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章

概要
前提タスク、1-1 ページ
Cisco UCS Invicta C3124SA アプライアンスのインターフェイスの概要、1-1 ページ
ライセンス付き機能、1-8 ページ
最初のステップ、1-8 ページ
マニュアルのロードマップ、1-10 ページ
このガイドには、パフォーマンスとデータ削減という両方のシリコン ストレージ アレイ向け
Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）Invicta C3124SA アプライアンスに関する情報が含
まれています。
これらの情報は、特に断りのない限り、両方のタイプのアレイに適用されます。タイプごとの
コンテンツの場合、そのコンテンツ内で明示されます。

前提タスク
ネットワーク接続を構成する前に、必ず次を実行してください。
• ハードウェアの配線と設置が正しく行われ、完了していることを確認します。
• Cisco UCS Invicta C3124SA アプライアンスの管理 GUI へのアクセスに Web ブラウザが利用

可能であることを確認します。
これらのタスクのいずれかを実行できない場合は、Tac@Cisco.com までご連絡ください。

Cisco UCS Invicta C3124SA アプライアンスのインターフェイスの概要
表 1-1 に、Cisco UCS Invicta C3124SA アプライアンスの GUI メニューと、各メニュー ウィンド
ウの概要およびそれらで実行できるタスクのリストを示します。
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表 1-1

概要

GUI メニュー

メニュー タブ メニュー

概要

Home

稼働状況、劣化、パフォーマンス、
使用率、ノード ステータスの各
ビューを表示します。

Main Dashboard

タスク
• ドライブ情報の

表示
• ドライブの故障

または取り外し
• 機能時点滅の

有効化または
無効化
• パフォーマンス

MB/s、IOPS お
よび遅延モニタ
の表示
• アレイ劣化イン

ジケータの表示
• ノードにデータ

削減機能がある
かどうかを確認
するためのノー
ド ステータス
の表示
Administration
Guide

PDF にリンクします。

—

Installation Guide PDF にリンクします。

—

Cisco UCS Invicta C3124SA アプライアンス管理および構成ガイド
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概要

表 1-1

GUI メニュー（続き）

メニュー タブ メニュー

概要

Array

ネットワーク インターフェイス（個
別およびボンド）およびファイバ
チャネル インターフェイスを含む、
ネットワーク構成情報を表示します。

Network Settings

Configuration

権限に基づきます。

タスク
• デバイス設定の

変更
• デフォルト

ゲートウェイの
設定
• DNS サーバの

設定
• スタティック

ルートの設定
Host Settings

イーサネット リンク、iSCSI IQN およ ホスト名、ネット
びホスト名を識別します。
ワーク リンクおよ
び IQN 名の表示

Storage
Allocation

ストレージの情報を表示します。右
クリック メニューに、論理ユニット
番号（LUN）を作成するメニュー オ
プションが表示されます。さらに、
UCS Invicta C3124SA アプライアンス
はデータ削減機能を利用して右ク
リック メニューから物理的スペース
およびストレージ トレンドも表示で
きます。

• Cisco UCS

Invicta C3124SA
アプライアンス
のストレージ情
報の表示
• LUN の作成
• 物理的スペース

の表示（データ
削減）
• ストレージ ト

レンドの表示
（データ削減）
iSCSI Settings

利用可能な、ホストの接続が許可さ
れている IP アドレスを一覧表示し
ます。
権限に基づきます。

Error Correction

パリティを使用してデータ ブロック
コンテンツを再構成または再構築す
るオプションを提供します。

利用可能で許可さ
れているポータル
列間での IP アドレ
スの移動
オン、オフの切り
替え

権限に基づきます。

Cisco UCS Invicta C3124SA アプライアンス管理および構成ガイド
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表 1-1

概要

GUI メニュー（続き）

メニュー タブ メニュー
Support Settings

概要

タスク

含まれている構成データは次のとお
りです。

ビュー :

• ホスト名、メール サーバとユー

ザ（SMTP）、およびタイム サー
バ（NTP）。
• AutoSupport の CC（カーボン コ

ピー）アドレス（AutoSupport
メッセージのコピーが送信される
内部顧客アドレスで、このフィー
ルドはオプションです。アドレス
の入力がない場合は、シスコのテ
クニカル サポート チームだけが
AutoSupport のメッセージを受け
取ります）。

• Cisco UCS Invicta
OS のバージョン
• 構成情報フィー

ルドすべて
• Shutdown
• Reboot
• AutoSupport の

テスト
• ポスト サービス
• システム更新の

実行

• シスコのテクニカル サポートは

[Send from Domain] フィールドで
AutoSupport メッセージの送信元
を特定できます。
• [Proxy URL/IP] は、お客様が直接

発信要求の転送に使用するプロキ
シ サーバです。
• [Proxy Port] は、発信要求の送信

時に使用されるポート番号です。
• これらのフィールドに加えた変更

を保存する場合は [Save] をクリッ
クします。
• [Test AutoSupport] は、通常のス

ケジュール以外の AutoSupport
メッセージの生成をトリガーし、
AutoSupport リレー設定をテスト
します。このテストには、収集さ
れたデータが含まれますが、パ
フォーマンス グラフは含まれま
せん。
• [Post Service] ボタンは、技術者に

よってサービスの修復またはメン
テナンス アクションがシステム上
で実行されると、AutoSupport サー
バへの通信をトリガーします。
• [System Update] は、Service Pack

（WSP）の更新パッケージ アプリ
ケーション処理が利用できる場合
に、それを開始するために管理者
が使用します。

Cisco UCS Invicta C3124SA アプライアンス管理および構成ガイド
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概要

