1」である場合は、超過予約は実行されませ
ん。 値が「2」の場合は、プールの物理容量の最大 2 倍の新しいボリュームをプールに作成で
きることを意味します。 値が「3」の場合は 3 倍を意味します (以降同様です)。この要件は、
シンプロビジョニングされるボリュームの作成および拡張を制御します。

注記: ストレージプールの予約済み容量比要件は、シンプロビジョニング固有です。

ストレージプールボリューム数要件

ストレージプールボリューム数要件は、プール内のボリュームの数を指定します。 この要件を
使用することにより、プール内でのボリューム作成を制御して、プールが過剰割り当て状態に
なることを防止できます。

タグ要件

タグ要件は、一致するサービス内の 1 つ以上のリソース (アレイ、ストレージプール、ボリュー
ム、またはネットワーク) で存在しなければならないタグを指定します。

リソース使用要件

リソース使用要件は、サービスに含まれていなければならない (または含まれていてはならな
い) リソースを指定します。 参照されるオブジェクトのタイプは、 ボリューム、ストレージ
プール、アレイ、または SAN です。 ストレージアーキテクトまたはストレージ管理者は、こ
の要件を使用して、特定のテンプレートが特定のストレージアレイセットによってのみサービ
ス要求を満たす状態を確保できます。

ボリューム容量要件

ボリューム容量要件は、ストレージサービスの容量 (またはサイズ) を指定します。 この容量
は、サーバーに通知されるストレージサイズであり、シンプロビジョニングが使用されている
かどうかによって、ストレージアレイに実際に割り当てられている場合と割り当てられていな
い場合があります。

ボリュームコミット済み容量要件

ボリュームコミット済み容量要件は、コミット済みまたは割り当て済みでなければならない容
量の割合 (％) を指定します。 残りの容量は、シンプロビジョニングされます。 純粋にシンプ
ロビジョニングされるボリュームは ボリュームのコミット済み容量の割合 (%) が 0 であり、
純粋にシックプロビジョニングされるボリュームは ボリュームのコミット済み容量の割合 (%)
が 100 です。一部がシックプロビジョニングされ、一部がシンプロビジョニングされている、
混合割り当てをサポートするストレージデバイスは、値が 0～100 になります。

ボリューム作成セキュリティグループ要件

ボリューム作成セキュリティグループ要件は、作成されるボリュームが属するセキュリティグ
ループを指定します。 指定されていない場合、ストレージプールで指定されているように、
SPM はボリュームを同じセキュリティグループに置こうとします。 セキュリティ設定によっ
てそれが不可能な場合、SPM は、サービスのセキュリティグループか、あるいはそのようなセ
キュリティグループが 1 つしかない場合にユーザーが CreateResource 許可を持つ、唯一のセ
キュリティグループの使用を試みます。
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5ストレージサービスのプロビジョニング
ストレージサービスは、一連の要件を表すとともに、アクティブ化されると、それらの要件を
満たす一連のストレージリソースを表します。 ストレージサービスには、 ボリュームサービ
ス、SAN 接続ボリュームサービス、および SAN 接続サービスの 3 つのタイプがあります。
サービスタイプについての詳細は、以下を参照してください。

• ボリュームサービス

• SAN接続ボリュームサービス

• SAN接続サービス

注記: Matrix OE は、SAN 接続ボリュームサービスタイプのみを使用します。

サービスは、SPM GUI においてサービスプロビジョニングウィザードを使用して、または
Matrix OE によって作成されます。 アクティブ化される前のサービスは、「リソース提供未
済」状態になっています。 リソース提供未済サービスには要件がありますが、割り当てられた
リソースにはありません。 サービスをアクティブ化すると、「リソース提供済み」状態になり
ます。 リソース提供済みサービスは、非アクティブ化して、割り当てられたリソースを解放し
たり、再アクティブ化 (リソース提供済み状態のときに再度アクティブ化) して、新しい要件や
変更された要件を満たすために必要な変更を自動化できます。 サービスの再アクティブ化によ
り自動処理を実施させることができますが、この自動処理では、ユーザーに提供されるデータ
は変更されません。 たとえば、ボリュームサービスを再アクティブ化すると、サービスが割り
当てられるボリュームは変更されませんが、要件に応じて、ボリュームが拡張されたり、ボ
リュームの提供が変更されたりする場合があります。 図 3を参照してください。

図 3 SPM サービスのライフサイクル

アクティブ化されたサービスに割り当てられているリソースが要件を満たさない場合、その
サービスは非準拠になります。 詳細は、ストレージサービスへの応答を参照してください。
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注記: サービスのアクティブ化に問題があっても、リソースがサービスにコミット済みであ
るため、サービスはリソース提供済み状態になります。 エラーは、多くの場合、サービスが非
準拠状態になっていることを示します。

ストレージサービスのプロビジョニング手順
ストレージサービスは、SPM GUI を使用して手動でプロビジョニングすることも、Matrix OE
から自動的にプロビジョニングすることもできます (ユーザーが Matrix のストレージプールエ
ントリーを定義し、候補を参照および選択する場合や、Matrix OE がサービステンプレートの
ストレージ (論理ディスク) ニーズを表す SPE を作成して、SPM によってストレージサービス
要求を満たす場合など)。
SPM GUI からストレージサービスをプロビジョニングするには、以下の手順に従ってくださ
い。

注記: 要件には、候補に一致する条件または候補に一致しない条件が含まれます。 次の表
に、異なる要件タイプが候補に一致する場合に予期される要件一致ステータスを示します。

候補が要件の条件と一致しない候補が要件の条件と一致する要件レベル要件演算子

候補または一致 (自動) なし *一致必要

一致、<=、>=
一致候補または一致 (自動) なし **禁止

一致または一致 (自動) なし *一致推奨

一致一致または一致 (自動) なし **非推奨

候補なし一致必要

一致 (自動化なし)***
一致候補なし禁止

一致なし一致推奨

一致一致なし非推奨

* 候補を自動化して要件の条件に一致させることが可能な場合
** 候補を自動化して要件の条件に一致させないことが可能な場合
*** 自動化による条件プロパティの変更時に候補が生成されない

1. [ツール]メニューから、[ストレージサービスのプロビジョニング]を選択します。
ストレージサービスのプロビジョニングウィザードが表示されます。

2. [テンプレートの選択] ウィンドウで、サービスタイプ ([SAN Connected Service]、[Volume
Service]、または [SAN Connectivity Service]) を選択します。
サービスタイプのドロップダウンの下に、利用可能なテンプレートのリストが表示されま
す。

3. 利用可能なテンプレートのリストからテンプレートを選択します。

4. [次へ]をクリックします。
選択したテンプレートによっては、いくつかの追加のページが表示される場合がありま
す。 これらのページは、テンプレートの必須要件タイプに対応します。 必須要件ごとに
1 つのページがあります。 要件タイプについての詳細は、要件タイプを参照してくださ
い。

これらの画面で必要なすべての情報に関する作業が完了したら、[ソリューションの選択]
画面が表示されるまで [次へ]をクリックします。

5. [ソリューションの選択]画面で、表示されているリストからソリューションを選択します。
検索ボックスの右横にある選択ボタンを使用して、ビューを [リストビュー] から [テーブ
ルビュー] に切り替えます。
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注記: 選択するソリューションが表示されない場合は、適切なリソースオブジェクトが
SPM に存在しないか、何らかの方法で実行可能な候補が削除されて要件の競合が発生して
いる可能性があります。

この画面でサービス要件を変更することもできます。 [要件の修正] ページにアクセスする
には、右下にある [要件の修正 (詳細)] をクリックします。 [ソリューションの選択]画面に
戻るには、[OK] をクリックします。
[次へ]をクリックします。
[サービスのプロパティ]画面が表示されます。

6. [サービスのプロパティ]画面で、サービス名とサービスの説明を指定します。
[次へ]をクリックします。
[概要]画面が表示されます。

7. [概要]画面で間違いのないことを確認します。 [次へ]をクリックします。
[アクティブ化の設定]画面が表示されます。

8. [アクティブ化の設定]画面には、サービスをアクティブ化するための 3 つのオプションが
あります。

• [すぐにアクティブ化する]

• [後ほどアクティブ化するためのスケジュールをする] - サービスをアクティブ化する
特定の日時を入力します。

• [アクティブ化しない] - [ストレージサービス] ページの [要件の構成]ボタンを使用して
後でアクティブ化することができます。

選択して、[完了]をクリックします。
[すぐにアクティブ化する] または [Schedule activation for a later time] を選択した場合は、
サービスアクティブ化の進行状況を示す [ジョブマネージャー]画面が表示されます。 [ア
クティブ化しない] を選択した場合は、[ストレージサービスのプロビジョニングウィザー
ド] を起動する前の最後の画面に戻ります。

ストレージサービスへのボリュームの手動割り当て
ボリュームをストレージサービスに手動で割り当てるには、以下の手順に従ってください。

注記: ボリュームをストレージサービスに手動で割り当てる場合は、サービスで定義されて
いる要件に基づくボリュームと一致させるための論理が不要になります。 一般的には、スト
レージサービスをアクティブ化し、それらをリソース提供済み状態にするには、通常のアク
ティブ化プロセスを使用する必要があります。 手動で割り当てられたボリュームが、ストレー
ジサービスで定義されているすべての要件と一致しない場合は、サービスが非準拠状態になり
ます。 ストレージサービスへの応答を参照してください。

1. 既存のリソース提供未済ストレージサービスを選択します。

2. [ボリュームの手動割り当て]をクリックします。
[ストレージサービスのプロビジョニングウィザード]が表示されます。

3. ボリュームを選択します。

4. [完了]をクリックしてプロセスを完了し、ウィザードを閉じます。

ストレージサービスの表示
ストレージサービスの設定を表示するには、以下の手順に従ってください。
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1. ナビゲーションツリーの [ストレージサービス] セクションで、[ストレージサービス]を選
択します。

[ストレージサービス]ページが表示され、利用可能なストレージサービスのリストが示さ
れます。

2. リストからサービスを選択して情報タブを表示させます。

3. 各タブを選択してストレージサービスの設定を確認します。これらのタブには、 [概要]、
[要件]、[子サービス]、および [セキュリティ] があります。

4. 終了するには、ナビゲーションツリーから別のアクセス先を選択します。

ストレージサービスの設定の編集
ストレージサービスの設定 (アクティブ化/再アクティブ化、要件、ソリューション) を変更す
るには、以下の手順に従ってください。

注記: Matrix OE によって作成されたサービスは、SPM から編集しないでください。 代わり
に、これらのサービスを Matrix OE によって管理してください。

1. ストレージサービスの表示 の手順に従って、特定のストレージサービスにアクセスしま
す。

2. ストレージサービス情報画面の下部にある [要件の構成]をクリックします。
[ストレージサービスのプロビジョニングウィザード]画面が表示されます。

3. [ストレージサービスのプロビジョニングウィザード]で、ストレージサービスのプロビジョ
ニング手順の手順に従って、ストレージサービスに必要な変更を加えます。

ストレージサービスの基本プロパティ (メタデータ) の編集
ストレージサービスの名前、説明、およびセキュリティ設定を編集するには、以下の手順に
従ってください。

1. ストレージサービスの表示 の手順に従って、特定のストレージサービスにアクセスしま
す。

2. ストレージサービス情報画面の下部にある [サービスの編集]をクリックします。
[サービスの編集]画面が表示されます。

3. サービス名、サービスの説明などが示されている [概要] タブに変更を加えます。
4. セキュリティグループおよび所有者を変更するには、[セキュリティ] タブをクリックしま
す。

5. ユーザー、グループ、および役割の許可により詳細な変更を加えるには、[セキュリティ]
タブで、[アクセス制御]をクリックします。

6. 各タブで、すべての変更が完了したら、[適用]をクリックします。
7. すべての変更が完了したら、[OK] をクリックしてダッシュボードに戻ります。

ストレージサービスの非アクティブ化
ストレージサービスを非アクティブ化するには、以下の手順に従ってください。

サービス非アクティブ化ポリシータイプについての詳細は、サービス非アクティブ化ポリシー
要件を参照してください。

1. ストレージサービスの表示 の手順に従って、特定のストレージサービスにアクセスしま
す。

2. ストレージサービス情報画面の下部にある [サービスの非アクティブ化]をクリックしま
す。

[サービスの非アクティブ化]確認ウィンドウが表示されます。
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3. [サービスの非アクティブ化]をクリックして非アクティブ化するか、サービスを非アクティ
ブ化しない場合は [キャンセル]をクリックします。
[ジョブマネージャー] ウィンドウが表示され、非アクティブ化の進行状況が示されます。

ストレージサービスの削除

注記: リソース提供済み状態のサービスは、非アクティブ化するまで削除できません。

ストレージサービスを削除するには、以下の手順に従ってください。

注記: Matrix OE によって作成されたサービスは、SPM から削除しないでください。 代わり
に、これらのサービスを Matrix OE によって管理してください。

1. ストレージサービスの表示 の手順に従って、特定のストレージサービスにアクセスしま
す。

2. ストレージサービス情報画面の下部にある [サービスの削除]をクリックします。
[サービスの削除]確認ウィンドウが表示されます。

3. [サービスの削除]をクリックして削除するか、サービスを削除しない場合は [キャンセル]
をクリックします。

ストレージサービス情報画面が表示されます。
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6ストレージカタログエンティティの管理
ストレージカタログエンティティの管理は、ストレージ管理者およびストレージアーキテクト
が担当する作業です。 一般的にストレージ管理者は、アレイ、ストレージプール、ボリュー
ム、ネットワークなどのリソースを担当し、ある程度はストレージサービスも担当します。 役
割、セキュリティグループ、およびテンプレートは、一般にストレージアーキテクトによって
所有されます。 アーキテクトおよび管理者によって処理されるタスクには、これらのエンティ
ティの追加、変更、検索、削除などがあります。

アレイの管理
アレイのインポートについては、アレイのインポート を参照してください。

アレイのプロパティの表示および変更 ([概要] タブ)
アレイの基本プロパティを表示または変更するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[アレイ]を選択します。
コンテンツペインにアレイのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なアレイを選択します。

選択したアレイのプロパティが [概要]タブに表示され、確認できます。 これには、アレイ
のステータスおよび識別情報も含まれます。

3. これらのプロパティを編集するには、[アレイの編集]をクリックします。 [概要]タブで、
アレイに関する情報 (アレイのタグ、接続情報、隔離ステータスなど) を変更できます。

注記: 変更できる具体的な内容は、ストレージアレイによって異なります。

すべての変更が完了したら、[適用]をクリックします。 他のタブで追加の変更を加える必
要がある場合は、該当するタブをクリックします。 完了したら、[OK] をクリックします。

アレイのストレージプールの表示 ([ストレージプール] タブ)
アレイのストレージプールを表示するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[アレイ]を選択します。
コンテンツペインにアレイのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なアレイを選択します。

選択したアレイのプロパティが表示されます。

3. [ストレージプール]タブをクリックします。
SPM によって管理されるアレイのストレージプールに関する情報が表示されます。 これ
には、各管理対象ストレージプールのボリューム数とタグが含まれます。

アレイのボリュームの表示 ([ボリューム] タブ)
アレイの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. ナビゲーションツリーで、[アレイ]を選択します。
コンテンツペインにアレイのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なアレイを選択します。

選択したアレイのプロパティが表示されます。

3. [ボリューム]タブをクリックします。
SPM によって管理されるアレイのボリュームに関する情報が表示されます。 これには、
ボリュームが含まれているストレージプールの名前、タグ、およびボリューム容量と、オ
プションで、ボリュームにバインドされているストレージサービスの名前が含まれます。
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アレイのポートの表示 ([ポート] タブ)
アレイのポートを表示するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[アレイ]を選択します。
コンテンツペインにアレイのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なアレイを選択します。

選択したアレイのプロパティが表示されます。

3. [ポート]タブをクリックします。
ポート情報 (ポートのアドレス、名前、ネットワークなど) が表示されます。

アレイのターゲットの表示 ([ターゲット] タブ)
アレイの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. ナビゲーションツリーで、[アレイ]を選択します。
コンテンツペインにアレイのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なアレイを選択します。

選択したアレイのプロパティが表示されます。

3. [ターゲット]タブをクリックします。
ターゲット情報 (名前、ターゲットポートの数など) が表示されます。

アレイのホストエントリーの表示 ([ホスト] タブ)
アレイのホストエントリーを表示するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[アレイ]を選択します。
コンテンツペインにアレイのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なアレイを選択します。

選択したアレイのプロパティが表示されます。

3. [ホスト]タブをクリックします。
アレイのホストエントリーに関する情報 (ホスト名、ホストモード、ホストエントリーに
関連付けられているイニシエーターの数など) が表示されます。 エントリーが選択されて
いる場合は、ホストエントリーの詳細情報が表示されます。

アレイの機能設定の表示および変更 ([機能] タブ)
アレイの機能設定を表示または変更するには、以下の手順に従ってください。

注記: アレイがサポートしていない機能は選択できません。 アレイがサポートしている機能
を SPM で使用したくない場合は、チェックボックスの選択を解除してください。

1. ナビゲーションツリーで、[アレイ]を選択します。
コンテンツペインにアレイのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なアレイを選択します。

選択したアレイのプロパティが表示されます。

3. [機能]タブをクリックします。
現在の機能設定が表示されます。

4. これらの設定を編集するには、[アレイの編集]をクリックします。
[アレイの編集]ウィンドウが表示されます。 このウィンドウは、シンプロビジョニングお
よび管理シグネチャーのような設定を変更するために使用できます。
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5. [機能]タブで、必要な変更を加えます。 すべての変更が完了したら、[適用]をクリックし
ます。 他のタブで追加の変更を加える必要がある場合は、該当するタブをクリックしま
す。 完了したら、[OK] をクリックします。

アレイのセキュリティ設定の表示および変更 ([セキュリティ] タブ)
アレイのセキュリティ設定を表示または変更するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[アレイ]を選択します。
コンテンツペインにアレイのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なアレイを選択します。

選択したアレイのプロパティが表示されます。

3. [セキュリティ]タブをクリックします。
現在のセキュリティ設定が表示されます。

4. アクセス制御設定を表示するには、[アクセス制御]をクリックします。
[アクセス制御]ウィンドウが表示されます。

5. アクセス制御設定を編集するには、[アレイの編集]をクリックしてから、[アクセス制御]を
クリックします。 必要な変更を加えて、[OK] をクリックします。

6. 有効な許可を表示するには、[有効な許可...]をクリックします。
[有効な許可]ウィンドウが表示されます。 完了したら、[OK] をクリックします。

7. 追加のセキュリティ設定を編集するには、[アレイの編集]をクリックします。
[アレイの編集]ウィンドウが表示されます。

8. [セキュリティ]タブで、必要な変更を加えます。 すべての変更が完了したら、[適用]をク
リックします。 他のタブで追加の変更を加える必要がある場合は、該当するタブをクリッ
クします。 完了したら、[OK] をクリックします。

アレイの削除

アレイは、そのボリュームが SPM のどのストレージサービスにもバインドされていなければ、
カタログから削除できます。

注記: このプロセスでは、アレイとそのリソースがカタログから削除されるだけで、ボリュー
ムやデータは削除されません。

特定のアレイを削除するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーから、[リソース]見出しの下の [アレイ]を選択します。
コンテンツペインにアレイのリストが表示されます。

2. ナビゲーションツリーで適切なアレイを選択し、画面の下部にある [アレイの削除]をク
リックします。 (または、コンテンツペインのアレイを右クリックし、[アレイの削除]を選
択します。)
[アレイの削除]確認画面が表示されます。

3. ダイアログボックスの [アレイの削除]をクリックします。

ストレージプールの管理
ストレージプールをインポートする方法については、ストレージプールのインポートを参照し
てください。

ストレージプールには、ナビゲーションツリーの [リソース]の下からアクセスできます。

ストレージプールのプロパティの表示および変更 ([概要] タブ)
ストレージプールの基本設定を表示または変更するには、以下の手順に従ってください。
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1. ナビゲーションツリーで、[ストレージプール]を選択します。
コンテンツペインに利用可能なストレージプールのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なストレージプールを選択します。

選択したストレージプールのプロパティが表示されます。

3. [概要]タブをクリックします。
基本設定 (ステータスやその他の識別情報など) が表示されます。

4. これらの設定を編集するには、[ストレージプールの編集]をクリックします。
[ストレージプールの編集]ウィンドウが表示されます。

5. [概要]タブで、必要な変更を加えます。 すべての変更が完了したら、[適用]をクリックし
ます。 他のタブで追加の変更を加える必要がある場合は、該当するタブをクリックしま
す。 完了したら、[OK] をクリックします。

ストレージプールのボリュームの表示 ([ボリューム] タブ)
ストレージプールの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. ナビゲーションツリーで、[ストレージプール]を選択します。
コンテンツペインに利用可能なストレージプールのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なストレージプールを選択します。

選択したストレージプールのプロパティが表示されます。

3. [ボリューム]タブをクリックします。
利用可能なボリュームのリストが表示されます。 SPM によって管理されるボリュームに
関する情報が表示されます。 これには、ボリュームが含まれているストレージプールの名
前、タグ、およびボリューム容量と、オプションで、ボリュームにバインドされているス
トレージサービスの名前が含まれます。 ボリューム固有の情報を表示するには、ボリュー
ム名をクリックします。 詳細は、ボリュームの管理を参照してください。

ストレージプールのセキュリティ設定の表示および変更 ([セキュリティ] タブ)
ストレージプールのセキュリティ設定を表示または変更するには、以下の手順に従ってくださ
い。

1. ナビゲーションツリーで、[ストレージプール]を選択します。
コンテンツペインに利用可能なストレージプールのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なストレージプールを選択します。

選択したストレージプールのプロパティが表示されます。

3. [セキュリティ]タブをクリックします。
現在のセキュリティ設定が表示されます。

4. アクセス制御設定を表示するには、[アクセス制御]をクリックします。
[アクセス制御]ウィンドウが表示されます。

5. アクセス制御設定を編集するには、[アレイの編集]をクリックしてから、[アクセス制御]を
クリックします。 必要な変更を加えて、[OK] をクリックします。

6. 有効な許可を表示するには、[有効な許可...]をクリックします。
[有効な許可]ウィンドウが表示されます。 完了したら、[OK] をクリックします。

7. 追加のセキュリティ設定を編集するには、[アレイの編集]をクリックします。
[アレイの編集]ウィンドウが表示されます。

8. [セキュリティ]タブで、必要な変更を加えます。 すべての変更が完了したら、[適用]をク
リックします。 他のタブで追加の変更を加える必要がある場合は、該当するタブをクリッ
クします。 完了したら、[OK] をクリックします。
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ストレージプールの削除

ストレージプールを削除するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[ストレージプール]を選択します。
コンテンツペインに利用可能なストレージプールのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから適切なストレージプールを選択し、画面の下部にある [ストレージ
プールの削除]をクリックします。 (または、コンテンツペインのストレージプールを右ク
リックし、[ストレージプールの削除]を選択します。)
[ストレージプールの削除]確認画面が表示されます。

3. ダイアログボックスの [ストレージプールの削除]をクリックします。

注記: プールを含むアレイが削除されると、プールは削除されます。また、ボリューム
を含むプールが削除されると、ボリュームは削除されます。

ボリュームの管理

ボリュームの設定の表示および変更 ([概要] タブ)
ボリュームの基本設定を表示または変更するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[リソース]見出しの下の [ボリューム]を選択します。
コンテンツペインに利用可能なボリュームのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なボリュームを選択します。

選択したボリュームのプロパティが表示されます。

3. [概要]タブをクリックします。
基本設定が表示されます。

4. これらの設定を編集するには、[ボリュームの編集]をクリックします。
[ボリュームの編集]ウィンドウが表示されます。

5. [概要]タブで、必要な変更を加えます。 すべての変更が完了したら、[適用]をクリックし
ます。 他のタブで追加の変更を加える必要がある場合は、該当するタブをクリックしま
す。 完了したら、[OK] をクリックします。

ボリュームの提供の表示 ([提供] タブ)
ボリュームの提供を表示するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[リソース]見出しの下の [ボリューム]を選択します。
コンテンツペインに利用可能なボリュームのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なボリュームを選択します。

選択したボリュームのプロパティが表示されます。

3. [提供]タブをクリックします。
提供設定が表示されます。

注記: リストの提供を選択して、その提供に関連付けられているターゲットポートを表
示します。

ボリュームのセキュリティ設定の表示および変更 ([セキュリティ] タブ)
ボリュームのセキュリティ設定を表示または変更するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[ボリューム]を選択します。
コンテンツペインに利用可能なボリュームのリストが表示されます。
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2. コンテンツペインから、適切なボリュームを選択します。

選択したボリュームのプロパティが表示されます。

3. [セキュリティ]タブをクリックします。
現在のセキュリティ設定が表示されます。

4. アクセス制御設定を表示するには、[アクセス制御]をクリックします。
[アクセス制御]ウィンドウが表示されます。

5. アクセス制御設定を編集するには、[アレイの編集]をクリックしてから、[アクセス制御]を
クリックします。 必要な変更を加えて、[OK] をクリックします。

6. 有効な許可を表示するには、[有効な許可...]をクリックします。
[有効な許可]ウィンドウが表示されます。 完了したら、[OK] をクリックします。

7. 追加のセキュリティ設定を編集するには、[ボリュームの編集]をクリックします。
[ボリュームの編集]ウィンドウが表示されます。

8. [セキュリティ]タブで、必要な変更を加えます。 すべての変更が完了したら、[適用]をク
リックします。 他のタブで追加の変更を加える必要がある場合は、該当するタブをクリッ
クします。 完了したら、[OK] をクリックします。

ボリュームの削除

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. ナビゲーションツリーで、[ボリューム]を選択します。
コンテンツペインに利用可能なボリュームのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なボリュームを選択します。

選択したボリュームのプロパティが表示されます。

3. ウィンドウの下部にある [ボリュームの削除]をクリックします。 (または、ボリュームサー
ビスを右クリックし、[ボリュームの削除]を選択します。)
[ボリュームの削除]確認ダイアログボックスが表示されます。

4. 確認ダイアログボックスの [ボリュームの削除]をクリックします。

注記: ボリュームは SPM から削除されますが、ボリュームとすべての内容および設定はアレ
イ上に残ります。

ネットワークの管理
ネットワークをインポートする方法については、ネットワークのインポートを参照してくださ
い。

ネットワークの設定の表示および変更 ([概要] タブ)
[概要]タブには、ネットワークの基本的なプロパティが表示されます。

• [タグ] – 管理者がネットワークに追加したすべてのタグ。

• [管理 URL] – ネットワークデバイスマネージャーを参照するための URL。

• [UUID] – ネットワーク内のプリンシプルスイッチの WWN。

• [最終更新] – 下位のネットワークデバイスマネージャーを使用してネットワークを最後に
更新した時刻。

• [オンライン] – SPM が下位のネットワークデバイスマネージャーと通信できる場合は True、
そうでない場合は False。

• [隔離] – ネットワークの現在の隔離状態。

• [製品名] – 下位のネットワーク管理製品の名前。
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• [Zoning State] – ネットワークの現在のゾーン状態。次のいずれかの値になります。Open
の場合は、ネットワーク上の他のデバイスが他のデバイスを参照できます。 Zoned の場
合には、ネットワーク上のデバイスを同じゾーンに含める必要があります。そうしない
と、相互にデバイスを参照することはできません。 最後のオプション Unknown は、不正
な状態であり、関連するネットワークスイッチの再設定が必要となります。 この状態はま
れですが、ネットワークが最初に設定され、SPM によって制御されないときのストレージ
管理者の一部不正な設定の結果として、ネットワークに内在するスイッチ上で発生するこ
とがあります。

注記: 非管理対象ネットワークでは、SPM は非管理対象ネットワークの XML のコンテン
ツを使用してネットワークの状態を判断します。 ファイルが実際のネットワークの状態を
正しく示すようにすることはユーザーの責任です。

ネットワークの基本設定を表示または変更するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[リソース]見出しの下の [ネットワーク]を選択します。
コンテンツペインに利用可能なネットワークのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なネットワークを選択します。

選択したネットワークのプロパティが表示されます。

3. [概要]タブをクリックします。
基本設定が表示されます。

4. これらの設定を編集するには、[ネットワークの編集]をクリックします。
[ネットワークの編集]ウィンドウが表示されます。

5. [概要]タブで、必要な変更を加えます。 すべての変更が完了したら、[適用]をクリックし
ます。 他のタブで追加の変更を加える必要がある場合は、該当するタブをクリックしま
す。 完了したら、[OK] をクリックします。

接続済みアレイの表示 ([接続済みアレイ] タブ)
[接続済みアレイ]タブは、2 つのコンテンツペインを表示します。
上のペインは、選択されたネットワークに接続するアレイおよび各アレイの基本的な情報を表
示します。 接続済みアレイの数は、常に [接続済みアレイ]タブのタイトルで見ることができま
す。 個々のアレイの詳細情報を参照するには、アレイの名前をクリックし、アレイのリソース
ペインへ直接移動します。

下のペインは、ネットワークに接続された追加のコンポーネントを表示します。 コンポーネン
トの名前は、コンポーネントタイプと共に、リストに表示されます。

ネットワークに接続されたコンポーネントを表示するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[リソース]見出しの下の [ネットワーク]を選択します。
コンテンツペインに利用可能なネットワークのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なネットワークを選択します。

選択したネットワークのプロパティが表示されます。

3. [接続済みアレイ]タブをクリックします。
ネットワークの接続済みアレイおよびコンポーネントが表示されます。

ネットワークの機能設定の表示および変更 ([機能] タブ)
ネットワークの機能設定を表示または変更するには、以下の手順に従ってください。

注記: ネットワークがサポートしていない機能は選択できません。 ネットワークがサポート
している機能を SPM で使用したくない場合は、チェックボックスの選択を解除してください。
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1. ナビゲーションツリーで、[リソース]見出しの下の [ネットワーク]を選択します。
コンテンツペインに利用可能なネットワークのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なネットワークを選択します。

選択したネットワークのプロパティが表示されます。

3. [機能]タブをクリックします。
機能設定が表示されます。

4. これらの設定を編集するには、[ネットワークの編集]をクリックします。
[ネットワークの編集]ウィンドウが表示されます。

5. [機能]タブで、必要な変更を加えます。 すべての変更が完了したら、[適用]をクリックし
ます。 他のタブで追加の変更を加える必要がある場合は、該当するタブをクリックしま
す。 完了したら、[OK] をクリックします。

ネットワークのセキュリティ設定の表示および変更 ([セキュリティ] タブ)
ネットワークのセキュリティ設定を表示または変更するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[リソース]見出しの下の [ネットワーク]を選択します。
コンテンツペインに利用可能なネットワークのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なネットワークを選択します。

選択したネットワークのプロパティが表示されます。

3. [セキュリティ]タブをクリックします。
基本設定が表示されます。

4. アクセス制御設定を表示するには、[アクセス制御]をクリックします。
[アクセス制御]ウィンドウが表示されます。

5. アクセス制御設定を編集するには、[アレイの編集]をクリックしてから、[アクセス制御]を
クリックします。 必要な変更を加えて、[OK] をクリックします。

6. 有効な許可を表示するには、[有効な許可...]をクリックします。
[有効な許可]ウィンドウが表示されます。 完了したら、[OK] をクリックします。

7. 追加のセキュリティ設定を編集するには、[ネットワークの編集]をクリックします。
[ネットワークの編集]ウィンドウが表示されます。

8. [セキュリティ]タブで、必要な変更を加えます。 すべての変更が完了したら、[適用]をク
リックします。 他のタブで追加の変更を加える必要がある場合は、該当するタブをクリッ
クします。 完了したら、[OK] をクリックします。

ネットワークの削除

ネットワークにサービスが依存しているゾーンが含まれておらず、SPM のリソースが依存して
いるエンドポイントが含まれていない場合、ネットワークをカタログから削除できます。

ネットワークを削除するには、以下の手順に従ってください。

注記: ネットワークがストレージサービスの要件を満たすために使用されている場合、ネッ
トワークを SPM カタログから削除すると、そのサービスは非準拠になります。 ネットワーク
がインポートされて SPM カタログに戻され、サービスが再設定され、新しい候補が選択され
てアクティブ化されるまで、サービスは非準拠のままになります。

1. ナビゲーションツリーで、[ネットワーク]を選択します。
コンテンツペインに利用可能なネットワークのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なネットワークを選択します。

選択したネットワークのプロパティが表示されます。
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3. ウィンドウの下部にある [ネットワークの削除]をクリックします。 (または、ボリューム
サービスを右クリックし、[ネットワークの削除]を選択します。)
[ネットワークの削除]確認ダイアログボックスが表示されます。

4. 確認ダイアログボックスの [ネットワークの削除]をクリックします。

セキュリティの管理
SPM ストレージカタログには、ユーザーがカタログに追加するすべてのエンティティ (すべて
のサービステンプレート、ストレージサービス、アレイ、ストレージプール、ボリューム、
ネットワーク、役割、セキュリティグループ) が含まれます。

セキュリティ役割の作成

SPM には、単純なシナリオに対応できる一連のデフォルトのセキュリティ役割が付属していま
す。 必要に応じて、これらのデフォルトのセキュリティ役割を変更または拡張できます。 以
下のデフォルトの役割があります。

• ストレージアーキテクト - ポリシーを設定します。

• ストレージ管理者 - ストレージサービスおよびリソース消費を管理します。

• ストレージオペレーター - ストレージサービスおよびリソース消費を監視します。

• コンシューマー - ストレージサービスを消費します。

注記: これらの役割に加えて、Matrix OE での SPM の使用を容易にするために、次の役割が
定義されています。 Matrix Architect、Matrix Administrator、Matrix Service、および Matrix
User。

役割の作成は、[管理] の [役割] セクションで処理されます。
1. ナビゲーションツリーで、[管理] の下の [役割]を選択します。
コンテンツペインに [役割]ページが表示されます。

2. 右下にある [役割の作成]をクリックします。
[役割の作成]ダイアログボックスが表示されます。

3. ダイアログボックスの各タブ ([概要]、[権限]、[ユーザーとグループ]、[セキュリティ]) で、
赤色のアスタリスクで示される必要な情報を入力します。

4. [OK] をクリックします。
[役割] コンテンツペインに新しい役割が表示されます。

役割を表示、変更、または削除する方法については、役割の管理を参照してください。

権限の付与

権限は、SPM に含まれる役割に付与されます。 新しい役割を作成すると、これらの権限が [権
限] タブで割り当てられます。 役割に割り当てられている現在の権限を表示するには、リスト
から役割を選択し、[権限] タブをクリックします。
次の表に、利用可能な権限のリストを示します。

表 1 権限

説明権限

ログインする権限を役割に付与します。[Login]

他のユーザーになりすます権限を役割に付与します。[Login On Behalf Of]

高度な診断を実行する権限を役割に付与します。[Run Diagnostic]

SPM の全体的な使用に関するレポートを表示する権限を役割に付与します。[View Reports]
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表 1 権限 (続き)

説明権限

リソースをインポートする権限を役割に付与します。[Import Resources]

他の役割に権限を割り当てる権限を役割に付与します。[Assign privileges]

SPM が復旧モードのときに内部復旧をスキップしたり手動復旧を終了したりする
権限を役割に付与します。

[Modify Recovery Mode]

オフラインリソースによって強制的にサービスを非アクティブ化します。[Force Deactivation]

セキュリティグループの作成

デフォルトセキュリティ設定の一部として、[セキュリティグループ] コンテンツペイン内に
[Root Security Group (parent)] と [Consumer Group (child)] がセットアップされています。 ユー
ザーは必要に応じて、これらの設定を自由に使用、変更、または拡張できます。

注記: 定義済みの Matrix OE セキュリティグループを使用して、Matrix OE でリソース (アレ
イ、プール、ボリューム、ネットワーク、テンプレート) を利用できるようにします。

セキュリティグループの作成は、[管理] の [セキュリティグループ] セクションで処理されま
す。

1. ナビゲーションツリーで、[管理] の下の [セキュリティグループ]を選択します。
コンテンツペインに [セキュリティグループ]ページが表示されます。

2. 右下にある [セキュリティグループの作成]をクリックします。
[親セキュリティグループの選択]ダイアログボックスが表示されます。

3. 適切な親グループを選択します。

4. [OK] をクリックします。
[セキュリティグループの作成]ダイアログボックスが表示されます。

5. ダイアログボックスの各タブ ([概要]、[アクセス制御]) で、赤色のアスタリスクで示され
る必要な情報を入力します。

6. [OK] をクリックします。
[セキュリティグループ] コンテンツペインに新しいセキュリティグループが表示されま
す。

セキュリティグループを表示、変更、または削除する方法については、セキュリティグループ
の管理を参照してください。

許可の付与

許可は、サービス、テンプレート、リソース、役割、およびその他のセキュリティグループに
関するアクセス制御を実現するために、セキュリティグループに付与されます。

次の表に、利用可能な許可のリストを示します。

表 2 許可

説明アクセス権

新しいストレージサービスを作成できます。[Create Service]

ストレージサービスを表示できます。[View Service]

ストレージサービスをアクティブ化または非アクティブ化できます。[Activate/Deactivate Service]

ストレージサービスのプロパティを変更できます。[Modify Service]

ストレージサービスを削除できます。[Delete Service]
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表 2 許可 (続き)

説明アクセス権

新しいテンプレートを作成できます。[Create Template]

テンプレートを表示できます。[View Template]

テンプレートに基づくストレージサービスをプロビジョニングできます。[Provision Template]

テンプレートのプロパティを変更できます。[Modify Template]

テンプレートを削除できます。[Delete Template]

リソースを作成できます (ストレージサービスプロビジョニングまたはリソース
インポートを使用)。

[Create Resource]

リソースを表示できます。[View Resource]

リソースをストレージサービスにバインドできます。[Bind Resource]

リソースのプロパティを変更できます。[Modify Resource]

リソースを再同期化できます。[Resynchronize Resource]

カタログからリソースを削除できます。[Delete Resource]

新しい役割を作成できます。[Create Role]

役割を表示できます。[View Role]

役割のプロパティを変更できます。[Modify Role]

役割を削除できます。[Delete Role]

新しいセキュリティグループを作成できます。[Create Security Group]

セキュリティグループを表示できます。[View Security Group]

セキュリティグループのプロパティを変更できます。[Modify Security Group]

セキュリティグループを削除できます。[Delete Security Group]

項目のセキュリティグループおよびアクセス権を変更できます。[Modify Security]

項目の所有権を取得できます。[Take Ownership]

リソースをストレージサービスに手動で割り当てることができます。[Assign Service Resources]

役割の管理

役割を作成する方法については、セキュリティ役割の作成を参照してください。

注記: Matrix の役割の権限は、適切に事前設定されているので、変更しないでください。

役割の設定の表示および変更 ([概要] タブ)
役割の基本設定を表示または変更するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[管理]見出しの下の [役割]を選択します。
コンテンツペインに利用可能な役割のリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切な役割を選択します。

選択した役割のプロパティが表示されます。

3. [概要]タブをクリックします。
基本設定が表示されます。

4. これらの設定を編集するには、[役割の編集]をクリックします。
[役割の編集]ウィンドウが表示されます。
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5. [概要]タブで、必要な変更を加えます。 すべての変更が完了したら、[適用]をクリックし
ます。 他のタブで追加の変更を加える必要がある場合は、該当するタブをクリックしま
す。 完了したら、[OK] をクリックします。

役割の権限の表示および変更 ([権限] タブ)
役割に割り当てられている権限を表示または変更するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[管理]見出しの下の [役割]を選択します。
コンテンツペインに利用可能な役割のリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切な役割を選択します。

選択した役割のプロパティが表示されます。

3. [権限]タブをクリックします。
利用可能な権限と割り当てられている権限が表示されます。

4. これらの設定を編集するには、[役割の編集]をクリックします。
[役割の編集]ウィンドウが表示されます。

5. [権限]タブで、必要な変更を加えます。 すべての変更が完了したら、[適用]をクリックし
ます。 他のタブで追加の変更を加える必要がある場合は、該当するタブをクリックしま
す。 完了したら、[OK] をクリックします。
詳細は、権限の付与を参照してください。

役割のユーザーとグループの表示および変更 ([ユーザーとグループ] タブ)
役割に割り当てられているユーザーとグループを表示または変更するには、以下の手順に従っ
てください。

1. ナビゲーションツリーで、[管理]見出しの下の [役割]を選択します。
コンテンツペインに利用可能な役割のリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切な役割を選択します。

選択した役割のプロパティが表示されます。

3. [ユーザーとグループ]タブをクリックします。
現在のユーザーとグループが表示されます。

4. これらの設定を編集するには、[役割の編集]をクリックします。
[役割の編集]ウィンドウが表示されます。

5. [ユーザーとグループ]タブで、必要な変更を加えます。 [追加]または [削除]をクリックし
て、割り当てるユーザーとグループを変更します。 すべての変更が完了したら、[適用]を
クリックします。 他のタブで追加の変更を加える必要がある場合は、該当するタブをク
リックします。 完了したら、[OK] をクリックします。

役割のセキュリティ設定の表示および変更 ([セキュリティ] タブ)
役割のセキュリティ設定を表示または変更するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[管理]見出しの下の [役割]を選択します。
コンテンツペインに利用可能な役割のリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切な役割を選択します。

選択した役割のプロパティが表示されます。

3. [セキュリティ]タブをクリックします。
セキュリティ設定が表示されます。

4. アクセス制御設定を表示するには、[アクセス制御]をクリックします。
[アクセス制御]ウィンドウが表示されます。
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5. アクセス制御設定を編集するには、[アレイの編集]をクリックしてから、[アクセス制御]を
クリックします。 必要な変更を加えて、[OK] をクリックします。

6. 有効な許可を表示するには、[有効な許可...]をクリックします。
[有効な許可]ウィンドウが表示されます。 完了したら、[OK] をクリックします。

7. 追加のセキュリティ設定を編集するには、[役割の編集]をクリックします。
[役割の編集]ウィンドウが表示されます。

8. [セキュリティ]タブで、必要な変更を加えます。 すべての変更が完了したら、[適用]をク
リックします。 他のタブで追加の変更を加える必要がある場合は、該当するタブをクリッ
クします。 完了したら、[OK] をクリックします。

役割の削除

役割を削除するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[管理] セクションの下の [役割]を選択します。
コンテンツペインに利用可能な役割のリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切な役割を選択します。

選択した役割のプロパティが表示されます。

3. ウィンドウの下部にある [役割の削除]をクリックします。 (または、役割を右クリックし、
[役割の削除]を選択します。)
[役割の削除]確認ダイアログボックスが表示されます。

4. 確認ダイアログボックスの [役割の削除]をクリックします。

セキュリティグループの管理

セキュリティグループを作成する方法については、セキュリティグループの作成を参照してく
ださい。

注記: Matrix セキュリティグループは適切に事前設定されているため、変更または削除しな
いでください。

セキュリティグループの設定の表示および変更 ([概要] タブ)
セキュリティグループの基本設定を表示または変更するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[管理]見出しの下の [セキュリティグループ]を選択します。
コンテンツペインに利用可能なセキュリティグループのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なセキュリティグループを選択します。

選択したセキュリティグループのプロパティが表示されます。

3. [概要]タブをクリックします。
基本設定が表示されます。

4. これらの設定を編集するには、[セキュリティグループの編集]をクリックします。
[セキュリティグループの編集]ウィンドウが表示されます。

5. [概要]タブで、必要な変更を加えます。 すべての変更が完了したら、[適用]をクリックし
ます。 他のタブで追加の変更を加える必要がある場合は、該当するタブをクリックしま
す。 完了したら、[OK] をクリックします。

セキュリティグループのアクセス制御設定の表示および変更 ([アクセス制御] タブ)
セキュリティグループのアクセス制御設定を表示または変更するには、以下の手順に従ってく
ださい。
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1. ナビゲーションツリーで、[管理]見出しの下の [セキュリティグループ]を選択します。
コンテンツペインに利用可能なセキュリティグループのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なセキュリティグループを選択します。

選択したセキュリティグループのプロパティが表示されます。

3. [アクセス制御]タブをクリックします。
アクセス制御設定が表示されます。

4. 各ユーザー、グループ、または役割の有効な許可を表示するには、該当するラジオボタン
をクリックします。

5. これらの設定を編集するには、[セキュリティグループの編集]をクリックします。
[セキュリティグループの編集]ウィンドウが表示されます。

6. [アクセス制御]タブで、必要な変更を加えます。 すべての変更が完了したら、[適用]をク
リックします。 他のタブで追加の変更を加える必要がある場合は、該当するタブをクリッ
クします。 完了したら、[OK] をクリックします。
詳細は、許可の付与を参照してください。

セキュリティグループのオブジェクトの表示 ([オブジェクト] タブ)
セキュリティグループのオブジェクトを表示するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[管理]見出しの下の [セキュリティグループ]を選択します。
コンテンツペインに利用可能なセキュリティグループのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なセキュリティグループを選択します。

選択したセキュリティグループのプロパティが表示されます。

3. [オブジェクト]タブをクリックします。
セキュリティグループのオブジェクトが表示されます。

4. 各オブジェクトをクリックすると、詳細情報が表示されます。

セキュリティグループの有効な許可設定の表示 ([有効な許可] タブ)
セキュリティグループの有効な許可を表示するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[管理]見出しの下の [セキュリティグループ]を選択します。
コンテンツペインに利用可能なセキュリティグループのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なセキュリティグループを選択します。

選択したセキュリティグループのプロパティが表示されます。

3. [有効な許可]タブをクリックします。
現在の有効な許可が表示されます。

4. [選択... ]をクリックして、ユーザー、グループ、または役割を選択します。
[ユーザー、グループ、または役割の選択]ダイアログボックスが表示されます。

5. 検索ボックスに用語を入力して、ユーザー、グループ、または役割を検索します。

6. 対応するリストからユーザー、グループ、または役割を検索します。

7. [OK] をクリックします。
そのユーザー、グループ、または役割の有効な許可が表示されます。

セキュリティグループの削除

SPM では、リソースが割り当てられているセキュリティグループを削除できないようになって
います。

セキュリティグループを削除するには、以下の手順に従ってください。
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1. ナビゲーションツリーで、[管理] セクションの下の [セキュリティグループ]を選択します。
コンテンツペインに利用可能なセキュリティグループのリストが表示されます。

2. コンテンツペインから、適切なセキュリティグループを選択します。

選択したセキュリティグループのプロパティが表示されます。

3. ウィンドウの下部にある [セキュリティグループの削除]をクリックします。 (または、セ
キュリティグループを右クリックし、[セキュリティグループの削除]を選択します。)
[セキュリティグループの削除]確認ダイアログボックスが表示されます。

4. 確認ダイアログボックスの [セキュリティグループの削除]をクリックします。

リソースの再同期化

注記: デバイスに加えられた変更は、すぐに SPM に反映されないことがあります。 SPM は、
一定時間の経過または再同期化によってリソースの詳細情報を自動的に更新します。 再同期化
は、適切なアクセス権を持つユーザーが利用できます。

適切なアクセス権を持つユーザーは、ライセンス情報領域内の該当する操作ボタンをクリック
することにより、特定のリソース (アレイ、ストレージプール、ボリューム、ネットワーク) の
すべてのインスタンスを再同期化することができます。 たとえば、すべてのアレイを再同期化
するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[アレイ]を選択します。
コンテンツペインにアレイのリストが表示されます。

2. 右下隅にある [すべてのアレイの再同期]をクリックします。
[すべてのアレイの再同期]確認ウィンドウが表示されます。

3. [すべてのアレイの再同期]をクリックします。
アレイが再同期化され、利用可能なアレイのリストが表示されます。

注記: 項目が選択されていない場合は、該当するタイプのすべてのリソースがこの手順
で再同期化されます。 いずれかの項目が選択されている場合は、この操作により、選択さ
れている項目だけが再同期化されます (ボタンのテキストがこれを反映して変更されます)。

リソースの隔離
「隔離」は、各リソースに存在する状態フラグで、設定されている場合は、そのリソースが隔
離中であることを表します。 リソースが隔離されていると、SPM は、新しいサービスを構築
するためにそのリソースを使用せず、そのリソースに対していかなる自動設定も実行しませ
ん。 SPM は、リソースを現在の状態のままにします。 このため、隔離されたリソースを使用
している既存のリソース提供済みサービスは、再設定 (再アクティブ化) できなくなりますが、
隔離状態によってそれ以外の影響を受けることはありません。

隔離状態は、管理者が手動で設定または設定解除することができ、SPM によっても設定できま
す。 SPM によって隔離状態が解除されることはなく、リソースが安全になり、SPM がリソー
スの使用を再開できるようになった場合は、管理者が隔離状態を解除する必要があります。

リソースは、以下のような理由で隔離状態になります。

• 復旧プロセス - SPM 復旧の一部として、SPM カタログがバックアップから復元されると、
SPM が内部復旧モードで起動し、すべてのリソースがデバイスから再同期化されます。
SPM が復旧されたカタログとデバイスの間での構成の変更を検出すると、リソースは隔離
状態になります。 これは通常、SPM カタログバックアップの発生後にリソースまたはカ
タログに何かが起こり、それが復元時に失われたことを意味するため、リソースが安全に
なって隔離状態が解除されるには、管理者が SPM カタログを手動で更新しなければなら
ない可能性があります。 このプロセスの実行についての詳細は、http://www.hp.com/go/
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matrixoe/docs (英語) にあるホワイトペーパー『Backing up and restoring HP Insight
Management 7.1 Central Management Server (Windows)』 を参照してください。

• サービスの非アクティブ化 - 「隔離リソース」のサービス非アクティブ化ポリシーが使用
されている場合、サービスが非アクティブ化されると、SPM はボリュームの提供を削除
し、そのボリュームを隔離状態にします。 これは、サービスの非アクティブ化時または非
アクティブ化後に、SPM の外部でアーカイブまたは時効化プロセスが完了するまではボ
リュームデータを消失または上書きしたくない場合に有用です。

• 管理者による手動設定 - 管理者はいつでも、リソースの隔離状態を設定または設定解除で
きます。 これは、リソースに関するメンテナンスまたはアップグレードの際に、メンテナ
ンスの段階でリソースに関する自動処理を SPM が実行しないようにするため、またはそ
れ以外にも、SPM によるリソースに関する設定の実行を一時的に停止させたいときに、有
用である場合があります。

リソースの隔離 53

http://www.hp.com/go/matrixoe/docs


7ストレージカタログの監視
ストレージカタログの監視は、主に、ストレージ管理者が担当する作業です。

インベントリレベルの監視
利用可能なボリュームサービスのインベントリを監視するには、以下の手順に従ってくださ
い。

注記: 「非準拠」は、リソース提供済みではあるものの、それに関するサービス要求とスト
レージサービスが正確に一致しないような項目を指します。 非準拠とみなされる関係を後で確
認して、ストレージデバイスで手動設定が必要かどうか (リソースを提供しているストレージ
サービスと一致させるため) を判断できます。 ストレージサービスへの応答を参照してくださ
い。

1. ナビゲーションツリーで、[リソース]の下の [ボリューム]を選択します。
コンテンツペインに利用可能なボリュームのリストが表示されます。

2. ボリュームをフィルタリングするには、[検索] ボックスの左横にある [フィルター] アイコ
ンを選択します。

フィルター選択ボックスが表示されます。

3. 適切なフィルターを選択し、必要なすべての情報を入力します。 [OK] をクリックします。
コンテンツペインにフィルタリングされたボリュームのリストが表示されます。

4. ナビゲーションツリーで、[リソース]の下の [ストレージプール]を選択します。
コンテンツペインにフィルタリングされていないストレージプールのリストが表示されま
す。

5. プールに関する情報 (利用可能なボリュームなど) を表示したいストレージプールを選択し
ます。

6. より多くのボリュームが必要な場合は、ボリュームのインポートを参照してください。

7. さらに多くのボリュームが必要な場合は、まずアレイ上で作成して、それをインポートし
ます。

ジョブの監視および管理
現在のジョブおよび完了済みのジョブには、ジョブマネージャーからアクセスできます。

ジョブマネージャーにアクセスするには、以下の手順に従ってください。

1. [ツール] (ナビゲーションツリーの上にある) をクリックし、[ジョブマネージャー]をクリッ
クします。 また、GUI の左下隅にある実行中のジョブ数を記述しているテキストをクリッ
クします。