表 1-1

GUI メニュー（続き）

メニュー タブ メニュー

概要
•

タスク

[System Update] をクリックして、
シスコが送信し、その後にローカ
ルに保存された WSP システム更
新ファイルを選択します。この
ファイルをアップロードすると、
Cisco UCS Invicta C3124SA アプラ
イアンスにシステムの更新がロー
ドされます。システムによって
ファイルが認証されると、残りの
更新処理の実行を要求するメッ
セージが管理者に表示されます。

• [Uninstall Update] ボタンは、更新

がインストールされた直後に表示
され、最後の更新をアンインス
トールするために使用されます。
• [Shutdown] コマンドと [Reboot] コ

マンドが検証され、意図しないア
クションを回避します。
権限に基づきます。

Cisco UCS Invicta C3124SA アプライアンス管理および構成ガイド
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表 1-1

概要

GUI メニュー（続き）

メニュー タブ メニュー
Alert Admin

概要

タスク

[Main Dashboard] のアイコンは、存在 アラート ステータ
スの確認、および
するアラートの数を示します。
（または）、
[Alert Admin] ウィンドウには、定期
[Resolved] や
的なシステム チェック中に送信され
[Suppress] への設定
たすべてのアクティブなアラートの
簡略された識別タイムスタンプと通
知タイムスタンプが表示されます。
権限に基づきます。

LUN
Configuration

LUN

初期設定後は、LUN を作成および構
成できます。
LUN の横にあるチェックボックスを
使用して、削除する LUN をいくつで
も選択できます。
また、チェックボックスを使用して、
最大で 5 個の LUN を選択し、最初に
選択したその 5 個までの LUN のパ
フォーマンスを表示することもでき
ます。
権限に基づきます。

• LUN の作成
• LUN サイズの

拡大
• スナップショッ

トの作成
• スナップショッ

トのスケジュー
ル
• LUN の削除
• パフォーマンス

の確認
Initiator Groups

LUN をマップします。[Initiator
Groups] のリストには、展開したり、
折りたたんだりできるツリー構造が
使用されています。
右クリック メニューでは、発信者の
追加、LUN のマッピングおよびマッ
ピング解除、イニシエータ グループ
の削除ができます。
権限に基づきます。

• イニシエータ

グループの表示
• イニシエータ

グループへの
イニシエータの
追加
• 個別のイニシ

エータ グルー
プの追加
• 利用可能な

LUN の表示
• イニシエータ

グループに対す
る LUN のマッ
ピングまたは
マッピング解除
• イニシエータ

グループの削除

Cisco UCS Invicta C3124SA アプライアンス管理および構成ガイド
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概要

表 1-1

GUI メニュー（続き）

メニュー タブ メニュー

概要

Async
Replication

LUN とターゲットへのペアリングに
より、管理および複製のスケジュー
ルを設定できます。

Pairings

ライセンスおよび権限に基づきます。

タスク
• 新しいペアの

作成。
• パートナー ホ

ストの確認
• 非同期のパート

ナー ホストの
更新
• スケジュール

（手動およびス
ケジュール設定
されたもの両方
の複製）
• （新しい LUN ま

たは元の LUN
のいずれかへ
の）復元
• 複製と復元の

終了
• Windows ター

ゲットに必要な
Cygwin パッ
ケージのダウン
ロード
• ペアリングの

削除
• ログの表示

（各パートナー
の複製および
復元ログのスニ
ペット）
• デバイスの公開

キーの取得
Users

User Accounts

各ユーザにはユーザ アカウントがあ
り、1 つ以上のロールが割り当てられ
ていることが必要です。

• 新しいユーザ

権限に基づきます。

• ユーザ ロール

アカウントの
作成
の割り当て
• ユーザ アカウ

ントの編集また
は削除

Cisco UCS Invicta C3124SA アプライアンス管理および構成ガイド
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表 1-1

概要

GUI メニュー（続き）

メニュー タブ メニュー
Roles

概要

タスク
• Cisco UCS

[Roles] ウィンドウから構成可能な特
定の権限セットでロールを作成しま
す。デフォルトのユーザ アカウント
の権限を使用すると、権限が定義さ
れたロールなしに、[Home Menu]、
[Main Dashboard] を表示でき、
[User Menu] からパスワードを変更で
きます。

Invicta C3124SA
アプライアンス

権限に基づきます。
Change Password デフォルトまたは悪用されたパス
ワードを変更して、監査証跡の精度
を保護します。最初のログイン後に
パスワードの変更が必要です。

ユーザ パスワード
の変更

ライセンス付き機能
シスコでは、非同期での複製など、デバイスごとにライセンスを取得できるオプションの機能
を提供しています。ライセンス付き機能を有効化するには、シスコの営業担当者にお問い合わ
せいただくか、tac@Cisco.com にご連絡ください。
ライセンス付き機能は、AutoSupport のクライアント場合は Call Home のメッセージング中にイ
ンターネットを通じて配信され、またインターネットで AutoSupport に接続されていないクラ
イアントの場合は Cisco Service Pack のライセンシングを通じて提供されます。

最初のステップ
Cisco UCS Invicta Cisco UCS Invicta C3124SA アプライアンスを管理および設定するための最初
のステップは次のとおりです。
• 管理者としてログインする
• サポート設定（NTP、タイム ゾーン、SMTP）を確認する
• ロールを作成する
• ユーザ アカウントを設定する
• LUN およびイニシエータ グループを設定する

ネットワーク全体の管理を担当している場合は、管理ツールにログインして、ユーザ アカウン
トおよびロールの作成を次のように設定します。

（注）

問題が発生した場合は、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。
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アプライアンスへのログイン
ステップ 1

（注）

Cisco UCS Invicta C3124SA アプライアンスに電源を入れ、5 〜 8 分程待ちます。
電源 LED は、電源コードが挿し込まれるとオレンジ色になり、電源が入ると緑色になります。

ステップ 2

ブラウザのアドレス バーにデバイスの IP アドレスを入力します。

ステップ 3

次に示すように、デフォルトのユーザ名とパスワードを入力します。
Username: admin
Password: abc123

（注）

管理者またはユーザは、条件と合意事項に同意するとともに、初期設定または初回のログイン
にデフォルトのパスワードを使用した後は、ログイン パスワードを変更する必要があります。
パスワード "abc123" は再利用できません。
監査証跡で一意のユーザを反映するには、一意のログイン ID が必要です。"Admin" を変更しな
いと、そのデフォルト名を使用して記録された複数のログが区別されません。

ステップ 4

一意のユーザ名を作成します（第 6 章の「ユーザ」を参照）。

ステップ 5

ウィンドウの右上にある [Log out] をクリックします。

ステップ 6

新しいユーザ アカウント ID を使ってログインします。
シスコのインストール チームが Cisco UCS Invicta C3124SA アプライアンスを設定します。ネッ
トワーク構成の設定は [Support Settings] ウィンドウに入力されています。
これらの設定には、次が含まれています。
• Host Name
• SMTP Server and User
• Autosupport CC
• Send from Domain
• Proxy URL/IP
• Proxy Port
• NTP Server
• Time Zone

[Support Settings] ウィンドウ サポートの詳細については、第 3 章「アレイ設定」を参照してく
ださい。ネットワーク構成の検証 / 変更
ステップ 1

[Array Configuration] > [Support Settings] を選択します。
[Support Settings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

現在のフィールドの情報を確認し、必要に応じて変更します （詳細については、3-10 ページの
「サポート設定」を参照してください）。
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マニュアルのロードマップ
このドキュメントの残りの項では、Cisco UCS Invicta C3124SA アプライアンスの各メニュー項
目と、それらに関連するタスクについての情報を提供します（表 1-1、1-2 ページを参照）。

図 1-1

Cisco UCS Invicta C3124SA アプライアンスの背面パネルの機能

1

2

3

PCIe 1
PCIe 5

PCIe 2

PCIe 4

PCIe 3
PSU2

4

5

6

7

8

9

331826

PSU1

10 11

1

電源装置（2 台）

7

1 Gb イーサネット専用管理ポート

2

ライザー 2 上の PCIe スロット：
PCIe 5：フルハイト、3/4 レングス、
x16 レーン）

8

USB 2.0 ポート

3

9 クアッド 1 Gb イーサネット ポート
ライザー 2 上の PCIe スロット：
PCIe 4：ハーフハイト、3/4 レングス、
（LAN1、LAN2、LAN3、および LAN4）
x8 レーン）

4

VGA ビデオ コネクタ

10 ライザー 1 上の PCIe スロット：
PCIe 1：フルハイト、ハーフレングス、
x8 レーン
PCIe 2：フルハイト、ハーフレングス、
x16 レーン
PCIe 3：フルハイト、ハーフレングス、
x8 レーン

5

シリアル ポート（RJ-45 コネクタ）

11 背面 ID ボタン /LED

6

USB ポート

–
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ホーム
メイン ダッシュボード、2-1 ページ
ドライブ タスク、2-2 ページ
管理ガイド、2-4 ページ
インストレーション ガイド、2-4 ページ

メイン ダッシュボード
[Main Dashboard] ウィンドウには、RAID の状態および未使用ドライブがグラフ形式で表示され
ます。
このダッシュボードには、右クリック コンテキスト メニューがあり、さまざまなドライブ操
作を実行したり、パフォーマンス MB/s、IOPS、遅延の各モニタとアレイ劣化インジケータを
表示できます。

RAID の状態
表 2-1、2-1 ページおよび表 2-2、2-2 ページに、RAID ステータスとドライブ ステータスのカ
ラーの凡例を示します。
表 2-1

RAID カラー

表 2.0：RAID の凡例

意味
Good
Bad
Degraded
Recovering
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ホーム

表 2.1：ドライブの凡例

RAID カラー

意味
Spare
Good
Bad
Unused

ノード ステータス
この領域は、Cisco UCS Invicta C3124SA アプライアンスにデータ削減があるかどうかを示し
ます。

（注）

データ削減はハードウェアによって判断されます。

ドライブ劣化モニタ
この速度計はドライブの劣化ステータスを図で示します。劣化の矢印が黄色の領域（0 〜 20）
の場合はドライブを交換してください。

ドライブ タスク
ドライブ タスクを実行する前に、RAID 5 または RAID 6 としてシステムを識別することが重要
です。
• システムが 1 セット以上の RAID で構成され、[Unused] タブがあり、スペア ドライブがあ

る場合は、そのシステムは RAID 5 で構成されています。
• システムに 1 セットの RAID のみがあり、[Unused] タブがある場合は、そのシステムは

RAID 6 で構成されています。これにはスペア ドライブは含まれません。
（注）

データ削減ノードは常に RAID 6 で構成されています。
ドライブ タスクを実行するには :

ステップ 1

[Node Health Information] ウィンドウのドライブをクリックします。
ドライブ タスクの右クリック メニューが表示されます。

ステップ 2

次のいずれかを実行します。
• ドライブ情報を確認する場合は、[Info] を選択します。

[Node Health Information] ウィンドウに、ドライブの位置、デバイス モデル、シリア
ル番号、ファームウェアのバージョン、LU WWN デバイス ID などの特定のドライブ
情報が表示されます。
• 必要に応じて [Fail] を選択してドライブを停止します。
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注意