[ジョブマネージャー] ウィンドウが表示されます。
2. 現在のすべてのジョブのリストを表示するには、[現在のジョブ]タブをクリックします。
このリストは、右上の更新記号をクリックすることにより、いつでも更新できます。

いずれかの現在のジョブの詳細情報を表示したい場合は、そのジョブタイトルの横の展開
アイコンをクリックします。 詳細情報は、各アイテムをクリックすると、拡大して詳しく
表示することができます。

システムおよびその他のユーザーが作成したジョブを含める場合は、[すべてのジョブを表
示 (システムおよびその他のユーザー)] チェックボックスをクリックします。
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3. 完了済みのすべてのジョブ (エラーが発生した可能性のあるものを含む) のリストを表示す
るには、[履歴]タブをクリックします。
いずれかの完了済みジョブの詳細情報を表示したい場合は、そのジョブタイトルの横の展
開アイコンをクリックします。 詳細情報は、各アイテムをクリックすると、拡大して詳し
く表示することができます。

ストレージサービスへの応答
ストレージサービスは、アクティブ化されると、リソース提供済み状態になります。 ストレー
ジサービスがリソース提供未済状態になっている場合は、そのストレージサービスはまだ使用
できません。 これは、要求ベースの使用モデルでは正常なことであり、何らかの理由で、ユー
ザーが作成したストレージサービスをまだアクティブ化していない場合にも発生します。 リ
ソース提供未済ストレージサービスは、次の 2 つの方法でリソース提供済み状態にすることが
できます。

• 通常のアクティブ化を使用する - リソース提供未済ストレージサービスに関して [要件の
構成] 操作を使用してソリューションを検索し、サービスをアクティブ化します。

• ボリュームを手動で割り当てる - ストレージサービス要件が完全に満たされているかどう
かに関係なく、[ボリュームの手動割り当て] 操作を使用して、既存のボリュームをスト
レージサービスに直接割り当てます。

リソース提供未済ストレージサービスを検出するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[ストレージサービス]を選択します。
[状態]見出しの下で、[リソース提供未済]の値を持つストレージサービスを探します。

注記: リソース提供未済ストレージサービスのみを表示するには、ツールバーのフィル
ターアイコンをクリックし、[状態]のフィルターを追加して、[リソース提供未済]を選択し
ます。

2. コンテンツペインで、適切なリソース提供未済ストレージサービスをクリックします。

ストレージサービスを通常の方法でアクティブ化するには、以下の手順に従ってください。

1. 画面の下部にある [要件の構成]ボタンをクリックします。
[ストレージサービスのプロビジョニングウィザード]が表示されます。

2. 要件を変更するには、要件ページ (存在する場合) の値を修正するか、[ソリューションの
選択] ページで [要件の修正 (詳細)] をクリックします。

3. リストからソリューションを選択します。 ソリューションに関する詳細情報 (各要件の一
致ステータスなど) は、そのソリューションの [詳細]リンクをクリックすることによって
表示できます。 もっとも一致するものを選択して、[次へ]をクリックします。

4. 概要を確認します。

5. アクティブ化を設定します。

6. [完了]をクリックします。
ボリュームをストレージサービスに手動で割り当てるには、以下の手順に従ってください。

1. ウィンドウの下部にある [ボリュームの手動割り当て]をクリックします。
[ストレージサービスのプロビジョニングウィザード]が表示されます。

2. ボリュームを選択します。

3. [完了]をクリックしてプロセスを完了し、ウィザードを閉じます。
各ストレージサービスには、関連リソースによって満たされる必要のある要件のリストが含ま
れます。 ストレージサービスが、要件のすべてを満たさないリソースによって実現される場合
はいつでも、そのストレージサービスが非準拠状態になっています。 これは、さまざまな原因
によって発生する可能性があります。 たとえば、非管理対象ネットワークを使用しているサー
ビスは、イニシエーターエンドポイント WWN がまだ非管理対象ネットワーク XML ファイル
に追加されていないために、非準拠になる場合があります。
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非準拠ストレージサービスに関して最初に実行しなければならないのは、[要件]タブを表示し
て、満たされていない要件を確認することです。 リソースの設定を変更することや、要件を満
たすリソースを見つけ出すことが適切である場合があります。 また、ストレージサービスの実
現が確認され、要件を満たしていると判断される場合に、そのストレージサービスを非準拠状
態のままにしておくことが適切である場合もあります。

リソースは、次の方法で、要件に準拠させることができます。

• 自動処理を使用 - 自動処理により、リソースを変更 (再設定、拡張、提供変更) して、要件
に準拠させることができます。

• 手動 - ストレージ管理者は、リソースの設定を手動で変更して、要件に準拠させることが
できます。

非準拠ストレージサービスを検出するには、以下の手順に従ってください。

1. ナビゲーションツリーで、[ストレージサービス]を選択します。
[適合性]見出しの下で、[非準拠]の値を持つストレージサービスを探します。

注記: 非準拠ストレージサービスのみを表示するには、ツールバーのフィルターアイコ
ンをクリックし、[準拠]のフィルターを追加して、[いいえ]を選択します。

2. コンテンツペインで、適切な非準拠ストレージサービスをクリックします。

3. 画面の下部にある [要件の構成]をクリックします。
[ストレージサービスのプロビジョニングウィザード]が表示されます。

4. 要件を変更するには、要件ページ (存在する場合) の値を修正するか、[ソリューションの
選択] ページで [要件の修正 (詳細)] をクリックします。

5. リストからソリューションを選択します。 ソリューションに関する詳細情報 (各要件の一
致ステータスなど) は、そのソリューションの [詳細]リンクをクリックすることによって
表示できます。

注記: ソリューションが示されない場合は、要件をさらに変更するか、ストレージサー
ビスを非アクティブ化して、その他のリソースに関係するソリューションを探してくださ
い。

もっとも一致するものを選択して、[次へ]をクリックします。
6. 概要を確認します。

7. アクティブ化を設定します。

8. [完了]をクリックします。
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8サポートとその他の資料
参考資料

次のドキュメントに、関連情報が記載されています。

• 『HP Matrix Operating Environment 7.1 Release Notes』

• 『HP Matrix Operating Environment 7.1 Getting Started Guide』

• 『HP Matrix Operating Environment 7.1 Logical Server Management User Guide』

• 『HP Matrix Operating Environment 7.1 Infrastructure Orchestration User Guide』

• 『HP Insight Management 7.1 Installation and Configuration Guide』
これらの資料は、HP Business Support Center の Web サイトにある「Manuals」ページから入
手できます。日本語版が用意されているマニュアルは http://www.hp.com/jp/manual/ (日本
語) から入手できます。

http://www.hp.com/support/manuals (英語)

HP Matrix OE ドキュメントの Web サイトからオンラインで入手できます。
http://www.hp.com/go/matrixoe/docs (英語)

または、HP の 3PAR ストレージの Web サイトからオンラインで入手できます。
http://h18006.www1.hp.com/storage/highlights/3par.html?
jumpid=reg_R1002_USEN (英語)

• 『HP P6000 Command View Software ユーザーガイド』
ドキュメントは、次の Web サイトで参照できます。

http://www.hp.com/support/manuals (英語)

HP テクニカルサポート
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/ (日本語)

HP にお問い合わせになる前に、次の情報を準備してください。

• 製品のモデル名とモデル番号

• テクニカルサポートの登録番号 (該当する場合)

• 製品シリアル番号

• エラー メッセージ

• オペレーティングシステムの種類とバージョン

• 詳細な質問

製品サービスへの登録
HP では、Subscriber's Choice for Business Web サイトで、使用している製品を登録することを
お勧めします。

http://www.hp.com/go/e-updates

登録を済ませると、製品のアップグレード、ドライバーの新しいバージョン、ファームウェア
アップデートなどの製品リソースに関する通知を電子メールで受け取ることができます。
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HP の Web サイト
その他の製品情報については、以下の HP Web サイトを参照してください。

• http://www.hp.com/jp (日本語)

• http://www.hp.com/support/manuals  (英語)

• http://www.hp.com/support/downloads (英語)

• http://www.hp.com/go/matrixoe (英語)

表記上の規則
表 3 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

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

イタリック体の Monospace フォ
ント

• コード変数

• コマンドライン変数

太字体の Monospace フォント • ファイル名、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

警告! その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こす恐れがある警告事
項を表します。

注意: 指示に従わなかった場合、機器設備またはデータに対し、損害をもたらす可能性があ
ることを示します。

重要: 詳細情報または特定の手順を示します。

注記: 補足情報を示します。

ヒント: 役に立つヒントおよびショーットカットに関心を向けさせるためのアラート。

ご意見、ご感想
本書に関するご意見、ご感想をお待ちしております。

本書に関するご意見、ご感想は、storagedocsFeedback@hp.com に電子メールでご送信くださ
い。 ご送信いただいた内容は、HP に帰属します。
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Aトラブルシューティング
操作ログの表示

SPM は、ストレージカタログの操作ログを保持します。このログには、実行されたすべての操
作とすべてのエラーイベントが表示されます。また、すべての操作と許可イベントが表示され
る監査ログも保持します。 次の手順を使用して、すべてのユーザーが操作ログを確認できま
す。

1. ブラウザーウィンドウを開き、
https://SPM_Server_Name_or_IP_Address:8000/logs と入力します。

2. 操作ログおよび監査ログを表示するには、適切なファイル名をクリックします。

ファイルが開きます。 操作ログエントリーをコピーし、デスクトップ上の別のウィンドウ
に内容を貼り付けることができます。

注記: ログは、<SPM install directory>/logs フォルダに配置されています。

低い SPM ロギングレベルを有効にすることをお勧めします。 ロギングレベルを高くすると、
入力される情報がより詳細になるため、ログのためにより多くのスペースを消費しますが、
SPM の問題を診断するときには有用となる場合があります。 より高いロギングレベルを有効
にするには:
1. [C:\Program Files (x86)\HP\Storage Provisioning Manager\state] に移動します。
2. テキストエディターを使用してファイル ApplicationConfig.xml を開きます。
3. 行 <LoggingThreshold>Informational</LoggingThreshold> を

<LoggingThreshold>Tracing</LoggingThreshold> に変更します。
4. ファイルを保存してテキストエディターを閉じます。

SPM サービスを再起動する必要はありません。 この変更はすぐに行われます。

注記: 問題が発生した場合は、operational.log の [E] が含まれる行を検索してます。
これらの行は、例外が発生したことを示しており、問題を絞り込むのに役立ちます。

一般的な問題への対処
以降のセクションでは、SPM の設定または使用中に発生する可能性がある一般的な問題につい
て説明します。 これらの問題は、SPM 自体に関係するか、HP Matrix OE ストレージプールエ
ントリーに関係します。

Storage Provisioning Manager の問題

SPM がブラウザーで起動されない
症状 – SPM がブラウザーで起動されず、Silverlight のエラーが発生する。
考えられる原因 – Silverlight が、ブラウザーを起動したクライアントシステムにインストール
されていません。

推奨される処置 – Microsoft のダウンロードサイトから Silverlight をダウンロードしてインス
トールします。

SPM ユーザーインターフェイスを通じてユーザーがログインできない
症状 – SPM ユーザーインターフェイスを通じてユーザーがログインできず、稼動しているスト
レージを操作するためのコマンドが失敗する。

考えられる原因 – SPM が、自身が動作しているホストの名前を正しく検出できません。
推奨される処置 – ストレージ管理者が、<SPM Install Directory>state/
ApplicationConfig.xml ファイルに正しいホスト名を入力する必要があります。
1. Microsoft Services MMC を使用して、SPM サービスを停止します。
2. SPM のインストールディレクトリで、ApplicationConfig.xml ファイルをテキストエ
ディターで開きます。
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3. フィールド LocalHostNameOverride を、SPM がインストールされているサーバーの正
しいホスト名が含まれるように編集します。
4. ファイルを保存して閉じます。
5. Microsoft Services MMC を使用して、SPM サービスを開始します。

同じボリュームを管理する複数の SPM サーバーの問題
症状 – ある SPM サーバーからの変更によって、別の SPM サーバーで行った変更が上書きされ
る。

考えられる原因 – 両方の SPM サーバーが同じリソースを管理しようとしています。
推奨される処置 – 各 SPM サーバーが異なるボリュームリソースを管理していることを確認し
ます。 複数の SPM サーバーで同じボリュームリソースを管理しないでください。 2 台の SPM
サーバーが同じアレイまたはプールを管理している可能性があります。

3PAR ストレージシステムをインポートできない
症状 – 3PAR ストレージシステムのインポートに失敗する。
考えられる原因 1 – 3PAR InServ の浮動型 IP に Matrix 中央管理サーバーからアクセスできませ
ん。

推奨される処置 1 – 3PAR InServ ノードアドレスに ping します。 InServ ノードの IP アドレス
に Matrix 中央管理サーバーからアクセスできることを確認します。
考えられる原因 2 – SMI-S が 3PAR ストレージシステムでアクティブになっていません。
推奨される処置 2 – ノードの不動型 IP にログオンすることで、SMI-S が 3PAR ストレージシス
テムで動作していることを確認します。 コマンドプロンプトで showcim と入力し、SMI-S が
有効かつ動作していることを確認します。 動作していない場合は startcim を実行します。
考えられる原因 3 – 認証情報が正しくないため (ユーザーが存在しないかパスワードが一致し
ない)、CIMOM が応答していません。
推奨される処置 3 – 要求がタイムアウトするまで 30 分待機するか、SPM を再起動し、その後
認証情報が正しいかどうかを検証します。

既存の 3PAR ボリューム提供からのイニシエーターの削除は失敗する場合があります。
症状 – SPM の既存のサービスが、ホスト提示からイニシエーターを削除するために変更され
る。 更新されたサービスのアクティブ化が、更新提示ジョブのステップ中に失敗します。 ロ
グには、WWN の DeleteStorageHarwareID が失敗し、エラーコード =4 であったことが示さ
れています。

考えられる原因 – 3PAR アレイは、アクティブなイニシエーターのパスをホストエントリーか
ら削除することを許可していません。

推奨される処置 – サービスを再アクティブ化する前に、ホストがシャットダウンされている
か、アレイに現在接続していないことを確認します。

EVA アレイまたは XP アレイが、SPM の外部からは正しく機能しているように見えるにもかか
わらず、オフラインとマークされる

症状 – EVA または XP アレイが、SPM 内ではオフラインとマークされ、SPM の外部では正常
に見える。 さらに、SPM のログを見ると、「HP SPM Storage Module」に関係する例外が発生
している。 接続の問題はこの問題に関係している可能性が最も高い。
考えられる原因 1– 場合によっては、SPM とアレイ間の通信におけるタイムアウトの問題がア
レイが一時的にオフラインになっているとマークされる原因になる場合があります。

推奨される処置 1 – SPM GUI を使用して、アレイを手動で再同期させて、アレイがオンライン
に戻るかどうかを確認します。

考えられる原因 2 – EVA および XP アレイへのアクセスを制御するソフトウェアが別のサービ
スになっています。 このプロセスは、SPM が起動するときに自動的に起動するはずです。 こ
のプロセスが実行していない場合は、SPM はアレイと通信できません。
推奨される措置 2 – SPM がシャットダウンされ再起動されると、必要なすべてのプロセスが再
起動されるはずです。 SPM は、HP Storage Module Provisioning Manager Service を停止する
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とシャットダウンできます。 サービスを再起動すると、HP Storage Module Service は自動的
に起動するはずです。 シャットダウン時には SPM をアイドル状態にして、アクティブユーザー
による操作が影響を受けないようにすることを推奨します。

考えられる原因 3 – SPM は、コマンドデバイスを介して XP を通信することができません。
推奨される措置 3 – ログに、「No Arrays found」のような行が含まれている場合、 ユー
ザー名、パスワード、およびアレイ接続を検証してください。XP アレイに定義されている認証
情報が正しく、コマンドデバイスが提供され SPM を実行しているサーバーで利用可能になっ
ていることを検証してください。 コマンドデバイスは、以下の場所から入手可能な
p9000info/xpinfo ツールを使用してチェックできます。
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?
lang=en=us=329290=5202488=5158164=1110=13=2=135=co-94081-2=18964=4309961
(英語)
このツールを使用すると、OPEN-V-CM として CU/LDEV のタイプが表示されます。

カタログストレージプールエントリーを変更しボリュームをマスキング解除すると、候補が削
除される

症状 – カタログストレージプールエントリーを変更したり、ボリュームのマスキングを解除し
たりするときに、ストレージ候補が、Matrix OE の [Candidates] ドロップダウンメニューに表
示されない。

考えられる原因 – デフォルトでは、「[Masked]」 チェックボックスが選択され、SAN Catalog
Storage Entry を [SAN Storage Pool Entry] 画面で作成すると、グレーアウトされます。 ボリュー
ムが SPM でアクティブ化された後に、ストレージプールエントリーを変更した場合、ユーザー
インターフェイスで、新しく追加したボリュームについて 「[Masked]」 チェックボックスを
選択解除できます。 しかし、「[Masked]」 を選択解除し (つまり、ボリュームのマスキングを
解除する場合)、[Show Candidates] をクリックすると、ストレージ候補がこの新しいボリュー
ムの [Candidates] ドロップダウンメニューに表示されず、この順番で処理を行うと、ボリュー
ムとストレージプールエントリー全体が使用不能になります。

推奨される処置 – ストレージプールエントリーを変更するときには、対応する「 [Masked] 」
チェックボックスが、初期のプロビジョニングプロセス (ストレージプールエントリーの変更、
新しいボリュームの追加、候補の取得と選択、SPM で新しいボリュームを最初にアクティブ化
するためのストレージプールエントリーの保存など) を通じて選択されることを確認します。
「[Masked] 」をこのプロセスで選択解除し、ボリュームが操作不能になる場合は、ボリューム
を削除してから、ストレージプールエントリーに再度追加します。

ボリュームが正しくアクティブ化された後に、必要な場合にストレージプールエントリーを変
更してボリュームをマスキング解除できます。

SPM がボリューム容量を GiB または GB でレポートする場合がある
症状 – SPM がボリューム容量を GiB または GB でレポートする場合があります。
考えられる原因 – SPM および HP EVA および XP アレイのようないくつかのストレージアレ
イ、そして Matrix OE ビジュアライゼーションは、ボリューム容量を標準の GB (1
GB=1,000,000,000 バイト) で表示しますが、3PAR は GiB (1GiB=2^30=1,073,741,824 バ
イト) でレポートします。
推奨される措置 – SPM は GB または GiB を使用してボリューム容量をレポートできます。 デ
フォルトは GiB です。 3PAR では一貫性を確保するために GiB を選択します。 HP EVA や XP
または Matrix OE ビジュアライゼーションなどの他のストレージデバイスでは、一貫性を確保
するために GB を選択します。 詳細は、「単位」 (108 ページ) を参照してください。

SPM がアレイにアクセスしようとするときに XP ストレージアレイへの接続を失う場合には、
再起動する必要がある

症状 – SPM がアレイにアクセスしようとするときに XP ストレージアレイへの接続を失いまし
た。

考えられる原因 – SPM を使用して XP ストレージを管理する場合、CMS を FC SAN に接続す
る必要があります。 SPM がストレージアレイにアクセスして、カタログ情報を収集したり、
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設定操作を実行したりするときにアレイへの接続を失うと、SPM カタログは一貫性のない状態
になる場合があります。

推奨される措置 – CMS と XP ストレージアレイ間で FC 接続が再確立された後は、実行中のす
べてのジョブが完了するまで待機し、HP SPM Storage Module Service を再起動します。

正確に 256 の提供パスがあるボリューム (LDEV) のインポートが成功しない
症状 – XP ストレージアレイから、正確に 256 の提供パスがあるボリューム (LDEV) をインポー
トしようとしても、成功しません。

考えられる原因 – これは既知のファームウェアの不具合が原因です。
推奨される措置 – 256 以外に提供パスの数字を変更し、インポート操作を再試行します。

SPM は、とマークと、アレイをオフラインとマークする場合がある
症状 – アレイが誤ってオフラインとマークされます。
考えられる原因 – オンデマンドプロビジョニング中、ストレージサービスが非アクティブ化さ
れ、ボリュームがアレイで削除されると、エラーが発生し、SPM がアレイをオフライトとカタ
ログで不正にマークする可能性があります。 アレイがオフラインとマークされていると、アレ
イが適切に機能している場合であっても、SPM はプロビジョニングや再設定操作をアレイで実
行しません。

推奨される措置 1 – SPM が自動的にアレイを差同期しカタログでオンライン状態に復元するま
で、60 分間待機します。 アレイがオンラインになると、プロビジョニングと再設定操作を実
行できます。

推奨される措置 2 – SPM に手動でログインして、オフラインのアレイを見つけます。 [アレイ
の再同期] をクリックします。これで、SPM はアレイの再同期を強制的に直ちに実行します。
成功すると、アレイはオンラインとマークされます。

Internet Explorer の拡張保護モードを無効にする必要がある
症状 – SPM モードにアクセスすると、Silverlight がすでにインストールされている場合でも、
Silverlight をインストールするように求められます。
考えられる原因 – Internet Explorer の拡張保護モードが有効になっている場合、Internet Explorer
ではブラウザープラグインは実行されません。 このモードで SPM ユーザーインターフェイス
にアクセスしようとすると、Silverlight がすでにインストールされている場合でも、Silverlight
をインストールするように求められます。

推奨される措置 – Internet Explorer の拡張保護モードを無効にするか、SPM ユーザーインター
フェイスの URL (デフォルトは https://[machine-name]:8000) を信頼されるサイト一覧
に追加します。

制約

想定外のユーザーに使用中のストレージボリュームを提供することは、データ消失につながる
可能性があります。

SPM にインポートされたすべてのストレージボリュームは、Matrix Operating Environment の
ような SPM ユーザーから要求されるストレージサービスを実行することが可能なため、事前
に提供済みのボリュームを SPM にインポートする場合は十分お気を付けください。 SPM のこ
のインスタンスに処理されるストレージ要求の実行を想定されているストレージボリュームの
みインポートしてください。 SPM の複数インスタンス (独立または連携設定のいずれか) があ
る場合、各インスタンスに異なるストレージアレイプールを管理させるようにも、また、完全
に異なるアレイを管理させるようにもできます。

事前に提供済みのストレージボリュームをインポートするときには、ボリュームがすでに使用
中ではないことを確認します。 他のシステムまたはサービスで使用中、または使用が予定され
ているボリュームや、SPM の他のインスタンスにすでにインポートされているボリュームをイ
ンポートしないでください。 この操作を行うと、データが消失する可能性があります。
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ストレージボリュームを単一の SPM によって管理する必要がある
大規模なデータセンター環境では、複数の CMS 設定 (独立または連携設定のいずれか) を使用
する場合があります。 個々のストレージボリューム/LUN は、単一の SPM によって管理する
必要があります。 異なる CMS の異なる SPM のインスタンスが異なるストレージアレイプー
ルまたは完全に異なるアレイを管理するようにして、これを実現します。

Brocade Network Advisor および HP B-Series Network Advisor の必須のバージョン
Brocade ベースの SAN 環境を管理するには、Brocade Network Advisor 11.1.3 または HP
B-Series Network Advisor 11.1.3 がインストールされている必要があります。
HP B-Series Network Advisor は、http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/
dc_fabricmgr/index.html から入手いただけます。 詳細は、『HP Storage Provisioning Manager
(SPM) ユーザーガイド』 ( www.hp.com/go/matrixoe/docs (英語)) を参照してください。

同じ Brocade ネットワークを管理する SPM に、異なるゾーンを関連付ける必要がある
SPM の自動ゾーニング機能を HP B シリーズまたは Brocade SAN ネットワークで使用してい
る場合、複数の CMS 設定を使用する環境 (独立または連携設定のいずれか) では、同じ HP B
シリーズまたは Brocade ネットワークを管理できます。 しかし、この状況では、SPM の各イ
ンスタンスによって作成および管理される相関ゾーンを区別するように、SPM の各インスタン
スによって管理されるイニシエーターのセットは別々にする必要があります。

Brocade SAN 以外の環境では、SPM で非管理対象ネットワークを持たせる必要があります。
ストレージ管理者は、SPM に SAN 接続に関する情報を提供する必要があります。 さらに、
Brocade SAN 以外の環境では、非管理対象ネットワークを作成して、
www.hp.com/go/matrixoe/docs の SPM『HP Insight Management Installation and Configuration
Guide』www.hp.com/go/matrixoe/docs (英語) で説明しているように、SAN 設定と通信する
必要があります。

また、WWN を手動で入力する必要もあります。 詳細は、「プロキシ WWN」 (87 ページ)
を参照してください。

ファブリックのアイデンティティが変更されない場合、FC ファブリック修復および FC ファブ
リック再構成が SPM でサポートされる
SPM の自動ゾーニング機能を HP B シリーズまたは Brocade SAN ネットワークで使用してい
る場合、SPM は、ファブリック修復およびファブリック再設定から自動的に回復できますが、
これはファブリックのアイデンティティが変更されない場合に限ります。 ファブリック修復
は、スイッチの交換やスイッチのファームウェアのアップグレードなどのファブリック変更で
す。 再設定の変更とは、ファブリックスイッチの設定変更やデータセンターの拡張や追加機能
をサポートするための追加のスイッチです。 いずれのケースにおいても SPM は変更を自動的
に処理しますが、これは、ファブリックのアイデンティティが Brocade の Network Advisor に
よって追跡されるときに変更されていない場合に限ります。

修復または再設定に関わらず、Brocade Network Advisor によって追跡されるときにファブリッ
クのアイデンティティが変更されるほど重大な変更があった場合には、SPM の一部について管
理者が操作して修復する必要があります。そうしないと自動的に処理されません。