RAID 5 の障害右クリック メニュー オプションは、スペアを搭載している RAID セットのみに
表示されます。停止処理が開始されると、スペアへのリカバリがトリガーされます。
– RAID セットが劣化モードの場合、[Fail] メニュー オプションはどの RAID でも使用でき

ません。障害ドライブの確認が表示されます。障害が発生したドライブは「bad」状態
になります。
– 右クリック メニューの [Remove] オプションでは、不良ドライブを [Unused] タブに安

全に削除できます。

（注）

スペアを障害状態にすることはできません。スペアを削除するには、ドライブの削除を参照し
てください。
• [Enable Blink On] または [Disable Blink On] を選択し、点滅機能を有効化または無効化

します。
点滅のオン / オフ ステータスを示す確認メッセージが表示されます。

ドライブの削除
右クリック メニューの [Remove] オプションでは、データを破損させることなく、ドライブを
安全に削除できます。

（注）

RAID セットのスペア以外のドライブを [Fail] メニュー オプションを使用し、ドライブ タスク
で説明した手順で削除することはできますが、この方法はお勧めしません。
ドライブを削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

ドライブを右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 2

[Remove] を選択します。ドライブが削除され、[Unused] タブに配置されます。[Unused] タブか
ら、次のいずれかを実行します。
• ドライブ情報の取得
• 点滅の有効化 / 無効化
• RAID セットへのドライブの割り当て

注意

ドライブ スロットから引き出したドライブ、または [Fail] メニューを使用して障害状態にしたド
ライブについては、そのドライブを再割り当てする前に、シスコのテクニカル サポートにご連
絡ください。
• 必要に応じて、アレイからドライブを物理的に取り外します。
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パフォーマンス MB/s、IOPS、遅延、および使用率のモニタ

（注）

Cisco UCS Invicta C3124SA アプライアンスは、VMware ESX サーバを使用して通信パフォーマ
ンスを大幅に向上させる Storage APIs for Array Integration（VAAI）をサポートしています。
[Performance] タブでは、毎日および週 1 回ベースで、過去 10 分間の MB/s、IOPS、および遅延
の特性の特定時点のレンダリングを表示します。図は 10 秒おきに自動更新されます。パ
フォーマンス グリッドにマウスを合わせると、詳細が表示されます。
パフォーマンス情報を表示するには、次のいずれかを実行します。
•

毎日のパフォーマンスを表示するには、パフォーマンス グラフの右上の隅にある  アイ
コンをクリックします。

• 週ごとのパフォーマンスを表示するには、パフォーマンス グラフの右上の隅にあるアイコ

ンをクリックします。
この情報は 10 秒ごとに自動更新され、特定時点のビューが表示されます。
特定のタイム フレームの詳細を表示するには、マウスをクリックし、たとえば 17:25 から
17:50 など下の時間軸にドラッグします。

管理ガイド
このドキュメントの PDF にリンクするメニュー項目をクリックします。

インストレーション ガイド
このドキュメントの PDF にリンクするメニュー項目をクリックします。
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ここでは、Cisco UCS Invicta C3124SA アプライアンスの構成に関するトピックを扱います。
ネットワーク設定、3-1 ページ
デフォルト ゲートウェイ、3-4 ページ
ホストの設定、3-9 ページ
ストレージの割り当て、3-9 ページ

ネットワーク設定
注意

ネットワーク設定を変更すると、C3124SA アプライアンスへの接続が短時間中断されます。こ
のウィンドウの設定を変更する場合は、十分な注意を払ってください。
[Network Settings] メニュー ウィンドウには、イーサネットのボンド ステータス テーブルが表
示されます。これは、このアレイで現在利用可能なすべてのボンドが一覧表示された、並べ替
えが可能なリストです。また、並べ替えが可能なファイバ チャネル インターフェイスのリス
トも表示されます。インターフェイスを右クリックすると、たとえば [Enable] や [Disable] など
のメニュー オプションが表示されます
このウィンドウの上部のボタンをクリックすると、新しいネットワーク インターフェイス ボ
ンドの作成、デフォルト ゲートウェイの設定、DNS サーバの設定、スタティック ルートの設
定を行うことができます。
ここでは、ボンドを作成、編集、および削除する方法と、利用可能なボンディング モードにつ
いて説明します。

注意

Bond0 は削除しないでください。Bond0 を変更すると、アレイ接続を切断する可能性があります。
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新しいボンドの作成
新しいボンドを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Array Configuration] > [Network Settings] を選択します。
[Network Setting] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Create Bond] をクリックします。
[Create New Bond] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

各フィールドに入力します。
• IP Address：検証済みの場合はチェック マークが表示されます
• Subnet Mask：検証済みの場合は、チェック マークが表示されます
• MTU

（注）

ほとんどの実装では、MTU は <1500> です。ただし、このボンドへの割り当てにジャンボ フ
レームが必要な場合は <9000> を使用します。
• Onboot：Yes/No. このボンドが起動プロセス中にオンラインになる場合は、OS に通知します。
• Mode：ドロップダウン リストから動作モードを選択します。
（利用可能なモードの説明に

ついては、「利用可能なボンディング モードの表 3.0 を参照してください。
ステップ 4

すべての設定を入力して [Create Bond] をクリックするか、[Network Settings] ウィンドウに戻
るには [Cancel] をクリックします。
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利用可能なボンディング モード
表 3.1 に、Web インターフェイスから設定可能なボンディング モードについて説明します。
表 3-1

ボンディング モード

モード名

説明

mode=0

ラウンド ロビン ポリ
シー：最初の利用可能
なスレーブから最後ま
で、パケットを順次送
信します。このモード
は、ロード バランシン
グと耐障害性を提供し
ます。