多数のボリュームをインポートする場合、長い時間を要し、失敗する場合もある

環境によって、1,000 または 5,000 以上のボリュームを一度に SPM にインポートすると、
サービスがクラッシュし、SPM サービスの再起動が必要となる場合があります。 SPM に同時
にインポートするボリューム数を、InForm OS 3.1.1 MU1 以降では 5,000 未満に、その他の
すべてのオペレーティングシステムでは 1,000 未満に制限します。
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3PAR 自律グループ、ピアモーション、および仮想ドメインが SPM でサポートされない
次の 3PAR の機能は、SPM のこのリリースではサポートされません。 詳細は、『HP Storage
Provisioning Manager (SPM) ユーザーガイド』 ( www.hp.com/go/matrixoe/docs (英語) ) を参
照してください。

• 自律グループ

SPM は 3PAR の自律グループ (ホストセットおよび仮想ボリュームセット) をサポートし
ません。 特定の状況下では、SPM は自律グループと共存できますが、その機能を利用し
ません。 詳細については、「自律グループの使用」 (76 ページ)  を参照してください。

• 仮想ドメイン

SPM は、3PAR 仮想ドメインをサポートしません。 SPM によって管理される 3PAR スト
レージシステムで仮想ドメインを使用すると、特にボリュームのインポート、ボリューム
の更新および目標のバインディングを行うときなどに、SPM が不正に動作する場合が多く
あります。

• ピアモーション

SPM は、ピアモーションを使用してあるアレイから別のアレイに移行されたボリュームを
検出することができません。 ピアモーションを使用してあるアレイから別のアレイに移行
されたボリュームは SPM ではオフラインとマークされ、このようなボリュームを使用す
るサービスは、非準拠になります。 さらに、ホストにボリュームを接続しているゾーンの
外にこのボリュームが移動する場合に、このようなボリュームを使用しているホストは、
アクセスできなくなる場合があります。

SPM は RWC によってロックされている場合、P9500 や XP ストレージアレイリソースをイン
ポートまたは再同期できない

プールおよびボリュームを含む P9500 または XP ストレージアレイのリソースが Remote Web
Console (RWC) によってロックされている場合、SPM はこれらのリソースをインポートまたは
再同期できません。 (これは、サービスをアクティブ化するときにマッピングおよびマスキン
グを実行する SPM の機能には影響しません。)
推奨される処置 
インポートまたは再起動操作時に、RWC を実行するすべての Web ブラウザーがシャットダ
ウンされていることを確認します。 詳細は、 『P9000 Remote Web Console User Guide』 を
参照してください。

3PAR ストレージシステムのファームウェア
3PAR ストレージシステムを SPM と適切に連携して使用するためには、InForm OS 3.1.1 MU1
以降をインストールする必要があります。 SPM は、これ以前のバージョンの 3PAR アレイを
SPM カタログにインポートすることを許可していません。

一致する候補が見つからない

症状 – 要件が、使用可能なカタログリソースに一致しない。
推奨される処置 – Matrix ストレージ要件が正しいことを確認します。 また、使用可能な SPM
カタログエントリーが Matrix からの要件を満たしていることを確認します。

注記: ストレージプールエントリーユーザーインターフェイスで候補を取得しない場合、ス
トレージサービスが未割り当てとラベル付けされるか、ストレージサービスが非準拠になる可
能性があります。 その場合には、問題のストレージサービスを強調表示し、[要件の構成] ボタ
ンをクリックすることで、要件を確認できます。 候補画面で、[要件の修正] リンクをクリック
し、要件を変更して、問題の原因となっている要件を特定します。

症状 – Matrix のデフォルトストレージテンプレートがオンデマンド用に変更されておらず、ボ
リュームがインポートされない。

推奨される処置 –
1. プロビジョニング用に、ボリュームをカタログにインポートします。
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2. HP Matrix のデフォルトストレージテンプレートを変更して、オンデマンドプロビジョニ
ングを許可します。

a. HP Matrix デフォルトストレージテンプレートを強調表示し、[編集] ボタンをクリッ
クします。

b. 読み取り専用要件 [リソースの存在] の [ボリューム] の値を、[必要] から [推奨] に変
更します。

c. オンデマンドでプロビジョニングされるボリュームを制限する必要がある場合には、
容量の制約をテンプレートに追加します。

症状 – 自律グループを設定して 3PAR アレイを使用すると、HSET または MSET エラーが SPM
ログに表示される。

推奨される処置 – SPM は、ホストセットに割り当てられたボリュームを使用できません。 こ
の問題を修正するには、ホストセットに割り当てられていないボリュームをインポートして使
用します。

管理対象 SAN

管理対象 SAN をインポートできない
症状 – 管理対象 SAN のインポートが失敗する。
考えられる原因 – BNA 11.1.3 以降が使用できないか、正しく設定されていません。
推奨される処置 – BNA 11.1.3 が、SAN の管理で使用するサーバーにインストールされている
ことを確認します。 SMI Agent が設定され動作していることを確認します。
推奨される処置 – SAN 管理サーバーに ping を実行し、TCP/IP 経由で通信できることを確認し
ます。 SAN 管理サーバーにログオンし、BNA の [すべてのプログラム] セクションで「Server
Management Console」を起動します。 CIMOM サーバーが動作していることを確認します。
動作していない場合は、設定して起動します。

非管理対象 SAN

非管理対象 SAN をインポートできない
症状 – 非管理対象 SAN が、インポート可能な SAN のリストに表示されない。
考えられる原因 – XML の構文エラーまたは XML スキーマエラーが検出されました。
推奨される処置 – SPM ログで構文またはスキーマ検証エラーを確認し、修正します。
症状 – 非管理対象 SAN が、インポート可能な SAN のリストに表示されるものの、インポー
トされない。

考えられる原因 – エディターによっては、ファイルの別のコピーが異なる拡張子でフォルダー
に残ります。

推奨される処置 –
1. 非管理対象 SAN の XML ファイルを編集し、XML のフォーマットや、XML エントリーの
開始文字と終了文字を含め、すべての XML コンテンツが正しいことを確認します。

2. 非管理対象 SAN の XML ファイルが格納されているフォルダーを確認します。 名前が同
じで拡張子が「xml~」の他のファイルがフォルダーにないことを確認します。

更新後に非管理対象のゾーニングされた SAN がオフラインになる
症状 – 非管理対象 SAN を新しいゾーンで更新した後、オフラインになってオンラインになら
ない。

考えられる原因 – XML またはエントリーの構文が正しくありません。
推奨される処置 – オフラインネットワークの非管理対象 SAN の XML ファイルを編集し、XML
のフォーマットや、XML エントリーの開始文字と終了文字を含め、すべての XML コンテンツ
が正しいことを確認します。 この状況では、SPM ログファイルをチェックすると有用な場合
もあります。
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B Brocade ファイバーチャネルネットワークの操作
最小要件

Brocade ベースの SAN 環境を管理するには、Brocade Network Advisor 11.1.3 または HP
B-Series Network Advisor 11.1.3 がインストールされている必要があります。 サポートされる
デバイスの一覧については、リリースノートを参照してください。

Brocade スイッチ FOS/M-EOSc バージョンSAN 管理ソフトウェア

FOS v5.0.x、v5.1.x、v5.2.x、v5.3.x、v6.0.x、v6.1.x、
v6.2.x、v6.3.x、v6.4.x、v7.0.x。本リリースノートに記

HP B-Series Network Advisor 11.1.3 (Enterprise、
Professional Plus、または SMI Agent のみ) オプション

載されている特定のデバイスでは、M-EOSc 9.6.x、
9.7.x、9.8.x、および 9.9.x もサポートされています。

-または-
Brocade Network Advisor (BNA) v11.1.3 (Enterprise また
は SMI Agent のみ) オプション

注記: 
• Brocade のレガシースタンドアロン SMI Agent は、SPM ではサポートされません。 SPM
は、上記の HP B-Series Network Adviso/Brocade Network Advisor インストールパッケー
ジを介してインストールされた SMI Agent のみをサポートします。

• 詳細と、HP B-Series Network Adviser ソフトウェアへのアクセスについては、『HP B-series
Management Software - Overview & Features 』(英語) を参照してください。 ダウンロード
情報は、「HP Support and Drivers」にあります。

SAN と通信するための SPM の設定
Brocade ベースの SAN 環境を管理する場合、SPM は、「最小要件」のセクションに概要を示
した Brocade のネットワークデバイスマネージャーにアクセスできる必要があります。 また、
以下のことが実行されたことを確認してください。

1. BNA SMI Agent がサーバーにインストールされていることを確認します。
2. フルアクセスの権限を持つ BNA 管理者アカウントが設定されており、BNA と通信すると
きに SPM が使用できることを確認します。

3. サーバーで CIMOM が動作していることを確認します。
4. BNA で SSL が有効になっていることを確認します。
5. CIMOM が、SPM と同じサブネット上にある NIC にバインドされており、SPM が Brocade
のネットワークデバイス管理ソフトウェアに接続して通信できるようになっていることを
確認します。

ネットワークのインポート
ネットワークをインポートする方法については、ネットワークのインポートを参照してくださ
い。

ネットワークの管理
ネットワークの管理の詳細については、ネットワークの管理を参照してください。

ネットワークの削除の詳細については、ネットワークの削除を参照してください。

接続サービス
接続サービスは、必要なストレージおよびホストとの間の接続性を保証するための、他の SPM
サービスに対する下位の構成要素を提供します。
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管理対象ネットワーク

SPM での管理対象ネットワークとは、SPM が積極的に管理 (たとえば、トポロジの照会、ゾー
ニングの変更など) できるネットワークを指し、Brocade ネットワークやその他の SAN アダプ
ターでサポートされる任意のネットワークが含まれます。

[Zoning State] が [Zoned] で [機能] が [Automated Zoning] のネットワークは、SPM によって
ゾーニングが自動化されます。 SPM が積極的に下位のネットワークを変更して、ユーザーの
ニーズやストレージ管理者によって設定された制約に応じて、ゾーンを動的に作成または破棄
します。

注記: 
• BNA ユーザーのゾーニングセッションが同じファブリックの SPM ゾーニングセッション
と重複する場合には、SPM の変更は失敗し、SPM によって自動的に再試行されます。

• BNA の GUI で手動で名前が変更されるネットワークは、SPM から削除した後に、再イン
ポートする必要があります。 これらのネットワークに依存していたすべてのサービスは、
再設定して再アクティブ化する必要があります。

SPM は、次のように下位のハードウェアの使用の保証を確認します。

ゾーニングの自動化の制約

• SPM では、SPM がゾーンを作成する前に、ユーザーがネットワークで最初にゾーンを手
動で作成することが必要です。 SPM は、ゾーニングされたネットワークに対してオープ
ンネットワークを変更することはできません。

• SPM は、既存のゾーンを破棄または変更しません。これは、SPM がこれらのゾーンの目
的を知らないためです。 ネットワーク内の SPM が作成していないすべてのゾーンは、SPM
によって変更されません。

• SPM がゾーンを作成できるようにするには、少なくとも 1 つのゾーンを配置する必要が
あります。 SPM は既存のゾーンを破棄しないため、SPM はネットワークを Open のゾー
ニング状態にすることはありません。

ゾーニングポリシー

SPM は、デフォルトで単一イニシエーターゾーニング (SIZ) ポリシーを使用します。 候補の生
成時に、SIZ ポリシーを通じて接続できる候補か、すでに接続済みの候補のみがユーザーに提
供されます。 SIZ ポリシーを使用して、SPM は、ゾーンごとに単一のイニシエーターが存在
し、イニシエーターごとに 1 つのゾーンのみとなるように、ゾーニングの自動化が可能なネッ
トワーク上にゾーンを作成します。 しかし、ターゲットのエンドポイントは、イニシエーター
によって必要となるときに 1 つ以上のゾーン内にある可能性があります。 たとえば、イニシ
エーターのゾーンは、必要に応じて新しいターゲットを含めるように拡張されます。 イニシ
エーターに提供する必要があるターゲットは、SPM によってそのイニシエーターのゾーンに配
置されます。その際、そのゾーンが 1 つ以上のターゲットを含み、必要に応じて拡張または縮
小できるように設定されます。

注記: 並行する SPM のインスタンスが同じネットワーク上で動作する連携 CMS タイプの環
境では、個別の SPM で使用されているイニシエーターが別個のものであり、SIZ ポリシー経由
の SPM が同じネットワークの個別のゾーンに対して動作できるようにする必要があります。
SPM にインポートされるネットワークには、すべてのインポートされるネットワーク全体で区
別されるアドレスを関連付ける必要があります。

ゾーニングの命名規則

SPM によって作成されるゾーンは、次の規則に沿って命名されます。
• すべて大文字が使用され、SPM_ で始まりプロセスに関連するイニシエーターの WWN が
コロンを付けずに後に続きます (例、SPM_1012EF3400123401)。

この命名規則によって、SPM およびネットワーク管理者は、ゾーンが SPM によって作成され
たことを識別できるようになります。
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ゾーンの変更

既存のゾーン (SPM が作成していないゾーン) は、目的の接続サービスの要件をそのまま満た
す場合に SPM で使用されますが、必要な要件を満たさない場合に変更されることはありませ
ん。 代わりに、新しいゾーンが作成されます。 また、サービスが非アクティブ化または削除
されるときに既存のゾーンがそのまま使用された場合、既存のゾーンは SPM によって変更さ
れません。

ただし、指定された要件と同じイニシエーターを持つ SPM によって作成され、追加のターゲッ
トを含むように変更が必要なゾーンは、必要に応じて変更されます。 SPM が必要としなくなっ
たときには、下位のデバイスからも削除されます。 依存するすべての接続サービスが非アク
ティブ化または削除されると、すぐに、これが発生します。

ゾーンの破棄

ゾーンは、それに依存するすべての接続サービスが非アクティブ化または削除されると破棄さ
れます。 これは、SPM によって作成されたゾーンのみに適用されます。 既存のゾーンは影響
を受けません。 ただし、どちらの場合にも、ゾーンは SPM のストレージカタログから削除さ
れ、GUI に表示されなくなります。

要件

接続サービスを作成するとき、次の 2 つのユースケースがあります。

標準のユースケース

標準のユースケースでは、1 つ以上の FCInitiatorEndpoint 要件が、1 つ以上の FCTargetEndpoint
要件とともに指定されます。 各エンドポイント要件すべてにサブ要件 FCWWN が必要です。
SPM はこれらの要件を次のように解釈します。
• SPM は指定されたすべてのエンドポイントが同じネットワーク上にあることを確認しま
す。 その後、各イニシエーターが各ターゲットと通信できることを確認します (ネット
ワークがオープンになっており、すでに一緒にゾーニングされているか、一緒にゾーニン
グされるようにゾーニングの自動化が設定されていることが必要です)。 しかし、SIZ ポリ
シーが使用されているために、SPM は、すべてのターゲットへのイニシエーターのみのイ
ニシーター要件間の接続をチェックしません。

• 前述のエンドポイントに接続できるか、エンドポイントがすでに存在する場合、1 つの候
補のみが返され、目的のエンドポイント要件を接続できるか、すでに一緒に接続されてい
ることを示します。

プロキシユースケース

プロキシケースは、標準ケースに非常に似ていますが、いくつかの注意があります。 まず、
FCInitiatorEndpoint 要件に対し、FCWWN に加えてサブ要件 FCProxyWWN が指定されます。
FCWWN はまだ存在する必要がないため (たとえば、ホストは今のところファブリックにログ
インしていない場合があります)、SPM は指定された FCProxyWWN 要件を使用します。これ
は、すでにファブリックにログインし、SPM が認識している別のエンドポイントの WWN で
す (一般にはブレードエンクロージャーのアップリンクポートですが、任意の既知のポートが
考えられます)。 FCProxyWWN は、FCWWN の電源を投入したときにそれがある場所を識別す
るために使用され、SPM はそれが存在するかのようにその候補を生成できます。

非管理対象ネットワーク

SPM からの自動化された管理パスがない SAN (非管理対象ネットワーク) も SPM カタログに
インポートできます。 多数のデバイスがある非管理対象ネットワークを使用すると、非管理対
象ネットワークの XML ファイルを維持するために相当な労力が必要となる場合があります。
非管理対象ネットワークの詳細については、非管理対象ネットワークの使用を参照してくださ
い。
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C EVA ストレージシステムの設定と管理
HP P6000 EVA ストレージシステムには、いくつかの付加価値機能があります。 SPM がこれ
らの機能を使用して環境の管理を扱う方法について理解することは重要です。 これらの機能の
説明については、以降のセクションを参照してください。

EVA アレイの SPM へのインポート方法について
SPM の [アレイのインポート]機能を使用すると、EVA x400 および P6000 アレイを SPM にイ
ンポートできます。 これにより、アレイ上のストレージプールとボリュームをインポートでき
ます。 SPM ストレージプールオブジェクトは EVA ディスクグループにマッピングされます。
(このセクションでは、ストレージプールとディスクグループという用語は、同じ意味で使用さ
れます。) アレイインポートウィザードを実行するときに、一連の認証情報を入力する必要が
あります。 認証情報には、HP P6000 Command View ソフトウェアが動作している管理サー
バーの IP アドレスと、HP P6000 Command View にアクセスするためのユーザー名とパスワー
ドが含まれます。 HP6000 Command View がデフォルトポートで動作していない場合、その
ポートをホスト名の後に「:」で区切って追加する必要があることに注意してください (例:
「myHost:2345」)。 SPM は、指定された認証情報を使用して EVA CommandView サーバーに
アクセスします。 ユーザー名とパスワードの組み合わせは、CommandView サーバーの「HP
Storage Admins」グループに属している必要があります。
認証情報を入力すると、HP P6000 Command View インスタンスによって管理されている
P6000/EVA アレイがインポート可能として表示されます。 EVA アレイをインポートした後、
ストレージプールをインポートできます。 インポートウィザードのこのステップでは、選択し
たアレイ内の使用可能なストレージプールの一覧が表示されます。 SPM には、EVA アレイ内
にストレージプールを作成するための仕組みがないことに注意してください。 既存のストレー
ジプールを EVA アレイからインポートした後、ボリュームをインポートできます。 使用可能
なボリュームの一覧は、インポートされるディスクグループに基づいて制限されます。 次のよ
うに、インポートできないいくつかのボリュームクラスがあります。 スナップショットボリュー
ムとリモートコピーボリュームは、SPM のインポートウィザードですべて無視されます。

注記: EVA 3000/5000 などのサポートされていないモデルは、インポート可能として表示
されません。 これらのアレイが HP6000 Command View で報告される場合でも、SPM では廃
止されサポートされていません。 詳細は、最小要件を参照してください。

EVA 容量レポートについて
SPM は、そのカタログ内のストレージプールとボリュームの容量を追跡します。 これらの容
量値は、ストレージプロビジョニング用の候補を生成するために使用されます。 候補生成処理
を理解するためには、SPM が追跡する対象と、それがストレージプールとボリュームの EVA
モデリングにどのように関係するかを知ることが重要です。

ストレージプール容量

ストレージプールレベルでは、SPM によって物理容量、コミット済み容量、予約済み容量が追
跡されます。 物理容量はストレージプールに物理的に割り当てられた総バイト数です。 コミッ
ト済み容量は、プール内でそのすべてのボリュームに対して割り当てられた領域を表します。
予約済み容量はプールに含まれているすべてのボリュームの合計容量です。 さらに、ボリュー
ムの作成や拡張のために候補プールを選択するときに使用される計算値「使用可能容量」があ
ります。

EVA リソースモデルでは、すべてのストレージプールの容量の合計が EVA システムの使用可
能な物理容量を表します。 この使用可能な物理容量を使用して仮想ディスクやボリュームが作
成されます。 総物理容量は、SPM または CommandView でアレイプロパティから取得できま
す。 EVA では、RAID レベルは各ボリュームに割り当てられます。 割り当てられた容量は次の
場合に拡張されます。

• フルプロビジョニングされたボリュームが作成されるとき。この場合、ボリュームの全サ
イズと RAID オーバーヘッドを包含する必要なディスクスペースがディスクグループに割
り当てられます。

EVA アレイの SPM へのインポート方法について 69



• シンボリュームが割り当てられるとき。管理スペース要件に対処するために少量のディス
クスペースが割り当てられます。

• ホストがシンプロビジョニングされたボリュームに書き込むとき

EVA ストレージシステムの提供、マッピング、およびマスキングにつ
いて

EVA には、ホストアクセスをボリュームにマッピングする提供モデルが備わっています。 こ
のモデルにより、特定の仮想ディスクとホストイニシエーターに基づく、明示的に定義された
マッピングとマスキングが可能になります。 この提供モデルにより、使用可能なコントロー
ラーホストポート上のイニシエーターからボリュームにアクセス可能になります。

優先されるコントローラーは、EVA システムによって自動的に設定するか、管理者が設定でき
ます。 SPM は、内部的にホストをイニシエーターエンドポイントのコレクションとして追跡
します。 EVA アレイが SPM にインポートされるとき、そのホストポート WWN が見つかり、
同等のホストポートエントリーが SPM のカタログ内に作成されます。 ストレージサービスプ
ロビジョニングの自動化の際、提供更新要求が EVA のホストエントリーまたはイニシエーター
エンドポイントの新しいコレクションにマッピングされるホストを参照することがあります。

SPM はホストのイニシエーターエンドポイントアドレスを使用して、可能であればホストをア
レイ上の既存のホストエントリーに関連付けます。 提供更新が原因で、ボリュームに対する提
供解除操作によりその現在の提供設定がクリアされることがあります (つまり、古い提供をマ
スクするため)。 その後、必要に応じて、ホストエントリーがアレイ上に作成されます。
最後に、更新によって、提供操作がボリュームを適切なホストにマッピングします。 EVA は
ホストエントリーを制約し、特定のイニシエーターエンドポイントアドレスが複数のホストエ
ントリーに存在することを禁止します。 つまり、同じイニシエーターエンドポイントに提供さ
れた 2 つのボリュームが同じホストエントリーを参照します。 要求によりホストエントリー
が変更される場合、これは、要求された特定の提供カタログが、別のボリュームの提供に影響
を与える可能性があることを意味します。 SPM は、これらの種類の副作用を探して阻止しま
す。

EVA ストレージシステムホストモードの使用
EVA システムでは、SPM ホストモードと EVA ホストモードの間に 1 対 1 の関係があります。

EVA ストレージシステム上のホストの作成
SPM は、イニシエーターにボリュームを提供しようとするとき、まずアレイを調べて、アレイ
がこのイニシエーターを認識しているかどうかを検出します。 アレイがイニシエーターを認識
していない場合、新しいホストがそのイニシエーター用に作成されます。 そのホストに付けら
れる名前は、Matrix によって作成される場合は「LSM_」の後にイニシエーターの WWN を付
加したものになり、SPM 内で作成される場合は「SPM_」の後にイニシエーターの WWN を付
加したものになります。 SPM は、複数のイニシエーターポートを持つホストを含む提供を表
示できますが、ホストを作成するとき、SPM は常に 1 つのイニシエーターポートを持つホス
トを作成します。 SPM が、アレイですでに参照されているイニシエーターにボリュームを提
供する必要があり、そのイニシエーターが複数イニシエーターホストに属している場合、その
ホストのすべてのイニシエーターがボリュームにマッピングされます。 これにより、非準拠
サービスが生じる可能性があります。

注記: SPM は、HP P6000 Command View で、ホストの下に新しいフォルダーを自動的に作
成しません。 しかし、管理者がフォルダーの下に新しいホストエントリーを作成してある場
合、既存のフォルダーとそれに含まれているホストが SPM にインポートされ、ファイバーチャ
ネルホスト要件を指定するときに参照できます。 ホストとフォルダーの詳細については、HP
P6000 Command View Software のマニュアルを参照してください。

EVA ボリュームのバックアップおよび復元
SPM は、管理シグネチャー文字列を SPM によって管理されるすべての EVA ボリュームに書き
込むことで、HP EVA ボリュームのバックアップと復元をサポートします。 この文字列は、ア
レイのボリュームの [Comment] フィールドに保存されます。 このフィールドは、HP P6000
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Command View またはその他の方法を使用して手動で変更しないでください。 詳細は、「バッ
クアップと復元」 (19 ページ) を参照してください。
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D 3PAR ストレージシステムの設定と管理
概要

3PAR ストレージシステムには、いくつかの付加価値機能があります。 SPM がこれらの機能を
使用して環境の管理を扱う方法について理解することは重要です。 これらの機能の説明につい
ては、以降のセクションを参照してください。

3PAR アレイの SPM へのインポート方法について
SPM GUI の [アレイのインポート] 機能を使用すると、3PAR アレイを SPM にインポートでき
ます。 これにより、アレイ上のストレージプールとボリュームをインポートできます。 アレ
イインポートウィザードでは、一連の認証情報を入力する必要があります。 SPM は、これら
の認証情報を使用して 3PAR アレイにアクセスします。 指定されたユーザー名とパスワードの
組み合わせにより、指定されたユーザーに許可されたアクセスに基づいて、インポートで参照
できる子リソース (ストレージプールとボリューム) が決まります。 選択したユーザー認証情
報は、アレイに対して [編集] または [Super] パーミッションレベルを持っていることが推奨さ
れます。

3PAR アレイをインポートした後、ストレージプールをインポートできます。 インポートウィ
ザードのこのステップでは、使用可能なストレージプールの一覧が表示されます。 前述のよう
に、このリストは、認証されたユーザーに許可されたアクセスによって制約されます。 また、
SPM は、実在のプールとその派生プールのみを表示するようにさらに制約します。 つまり、
初期プールとレプリカプールはインポートで使用できません。 SPM には、3PAR アレイ内にス
トレージプールを作成するための仕組みがないことに注意してください。

仮想ドメインに関連付けられているストレージプールは、仮想ドメインでサポートされるボ
リュームに制限があるため、SPM にインポートしないでください。 仮想ドメインに関連付け
られているストレージプールをインポートすると、そのボリュームはインポートについては利
用できなくなり、このプールに関連付けられている新しいボリューム提供を作成するときに
SPM でエラーが発生します。
ストレージプールを 3PAR アレイからインポートした後、ボリュームをインポートできます。
使用可能なボリュームのリストは、ユーザーアクセス許可と、SPM によって課されたいくつか
の追加制約で制限されます。 次のように、インポートできないいくつかのボリュームクラスが
あります。 管理ボリューム、スナップショットボリューム、リモートコピーボリューム、およ
び仮想ドメイン内のボリュームは、SPM のインポートウィザードですべて無視されます。