(balance-rr)

mode=1
(active-backup)

mode=4
802.3ad
リンク集約制御プロ
トコル（LACP）

mode=6

その他の情報

アクティブ バックアッ
プ ポリシー：ボンド内
の 1 個のスレーブだけ
アクティブになります。
ほかのスレーブは、ア
クティブなスレーブに
障害が発生した場合に
だけアクティブになり
ます。ボンドの MAC ア
ドレスは、1 つのポート
（ネットワーク アダプ
タ）のみで外部に表示
され、スイッチの混同
を避けます。このモー
ドは、耐障害性を提供
します。
IEEE 802.3ad 動的リン 前提条件：
ク集約が同じ速度と
• 各スレーブの速度およびデュプレックス
デュプレックスの設定
を取得するためのベース ドライバの
を共有する集約グルー
ethtool のサポート。
プを作成します。これ
は、802.3ad 仕様に従っ • IEEE 802.3ad 動的リンク集約をサポート
するスイッチ。
てアクティブなアグリ
ゲータのすべてのス
レーブを使用します。
ほとんどのスイッチに
は、802.3ad モードを有
効化するためのある種
の構成が必要です。

適応型ロード バランシ
ング：balance-tlb を含
(balance-alb) [ シスコ
み、IPV4 トラフィック
のアレイ上のデフォ
のロード バランシング
ルト設定 ]
(rlb) を受け取り、特殊
なスイッチ サポートを
必要としません。

ALB (mode 6) がデフォルトのモードです。
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デフォルト ゲートウェイ
デフォルト ゲートウェイは、別のネットワークにローカル ネットワークを接続するデバイス
です。
デフォルト ゲートウェイを更新するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Array Configuration] > [Network Settings] を選択します。
[Network Setting] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Default Gateway] をクリックします。
[Update Default Gateway] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

ゲートウェイの IP アドレスを入力します。
有効なゲートウェイの場合はチェック マークが表示されます。

ステップ 4

[Save Gateway] をクリックするか、[Network Settings] ウィンドウに戻るには [Cancel] をクリッ
クします。

DNS ネームサーバ
ドメイン ネーム サーバ DNS サーバの最も重要な機能は、人間が覚えられるドメイン名および
ホスト名を対応する数字のインターネット プロトコル（IP）アドレスに変換（解決）すること
です。
ネーム サーバを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Array Configuration] > [Network Settings] を選択します。
[Network Setting] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[DNS Nameservers] をクリックします。
[Edit DNS Nameservers] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

DNS ネーム サーバの IP アドレスを入力します。

ステップ 4

[Save DNS] をクリックするか、[Network Settings] ウィンドウに戻るには [Cancel] をクリックし
ます。

スタティック ルート
スタティック ルートは固定パスで（静的に）記述されるデータ ネットワークを通過するルー
トです。スタティック ルートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Array Configuration] > [Network Settings] を選択します。
[Network Setting] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Static Routes] をクリックします。
[Static Routes] ウィンドウが表示されます。
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スタティック ルートの追加
アクティブなボンドに新しいスタティック ルートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Array Configuration] > [Network Settings] を選択します。
[Network Setting] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Static Routes] > [Add Static Route] をクリックします。
[Create New Static Route] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

各フィールドに入力します。
• Network
• Mask
• Gateway：検証済みの場合は、チェックマークが表示されます。

ステップ 4

[Active Devices] ドロップダウン リストから選択します。

ステップ 5

[Create] をクリックするか、[Static Routes] テーブルに戻るには [Cancel] をクリックします。

ボンドの編集
ボンドを編集するには、次の手順を実行します。

注意

ステップ 1

bond0 を変更すると、アレイ接続を切断する可能性があります。
[Array Configuration] > [Network Settings] を選択します。
[Network Setting] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Ethernet Bond Status] リストのボンドにマウスを合わせて強調表示し、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[Edit Bond] を選択します。
[Edit Settings] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

ボンド情報を更新します（ボンド モードについては、表 3.0 を参照してください）。

ステップ 5

[Save Bond] をクリックして編集を保存するか、[Network Settings] ウィンドウに戻るには
[Cancel] をクリックします。
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ボンドの削除
ボンドを削除するには、次の手順を実行します。

注意

ステップ 1

bond0 を削除するオプションは、アレイ接続を切断する可能性があるため、阻止されています。
[Array Configuration] > [Network Settings] を選択します。
[Network Settings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Ethernet Bond Status] リストのボンドにマウスを合わせて強調表示し、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[Delete Bond] を選択します。
[Delete Bond] 確認ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[Delete Bond] を選択して削除するか、[Network Settings] ウィンドウに戻るには [Cancel] を選択
します。

ボンドの有効化 / 無効化
既存のネットワーク インターフェイスの構成は、右クリック メニューを使用し、その初期状
態に応じて有効化または無効化できます。
ステップ 1

[Array Configuration] > [Network Settings] を選択します。
[Network Settings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Ethernet Bond Status] リストのボンドにマウスを合わせて強調表示し、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[Enable /Disable Bond] を選択します。
たとえば [Disable Bond] の確認などの確認ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[Enable/Disable Bond] または [Cancel] を選択し、[Network Settings] ウィンドウに戻ります。

ファイバ チャネル インターフェイスの有効化 / 無効化
FC インターフェイスを有効化または無効化するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Array Configuration] > [Network Settings] を選択します。
[Network Settings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[FC Interface Status] リストのポートにマウスを合わせて強調表示し、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[Enable/Disable] を選択します。
たとえば、[Set Offline] の確認などの確認ダイアロブ ボックスが表示されます。
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ステップ 4

[Online/Offline] または [Cancel] を選択し、[Network Settings] ウィンドウに戻ります。

仮想インターフェイスの作成
仮想インターフェイスは、右クリック メニューの既存のネットワーク インターフェイス
（NIC）ボンドから作成できます。
ステップ 1

[Array Configuration] > [Network Settings] を選択します。
[Network Settings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Ethernet Bond Status] リストのボンドにマウスを合わせて強調表示し、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[Create Virtual] を選択します。
[Create New Virtual] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

各フィールドに入力します。
• IP Address：検証済みの場合はチェック マークが表示されます
• Subnet Mask
• MTU

（注）

ほとんどの実装では、MTU は <1500> です。ただし、このボンドへの割り当てにジャンボ フ
レームが必要な場合は <9000> を使用します。
• Onboot：Yes/No. このボンドが起動プロセス中のオンラインになる場合は、OS に通知します

ステップ 5

すべての設定を入力して [Create Virtual] をクリックするか、[Network Settings] ウィンドウに
戻るには [Cancel] をクリックします。

VLAN の作成
VLAN では、ネットワーク管理者が異なるブロードキャスト ドメインに LAN を論理的にセグ
メント化できます。VLAN は、物理的に同じビルにいないユーザ、または同じビルにいるユー
ザも、同じ LAN に所属させることができます。
VLAN は、右クリック メニューで既存のボンドから作成できます。VLAN を作成するには、次
の手順を実行します。

ステップ 1

[Array Configuration] > [Network Settings] を選択します。
[Network Settings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Ethernet Bond Status] リストのボンドにマウスを合わせて強調表示し、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。
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[Create VLAN] を選択します。
[Create New VLAN] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

各フィールドに入力します。
• VLAN ID：標準 802.1Q で使用される VLAN の ID。
• IP Address：検証済みの場合はチェック マークが表示されます
• Subnet Mask
• MTU

（注）

ほとんどの実装では、MTU は <1500> です。ただし、このボンドへの割り当てにジャンボ フ
レームが必要な場合は <9000> を使用します。
• Onboot：Yes/No. このボンドが起動プロセス中にオンラインになる場合は、OS に通知します。

ステップ 5

すべての設定を入力して [Create VLAN] をクリックするか、[Network Settings] ウィンドウに戻
るには [Cancel] をクリックします。

デバイスの設定
[Configure Device] ウィンドウにボンドおよびその仮想ボンドのスレーブおよびボンディングさ
れていないインターフェイス ステータスのリストと、[Network Settings] ウィンドウから選択し
た VLAN が表示されます。ボンド構成は、ドラッグ アンド ドロップ機能を使用して変更でき
ます。

（注）

ボンドの IP 構成に変更を加えると、現在のブラウザ セッションを終了させて新しいセッショ
ンを起動することが必要になる場合があります。Web インターフェイスにアクセスするには、
更新されたネットワーク IP を [URL] フィールドに入力してください。

パフォーマンスの確認
ボンド パフォーマンスのステータスを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Array Configuration] > [Network Settings] を選択します。
[Network Settings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Ethernet Bond Status] リストのボンドにマウスを合わせて強調表示し、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[Check Performance] を選択します。
[Bond Performance Monitor] が表示されます。凡例定義が、表 3-1 の、「ボンド パフォーマンス
の凡例」、3-9 ページに表示されます。
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表 3-1

ボンド パフォーマンスの凡例

パケット 定義

ステップ 4

Rxpck

受信パケット数

Txpck

送信パケット数

RxkB

受信帯域幅（KB 単位）

TxkB

伝送帯域幅（KB 単位）

グラフの上にマウスを合わせると、特定時点の情報が表示されます。

ホストの設定
ここでは、ホスト名の表示、ネットワーク リンクの選択、IQN の表示をするオプションについ
て説明します。
ホスト名または IQN を表示する、またはネットワーク リンクを選択するには、次の手順を実
行します。
ステップ 1

[Array Configuration] > [Host Settings] を選択します。
[Host Settings] フォームが表示されます。

ステップ 2

デバイスに現在設定されているホスト名またはネットワーク リンクあるいは IQN を表示します。

ステップ 3

デバイスに構成されている別のネットワーク リンクを選択するには、ネットワーク リンクの
ドロップダウン リストを使用します。

ストレージの割り当て
ストレージの情報を表示します。右クリック メニューに LUN を作成するメニュー オプション
があります。データ削減機能を搭載した Cisco UCS Invicta C3124SA アプライアンスでは、物理
的なストレージ領域とストレージの動向も表示できます。

物理的領域（データ削減）
右クリック メニューから [Physical Space] オプションを選択すると、次の情報が表示されます。
• 合計サイズ
• 利用可能な空き領域
• データ削減による節減

注意

システムが応答不能の状態になることがあるため、ストレージ容量まで LUN がいっぱいにな
るのを防ぎます。
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ストレージの動向（データ削減）
ストレージ アレイが完全に飽和状態になる前に、ストレージの使用日数がどれだけ残っている
のかを概算する予測ツールとして [Storage Trend] を使用します。動向は、ストレージの残存量
について毎日キャプチャされたデータに基づいています。
高、中、低の確率による予測強度は、データ ポイントの数量と、回帰分析の検証に基づいてい
ます。十分なデータが収集されている場合は、[Storage Trend] のグラフは統計的に有効な回帰
直線が描かれます（たとえば、30 日間のデータ ポイントにより、高強度の予測確率が得られ
ます）。
データ ポイントが十分でない場合、あるいはデータ ポイントに一貫性がない場合でも動向計
算が行われますが、統計的には脆弱であり、決定的なものではありません。データ ポイントに
基づく計算が行えない場合は、このステータスを示すメッセージが表示されます。