3PAR 容量レポートについて
SPM は、そのカタログ内のストレージプールとボリュームの容量を追跡します。 これらの容
量値は、ストレージプロビジョニング用の候補を生成するために使用されます。 候補生成処理
を理解するためには、SPM が追跡する対象と、それがストレージプールとボリュームの 3PAR
のモデリングにどのように関係するかを知ることが重要です。

ストレージプール容量

ストレージプールレベルでは、SPM によって物理容量、コミット済み容量、予約済み容量が追
跡されます。 物理容量はストレージプールに物理的に割り当てられた総バイト数です。 コミッ
ト済み容量は、プール内でそのすべてのボリュームに対して割り当てられた領域を表します。
予約済み容量はプールに含まれているすべてのボリュームの合計容量です。 さらに、ボリュー
ムの作成や拡張のために候補プールを選択するときに使用される計算値「使用可能容量」があ
ります。

3PAR では 2 種類のストレージプールがサポートされていることから、これらの概念を 3PAR
リソースモデルにマッピングすることは複雑です。 サポートされているのは、実在プールと共
通プロビジョニンググループ (CPG) です。
3PAR では、実在プールはシステム内の実際のディスク容量を表します。 最大で 3 個の実在
プールを使用でき、それぞれが同じ種類のハードディスクをグループ化します。これらの実在
プールは次のとおりです。

• すべてのファイバーチャネルドライブ用の all-FC
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• すべてのニアラインドライブ (SATA) 用の all-NL
• すべてのソリッドステートドライブ用の all-SSD
すべての実在プールの容量の合計は、3PAR システム全体の物理容量を表します。 3PAR ボ
リューム (仮想ボリュームとも呼びます) は、実在プールから直接割り当てることができます。
3PAR の用語では、これらはレガシーボリュームと呼びます。これは、3PAR InformOS v2.3.1
以降、CPG からボリュームを割り当てることが推奨されるためです (次のセクションを参照し
てください)。 実在プールは RAID ロックされていません。つまり、レガシーボリュームにサ
ポートされている任意の RAID レベルを割り当てることができます。 後述するように、これ
は、SPM が実在プールの物理容量を報告する必要があることを意味します。
共通プロビジョニンググループ (CPG) は、実在プールの範囲内に作成されるシンプールです。
CPG の初期容量は常に 0 になります。CPG は RAID ロックされており、CPG 内にプロビジョ
ニングされたボリュームには常に CPG の RAID レベルが割り当てられます。 しかし、CPG 内
のすべてのボリュームの RAID レベルが同じであるというわけではありません。CPG の RAID
レベルは変更でき、それ以降に新たにプロビジョニングされたボリュームには新しい RAID レ
ベルが割り当てられるためです。

CPG では、ボリュームのシックプロビジョニングと純粋なシンプロビジョニングの両方がサ
ポートされています。 容量はその実在プールから取得されます。 CPG に割り当てられた容量
は次の場合に拡張されます。

• フルプロビジョニングされたボリュームが作成されるとき。この場合、ボリュームの全サ
イズ、RAID オーバーヘッド、管理オーバーヘッドを包含する必要な CPG がディスクグ
ループに割り当てられます。

• シンボリュームが割り当てられるとき。管理オーバーヘッド要件に対処するために少量の
ディスクスペースが割り当てられます。

• ホストがシンプロビジョニングされたボリュームに書き込むとき。その必要なスペースが
増加します。

CPG を作成するとき、スペースの上限を指定できます。 この上限は、システムが CPG を拡張
する最大論理容量を示します。 上限を指定しない場合、CPG は無制限に拡張可能になります。
CPG スペース制限は、下位の実在プールの実際の容量に結びつけられておらず、アレイ上に格
納されているデータが増えるのに従って、使用可能な物理ディスクスペースが十分にない場
合、到達不可能な値を表すことがあります。

実在プールの容量の計算は比較的簡単です。

3PAR の計算 (実在プール)SPM の容量値

プールに関連付けられているディスクの物理容量。物理容量

この実在プール上で定義されている CPG に割り当てら
れている、レガシーボリュームまたはシックボリューム

コミット済み容量

とシンボリュームによって実際に使用されている物理容
量。

計算で得られた CPG の予約済み容量、すべてのレガシー
ボリュームサイズ、スナップショット用に使用されてい

予約済み容量

るスペースの和として計算されます。 SPM ボリューム
の容量は常に論理容量として報告されるため、予約済み
容量は論理的な容量です。

物理使用可能容量は、物理容量からプールのコミット済
み容量を引いたものになります。 SPM は、作成される

使用可能容量

ボリュームに対して選択した RAID レベルに依存する論
理使用可能容量を報告します
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CPG ベースのプールの容量値は別の方法で計算されます。

3PAR の計算 (CPG ベースのプール)SPM の容量値

論理容量として報告され、次の値の最小値です。物理容量

• コミット済み容量に、RAID レベルが指定されたとき
に CPG 上で割り当てられた可能性がある最大のシッ
クボリュームの論理容量を加えたもの

または

• CPG のスペース上限

複数の CPG が同じ実在プールから容量を取得するため、
物理容量は可変です (たとえば、ボリュームがプール内
でプロビジョニングされるとき、その分の容量が他の
プールで使用できなくなります)。

CPG によって使用されている論理容量です。 これには、
ボリュームと、スナップショットおよび管理スペース

コミット済み容量

(たとえば、RAID オーバーヘッドと必要のないデータ)
が含まれます。

すべてのボリュームの予約済み容量の合計として計算さ
れます。 そのため、SPM は論理容量を報告します。

予約済み容量

CPG の物理容量とそのコミット済み容量の差。使用可能容量

ボリューム容量

SPM は、ボリュームの容量とコミット済み容量を追跡します。容量はボリューム全体のバイト
単位の容量で、コミット済み容量は実際にボリュームに予約されているバイト数です。

SPM の容量は、RAID オーバーヘッドと管理スペースを含むボリュームの使用可能容量にマッ
ピングされます。 シンプロビジョニングされたボリュームの場合、これはコミット済み容量よ
りも大きくなることがあります。 シンプロビジョニングされたボリュームの SPM のコミット
済み容量は、プロビジョニング済みブロック数にブロックサイズを掛けたものです。 シックプ
ロビジョニングされたボリュームの場合、コミット済み容量は容量と同じになります。

3PAR アレイは、すべてのストレージ容量を、国際単位系 (SI) の 10 進単位ではなく国際電気
標準会議 (IEC) によって提案されたバイナリ単位で報告します。 たとえば、バイナリ単位の
20GiB は 10 進単位の 21.47GB に相当します。 Matrix のユーザーは、SPM を使用していな
い場合、3PAR ストレージアレイを使用するときに容量報告の違いに気づきます。 SPM では、
ユーザーが容量報告単位を設定できるようになっているため、この単位変換の問題に対処でき
ます。 SPM での設定を 10 進単位に設定することをお勧めします。

3PAR ストレージシステムのボリュームの作成と拡張について
ストレージサービスをプロビジョニングするとき、サービス要件がストレージサービステンプ
レートと追加要件から取得されます。 SPM は、これらの要件を使用してサービス達成のため
に提供する候補のセットを選択します。 SPM は、アレイからのボリュームとストレージプー
ルの容量情報を使用して、候補を生成します。

候補には、適切なサイズの既存のボリューム、拡大が必要な既存のボリューム、まだ作成され
ていないボリュームが含まれます。 指定された候補ボリュームがサービスの要件に正確に一致
しない場合、サービスを達成するためにアレイ上で変更を行うには、プロビジョニングの自動
化が必要です。 この自動化は、「ボリュームの作成」または「ボリュームの拡大」と、「ボ
リュームの提供設定の更新」など、個別のステップに分かれています。

SPM はインポート認証情報と SMI-S プロトコルを使用してアレイにアクセスし、自動化された
変更を実行します。

3PAR ストレージシステムの仮想ドメインについて
3PAR ストレージシステムでは、仮想ドメインを使用したマルチテナンシーが実装されていま
す。 論理リソース (ホスト、ボリューム、およびユーザー) を仮想ドメインに割り当てること
ができます。 仮想ドメイン内では、ユーザーに許可が割り当てられます。 許可には、[browse]、
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[edit]、[super] があります。 これらが仮想ドメインの一部であるかどうかにかかわらず、アレ
イ上のすべてのボリュームとホストは、[すべて]と呼ばれるアレイレベルドメインの一部と見
なされます。

アレイをインポートするとき、ストレージ管理者はユーザーを選択します。 検出されるアレイ
は、選択されたユーザーが参照できるリソースのみを提供します。 ユーザーがドメイン [すべ
て]のみに属する場合、すべてのリソースを参照できます。ユーザーが仮想ドメインに属する場
合は、ユーザーが属するドメイン内のリソースのみを参照できます。

重要: 現在 SPM では仮想ドメインがサポートされていません。 3PAR ストレージシステムを
インポートするとき、許可レベルが [スーパー]で、仮想ドメイン [すべて]に属するユーザーの
みを選択します。

3PAR ストレージシステムをインポートした後、ストレージ管理者が 3PAR CLI またはグラフィ
カルユーザーインターフェイスを使用して、ホストを特定の仮想ドメインに移動した場合、
SPM での以降の自動化が失敗することがあります。
仮想ドメインの詳細については、ストレージシステムユーザーガイドを参照してください。

3PAR ストレージシステムでのボリューム提供の公開
3PAR ストレージシステムは次の 3 つの方法でボリュームを提供します。
• ポート提供 (PP) - アレイ上の 1 つのホストポートを通じて、ボリュームを任意のイニシ
エーターに公開します。

• ホスト参照 (HS) - 任意のアレイポートを通じてボリュームを 1 つのイニシエーターに公開
します。

• 一致セット (MS) - 1 つのアレイポートを通じてボリュームを 1 つのイニシエーターに公開
します。

SPM が、すでに 1 つ以上のイニシエーターに提供されているボリュームを提供 (インポート)
するとき、SPM は次のように振る舞います。
• SPM は、ボリュームのすべての PP 提供 (マッピング) を無視します。
• HS マッピング (3PAR の用語では「VLUN」) は、カタログに存在する 1 つのイニシエー
ターポートとすべてのアレイポートを含む SPM 提供として表現されます。 複数の HS マッ
ピング (VLUN) を 1 つの提供に統合できます。 たとえば、HS は、同じ LUN 番号でボリュー
ムにアクセスするため、同じホストモードを持つ複数のイニシエーターに使用されます。

• MS マッピング (VLUN) は、1 つのイニシエーターポートと 1 つのアレイポートを含む
SPM 提供として表現されます。 多くの場合、複数の MS マッピング (VLUN) が 1 つの表
現に統合されます。 これは、MS を使用して 1 つのイニシエーターを複数のアレイポート
を通じてボリュームに提供した場合に当てはまります。

3PAR ストレージシステムホストモードの使用
3PARストレージシステムでのボリューム提供の公開で説明したように、SPM ホストモードと
3PAR ホストモード (Host Persona) の間に 1 対 1 の関係はありません。 しかし、自動化の際、
SPM は任意の SPM ホストモードを 1 つの 3PAR Host Persona にマッピングできます。 たとえ
ば、「Windows」は「Generic」にマッピングされます。 SPM が提供を作成するとき、設定す
る値を追跡します。その結果、SPM は、次回アレイからボリューム情報を取得するとき、
「Generic」Host Persona を意図する SPM ホストモードにマッピングできます。

3PAR ストレージシステム上のボリュームの提供
3PARストレージシステムでのボリューム提供の公開で説明したように、3PAR ストレージシス
テムには、ボリュームをエクスポートするための 3 つの方法が用意されています。 その方法
とは、PP、HS、および MS です。サービスをアクティブ化するとき、SPM は、サービス要求
で定義されている FC ホスト要件に基づいてボリュームをイニシエーターに提供します。 SPM
は次のようにしてこの処理を行います。

• ボリュームのすべての PP 提供を削除します。
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• アクティブ化するサービス FC ホスト要件で指定されたイニシエーターについて、それら
のイニシエーターがまだボリュームにマッピングされていない場合、SPM は必ず HS 提供
を使用します。

• MS を使用してすでにボリュームにマッピングされているイニシエーターについて、SPM
はすべての MS 提供を削除し、サービス要求の FC ホスト要件を反映した新しい HS 提供
を作成します。

• HS を使用してすでにボリュームにマッピングされているイニシエーターについて、LUN
メンバーが一致するか、LUN メンバーが FC ホスト要件で指定されていない場合、SPM は
既存の HS 提供をそのままにします。 そうでない場合、SPM は既存の HS 提供を削除し、
FC ホスト要件で指定された LUN 番号を使用した新しい HS 提供で置き換えます。

注記: この動作は MS 提供を使用していた SPM 1.3 と異なります。 SPM では、ボリューム
を提供するときに、HS 提供を使用することで、常にアレイのすべてのポートがマッピングさ
れます (EVA ストレージアレイで使用されるアプローチに似ています)。 ただし、少なくとも
1 つのアレイポートがイニシエーターと同じ SAN に接続されていることが検出されない場合、
ボリュームは提供されません。

3PAR ストレージシステム上のホストの作成
SPM では、イニシエーターにボリュームを提供しようとするとき、まずアレイを調べて、アレ
イがこのイニシエーターを認識しているかどうかが検出されます。 アレイがイニシエーターを
認識していない場合、新しいホストがそのイニシエーター用に作成されます。 そのホストに指
定された名前は、一般に要件の中で指定されたホスト名を使用します。 ホスト名が指定されて
いない場合、ホスト名は「SPM_」の後にイニシエーターの WWN を付与したものになりま
す。 「LSM_」から始まるホスト名は、Matrix OE によって SPM に提供されます。
3PAR Storage System には、複数のイニシエーターポートがあるホストを使用できます。 SPM
は、複数のイニシエーターポートがあるホストを作成することがあります (たとえば、要件で
これが指定されている場合)。 イニシエーターポートがすでにアレイ上で参照されている場合、
提供要求は、イニシエーターポートのホストグルーピングを変更する必要があることを示して
いる可能性があります。 これが発生するのは、1 つのホストが 2 つのイニシエーターポート
を含んでおり、提供要求が一方のポートを参照していて他方のポートを参照していない場合で
す (つまり、イニシエーターポートはホストの一部であってはなりません)。 これらの提供要求
が別の既存のボリュームの提供に影響を与える場合、SPM はアレイの構成を変更せず、結果的
に非準拠サービスになります。

例: Volume1 が Host1 (WWN1) に提供され、SPM は Volume2 の Host1 (WWN1、WWN2)
への提供を要求します。 WWN1 に関連付けられた StorageHardwareIdCollection にイニシエー
ターエンドポイントアドレスを追加することは、Volume1 が WWN2 に提供されることを意味
しますが、これは副作用です。 SPM の提供の変更により、副作用は発生しません。

3PAR ストレージシステムのアクティブ VLUN および VLUN テンプレー
トの使用

3PAR ストレージシステムでは、アクティブ VLUN は、ファブリックにログオンしたホストが
指定されたボリュームを参照する際に介するパスです。 VLUN テンプレートは、現在アレイが
認識していないホスト (たとえばオフラインホスト) にボリュームが提供されるという「宣言」
に似ています。 SPM が作成する VLUN テンプレートは、ホストの電源を入れるとアクティブ
VLUN になります。
詳細については、3PAR ストレージシステムのユーザー ガイドを参照してください。

自律グループの使用
自律グループは、3PAR ストレージシステム固有の機能です。これを使用すると、ストレージ
システム管理者は、ボリューム、ホスト、仮想ドメインを一緒にグループ化できます。 これら
のグループ (セットとも呼びます) を使用すると、オブジェクトのコレクションに対するバッチ
操作を実行できます。たとえば、1 回の操作でボリュームを複数のホストに提供できます。ま
た、オブジェクトがセットに追加または削除されるときにボリュームがエクスポートされる方
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法を自動的に調整することで、一定のレベルの自動化が可能になります。 詳細については、ア
レイユーザーガイドを参照してください。

このバージョンの SPM は、自律グループと完全な互換性がなく、SPM で管理されるアレイで
は自律グループを使用しないことをお勧めします。 ただし、次のガイドラインの範囲内で自律
グループを使用することはかまいません。

• 1 つ以上のボリュームセットに属するボリュームのインポートはサポートされています。
SPM には、ボリュームセットにそれらのボリュームが含まれていることが反映されませ
ん。

• 1 つ以上のホストセットに属するホストへのボリュームの提供はサポートされています。
SPM には、ホストセットにそれらのホストが含まれていることが反映されません。

• 1 つ以上のホストセットに提供されているボリュームのインポートはサポートされていま
せん。 SPM は、その提供を反映できず、そうすることにより要件バインド中にエラーと
矛盾が発生します。

• 同様に、非 SPM ツール (たとえば 3PAR GUI または CLI) を使用してすでにインポート済
みのボリュームをホストセットに提供すると、要件のバインド中に予測できない動作にな
ります。

ボリュームの移行 (階層化)
3PAR Storage System では、ボリュームが階層間で移行されることは一般的です。 ボリューム
の移行は、3PAR GUI または CLI を使用して手動で実行するか、Adaptive Optimization and Peer
Motion などのライセンスソフトウェアを使用して自動化できます。 どちらの方法でも、SPM
でそれらの検出し、カタログをできるだけ最新にする必要があります。 そのために、SPM が
カタログを更新してボリューム移行を考慮する方法として、次の 3 つの方法があります。
1. ストレージ管理者がボリュームを手動で再同期するとき、SPM は親プールが変更されてい
ないことを確認します。 変更されている場合、SPM は次のいずれかを実行します。
a. そのプールが SPM で管理されている場合、ボリュームを新しいプールの下に移動し
ます。

b. 新しいプールが SPM で管理されていない場合、ボリュームをオフラインにします。
2. 特定のプールのボリューム検出の際、次の処理を実行します。 SPM は、プールへまたは
プールから移動したカタログによってすでに管理されているボリュームを検出し、それら
のボリュームを再同期し、上記ケース (1) にフォールバックします。

3. SPM は、カタログ内のすべてのリソースを定期的に再同期します。 その際、ボリューム
の移行が検出され、上記ケース (1) のように処理されます。

特に自動化したときのボリューム移行の主な副作用は、前述のように親プールが変化すること
と、ボリュームの RAID レベルが変化する可能性があることです。 その結果、「UseResource」
または「RaidLevel」要件を指定した割り当て済みサービスが非準拠になる可能性があります。

多数のボリュームのインポート
SPM カタログは、数万個のオブジェクトを処理できます。 しかし、これらのオブジェクトを
初めてカタログにインポートするときには、時間がかかることがあります。 SPM は、3PAR ア
レイについては一度に最大 5,000 個のボリュームのインポートをサポートしています。 検出
とインポートに要する総時間はボリュームの構成 (特に、ホストに提供されているかどうか) や
ネットワークの遅延時間によって変わりますが、5,000 個のボリュームのインポートには約
30 分かかると考えてください。 次の点に注意してください。
1. プールの予約済み容量は、プール内のすべてのボリュームの予約済み容量の合計として計
算されます。 つまり、多数のボリュームが含まれているプールを再同期すると時間がかか
ります。

2. 多数のボリュームを検出する際には、メモリ要件が劇的に増大します。SPM がインストー
ルされているシステムを適宜拡張することが必要です。

共通プロビジョニンググループ (CPG) の一意の識別
3PAR ストレージシステムは、CPG をその名前で一意に識別します。 この名前は、いつの時点
でも一意であることが保証されますが、SPM の外部で CPG の名前を変更でき、最悪の場合削
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除されたり、同じ名前の新しい CPG で置き換えられる可能性があるため、常に同じとは限り
ません。 CPG の名前の変更や、CPG の名前を「再利用」することは避けるべきですが、可能
であれば、SPM の GUI を使用してそのような事象に対処してください。
CPG の名前が変更された場合、ストレージ管理者は次のことを実行する必要があります。
1. SPM が新しいと見なしている、名称変更された CPG (SPM の用語ではプール) を検出して
インポートします。

2. CPG 内のすべてのボリュームを再同期します。これにより、SPM は、すべてのボリュー
ムを手順 (1) でインポートした CPG の下に移動します。

3. 古いプールをカタログから削除します。

4. 前述のプールの使用が必要になるすべてのサービスを識別し、サービスが再度準拠サービ
スとなるように、指定された名前を適切に置き換えます。

CPG が削除された場合、CPG 内のすべてのボリュームが削除されます。これは、データが消
失しアプリケーションがそのボリュームにアクセスできなくなるため、きわめて甚大な問題で
す。 この問題の修正については SPM の範囲を超えていますが、ストレージ管理者は次のこと
を実行する必要があります。

1. SPM で対応するプールを再同期します。
2. プール内のすべてのボリュームを再同期します。 CPG を削除するとその CPG 内のすべて
のボリュームが削除されるため、再同期操作によりすべてのボリュームがオフラインにな
ります。

3PAR ボリュームに関するバックアップと復元処理
SPM は、管理シグネチャー文字列を SPM によって管理されるすべての 3PAR ボリュームに書
き込むことで、3PAR ボリュームのバックアップと復元をサポートします。 この文字列は、ア
レイのボリュームの [Comment] フィールドに保存されます。 このフィールドは、3PAR InForm
Management Console またはその他の方法を使用して手動で変更してはなりません。 詳細は、
「バックアップと復元」 (19 ページ) を参照してください。
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E HP P9000/XP ディスクアレイの使用
HP P9000/XP ディスクアレイには、いくつかの付加価値機能があります。 SPM がこれらの機
能を使用して環境の管理を扱う方法について理解することは重要です。 これらの機能の説明に
ついては、以降のセクションを参照してください。

サポートされている構成
SPM では P9000/XP アレイへのファイバーチャネル接続が必要です。 P9000/XP アレイのコ
マンドデバイスが、SPM を実行しているホストに提供されていることを確認します。 さらに、
アレイのコマンドデバイスの構成に対する制約があります。 コマンドデバイスは、Windows
共有ドライブとして SPM サーバーホストに提供できません。

P9000/XP アレイの SPM へのインポート方法について
P9000 アレイと XP アレイは、SPM 2.0 GUI の [アレイのインポート]機能を使用して SPM に
インポートできます。 その後、アレイ上のストレージプールとボリュームをインポートしま
す。 SPM ストレージプールは、P9000/XP アレイ上のパリティグループまたはシンプロビジョ
ニングプールにマッピングされます。 アレイインポートウィザードでは、一連の認証情報を入
力する必要があります。 認証情報はリモート Web コンソール (RWC) の IP アドレスまたはホ
スト名、P9000/XP アレイに設定されたユーザー名とパスワードです。 これは、P9000/XP ア
レイが一度に 1 つのアレイしかインポートできないことを意味することに注意してください。
ユーザー名は、「ストレージ管理者 (プロビジョニング)」 または「ストレージ管理者 (表示ま
たは変更)」、または「ストレージ管理者」の適切な役割を持つように、RWC 内で設定する必
要があります。

P9000/XP アレイをインポートした後、ストレージプールをインポートできます。 インポート
ウィザードのこのステップでは、選択したアレイ内の使用可能なストレージプールの一覧が表
示されます。 SPM には、P9000/XP アレイ内にストレージプールを作成するための仕組みが
ないことに注意してください。 既存のストレージプールを P9000/XP アレイからインポート
した後、それらのプールからボリュームをインポートできます。 次のように、インポートでき
ないいくつかのボリュームクラスがあります。 ビジネスコピー、スナップショット、連続アク
セス、プールボリューム、ジャーナルボリューム、および不明な種類は、SPM のインポート
ウィザードですべて無視されます。

SPM は、P9000/XP 上の動的プロビジョニング (つまり、新しいボリュームの作成やボリュー
ムの削除、ボリュームサイズの拡張) をサポートしていないことに注意してください。

P9000/XP ディスクアレイ容量レポートについて
SPM は、そのカタログ内のストレージプールとボリュームの容量を追跡します。 これらの容
量値は、ストレージプロビジョニング用の候補を生成するために使用されます。 候補生成処理
を理解するためには、SPM が追跡する対象と、それがストレージプールとボリュームの
P9000/XP モデリングにどのように関係するかを知ることが重要です。

ストレージプール容量

ストレージプールレベルでは、SPM によって物理容量、コミット済み容量、予約済み容量が追
跡されます。 物理容量はストレージプールに物理的に割り当てられた総バイト数です。 コミッ
ト済み容量は、プール内でそのすべてのボリュームに対して割り当てられた領域を表します。
予約済み容量はプールに含まれているすべてのボリュームの合計容量です。 さらに、ボリュー
ムの作成や拡張のために候補プールを選択するときに使用される計算値「使用可能容量」があ
ります。

P9000/XP ディスクアレイリソースモデルでは、すべてのストレージプールの容量の合計がア
レイの使用可能な物理容量を表します。 この使用可能な物理容量を使用してボリュームが作成
されます。 P9000/XP ディスクアレイでは、RAID レベルをストレージプールに関連付けるこ
とができます。 ストレージプールから作成されたすべてのボリュームは、プールから RAID レ
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ベルを継承します。 シンプロビジョニングされたプールの RAID レベルはありません。 割り
当てられた容量は次の場合に拡大されます。

• フルプロビジョニングされたボリュームが作成されるとき。この場合、ボリュームの全サ
イズ、RAID オーバーヘッド、および管理スペースを包含する必要なディスクスペースが
ディスクグループに割り当てられます。

• シンボリュームが割り当てられるとき。管理オーバーヘッドスペース要件に対処するため
に少量のディスクスペースが割り当てられることがあります。

• ホストがシンプロビジョニングされたボリュームに書き込むとき。アレイによりストレー
ジが割り当てられます。

P9000/XP ディスクアレイの提供、マッピング、およびマスクについて
HP P9000/XP ディスクアレイでは、ボリュームは FC ホストポート (SPM ではターゲットポー
トと呼びます) とホストグループを通じて提供されます。 ホストグループは、イニシエーター
エンドポイントの集まりです。 各イニシエーターエンドポイントは WWN として表現されま
す。 ホストグループは、ホストグループに含まれる特定のボリュームとイニシエーターの間の
マッピングとマスキング関係を明示的に定義するために使用されます。 ホストグループは、ア
レイターゲットポートの下に階層的に定義されます。 これは、イニシエーターが複数のホスト
グループに、ただし異なるアレイターゲットポートの下に存在できることを意味します。 ま
た、ホストグループ名では大文字と小文字が区別されます。 Host1 と host1 は、P9000/XP お
よび SPM で 2 つの異なるホストグループとして扱われます。
これらのホストグループは SPM で「ホストエントリー」と呼ばれ、イニシエーターエンドポ
イントの集まりとして追跡されます。 P9000/XP アレイが SPM にインポートされるとき、そ
のホストグループの詳細が検出され、同等のホストエントリーが SPM のカタログ内に作成さ
れます。 ストレージサービスプロビジョニングの自動化の際、提供更新要求が P9000/XP の
ホスト WWN またはイニシエーターエンドポイントの新しいコレクションにマッピングされ
るホストを参照することがあります。 SPM は、ホストグループのイニシエーターエンドポイ
ントアドレスを使用して、可能であればホストを既存の WWN に関連付けます。 提供更新が
原因で、ボリュームに対する提供解除操作によりその現在の提供設定がクリアされることがあ
ります (つまり、古い提供をマスクするため)。 その後、必要に応じて、ホストグループ (WWN)
が指定されたすべてのターゲットポート上のアレイ上に作成されます。 最後に、プロバイダー
が提供操作の結果を更新し、ボリュームを適切なホストグループにマッピングします。 P9000/XP
では、複数のイニシエーターエンドポイントを 1 つのホストグループにグループ化できます。
SPM は、ホストグループ内でホスト WWN の「ニックネーム」属性を設定しません。

P9000/XP ディスクアレイホストモードの使用
HP P9000/XP ディスクアレイでは、オペレーティングシステムに依存するさまざまなホスト
モードがサポートされています。 SPM では、P9000/XP ディスクアレイの次のホストモード
の作成がサポートされています。

SPM ホストモードP9000/XP ホストモード

Windows / Windows 2008Windows

LinuxStandard

HPUXHPUX

VmwareVmware

OpenVMSOpenVMS

P9000/XP ディスクアレイ上でのホストの作成
SPM は、イニシエーターにボリュームを提供しようとするとき、まずアレイを調べて、アレイ
がこのイニシエーターを認識しているかどうかを検出します。 アレイがイニシエーターを認識
していない場合は、必要な (複数の) ターゲットポートの下に、そのイニシエーター用の新しい
ホストグループが作成されます。 ホストが Matrix によって作成されるとき、ホスト名の先頭
に文字列「LSM_」が付与されます。 サービス要件でホスト名が指定されていないか、既存の
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ホストグループと名前が競合する場合、名前の形式は「SPM_< ミリ秒単位の時間 >」または
「SPM_< 一意の ID>」になります。 詳細については、次の表を参照してください。 SPM が、
ホストグループにすでに含まれているイニシエーターにボリュームを提供し、そのイニシエー
ターが複数イニシエーターホストに属している場合、そのホストのすべてのイニシエーターが
ボリュームにマッピングされます。 これにより、非準拠サービスが生じる可能性があります。
HP P9000/XP ディスクアレイには、アレイ上に作成できるホストグループ名の最大長に制約
があります。 SPM は、ホストグループ名の最大長の次の制限をサポートしています。

衝突が発生する場合はデフォルトホス
トグループ名

SPM でサポートされている最大長アレイモデル

SPM_< ミリ秒単位の時間 >64 文字P9500

SPM< 一意の ID>16 文字 *XP24000/20000

SPM< 一意の ID>16 文字XP12000/10000

* — 32 文字をサポートするためには、ファームウェアバージョン 60-08-XX 以降が動作する XP24000/20000 ア
レイが必要です。 そうでない場合、ホストグループ名は 16 文字に制限されます。

XP ボリュームに関するバックアップと復元処理
SPM は、管理シグネチャー文字列を SPM によって管理される XP ボリュームに書き込むこと
で、XP ボリュームのバックアップと復元をサポートしません。 つまり、ボリュームのシグニ
チャー状態が「存在しません」になるため、XP ボリュームは手動で復元する必要があります。
詳細は、「バックアップと復元」 (19 ページ) を参照してください。
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F 非管理対象ネットワークの使用
概要

この付録では、非管理対象ストレージエリアネットワーク (SAN) の特性を SPM に対して記述
するための XML ファイルの使用方法と形式について説明します。 非管理対象 SAN は、SPM
が通信できない SAN です。 SPM のユーザーがそのような SAN 内の接続を SPM を使用して
追跡するには、SAN の特性を SPM が読み込む XML ファイルで記述する必要があります。 ネッ
トワークアドレスのパターンを基準にするオープンネットワークを記述する XML ファイルは、
SPM GUI を使用して作成できますが、ゾーニングされたネットワークを記述するファイルは
SPM の外部で編集する必要があります。
SPM では、多数の SAN での接続を管理できます。 しかし、ユーザーによっては、SPM が直
接通信できないタイプの SAN の管理が必要になる場合があります。 ユーザーは、SAN を記
述した XML ファイルを作成し、それらのファイルを SPM が調べるディレクトリに格納するこ
とで、そのような非管理対象 SAN の接続を SPM 内で追跡できます。 SPM は非管理対象 SAN
と通信できないため、ユーザーは、SAN の状態と SPM 内での SAN に関するデータの一貫性
を保つ必要があります。

注記: SPM 2.1 は、SPM 2.0 向けに作成された XML ファイルを読み取りおよび使用すること
ができます。 しかし、SPM 2.1 は、SPM 2.0 で使用されていた形式とは異なるファイル形式
で XML ファイルを読み取って使用します。 新しいファイル形式については、次のセクション
で説明します。

非管理対象 SAN
HP によって規定されているように、SPM は、多くの SAN と通信できます。 SPM ユーザー
は、SPM が他の SAN と通信できるようにするためのアダプターを作成できます。 ユーザー
が、HP がインターフェイスを提供しておらず、アダプターが利用できない SAN 内で接続を設
定する必要がある場合、これらの SAN を SPM 内で非管理対象 SAN として扱うことができま
す。

非管理対象ネットワークとは、SPM に表示されないネットワークです。 SPM は、ネットワー
クについて記述した情報を含むユーザー作成の XML リソースファイルを通じて非管理対象ネッ
トワークを認識します。 XML リソースファイルのデータを使用して、SPM は候補を生成して、
ユーザーへの要求を作成します。

非管理対象ネットワークは読み取り専用であるため、SPM は実際のネットワーク接続を変更で
きません。 SPM は、ゾーンがない単純な XML ファイルへの変更を行うことができます。 XML
ファイルが SPM を使用して作成された場合、ユーザーは SPM を使用してネットワークを編集
できます。ファイルへの変更は保存されます。 XML リソースファイルに対する変更は、下位
のネットワークには影響しません。 下位ネットワークに対する変更が行われる場合、変更を反
映するために XML リソースファイルを更新する必要があります。 非管理対象ネットワークに
プロキシー WWN を追加する必要がある場合があります。 詳細は、「プロキシ WWN」
(87 ページ) を参照してください。

SPM によって要求されたストレージ管理者による変更
SAN に接続するボリュームサービスが、SPM のゾーニングされた非管理対象ネットワーク用
に作成される場合、SPM は、実際のネットワークのゾーニング状態を変更するようにユーザー
に要求する場合があります。 これらの変更は、サービスの出力に詳細に表示されます。出力に
は提案されたゾーンやゾーンに含まれるエンドポイントなどが表示されます。 必要なエンドポ
イントがあるゾーンを作成するためには、実際のネットワークの管理インターフェイスを使用
する必要があります。 これが終了したら、ネットワークを示す XML リソースファイルを編集
して、これらのエンドポイントを含むゾーンを追加する必要があります。 これらの両方の手順
を実行したら、SPM でネットワークの状態が正しく表示されます。

ゾーンの削除

ゾーンは、SPM サービスによって使用されていない場合に、下位のネットワークデバイスマ
ネージャーで安全に削除でき、XML リソースファイルから削除できます。
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単純な非管理対象ネットワーク

単純なネットワークを、XML の知識がなくても、また、ネットワークを定義するファイルの場
所を管理しなくても、SPM GUI から作成および編集できます。 SPM は、ファイルを正しい
ディレクトリに配置して、ユーザーの代わりにファイルを管理します。 SPM で編集するには、
ネットワークが、ネットワーク内のすべての WWN が部分的な WWN および部分的な WWN
内でワイルドカードとして使用する 1 つまたは複数のアスタリスクから構成される 1 つまた
は複数のパターンを使用して記述できるファイバーチャネルネットワークである必要がありま
す。

たとえば、A または B から始める WWN から構成されるネットワークは、「A*」および「B*」
にように記述されます。 すべての WWN を主張するネットワークは、パターン「*」で記述
できます。 SPM によって生成される XML ファイルは、SPM の外部で編集できますが、このよ
うなファイルがゾーニングされたネットワークを記述するために編集される場合は、ファイル
は SPM では編集できなくなります。

複雑な非管理対象ネットワーク: 
ゾーニングされたネットワークを記述するファイルは、SPM では編集できません。 これらの
タイプのファイルは、ユーザーの制御下に置かれ、ストレージネットワークと XML を完全に
理解しているユーザーだけがこれらのファイルを編集することを推奨します。

WWN パターン
非管理対象ネットワークは、多くのワールドワイドネームを示す 1 つまたは複数のパターンを
使用して定義されます。 ワールドワイドネームは、ネットワーク内のパターンと一致すると、
非管理対象ネットワークの一部と見なされます。 各パターンは、16 進数の文字、コロン、お
よびアスタリスクから構成されます。 16 進数の文字とコロンは、形式 xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx
に正規化される WWN の一部を示します。 アスタリスクは、パターン内のワイルドカードを
示します。 アスタリスクは、実際の WWN の 16 進数の文字の任意の数字と一致します。
ユーザーが WWN パターンを入力すると、SPM が必要に応じて正規化を試行し、エラーの状
況がないかどうかをチェックします。 エラーがないことを SPM が検出できるパターンが保存
され、どのエンドポイントが非管理対象ネットワークに属するかを計算するために使用されま
す。 パターンとして入力された文字列を SPM が処理する方法を示すために、パターンとして
使用するためにユーザーによって SPM に入力される文字列のいくつかの例を、SPM がそれら
をどのように処理するかについてのコメントと一緒に、表 4 (83 ページ) に示します。
SPM は、各 WWN が唯一のネットワークの一部であることを確認します。 WWN が 2 つの
ネットワークのパターンと一致する場合、WWN は、一致する 16 進数文字が最大のパターン
を含むネットワークの一部とします。 WWN が、同じ数の一致する 16 進数文字を含む 2 つ
のネットワークのパターンと一致する場合、SPM はどのネットワークがこの WWN を含む必
要があるかを判別できないため、WWN はいずれのネットワークの一部にもなりません。
WWN が非管理対象ネットワーク内のパターンと一致し、また、WWN が管理対象ネットワー
クの一部であることを SPM が把握している場合には、SPM は WWN が管理対象ネットワー
ク内に存在すると見なします。

パターン「*」を含む非管理対象ネットワークには、すべての WWN が含まれます。 単一の
ファイバーチャネルファブリックを持つユーザーは、新しい WWN が追加されるときに非管
理対象ネットワークを編集する必要性を除去するパターンを使用して、単一の非管理対象ネッ
トワークを使用する必要があります。 複数の制限的なパターンに準拠しない WWN を持つ
ユーザーは、特定のネットワークまたはゾーンにすべての WWN を追加したい場合には、
「*」のパターンを使用できます。 アスタリスクのない完全な WWN を、パターンとして指
定することもできます。 このようなパターンは、正確に 1 つの WWN と一致し、柔軟なパ
ターンやパターンセットが使用中の WWN と一致することがない場合に有用となる場合があ
ります。

表 4 WWN パターンの例

コメントSPM の結果ユーザー入力

WWN は、このパターンを含むネットワークの一
部である必要があります。

**
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表 4 WWN パターンの例 (続き)

文字「A」から始まる WWN は、このパターンを
含むネットワークの一部である可能性があります。
SPM はすべての小文字を大文字に変換します。

A*a*

SPM は、数字、a-f のアルファベット文字、および
コロンを除くすべての文字を取り除きます。

B*#ZB*

シーケンス AB:CD から始まる WWN は、このパ
ターンを含むネットワークの一部である可能性があ

AB:CD*abcd*

ります。 SPM は、指定されていない場合、必要に
応じてコロンを追加します。

シーケンス 1:23:4 を含む WWN は、このパター
ンを含むネットワークの一部である可能性がありま

*1:23:4**1:23:4*

す。 SPM は、ユーザーによって指定されたコロン
を処理します。

シーケンス 12:34 を含む WWN は、このパターン
を含むネットワークの一部である可能性がありま

*12:34**12:34*

す。 SPM は、ユーザーによって指定されたコロン
を処理します。

ユーザーが連続するコロンを指定すると、SPM はこ
れを不正なパターンとして見なします。

エラー12::34*

2 つの 16 進数文字を各グループに配置しない方法
でユーザーがコロンを指定すると、SPM はこれを不
正なパターンとして見なします。

エラー1:23:4*

SPM は小文字を大文字に変換し、必要に応じてコロ
ンを挿入して、パターンが xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx

12:34:56:78:90:AB:CD*12345678:90abcd*

の形式に正規化される WWN に一致することを確
認します。

SPM では、ワイルドカードを含まないパターンが許
可されます。 これはエンドポイントを指定するこ
とを機能的に同じです。

12:34:56:78:90:AB:CD:EF12:34:56:78:90:AB:CD:EF

非管理対象ネットワークの作成

1. [ネットワーク] ペインで [ネットワークのインポート]、[New Unmanaged FC Storage
Network] を順に選択します。 [次へ]をクリックします。
[接続情報の提供]画面が表示されます。

2. 非管理対象ネットワークの [ネットワーク名]および [Fibre Channel Address Patterns] を入
力します。 [次へ]をクリックします。
[ネットワークのインポート]画面が表示されます。
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3. ここで定義した非管理対象ネットワークを選択して、[次へ]をクリックします。
[ネットワークのプロパティ]画面が表示されます。

4. 必要なタグ、セキュリティプロパティ、およびネットワークの隔離ポリシーを設定し、[次
へ]をクリックします。
[概要]画面が表示されます。
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5. [概要]ページのすべての情報が正しい場合は、[完了]をクリックします。
新しいネットワークが SPM にインポートされ、ネットワークを示す XML ファイルが SPM
の state フォルダーに保存されます。

既存の非管理対象ネットワークのインポート

1. [ネットワークのインポート]を [ネットワーク] ペインから選択します。
非管理対象ネットワークを定義する XML ファイルが SPM の state フォルダー内の適切な
場所に保存されている場合、既存の非管理対象ストレージネットワークをインポートする
オプション [ネットワークタイプの選択]ペインに表示されます。 ネットワークタイプを選
択して、[次へ]を選択します。

2. 必要な非管理対象ネットワークを [ネットワークのインポート]画面で選択し、新しい非管
理対象ネットワークで使用するのと同じ手順を実行してインポートを完了します。

非管理対象ネットワークの管理

非管理対象ネットワークが作成またはインポートされると、ネットワークを選択して [ネット
ワーク] ペインで [ネットワークの編集]を選択して、後で編集できます。 非管理対象ネットワー
クは、また、[ネットワーク] ペインで SPM から削除できます。 SPM から削除されたネット
ワークの XML ファイルは、SPM の state フォルダーに残り、ネットワークは後日再インポート
できます。

SPM 内で定義される単純な非管理対象ネットワークの XML ファイルは、SPM の外部で編集で
きます。 オープンネットワークをゾーニングされたネットワークに変更するように、これらの
ファイルが編集される場合や、エンドポイントオブジェクトが XML ネットワークに追加され
る場合には、これらのファイルは、SPM ユーザーインターフェイスを使用して編集できなくな
ります。

XML ファイルのライフサイクル
ユーザーは SPM に、本書で説明する、非管理対象 SAN の特性を指定した XML ファイルを提
供する必要があります。 非管理対象 SAN の状態が変化した場合、SPM 内のデータが SAN の
状態と一致するように、XML ファイルのデータを更新する必要があります。 非管理対象 SAN
が使用可能になった場合や、変更された場合、または使用不能になった場合は、その SAN を
記述した XML ファイルを手動で変更する必要があります。 SPM は、適切なディレクトリ内の
XML ファイルに変更が書き込まれたときに更新をトリガーし、その状態を XML ファイルのデー
タの状態に一致させます。
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すでに使用中の XML ファイルは、<SPM installation path>/state/unmanaged_san/
ディレクトリ内で編集できません。 代わりに、ファイルのコピーを別の場所に作成し、編集が
完了したらそのコピーを使用して古いファイルを上書きします。 SAN を非管理対象ネットワー
クから変更するには、非管理対象ネットワークを SPM から削除する必要があり、管理対象
SAN を SPM にインポートする前に、非管理対象 SAN を記述する XML ファイルを <SPM の
インストールパス >/state/unmanaged_san/ディレクトリから削除する必要があります。
SAN が SPM 内で不要となった場合、SAN を記述する XML ファイルは、前述のディレクトリ
から削除できます。

XML ファイルの場所
SPM は、非管理対象 SAN を記述した XML ファイルを、アプリケーションがある場所からの
相対による標準的な場所から読み込みます。 指定されたフォルダー内の拡張子が「.xml」のす
べてのファイルが SPM によって読み取られます。 SPM によって調べられる場所は <SPM の
インストールパス >/state/unmanaged_san/です。 この場所は監視対象となっており、
XML ファイルを変更すると、そこに格納されているファイルの読み取りが起動されます。

XML のエラー
SPM に渡された XML ファイルが仕様に従っていない場合、SPM ログファイルにエラーが書き
込まれ、ファイルが無視されます。 次の表に一覧表示されているエラーは、SPM が非管理対
象 SAN の XML ファイルの読み取りを試行したときに、検出されるものです。

非管理対象 SAN XML のエラー

File does not have proper XML structure. (ファイルの XML 構造
が正しくありません。)

Unknown ZoningState or NetworkEndpointKind values
(ZoningState または NetworkEndpointKind の値が不明です)

Duplicate Network names (ネットワーク名が重複しています)

Duplicate zones within a Network (Network 内のゾーンが重複
しています)

Duplicate Endpoint addresses (エンドポイントのアドレスが重
複しています)

ZoneState value of Open when Zones are present. (Zones が存
在しますが ZoneState の値が Open になっています。)

ネットワーク名

非管理対象ネットワークの XML ファイルで実行できる編集作業では、1 つ制限があります。
ユーザーは、非管理対象ネットワークの XML ファイルにある 1 つ以上のネットワークの名前
を同時に編集することができない場合があります (1 つ以上のネットワークは、SPM 2.0 のファ
イル形式を使用して構築されるファイルで存在する可能性があります)。 SPM は、XML ファイ
ルの 1 つ以上のネットワークの名前が変更されたことを検出すると、これらのネットワークを
オフラインとマークします。

エンドポイントとゾーン

本書で説明する XML ファイルは、1 つ以上の非管理対象 SAN 内のエンドポイントとゾーンを
指定します。 SPM では、2 つのネットワークに同じエンドポイントが含まれていてはなりま
せん。 2 つのネットワーク間の衝突が検出された場合、SPM は第 2 のネットワークにエンド
ポイントが含まれていることを許可しません。 そのため、非管理対象 SAN ユーザーは、XML
ファイルに、他のネットワークが管理対象か非管理対象かにかかわらず、別のネットワークに
も存在するネットワークエンドポイントが含まれていないことを確認する必要があります。

プロキシ WWN
非管理対象ネットワークでプロキシ WWN を使用したい場合は (ファイバーチャネルイニシ
エーターエンドポイント要件またはファイバーチャネルターゲットエンドポイント要件を参
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照)、プロキシ WWN が一致する非管理対象ネットワークにパターンを追加する、あるいはす
でにパターンと一致するプロキシ WWN を非管理対象ネットワーク作成することができます。
プロキシ WWN と一致させるために、非管理対象ネットワークにパターンが追加された場合、
ワイルドカードを含めることも、含めないこともできます。

SPM アップグレードプロセスで作成されている非管理対象ネットワークが使用中である場合
(UpgradeUnmanagedNetworks.xml に格納されている場合)、必須のすべてのプロキシ WWN
は、非管理対象の XML ネットワークに手動で追加する必要があります。 これらは、
AddressPattern 要素または Endpoint 要素のいずれかとして追加される可能性があります。 詳
細は、「非管理対象 SAN XML ファイルの例」 (91 ページ) を参照してください。
プロキシ WWN が非管理対象ネットワークの既存のパターンと一致しない場合には、プロキ
シ WWN は、非管理対象ネットワークに明示的に追加する必要があります。

外部処理の許可

通常、SPM は、ネットワークを定義する XML ファイルに記述されたゾーンとイニシエーター
を使用してゾーニングされた非管理対象ネットワークのサービス候補を生成するだけです。 し
かし、非管理対象ネットワークにAllowExternalProcessing と呼ばれるユーザーが編集可能なプ
ロパティがあります。このプロパティがチェックされると、すべての他の要件を満たし、イニ
シエーターに非管理対象ネットワークの一部である有効な FCProxyWWN がある場合、または、
イニシエーターの WWN が非管理対象ネットワークに含まれるパターンに一致する場合、SPM
が XML ファイルにないゾーンとイニシエーターを使用して非管理対象ネットワークのサービ
ス候補を生成することを許可します。 これは、管理対象ネットワークで説明するプロキシユー
スケースに似ています。

外部処理の許可プロパティを使用してサービスが作成される場合、SPM は、サービスがアク
ティブ化されたときにこのサービスを非準拠として即座にマークしますが、これは必須のゾー
ンが存在しないためです。 サービスを準拠にするためには、ユーザーは必要な変更を実際の
ネットワークで行って、非管理対象ネットワークを記述する XML ファイに対応する情報を追
加する必要があります。 これらの変更は、サービスの出力を基準にする必要があります。 サー
ビスを準拠にするには、ネットワークには、サービスの出力に一覧表示されるすべてのエンド
ポイントを含むゾーンを含める必要があります。

ネットワークの種類

SPM は、非管理対象のファイバーチャネル SAN のみをサポートします。 XML ファイルの形
式上は、他の種類の SAN ネットワークも指定できますが、現在はサポートされていません。

XML オブジェクトモデル
図 4 (89 ページ) に、非管理対象ネットワークを記述する XML ファイル内の XML オブジェク
トの構造を特定する UML モデルを示します。 このモデルの要素については、以降のセクショ
ンで詳しく説明します。
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図 4 非管理対象ネットワークの XML オブジェクトモデル

Network
Network は、非管理対象ネットワークの XML ファイルのルートオブジェクトです。 XML ファ
イルに表示できるネットワークは 1 つのみです。 Network オブジェクトは、特定の非管理対
象 SAN を表します。 ZoningState が Open の Network には、ゾーンを含めることができませ
ん。

説明型プロパティ

ゼロ個以上の Zone オブジェクトZone のシーケンスZone

ゼロ個以上の Endpoint オブジェクト。Endpoint のシーケンスEndpoint

このネットワークの名前文字列Name1

ZoningState は Open か Zoned のいずれかになりま
す。

ZoningStateZoningState1

ゼロ個以上の AddressPattern オブジェクトAddressPattern のシーケンスAddressPattern
1 Network XML 要素の属性

Zone
各 Network には、ゼロ個以上のゾーンのシーケンスが含まれます。 ZoningState が Open であ
る Network には、ゾーンを関連付けることができません。 ZoningState が Zoned である
Network には、ゾーンを関連付けることも、関連付けないこともできます。
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Endpoint
各 Network には、ゼロ個以上のネットワークエンドポイントのシーケンスが含まれます。 こ
れらのエンドポイントは、Network に含まれているいずれかの Zone に現れることもあります。
エンドポイントが Network に含まれている Zone に現れる場合、そのエンドポイントがネット
ワーク内のエンドポイントのリストに追加されます。 Network 内のエンドポイントは、管理対
象か非管理対象かにかかわらず、他のネットワークに現れてはなりません。

Name
各 Network には、文字列で表現された名前があります。 この名前は、ネットワークを SPM に
インポートするときに表示されます。 NetworkResource 内で、各 Network に一意の Name を
設定する必要があります。 Network の名前では、大文字と小文字が区別されます。

ZoningState
各 Network には、値が列挙型 ZoningState の ZoningState を指定します。 関連する値は Open
または Zoned です。

AddressPattern
各ネットワークには、ゼロ個以上の AddressPattern オブジェクトのシーケンスが含まれます。

Zone
Zone オブジェクトは SAN 内のゾーンを示します。 その名前は SPM に表示されます。

説明型プロパティ

ゼロ個以上の Endpoint オブジェクト。Endpoint のシーケンスEndpoint

この Zone の名前文字列Name

ゼロ個以上の AddressPattern オブジェクトAddressPattern のシーケンスAddressPattern

Endpoint
各 Zone には、ゼロ個以上の Endpoint オブジェクトのシーケンスが含まれます。 ゾーン内の
Endpoints は、ゾーンを含むネットワーク内の Endpoint のリストにも現れることができます。
Zone 内のエンドポイントがそれを含む Network に現れない場合、そのエンドポイントはその
ネットワーク内のエンドポイントのリストに追加されます。 Endpoint オブジェクトの詳細に
ついては、Endpointを参照してください。

Name
各 Zone には、文字列で表現された名前があります。 ゾーンの名前は、それが含まれるネット
ワーク内で一意であることが必要です。

AddressPattern
各ネットワークには、ゼロ個以上の AddressPattern オブジェクトのシーケンスが含まれます。
パターンの詳細については、「WWN パターン」 (83 ページ) を参照してください。

Endpoint
Endpoint オブジェクトは、SAN 内のホストとストレージデバイス間の接続のエンドポイント
を表します。 Endpoint オブジェクトを含む Network は、SPM GUI 内では編集できません。