物理的な領域のアラート
物理的な領域のステータスは、時間単位で監視されます。アラートは、表 3-2 の、
「容量アラー
ト」、3-10 ページに示す容量および頻度でトリガーされます。これらのメッセージは [Alert
Admin] の [Array Configuration] メニューから表示できます。また、アラートは Autosupport と、
[Support Settings] ウィンドウの [Autosupport CC] フィールドに指定された追加アドレスに送信
されます。アラートおよびアラートの抑制方法については、「アラート管理」、3-14 ページを参
照してください。
表 3-2

容量アラート

使用率

送信頻度

70

Once

80

Once

85

1 時間あたり 1 回

iSCSI 設定
[iSCSI] 画面には、イニシエータ（ホスト）が Invicta アプライアンスにアクセスできる IP アド
レスが一覧表示されます。ウィンドウには 2 つの列が表示されます。
• Allowed Portal：ホストが接続を許可された IP アドレスを一覧表示します。
• Available Portal：セッションを開始するために使用できるホストの利用可能なすべての IP

アドレスを一覧表示します。

イニシエータの IP アドレス可用性の変更
ステップ 1

[Array Configuration] > [iSCSI Settings] を選択します。
[iSCSI Information] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

ドラッグ アンド ドロップ機能を使用して、イニシエータを [Available] 列から [Allowed Portal]
の IP アドレスの列へ、またはその反対に移動します。
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（注）

[Allowed Portals] 列が空の場合は、アクセスに関する制約事項がなく、[Available] 列に示された
すべての IP を iSCSI 通信に使用できます。

エラー訂正
[Error Correction] ウィンドウでは、エラー訂正をオンまたはオフに切り替えできます。デフォ
ルトはオフです。[Error Correction] がオンの場合にデータ ブロックが破損したり、アクセス不
能になると、エラー訂正機能はパリティを使用してデータ ブロック コンテンツを再構築しま
す。使用上のガイドラインは次のとおりです。
• 最大のデータ保護が必要な場合は、[Error Correction] は通常、オンになります。
• 最大のパフォーマンスが必要な場合は、[Error Correction] は通常、オフになります。これ

は、最大で 15 % の読み取りパフォーマンスに影響があるためです。
[Error Correction] スイッチにアクセスするには、[Node Configuration] > [Error Correction] を選
択します。

サポートの設定
シスコのインストール チームは、SRR 通信および SNR から SSN への通信ができるように、
UCS Invicta スケーリング アレイを構成します。SSR がネットワークに接続され、SSN に送信
されるネットワーク データを制御するようになります。[Network Configuration] の設定は
[Support Settings] ウィンドウに入力されています。
これらの設定は次のとおりです。
• Host Name
• SMTP Server
• SMTP User
• Autosupport CC
• Send from Domain
• Proxy URL/IP
• Proxy Port
• NTP Server
• Time Zone

構成の設定
サポート設定を確認または変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Array Configuration] > [Support Settings] を選択します。
[Support Settings] ウィンドウが表示されます。
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必要に応じて、フィールドに情報を入力するか、情報を変更します。[Support Settings] フィー
ルドの説明については、表 3-3 の、[Support Settings] フィールドを参照してください。
表 3-3

[Support Settings] フィールド

フィールド

説明

Host Name

アレイに割り当てられている名前。

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) サーバSMTP アドレスを入力します。IP ネッ
トワーク上の電子メールの送信に使用されま
す。これは、インターネット経由で
Autosupport サーバへの接続がない場合に、シ
スコのアレイから直接送信される電子メール
にのみ適用されます。
SMTP Username

SMTP ユーザはお客様のサーバから電子メー
ルを送信するためのメール サービスが使用す
るユーザ名です。
ユーザ メール サーバはお客様の電子メール
を処理するように設定する必要があります。

Autosupport CC Address

Autosupport メッセージのコピーが送信される
内部カスタマー アドレスを入力します。
ファイアウォールでは、ポート 443 アウトバ
ウンドにアクセスできるように設定する必要
があります。

Send from Domain

インターネット経由で Autosupport サーバへ
の接続がない場合、電子メールがシスコのア
レイから直接送信されている場合にのみ適用
されます。

Proxy URL/IP

発信要求の送信にお客様が使用するプロキシ
サーバ。

Proxy Port

発信要求の送信時に使用するポート番号。

Network Time Protocol (NTP) Server

NTP アドレスを入力します。ネットワーク上
のコンピュータのクロックの時刻を同期させ
るために使用します。
Time Zoneドロップダウン リストから場所
（および関連するタイム ゾーン）を選択し
ます。

Time Zone

ドロップダウン リストから場所（および関連
するタイム ゾーン）を選択します。
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表 3.4 に、[Support Settings] ページで利用可能なボタンの機能を示します。
表 3-4

[Support Settings] ボタンの機能

ボタン

説明

Test Autosupport

定期的なスケジュールに入っていない
Autosupport メッセージや、Autosupport リ
レー構成をテストする Autosupport メッセー
ジを生成するトリガー。このテストには通
常、収集されたデータが含まれます。

Post Service

サービス修復またはメンテナンス アクション
が技術者によってシステム上で実行される
と、[Post Service] ボタンを使用して、
Autosupport サーバへの通信をトリガーし
ます。

System Update

[System Update] はシステム管理者が更新を
含む CSP ファイルを受け取った場合に使用し
ます。

Uninstall Update

更新がインストールされた直後に [Uninstall
Update] ボタンが表示され、以前にインス
トールした更新にロール バックするために
使用します。
このボタンは、ユーザに更新をアンインス
トールする権限がある場合にのみ表示され
ます。

Shutdown

UCS Invicta アプライアンス - UCSW C3124SA
をシャットダウンします。意図していないア
クションを回避するために、シャットダウン
コマンドを確認するダイアログボックスが表
示されます。