説明型プロパティ

NetworkEndpointKind 列挙型のいずれかの値で、ネットワークの種類
を示します。

NetworkEndpointKindKind

エンドポイントのネットワークアドレスを、ネットワークの種類に
適した形式で表す文字列。

文字列Address
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Kind
Endpoint の Kind 要素は、この接続のネットワークタイプを示します。 これは、
NetworkEndpointKind 列挙型の値として表されます。 NetworkEndpointKind 列挙型には他にも
ネットワークタイプがありますが、SPM ではファイバーチャネルネットワークのみがサポート
されています。

Address
Endpoint の Address は、該当するネットワークの種類に適した形式のネットワークアドレスを
含む文字列で表されます。 FibreChannel エンドポイントアドレスは、正規形式の World Wide
Name (WWN) で表されます。 これらのアドレスでは、大文字と小文字は区別されません。

ZoningState
ZoningState は、ゾーンの状態を表す列挙型です。 取り得る値は Open および Zoned です。
ネットワークが Open 状態になるのは、ゾーンがない場合のみです。

NetworkEndpointKind
NetworkEndPointKind は、SAN ネットワークエンドポイントのネットワークの実装を表す列挙
型です。 取り得る値は FibreChannel および IPAddress です。 SPM は、ファイバーチャ
ネルネットワークのみをサポートします。

AddressPattern
AddressPattern オブジェクトは、ネットワークアドレスのパターンを記述します。 これらのパ
ターンは、IP ネットワークアドレスまたは FC ネットワークアドレスを記述する場合がありま
す。

説明型プロパティ

「WWN パターン」 (83 ページ) で説明されるパターンです。文字列Pattern

AddressPatternKind 列挙型のいずれかの値で、ネットワークの種類を
示します。 許可される値は IPNetwork または FCnetwork です

AddressPatternKindKind

Pattern
AddressPatterns の pattern 属性は文字列です。 FC ネットワークでは、パターンは、WWN が
完全な WWN と比較されるときにワイルドカードとして機能するアスタリスクがある部分的
な WWN となります。 パターンの詳細については、「WWN パターン」 (83 ページ) を参照
してください。

Kind
AddressPattern の kind 属性は、IPNetwork または FCNetwork となり、パターンを一致させ
るネットワークの種類を示します。

非管理対象 SAN XML ファイルの例
次の 2 つの XML ファイルの例は、非管理対象ネットワークを示しています。 最初の例は、
SPM 内で編集可能な単純なネットワークを示しています。 2 番目の例は、SPM 内で編集でき
ない若干複雑なネットワークを示しています。

さらに複雑なネットワークには、さらに別の要素が含まれます。 例は、フォルダー <SPM の
インストールフォルダー >\plugins\unmanaged_san\example.xml で見つけることがで
きます。 XML ファイルに含めることができる内容の詳細な仕様は、<SPM のインストールフォ
ルダー >\plugins\unmanaged_storage\HP.UnmanagedStorageArrayPlugin.xsd に
あるこれらのファイルの形式を定義する xsd ファイルで見つけることができます。
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パターンがある FC ネットワークの例
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Network xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" Name="FCExample"
ZoningState="Open" xmlns="urn:SPM_SanResourceCollection_1">
<AddressPattern Kind="FCNetwork" Pattern="AA:BB:CC:DD:*" />
<AddressPattern Kind="FCNetwork" Pattern="BB:*" />

<Network>

パターンがない FC ネットワークの例
<?xml version="1.0"?>
<Network xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" Name="Black Network"
ZoningState="Zoned" xmlns="urn:SPM_SanResourceCollection_1">
<Zone Name="Zone1">
<Endpoint Kind="FibreChannel" Address="AA:BB:CC:DD:EE:FF:00:04" />
<Endpoint Kind="FibreChannel" Address="AA:BB:CC:DD:EE:FF:00:05" />

</Zone>
<Endpoint Kind="FibreChannel" Address="AA:BB:CC:DD:EE:FF:00:01" />
<Endpoint Kind="FibreChannel" Address="AA:BB:CC:DD:EE:FF:00:02" />
<Endpoint Kind="FibreChannel" Address="AA:BB:CC:DD:EE:FF:00:03" />

<Network>
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G非管理対象アレイの使用
概要

この付録は、非管理対象ストレージアレイの特性を SPM 2.1 に対して記述するための XML ファ
イルの形式について説明します。 非管理対象ストレージアレイは、SPM が通信できないスト
レージアレイです。 SPM のユーザーがそのようなアレイ内で割り当てられているストレージ
を追跡するには、アレイの特性を、SPM が読み込む XML ファイルで記述する必要があります。
SPM 2.1 では、多数のストレージアレイ内のストレージの割り当てを管理できます。 しかし、
ユーザーによっては、SPM が直接通信できないタイプのストレージアレイの管理が必要になる
場合があります。 ユーザーは、ストレージアレイを記述した XML ファイルを作成し、それら
のファイルを SPM が調べるディレクトリに格納することで、そのような非管理対象ストレー
ジアレイのストレージの割り当てを SPM 内で追跡できます。 SPM は非管理対象ストレージア
レイと通信できないため、ユーザーは、ストレージアレイの状態と SPM 内でのストレージア
レイに関するデータの一貫性を保つ必要があります。

非管理対象ストレージ

SPM 2.1 は当社によって提供されている多数のストレージアレイと通信できます。 エンドユー
ザーは、SPM が他のストレージアレイと通信できるようにするためのアダプターを作成できま
す。 SPM ユーザーが、当社がインターフェイスを提供しておらず、アダプターが利用できな
いストレージアレイ内のストレージを割り当てる必要がある場合、これらのアレイを SPM 内
で非管理対象アレイとして扱うことができます。

XML ファイルのライフサイクル
ユーザーは SPM に、本書で説明する、1 つ以上の非管理対象アレイの特徴と構成を指定した
XML ファイルを提供する必要があります。 非管理対象アレイの状態が変化した場合、SPM 内
のデータがアレイの状態と一致するように、アレイを表す XML ファイルを変更する必要があ
ります。

XML ファイルの場所
SPM は、非管理対象アレイを記述した XML ファイルを、アプリケーションがある場所からの
相対による標準的な場所から読み込みます。 指定されたフォルダー内の拡張子が「.xml」のす
べてのファイルが SPM によってロードされます。 SPM によって調べられる場所は <SPM の
インストールパス >/state/unmanaged_storage/です。

XML のエラー
SPM が SPM に渡された XML ファイルを読み取ることができない場合、SPM ログファイルに
エラーが書き込まれ、ファイルが無視されます。 SPM がすでにインポートした XML ファイル
にエラーが取り込まれ、SPM にすでにインポートされたファイルで定義されているアレイは、
オフラインとマークされます。

容量

以下の記述のすべての容量の単位はバイトです。 プールの物理容量は、プールからプロビジョ
ニングできる最大容量です。 プールのコミット済み容量は、そのプールの物理容量のうち、
プール内のボリュームに割り当てられている部分です。 これは、プール内のボリュームのコ
ミット済み容量の合計となり、物理容量よりも少なくなります。 プールの予約済み容量は、そ
のプール内のボリュームに予約されたストレージの量です。 プールが使用過多になっている場
合、予約済み容量はその物理容量よりも多くなります。 プールの予約済み容量は、必ずそのコ
ミット済み容量よりも多いか等しくなります。 ボリュームの容量は、そのボリュームが含まれ
るプールからボリュームに割り当てられたストレージの合計量です。 ボリュームのコミット済
み容量は、そのボリュームの容量のうち、ユーザーに割り当てられている量です。
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一意の ID
非管理対象アレイ XML ファイルでは、2 種類の一意の ID を表す文字列が使用されます。 非管
理対象アレイ XML ファイルで定義されているすべてのオブジェクトに ObjectID を指定する必
要があります。ObjectID は、SPM のインスタンスにロードするすべての非管理対象アレイ XML
ファイルで一意であることが必要です。 衝突がある場合、衝突する ObjectID の第 2 のインス
タンスを含むファイルが無視されます。

非管理対象アレイ XML ファイル内で定義されるボリュームは、SPM で使用される UUID ID や、
一意のリソースを特定するためのクライアントを持つために必要です。 アレイおよびプール
は、UUID を持つことができますが、UUID は、これらのオブジェクトでは不要です。 UUID
は、SPM のインスタンス内で再利用できません。 これらはアレイによって生成され、いつ生
成されても、指定のリソースで常に同じとなることが理想的です。

名前

非管理対象アレイ XML ファイルで指定する名前とその他の文字列は、UTF-8 エンコーディング
を使用した Unicode で指定できます。

要素の順序

次の XML オブジェクトモデル内の各 XML 要素内で、SPM で提供されているスキーマ定義ファ
イルに対して XML ファイルを検証するには、サブ要素の順序が重要です。

XML オブジェクトモデル
図 5 (95 ページ) に、非管理対象ストレージアレイを記述する XML ファイル内の XML オブジェ
クトの構造を特定する UML モデルを示します。 このモデルの要素については、以降のセクショ
ンで詳しく説明します。
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図 5 非管理対象ストレージアレイ XML のオブジェクトモデル

Entity
このモデルのすべてのオブジェクトは Entity クラスから派生しているため、すべてのオブジェ
クトが ObjectID を持ちます。ObjectID は、一意の ID を含む文字列です。 ObjectID は、SPM
によってロードされるすべての XML ファイルで一意である必要があります。 衝突がある場合、
衝突する ObjectID が設定された第 2 のファイルが無視されます。 オブジェクトを XML ファ
イル内の別のオブジェクトから参照する必要がある場合除き、ObjectID は省略可能です。 SPM
は、XML ファイルで ObjectID が指定されていないオブジェクトに対し ObjectID を生成しま
す。
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StorageArrayDefinition
StorageArrayDefinition は、非管理対象アレイ XML ファイルのルートオブジェクトです。 各
ファイルには StorageArrayDefinition オブジェクトが必ず 1 つ含まれている必要があります。
これらのオブジェクトは、ストレージアレイのクラスを定義し、クラスの複数のインスタンス
を定義できます。

説明型プロパティ

必須の一意のオブジェクト ID。文字列ObjectID

ゼロ個以上の MapItem オブジェクト。
HostMode 値をアレイのホストモード
にマッピングします。

MapItem オブジェクトのシーケンスHostmodeMap

ゼロ個以上の MapItem オブジェクト。
デバイス固有の RAID ID を SPM 固有
の RAID ID にマッピングします。

MapItem オブジェクトのシーケンスRAIDMap

この定義内でアレイによってプロビ
ジョニングすることが可能な最小論理

IntMinimumLUNProvisionable

ユニット番号。 これはオプションで、
デフォルトは 0 です。

この定義内でアレイによってプロビ
ジョニングすることが可能な最大論理

IntMaximumLUNProvisionable

ユニット番号。 これはオプションで、
デフォルトは 1024 です。

これはオプションで、デフォルトは
NoThinProvisioning です。

ThinProvisioningSupportThinProvisioning

この手順はオプションです。 デフォ
ルトは 2GB です。 この種類のアレイ

LongMinimumVolumeCapacity

でプロビジョニングできるボリューム
の最小容量を示します。

ゼロ個以上の StorageArray オブジェ
クト。この StorageArrayDefinition の
インスタンスを示します。

StorageArray オブジェクトのシーケ
ンス

Arrays

HostmodeMap
StorageArrayDefinition 内で、HostmodeMap は、SPM が認識しているオペレーティングシステ
ムを、この種類のストレージアレイが認識しているホストモードに関連付けます。 HostmodeMap
は MapItems のシーケンスであり、それぞれに 2 つの要素 Index と Value が指定されます (ど
ちらも文字列)。 SPM で認識されるオペレーティングシステムとしては、次に示すリテラルが
あります。 これらのリテラルは、MapItem の Index 要素の中にあることが必要です。
HostmodeMap はシーケンシャルに解析され、デフォルトの項目 (最後の MapItem の Index 中
で「*」で示されます) で終わることができます。これは、それ以前にマップで具体的に示され
ていないすべてのオペレーティングシステムのホストモードを示します。 デフォルト項目が存
在しない場合、マップに含まれていないすべての値はデバイスでサポートされていないものと
見なされます。 特殊な値「Unsupported」を、HostmodeMap の MapItem の Value 要素に指定
し、その MapItem の Index 要素で示されたオペレーティングシステムが StorageArray でサポー
トされていないことを示すことができます。

オペレーティングシステムリテラル

HPUX、Linux、OpenVMS、VMware、Windows、Windows2008

RAIDMap
StorageArrayDefinition の RAIDMap 要素は、SPM が認識している RAID レベルを、この種類の
ストレージアレイが認識している RAID レベルに関連付けます。 RAIDMap は MapItems のシー
ケンスであり、それぞれが Index と Value を含みます (どちらも文字列です)。 SPM でサポー
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トされている RAID レベルを次に示します。 マップで指定されていない値は、デバイスでサ
ポートされていないものと見なされます。 RAIDMap は、Index 要素に「*」を含む MapItem
で終わることができます。これは、StorageArray が RAIDMap に示されていない RAID レベル
を扱う方法を示します。 特殊な値「Unsupported」を、MapItem の Value 要素に指定し、その
MapItem の Index 要素で示された RAID レベルが StorageArray でサポートされていないことを
示すことができます。

RAIDLevel

NoRAID、RAID0、RAID1、RAID1+0、RAID3、RAID4、RAID5 RAID5+0、RAID6、RAID6+0

Arrays
StorageArrayDefinition の Arrays 要素には、ゼロ個以上の StorageArray オブジェクトのシーケ
ンスが含まれます。 StorageArray オブジェクトについては、StorageArrayで説明しています。
XML スキーマでは StorageArray オブジェクトの空のシーケンスが許可されますが、その場合
SPM で無視されます。 意味を持つためには、StorageArrayDefinition に少なくとも 1 つの
StorageArray オブジェクトが含まれている必要があります。 各 StorageArray オブジェクトは、
StorageArrayDefinition で示されるストレージアレイの種類の 1 つのインスタンスを表します。

Resource
Resource オブジェクトは Entity クラスから派生し、UUID、DisplayName、ManagementURL、
および Tags 属性を定義します。 Resource は、ストレージアレイ、ストレージプール、ボリュー
ムなど、SPM 内で表示および管理される実体を表します。

説明型プロパティ

必須の一意のオブジェクト ID。文字列ObjectID

一意のリソース ID。文字列UUID

SPM で表示されるこのリソースの名
前。

文字列DisplayName

このリソースの管理インターフェイス
の URL。

文字列ManagementURL

このリソースのユーザー指定のタグの
リスト。

文字列のシーケンスTags

UUID
各リソースには、SPM 内でそのリソースを識別するために使用する一意の ID を関連付けるこ
とができます。 これは文字列で表されます。

DisplayName
各リソースに、SPM インターフェイス内で表示するために使用する名前を指定します。 これ
は文字列で表されます。

ManagementURL
各リソースに、そのリソースの管理ツールへのインターフェイスを表す URL を関連付けます。
これは文字列で表されます。 ここで指定する URL は、SPM GUI 内でクリック可能なハイパー
リンクとして表示され、リソースを管理するために使用する外部ツールへの移動が可能になり
ます。

Tags
各リソースに、いくつかのタグを関連付けることができます。 タグは文字列のシーケンスとし
て格納されます。 タグはユーザー定義です。 XML ファイルで指定された新しいタグは、SPM
が認識しているタグのセットに追加されます。
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StorageArray
StorageArray オブジェクトは、それが属する StorageArrayDefinition によって示されるストレー
ジアレイのクラスのインスタンスを示します。 StorageArray オブジェクトは、UUID、
DisplayName、ManagementURL、および Tags 要素を Resource クラスから継承します。 これ
らの要素の詳細はResourceを参照してください。

説明型プロパティ

必須の一意のオブジェクト ID。文字列ObjectID

一意のリソース ID。文字列UUID

このストレージアレイについて SPM
で表示される名前。

文字列DisplayName

このストレージアレイの管理インター
フェイスの URL。

文字列ManagementURL

このストレージアレイのユーザー指定
のタグ。

文字列のシーケンスTags

アレイの製品モデル名。文字列ProductName

このストレージアレイ内のストレージ
プール。

StoragePool のシーケンスPools

このストレージアレイによって提供さ
れるポート。

StorageArrayPort のシーケンスPorts

このストレージアレイによってサービ
ス提供されるホストポートのリスト。

StorageArrayHostEntry のシーケンスHostEntries

ProductName
各ストレージアレイに、値が文字列の製品名を指定します。 この値は、アレイのインポート時
に、インポートするアレイの種類を示すために表示され、アレイのプロパティページに表示さ
れます。

Pools
各 StorageArray にはゼロ個以上のストレージのプールが含まれます。 ストレージプールは、
ボリュームをプロビジョニングする際の元となるストレージコンテナです。 物理ストレージコ
ンテナまたは仮想ストレージコンテナのいずれかになります。 StorageArray 内のプールは、
StoragePool オブジェクトのシーケンスとして表されます。 XML スキーマではこのシーケンス
が空である場合も許可されますが、各ストレージアレイに 1 つ以上のストレージプールが含ま
れている必要があります。

Ports
各 StorageArray にはゼロ個以上のポートがあり、StorageArrayPort オブジェクトのシーケンス
で表されます。 これらのポートは、アレイが SAN に接続したり、サーバーがストレージボ
リュームにアクセスするときに経由するポートを表します。 XML ではこのシーケンスが空で
ある場合も許可されますが、各ストレージアレイに 1 つ以上のポートを指定する必要がありま
す。

HostEntries
各 StorageArray には、それがサービス提供するゼロ個以上のホストポートがあります。 これ
らのポートは、StorageArrayHostEntry オブジェクトのシーケンスとして表されます。 ストレー
ジアレイが現在どのホストにもサービス提供していない場合、このリストは空とすることがで
きます。
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StoragePool
StoragePool オブジェクトは、ストレージアレイ中で使用できるストレージのプールを表しま
す。 StorageArray オブジェクトと同様に、DisplayName、ManagementURL、および Tags 要素
を Resource クラスから継承します。 これらの要素の詳細はResourceを参照してください。

説明型プロパティ

必須の一意のオブジェクト ID。文字列ObjectID

一意のリソース ID。文字列UUID

このリソースを表示するために使用さ
れる名前。

文字列DisplayName

このリソースの管理インターフェイス
の URL。

文字列ManagementURL

このリソースのユーザー指定のタグの
リスト。

文字列のシーケンスTags

ストレージプールの予約済み物理容
量。

ロング整数SubscribedCapacity

ストレージプールのコミット済み物理
容量。

ロング整数CommittedCapacity

ストレージプールの総物理容量。ロング整数PhysicalCapacity

ストレージアレイの RAID レベル。文字列RaidLevel

RAID レベルと、その RAID レベルを
使用するときの論理的空きスペースの
量を関連付けます。

MapItem のシーケンスDeviceRaidSpecificAvailableCapacity

このストレージプールに含まれている
ボリューム。

Volume のシーケンスVolumes

SubscribedCapacity
StoragePool の SubscribedCapacity はロング整数で表されます。 これは、プールからプロビ
ジョニングされたボリュームに予約された、ストレージのバイト数を表します。 プールが使用
過多になっている場合、プールの物理容量よりも大きくなります。 プールのコミット済み容量
より大きいか等しくなります。

CommittedCapacity
StoragePool の CommittedCapacity はロング整数で表されます。 これは、プール内のボリュー
ムに割り当てられた、プールからのストレージのバイト数を表します。 プールからプロビジョ
ニングしたボリュームの容量の合計に等しくなります。

PhysicalCapacity
StoragePool の PhysicalCapacity はロング整数で表されます。 これは、プールからプロビジョ
ニング可能なストレージの最大量をバイト単位で表します。プールのコミット済み容量とその
空き容量の合計に等しくなります。

RaidLevel
StoragePool の RaidLevel は文字列で表されます。 この文字列は、デバイスが認識する RAID レ
ベルを表す ID です。 この値は、StorageArrayDefinition の下に格納された RAIDMap を使用し
て、SPM が認識する ID にマッピングされます。 プールからのすべてのボリュームがこの
RAIDLevel である場合にのみ StoragePool に RaidLevel 要素が指定されます。

DeviceRaidSpecificAvailableCapacity
DeviceRaidSpecificAvailableCapacity は MapItems のリストです。 このマッピングは、デバイ
スの RAID レベルを、その RAID レベルで割り当てることができる利用可能な空きスペースに
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関連付けます。 このマッピング内の RAID レベルは、そのデバイスの語彙を使用して特定する
必要があります。 デバイスでサポートされているすべての RAID レベルをプールがサポートし
ていない場合、DeviceRaidSpecificAvailableCapacity で指定される RAID レベルは、
StorageArrayDefinition の RAIDMap にある RAID レベルのサブセットになる場合があります。

Volumes
StoragePool に含まれるボリュームは、Volume オブジェクトのシーケンスとして指定されま
す。 この StoragePool によって表されるプール内でボリュームが割り当てられていない場合、
このリストは空になります。

Volume
各 Volume オブジェクトは、StoragePool 内のボリュームを表します。 StorageArray オブジェ
クトと同様に、DisplayName、ManagementURL、および Tags 要素を Resource クラスから継承
します。 これらの要素については、Resourceを参照してください。

説明型プロパティ

必須の一意のオブジェクト ID。文字列ObjectID

必須の一意のリソース ID。文字列UUID

このリソースを表示するために使用さ
れる名前。

文字列DisplayName

このリソースの管理インターフェイス
の URL。

文字列ManagementURL

このリソースのユーザー指定のタグの
リスト。

文字列のシーケンスTags

ボリュームの物理容量。ロング整数Capacity

ボリュームの物理コミット済み容量。ロング整数CommittedCapacity

ボリュームの RAID レベル。文字列RaidLevel

ストレージアレイポートとホストポー
トの間の関連付け。

VolumePresentation のシーケンスPresentations

Capacity
Volume の容量はロング整数で表されます。 これは、このボリュームを含んでいるポートから
ストレージに予約されたバイト数を表します。 このストレージはまだ割り当てられていない場
合があります。

CommittedCapacity
Volume のコミット済み容量はロング整数で表されます。 これは、このボリュームから割り当
てられたストレージのバイト数を表します。 ボリュームの容量よりも少ない必要があります。

RaidLevel
Volume の RaidLevel は文字列で表されます。 この文字列は、デバイスが認識する RAID レベル
の ID です。 この値は、StorageArrayDefinition の下に格納された RAIDMap を使用して、SPM
が認識する ID に変換されます。

Presentations
Volume の Presentations 要素は、VolumePresentation オブジェクトのシーケンスです。各オブ
ジェクトは、1 つのホストイニシエーターのボリュームのマッピングおよびマスキングプロパ
ティを示します。 マッピングは、ボリュームを参照可能にするときに経由するアレイポートを
定義します。 マスキングは、ボリュームへのアクセスを許可するホストを定義します。 スト
レージアレイがどのホストにも関連付けられていない場合、このシーケンスは空になります。
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VolumePresentation
VolumePresentation オブジェクトは、ストレージアレイポートとホストポートの間の関連付け
を表します。

説明型プロパティ

必須の一意のオブジェクト ID。文字列ObjectID

このボリュームに許可されるアクセス
の種類。

文字列Access

このボリュームを表すためにホストに
よって使用される論理ユニット場号。

整数LUN

このボリュームにアクセス可能なイニ
シエーターの ObjectID。

文字列InitiatorObjectID

ホストがボリュームにアクセスすると
きに経由するアレイポートの
ObjectID。

文字列のシーケンスTargetPortObjectIDs

Access
このボリュームに許可されるアクセス。文字列として格納されます。 値は、リテラル NoAccess、
ReadOnly、ReadWrite のいずれかになります。

LUN
LUN は、ストレージアレイがホストに提供するボリュームを表すためにホストが使用する論理
ユニット番号です。

InitiatorObjectID
InitiatorObjectID は、このボリュームへのアクセスが許可されたホストの ObjectID を表す文字
列です。 XML では循環参照が許可されていないため、StorageArrayHostEndpoint への参照では
なく、ObjectID として表されます。 この VolumePresentation を含む StorageArray によって所
有される StorageArrayHostEntry 内に含まれるイニシエーターのリスト中に、この ObjectID に
対応するエントリーが存在している必要があります。

TargetPortObjectIDs
TargetPortObjectIDs は、InitiatorEndpointObjectID によって示されるホストに提供される、さま
ざまな StorageArrayPort の ObjectID を表す文字列のシーケンスです。この VolumePresentation
を含む StorageArray によって所有される StorageArrayPorts のリスト中に、これらの ObjectID
に対応するエントリーが存在している必要があります。

NetworkEndpoint
NetworkEndpoint はネットワークエンドポイントを表します。

説明型プロパティ

必須の一意のオブジェクト ID。文字列ObjectID

ネットワークエンドポイントのネット
ワークアドレス。

文字列Address

ネットワークの種類を示すリテラル。UnmanagedNetworkEndpointKindKind

Address
NetworkEndpoint のアドレスは文字列で表されます。 一般に、これらのアドレスの形式は
xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx です。x は 16 進数の 1 桁を表します。 ただし、SPM はこの
正規形式になっていないネットワークアドレスを訂正しようとします。
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Kind
UnmanagedNetworkEndpointKind 列挙で定義されている、ネットワークエンドポイントの種
類。 リテラル FibreChannel、SerialAttachedScsi、Ethernet、iSCSI のいずれかで
あることが必要です。 現時点で、SPM は FibreChannel エンドポイントのみを使用しますが、
SPM の将来のリリースでは追加のネットワークタイプがサポートされる可能性があります。

StorageArrayPort
StorageArrayPort は、このオブジェクトを含むストレージアレイ上のローカルポートを表しま
す。 この型は NetworkEndpoint 型から派生しています。

説明型プロパティ

必須の一意のオブジェクト ID。文字列ObjectID

ネットワークエンドポイントのネット
ワークアドレス。

文字列Address

ネットワークの種類を示すリテラル。UnmanagedNetworkEndpointKindKind

このストレージアレイポートの名前。文字列Name

Name
Name 要素は、このストレージアレイポートの名前を表す文字列です。 この名前は、SPM 内
でこの StorageArray を識別するために使用されます。

HostEndpoint
この型は NetworkEndpoint 型から派生しています。 これは、アレイ上のポートを表し、それ
自体に要素はありません。

StorageArrayHostEntry
StorageArrayHostEntry は、SPM によって認識され、このオブジェクトを参照している
StorageArray によってストレージが提供されているホストを表します。 StorageArrayHostEntry
は Entity から派生しています。

説明型プロパティ

必須の一意のオブジェクト ID。文字列ObjectID

接続するホストの名前。文字列Name

ホストのホストモード。文字列Hostmode

このストレージアレイによってサービ
ス提供されるイニシエーターのリス
ト。

Initator のシーケンスInitiators

Name
各 StorageArrayHostEntry には、文字列で表されるホストの名前があります。 これは、このホ
ストを識別するために SPM で表示されます。

Hostmode
各 StorageArrayHostEntry には、ホストのホストモードを表す文字列があります。 ここでの値
は、StorageArrayDefinition に格納された HostmodeMap 内の値としても存在している必要があ
ります。

Initiators
各ホストエントリーに関連付けられた Initiator オブジェクトのリスト。
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イニシエーター

説明型プロパティ

必須の一意のオブジェクト ID。文字列ObjectID

このイニシエーターによって使用され
るストレージプロトコルを記述する
StorageProtocolKind 列挙型の値。

StorageProtocolKindProtocolKind

このイニシエーターの名前。 ファイ
バーチャネルでは、これは、

文字列InitiatorName

[HostEndpoints] フィールド内に含まれ
る HostEndpoint の Address と同一で
ある必要があります。

このイニシエーターの HostEndpoint
項目のリスト。 ファイバーチャネル

HostEndpoint のシーケンスHostEndpoints

では、1 つのみである必要がありま
す。

ProtocolKind
このフィールドは、このイニシエーターによって使用されているストレージプロトコルを示し
ます。

InitiatorName
InitiatorName は、イニシエーターを表示するときに SPM により使用されるこのイニシエーター
の名前です。 ファイバーチャネルでは、イニシエーターの名前は、HostEndpoints リストに格
納される HostEndpoint のアドレスと同じである必要があります。

StorageArrayTarget

説明型プロパティ

必須の一意のオブジェクト ID。文字列ObjectID

このターゲットのストレージプロトコ
ルの種類であり、FibreChannel または

StorageProtocolKindProtocolKind

iSCSI のいずれかです。 SPM 2.0 で
は、FibreChannel のみがサポートされ
ます。

このターゲットの名前。 ファイバー
チャネルでは、これは、

文字列TargetName

TargetPortObjectIDs に格納される
ObjectID によって参照される
StorageArrayPort の Address と同一で
ある必要があります。

この StorageArrayTarget を含む
StorageArray オブジェクトの Ports 属

文字列のシーケンスTargetPortObjectIDs

性に格納される StorageArrayPort オブ
ジェクトの ObjectID。

TargetName
TargetName は、このターゲットの名前を示す文字列であり、SPM でターゲットを表示すると
きに使用されます。 ファイバーチャネルでは、イニシエーターの名前は、TargetPortObjectIDs
リストによって参照される StorageArrayPort のアドレスと同じである必要があります。

TargetPortObjectIDs
このターゲットを含むストレージアレイ内のこのターゲットに接続されたポートの objectIDs。
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MapItem
MapItem オブジェクトにより、StorageArrayDefinitions に連想リストを含めることができます。
MapItem オブジェクトには、2 つの要素 Index と Value が含まれます。 したがって、MapItem
オブジェクトはオブジェクトのインデックスと値の間の連想リストになります。 このようなリ
ストは、StorageArrayDefinition の [RAIDMap] および [HostmodeMap] フィールドに表示されま
す。

説明型プロパティ

連想リスト中の検索キー。文字列Index

検索キーに関連付けられる値。文字列Value

非管理対象アレイ XML ファイルの例
以下は、非管理対象アレイの XML ファイル提供の例です。 例は クーリエフォントで示してあ
ります。 注釈は、例の中に通常のフォントで示してあります。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<StorageArrayDefinition xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

すべての XML ドキュメントは、XML のバージョンと文字エンコーディングを示す XML 要素で
始まっている必要があります。 すべての非管理対象アレイ XML ファイルは、
StorageArrayDefinition ルート要素で始まっている必要があります。 この例は、この XML ファ
イルで使用するための 2 つの名前空間を指定しています。1 つは XMLSchema-instance スキー
マ用、もう 1 つは schema スキーマ用です。

<HostmodeMap>
<MapItem>
<Index>HPUX</Index>
<Value>HP-UX</Value>

</MapItem>
<MapItem>
<Index>*</Index>
<Value>Normal</Value>

</MapItem>
</HostmodeMap>

この HostmodeMap 要素は、SPM の HPUX ホストモードが、ストレージアレイで HP-UX とし
て認識されているホストモードにマッピングされることと、SPM が認識しているその他すべて
のホストモードがストレージアレイ上で Normal にマッピングされることを指定します。

<RAIDMap>
<MapItem>
<Index>RAID0</Index>
<Value>RL0</Value>

</MapItem>
<MapItem>
<Index>RAID1</Index>
<Value>RL1</Value>

</MapItem>
<MapItem>
<Index>RAID5</Index>
<Value>RL5</Value>

</MapItem>
</RAIDMap>

この RAIDMap 要素は、SPM が RAID0 として認識している RAID レベルが、ストレージアレイ
により RL0 として認識されており、RAID レベル 1 と 5 についても同様であることを指定しま
す。これは、このデバイスが RAID レベル NoRaid、RAID0、RAID3、RAID4、RAID6、RAID50、
RAID60 をサポートしていないことを意味します。

<Arrays>
<StorageArray>
<ObjectID>UnMan-1</ObjectID>
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<UUID>UnMan-1</UUID>
<DisplayName>Pierre</DisplayName>
<ManagementURL><Device URL Goes Here>/Pierre</ManagementURL>
<Tags>
<string>Secure</string>
<string>Leased</string>

</Tags>
<ProductName>P-1000</ProductName>

次に、ストレージアレイのリストを開始します。 この例では、UUID が「UnMan-1」の 1 つの
ストレージアレイが含まれています。 このストレージアレイには表示名、管理 URL、製品名が
指定されています。 タグ「Secure」と「Leased」がこのストレージアレイに付与されていま
す。 リソースの ObjectIDs は、その UUIDs と同じでも同じではなくても構いません。 UUIDs
は、Arrays と Pools ではオプションですが、Volumes では必須です。

<Pools>
<StoragePool>
<ObjectID>UnMan-2</ObjectID>
<UUID>UnMan-2</UUID>
<DisplayName>Pool 1</DisplayName>
<ManagementURL><Device URL Goes Here>/Pierre/p1</ManagementURL>
<Tags />

次に、ストレージアレイの中のプールのリストを開始します。 このストレージアレイは、1 つ
のプールを含むように定義されています。 このプールには、上記のように指定された UUID、
表示名、管理 URL があります。 タグはありません。

<SubscribedCapacity>400000000</SubscribedCapacity>
<CommittedCapacity>100000000</CommittedCapacity>
<PhysicalCapacity>1000000000</PhysicalCapacity>

最初のストレージプールの物理容量は 1MB、コミット済み容量は 100KB、予約済み容量は
400KB です。

<Volumes>
<Volume>
<ObjectID>UnMan-3</ObjectID>
<UUID>UnMan-3</UUID>
<DisplayName>Vol 1</DisplayName>
<ManagementURL><Device URL Goes Here>/Pierre/p1/v1</ManagementURL>
<Tags />

最初のストレージプールには 2 つのボリュームが含まれています。 最初のボリュームには、
上記のように指定された UUID、表示名、管理 URL があります。 タグはありません。

<Capacity>100000000</Capacity>
<CommittedCapacity>0</CommittedCapacity>
<RaidLevel>RL1</RaidLevel>

</Volume>

最初のボリュームの容量は 100KB、コミット済み容量は 0 バイト、RAID レベルは RL1 です。
RAID レベルは、SPM が認識しているものではなく、ストレージプールが認識しているものに
ついて指定されていることに注意してください。

<Volume>
<ObjectID>UnMan-4</ObjectID>
<UUID>UnMan-4</UUID>
<DisplayName>Vol 2</DisplayName>
<ManagementURL><Device URL Goes Here>/Pierre/p1/v2</ManagementURL>
<Tags />
<Capacity>100000000</Capacity>
<CommittedCapacity>100000000</CommittedCapacity>
<RaidLevel>RL5</RaidLevel>
<Presentations>

<VolumePresentation>
<ObjectID>Presentation-1</ObjectID>
<Access>ReadWrite</Access>
<LUN>0</LUN>
<InitiatorObjectID>
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Object-1
</InitiatorObjectID>
<TargetObjectIDs>

<string>Object-2</string>
<string>Object-3</string>

</TargetObjectIDs>
</VolumePresentation>

</Presentations>
</Volume>

</Volumes>
</StoragePool>

</Pools>

2 番目のボリュームには、最初のボリュームにはない提供が含まれています。 この提供は、
「Object-1」という名前のホストに、このストレージアレイから「Object-2」および「Object-3」
という 2 つのポートへの読み書きアクセスが提供され、このボリュームを表すために論理ユ
ニット番号ゼロが使用されることを指定しています。

<Ports>
<StorageArrayPort>
<ObjectID>Object-4</ObjectID>
<Address>00:FF:AA:BB:DD:00:EE:10</Address>
<Kind>FibreChannel</Kind>
<Name>Port 0</Name>

</StorageArrayPort>
<StorageArrayPort>
<ObjectID>Object-5</ObjectID>
<Address>00:FF:AA:BB:DD:00:EE:11</Address>
<Kind>FibreChannel</Kind>
<Name>Port 1</Name>

</StorageArrayPort>
</Ports>

このストレージアレイには、2 つのポート Object-4 と Object-5 が含まれています。そのファ
イバーチャネルアドレスは、その名前とともに上記のように指定されています。

<Targets>
<StorageArrayTarget>
<ObjectID>Object-2</ObjectID>
<ProtocolKind>FibreChannel</ProtocolKind>
<TargetName>00:FF:AA:BB:DD:00:EE:10</TargetName>
<TargetPortObjectIDs>
<string>Object-4</string>

</TargetPortObjectIDs>
</StorageArrayTarget>
<StorageArrayTarget>
<ObjectID>Object-3</ObjectID>
<ProtocolKind>FibreChannel</ProtocolKind>
<TargetName>00:FF:AA:BB:DD:00:EE:11</TargetName>
<TargetPortObjectIDs>
<string>Object-5</string>

</TargetPortObjectIDs>
</StorageArrayTarget>

</Targets>

このアレイには、2 つのターゲットが含まれ、両方のターゲットは 1 つのボリューム提供に
よって参照され、それぞれが、ポートの参照となります。

<HostEntries>
<StorageArrayHostEntry>
<ObjectID>Object-6</ObjectID>
<Name>Pierre host</Name>
<Hostmode>Normal</Hostmode>
<Initiators>
<Initiator>
<ObjectID>Object-1</ObjectID>
<ProtocolKind>FibreChannel</ProtocolKind>
<InitiatorName>00:00:00:00:00:00:02:23</InitiatorName>
<HostEndpoints>
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<StorageArrayHostEndpoint>
<ObjectID>Object-7</ObjectID>
<Address>00:00:00:00:00:00:02:23</Address>
<Kind>FibreChannel</Kind>

</StorageArrayHostEndpoint>
</HostEndpoints>

</Initiator>
</Initiators>

</StorageArrayHostEntry>
</HostEntries>

このストレージアレイには、1 つのホストエントリーが含まれており、現在 1 つのホストのみ
にサービスを提供していることを示しています。 単一の Hostendpoint を含む単一のイニシエー
ターを含むホストエントリー。 ホストのファイバーチャネルアドレスが指定されています。

</StorageArray>
</Arrays>

</StorageArrayDefinition>

この StorageArray 定義は、非管理対象アレイ XML ファイルの特徴を示すために単純化されて
います。 多くの場合、前述のように要素の複数のインスタンスが許可されます。
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H単位
ストレージはバイト単位で報告されます。 ストレージベンダーの管理ソフトウェアがストレー
ジ容量を報告する方法としては、 バイナリ単位、10 進単位、バイナリ (10 進単位) の 3 つが
あります。 バイナリ単位は、国際電気標準会議 (IEC) によって提案され、米国標準技術局 (NIST)
によって採用されました。 10 進単位は、国際単位系 (SI) の一部です。 バイナリ (10 進単位)
は、多数のソフトウェアおよびハードウェアベンダーによる歴史的先例のために使用されます
(慣例的バイナリプレフィックスとも呼びます)。 SPM では、すべてのストレージデバイスの容
量が、ユーザーが設定した共通の形式に変換されます。 他のソフトウェアは、SPM の環境設
定ダイアログで指定した形式とは異なる形式を使用している可能性があるため、SPM のユー
ザーは、使用している測定単位とその違いについて意識することが重要です。 バイナリ単位
は、SPM の中で略号 KiB、MiB、GiB、TiB によって示されます。 10 進単位またはバイナリ
(10 進単位) は、SPM 内で略号 KB、MB、GB、TB によって示されます。 バイナリ単位を使用
するとき、さまざまな単位の間の差は 2 のべき乗を使用して計算されます。 次の表に、単位
に使用される 3 つの異なる体系を示します。

バイナリ (10 進単位)10 進単位 (SI)バイナリ単位 (IEC)

2^10 バイト = 1KB10^3 バイト = 1KB2^10 バイト = 1KiB

2^20 バイト = 1MB10^6 バイト = 1MB2^20 バイト = 1MiB

2^30 バイト = 1GB10^9 バイト = 1GB2^30 バイト = 1GiB

2^40 バイト = 1TB10^12 バイト = 1TB2^40 バイト = 1TiB

Matrix オペレーティング環境では、現在 10 進単位が使用されています。 SPM ユーザーは、3
つの単位のいずれかを使用することを選択できますが、SPM を使用するときに実行する変換の
数が最小になるような単位を選ぶことをお勧めします。
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用語集

B

BNA Brocade Network Advisor

E

HP Enterprise
Virtual Array

EVA ディスクアレイは、組み込みの仮想化機能を提供し、大容量のストレージのニーズに加
えて、最もクリティカルなアプリケーションをサポートします。

H

HP Matrix OE IaaS (infrastructure as a service) のためのクラウド管理ソフトウェア。 Matrix OE には、Matrix
OE インフラストラクチャオーケストレーションおよび論理サーバー管理機能、そして、スト
レージプールエントリーを管理する方法が含まれます。

HP Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーション
セルフサービスポータルを使用して、共有リソースプールから取得したインフラストラクチャ
サービスの素早いプロビジョニングと目的変更機能を提供します。

HP P6000
Command View
Software

高いパフォーマンスを備えた HP Enterprise Virtual Array (EVA) ストレージアレイファミリの
アレイの管理とプロビジョニングが容易になるように設計された、包括的なソフトウェアス
イートです。

HP Storage
Provisioning
Manager

SPM。本書で説明しているソフトウェアアプリケーション。

L

LSM 論理サーバー管理。 ワークロード要件をハイレベルで記述できるようにし、仮想マシンや
バーチャルコネクトブレードサーバーへの論理サーバーのインスタンス化を可能にするため
に Matrix OE で提供される機能。

R

RAID Redundant Array of Independent Disks。 RAID ボリュームは、1 台以上のドライブから構成さ
れますが、オペレーティングシステムには 1 つの論理ディスクとして表示されます。 RAID
では、ディスクストライピングによりパフォーマンスが向上します。その際、各ドライブの
ストレージ領域が複数の単位に分割されます。 データを複数のディスクに格納することで、
I/O 操作がバランスのとれた状態で重なり合い、パフォーマンスが向上します。

S

SAN ストレージエリアネットワーク。実際には、一般にファイバーチャネルテクノロジーを指し
ます。

SMI-S Storage Management Initiative Specification。 SMI-S は、ストレージエリアネットアーク内で
管理する必要があるすべてのオブジェクトと、それらを管理するために使用するツールの間
を統一するための要素として、「すべてのストレージを SMI インターフェイスで管理」する
ための、オープンなストレージネットワーク管理インターフェイステクノロジーを提供しま
す。

W

WWN World Wide Name。 各アレイとイニシエーターを識別するために、ファイバーチャネルス
トレージネットワークによって使用される、一意の 8 バイトのアドレスです。 SPM は形式
xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx を使用してこれらの値を表示します。
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あ

アプリケーション ストレージシステムのクライアントまたはストレージサービスのコンシューマー。

アレイ 1 つ以上のストレージプールを含み、ストレージをクライアントに提供し、管理者がデバイ
スで提供されるストレージを管理できるようにするために、アプリケーションプログラミン
グインターフェイスまたは管理コンソールを提供する、物理ストレージデバイスまたはデバ
イスの集約セット。

イニシエーター ストレージエリアネットワークを通じてストレージを利用するエンドポイント。 これらのス
トレージコンシューマーはストレージアクションを開始します。

エンドポイント ストレージエリアネットワークの中で、ストレージを提供または利用するデバイスはエンド
ポイントと呼ばれ、World Wide Name (WWN) で識別されます。

オープンネット
ワーク

ゾーンを持たない FC ネットワークはオープンであると言います。

か

隔離 SPM では、隔離されたリソースとは、ストレージサービスの要件を満たすために使用されな
いリソースを指します。 リソースは、リカバリ時に SPM によって隔離状態にしたり、管理
者が手動で隔離状態にしたり隔離状態を解除することができます。

カタログ SPM によって管理されるサービス要求、サービス、サービスグループ、およびリソースのレ
ポジトリ。
ストレージカタログ も参照。

関心のあるエンド
ポイント

SPM にインポートされたリソースによって使用されているか、SPM サービスが依存している
エンドポイント。

関心のあるゾーン SPM サービスによって使用されているか SPM サービスが依存しているゾーン。
コミット済み容量 クライアントが使用中の、ストレージプールまたはボリューム内のストレージの量。 スト

レージプールの空き容量は、物理容量からコミット済み容量を引いたものになります。 シン
プロビジョニングされたボリュームでは、コミット済み容量は実際に使用中の容量です。 フ
ルプロビジョニングされたボリュームの場合、コミット済み容量はボリュームの容量と同じ
になります。

さ

サーバー 本書では、サーバーはアプリケーションサーバーまたはストレージサーバーを指します。

サービス要求 サービス要求は、SPM に送られる要件のセットであり、望ましいストレージの種類と量を示
します。 一般にサーバー管理者によって開始されます。

サービス要件 サービス要件は、サービス要求の中で制約されます。 各サービス要件は、要件の種類 (たと
えばボリュームサービス)、制約のセット (たとえばサイズ、RAID タイプ、タグ値)、構成の
セット (LUN マスキング、ホスト OS モードなど) で構成されます。

システム システムとは、ストレージシステムまたはアプリケーションサーバーを指します。

準拠 SPM では、サービスを定義するすべての要件が満たされている場合にのみ、サービスが準拠
状態になります。

ストレージカタロ
グ

SPM によって管理されるサービス要求、サービス、サービスグループ、およびリソースのレ
ポジトリ。

ストレージサービ
ス

共有または専用リソース全体で設定されるストレージの目的であり、そのライフサイクルを
通じて監視されます。

ストレージシステ
ム

ストレージ容量をサーバーに提供する実体。 ストレージシステムの種類には、ディスクアレ
イ、NAS アプライアンス (ストレージサーバー)、および DAS が含まれます。 ストレージシ
ステムの機能は種類によって変わり、一般にライセンス取得可能なデータサービスを通じて
拡張されます。

ストレージプール ストレージプールエントリーは、Matrix OE がストレージプール (各ポータビリティグループ
の 1 つのストレージプール) のコンテキスト内でストレージを追跡する方法です。 ストレー
ジプールエントリーには、ニーズや要件に関する情報 (例、サイズ、RAID レベル、タグ、サー
バーイニシエーター WWN) とこれらのニーズを満たすストレージ情報 (例、ストレージコン
トローラー WWN、LUN 情報) が含まれます。 Matrix OE は、3 つのストレージプールエン
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トリーの種類をサポートします。 1 つは手動のストレージ仕様で、2 つは HP Storage
Provisioning Manager を介するフルフィルメントです。 論理サーバーではストレージが必要
であるため、1 つ以上のストレージプールエントリーが関連付けられます。

制約 制約は、ストレージサービスまたは要件と照合するために、ストレージボリュームを示すた
めに使用される特性であり、使用可能なストレージボリュームをフィルターするために使用
されます。 制約の種類は、タグ、RAID レベル、ストレージ容量、提供、および機能です。

ゾーン ファイバーチャネルストレージネットワークの中で、ゾーンはネットワーク上のエンドポイ
ントのサブセットです。 エンドポイントは、同じゾーンに含まれている他のエンドポイント
とのみ通信できます。 エンドポイントは複数のゾーンに属することができます。

ゾーニングされた
ネットワーク

ゾーンがある FC ネットワークはゾーニングされていると言われます。

た

ターゲット ストレージエリアネットワークでは、ターゲットとはストレージエリアネットワークを通じ
てストレージが提供されるエンドポイントです。

タグ SPM では、タグはリソースをマークするために使用される文字列です。 ユーザーは、必要に
応じて新しいタグを定義できます。

テンプレート SPM では、テンプレートとは、システム内に保存され、1 つ以上の特定のサービスを定義す
るために使用される要件のセットです。

な

ネットワーク FC ベースの SAN、ファブリック、IP ベースの SAN を指す、SPM によって使用される、技
術に依存しない用語。

は

非アクティブ化 非アクティブ化は、ストレージサービスのリソース提供状態から非リソース提供状態への遷
移です。 非リソース提供状態のストレージの定義 (要件のセット) はシステム内で利用できま
すが、サービスはどのリソースまたはホストシステムとも関連付けられていません。

非管理対象 SPM では、SPM がその管理ツールと通信できない場合に、ストレージエリアネットワークま
たはストレージアレイが非管理対象であると言います。 SPM は、非管理対象ネットワークま
たはアレイの状態を変更できず、ネットワークまたはアレイの状態を手動で通知する必要が
あります。 SPM は、ユーザーによって作成される XML ファイルを使用して非管理対象ネッ
トワークまたはアレイの状態について通知されます。

非準拠 SPM では、サービスを定義している 1 つ以上の要件が満たされていない場合、サービスは非
準拠になります。 非準拠サービスも使用できます。

ファブリック 1 台以上のインターコネクトされた FC スイッチから構成されるファイバーチャネルネット
ワーク。

物理容量 デバイスの物理構造によって制約される、アレイまたはプールで使用可能なストレージの最
大量。

プロキシ WWN 不明なイニシエーターが属するネットワーク識別するために使用される、ファイバーチャネ
ルネットワーク内の World Wide Name。

プロビジョニング SPM では、サービスをプロビジョニングするとは、そのサービスの要件を満たすリソースを
見つけ、それらのリソースをサービスに割り当てることです。

ボリューム ホストシステムに提供可能な、ストレージプールによって提供される論理ドライブ。

ボリュームサービ
ス

SPM によってサポートされているサービスの一種。 ブロックベースのボリューム抽象化機能
を提供するサービスで構成されます。 すべてのサービスはリソースによって提供されます。
ボリュームサービスはアレイによって提供されます。

や

役割、セキュリ
ティ

SPM では、セキュリティ役割はシステム内のリソースおよび機能へのアクセスに対する制約
のセットであり、システムの 1 人以上のユーザーに適用されます。
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予約済み容量 ストレージプール内の、クライアントに保証されたストレージの量。 シンプロビジョニング
されたボリュームは、コミット済み容量に対してよりも、それが属しているプールの予約済
み容量に貢献します。 フルプロビジョニングされたボリュームは、その合計容量を、それが
含まれるプールのコミット済み容量と予約済み容量の両方に提供します。

ら

リソース ストレージリソースを表すストレージカタログエンティティ。 リソースはサービスのセット
を提供します。

リソース提供済み SPM では、サービスがアクティブ化されリソースが割り当てられると、リソース提供された
状態になります。

リソース提供未済 SPM では、サービスがアクティブ化されていないか非アクティブ化された場合に、サービス
がリソース提供未済であると言います。

論理ディスク ファイルシステムまたはデータベースを格納したり、ボリュームマネージャーまたはハイパー
バイザーによって上位のボリュームを提供するために使用されるパーティションまたは論理
ディスク。 ボリュームは、下位の容量から割り当てられた容量によって支えられます。つま
り、容量の元が識別されていることを意味します。 SPM では、ボリュームはサービスの一種
です。
ボリューム  も参照。

論理ユニット SCSI ターゲット内の、I/O コマンドを実行する実体。 アレイコントローラーによってエクス
ポートされた各論理ユニットは、ボリュームに対応します。

論理ユニット番号 LUN は、SCSI プロトコルによってターゲット内のアレイにアクセスするために使用されるア
ドレスです。 SPM の場合、LUN は、1 つ以上のイニシエーターに提供されたボリュームを指
します。 SPM は、作成されたものの LUN が設定されていない、未提供のボリュームもサポー
トしています。
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記号
3PAR ストレージシステム, 72, 75, 76, 77

H
HP
テクニカルサポート, 57

S
Subscriber's Choice、HP, 57

W
Web サイト

HP, 58
HP Subscriber's Choice for Business, 57
製品マニュアル, 57

WWN プロキシ, 87

あ
アレイ
管理, 38
削除, 40

い
インベントリ
監視, 54

か
カラムの表示, 14
監視
インベントリ, 54

き
許可, 47
許可設定, 47

さ
参考資料, 57

す
ストレージプール
インポート, 22

せ
セキュリティ
カタログ, 18

ソースまたはターゲット
管理, 50
作成, 47

そ
操作ログ, 59

て
データサイズ形式, 14
テクニカルサポート, 58

HP, 57

と
ドキュメント

HP の Web サイト, 57
ご意見、ご感想, 58
参考, 57

ひ
非準拠要求, 55
規則
表記上の, 58
本文中の記号, 58

表記上の
規則, 58

表記上の規則, 58

ふ
プロキシ WWN, 87

へ
ヘルプ
入手, 57

ほ
ボリュームサービス
インポート, 21
削除, 43

本文中の記号, 58

も
目的
達成, 55

よ
要求
非準拠, 55

ろ
ログ
操作, 59
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