Reboot

UCS Invicta アプライアンス - UCSW C3124SA
をリブートします。意図していないアクショ
ンを回避するために、リブート コマンドを確
認するダイアログボックスが表示されます。
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システム更新
[System Update] をクリックすると、シスコが送信し、ローカルに保存されている可能性があるシ
ステム更新ファイル（CSP）を選択するように管理者に求めるダイアログボックスが開きます。
このファイルをアップロードすると、UCS Invicta スケーリング アレイにシステム更新をロー
ドします。システムによってファイルが認証されると、残りの更新処理の実行を要求するメッ
セージが管理者に表示されます。

（注）

必ずリリース ノートおよび手順を読んで確認してください。これを行わないと、更新が開始さ
れません。

注意

アップグレード プロセス中にエラーや問題が発生した場合は、更新をアンインストールする前
にサポートにお問い合わせください。この操作により、データ整合性やパフォーマンスの問題
が生じる可能性があります。
お客様がインストールしたアップグレードのみがアンインストールされることがあります。

アラート管理
[Alert Admin] メニューには、定期的なシステム チェック時に送信されたアクティブなアラート
が一覧表示されます。アラート エンティティには、簡単な ID、最終送信日時、およびステー
タス情報が含まれています。
[Alert Admin] ウィンドウにアクセスするには、次の手順を実行します。
• [Home] ウィンドウのアラートをクリックします。
• [Array Configuration] > [Alert Admin] を選択します。

[Alert Admin] ウィンドウが表示されます。

アドレスのアラート
アラートに対応するには：
ステップ 1

[Alert Admin] ウィンドウから次のいずれかを実行します。
• 一意のアラートにマウスを合わせます。
• チェックボックスを使用して 1 つ以上のアラートを選択します。

ステップ 2

マウスを右クリックします。
[Suppress] オプションと [Resolved] オプションがある右クリック メニューが表示されます
（表 3.5 を参照）。
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ステップ 3

[Suppress] または [Resolved] を選択します。
表 3-5

アラート管理のアクション

アクション 説明
Suppress

アラート ステータスを [Active] から
[Suppressed] に変更します。後続の定期的な
システム チェック中にアラートが再送信され
ることはありません。

Resolved

アクティブ リストから選択したアラートを削
除します。ただし、これらのアラートの原因
となった問題を解決するまで、同じアラート
が後続のシステム チェック中に繰り返される
場合は、アクティブ リストに繰り返し表示さ
れます。
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LUN 構成
LUN のリスト、4-1 ページ
イニシエータ グループ、4-7 ページ
各論理ユニット番号（LUN）は、ストレージ アレイ内のドライブの一部、ドライブ全体、また
は複数のドライブである特定の論理ユニットを識別します。したがって、LUN は RAID セット
全体、1 つのドライブまたは複数のドライブである場合があります。いずれの場合も、論理ユ
ニットは、1 つのデバイスであるように扱われ、LUN で識別されます。
最初の Cisco UCS Invicta C3124SA アプライアンスのセットアップが完了すると、[LUN
Configuration] ウィンドウのボタンと右クリック メニューを使用して LUN を作成し、構成でき
ます。最適な LUN 構成を管理者が決定する必要があります。
ここでは、LUN の構成タスクについて説明します。

（注）

ロールと関連する権限が割り当てられたユーザだけがこれらのタスクを表示したり、アクセス
したりできます。

LUN のリスト
LUN のリストには、それぞれの LUN の横にチェック ボックスがあります。これらのチェック
ボックスを使用して、削除する LUN をいくつでも選択できます。
また、チェック ボックスを使用して、最初に選択した最大で 5 個の LUN のパフォーマンスを選
択したり、表示したりすることもできます。すべての列のが並べ替えが可能です。

LUN の作成
LUN を作成するには：
ステップ 1

[LUN Configuration] > [LUNs] を選択します。
[LUNs] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Create LUN] をクリックします。
[Create New LUN] ダイアログボックスが表示されます。
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[Create New LUN] フィールドに次を入力します。
• [LUN Name] フィールドに名前を入力します。
• オペレーティング システムに通知する LUN のサイズを入力します（ギガバイト単位）
。
• ボリューム グループにはアレイの空き領域が表示されます。

ステップ 4

[Create LUN] をクリックするか、新しい LUN を作成せずにダイアログボックスを閉じるには
[Cancel] をクリックします。

LUN サイズの拡大
（注）

ステップ 1

LUN が非同期複製のペアリングに含まれている場合は、サイズを拡大できません（第 5 章、
「非同期での複製」を参照）。
[LUN Configuration] > [LUNs] を選択します。
[LUN] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[LUNs] リストから LUN にマウスを合わせて強調表示し、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[Increase Size (GB)] メニュー オプションを選択します。
[Increase Size] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

（注）
ステップ 5

[Increase (GB)] フィールドに新しいサイズを入力します。
LUN のサイズは拡大できますが、縮小できません。
[Update LUN] をクリックするか、[LUNs] リストに戻るには [Cancel] をクリックします。

スナップショットの作成
スナップショット機能は、特定の時点で LUN 仮想イメージを作成する機能を提供し、サービ
スの中断を引き起こすことなく実行します。
スナップショットの特性：
• LUN のスナップショットは、LUN の [Origin] 列と [Snap%] 列に入力されている場合は、

LUN リストで識別されます。
• スナップショットは手動またはスケジュールで作成できます。LUN ごとに最大で 10 個の

スナップショットを作成できます。
• スナップショットが作成されると、その初期サイズは元のボリュームのサイズに基づいて

自動的に計算されます。
• スナップショットのサイズは、元のボリュームに加えられた変更の数と、元のボリューム

に残っている空き領域の容量に基づいて自動的に変更されます。
• スナップショットは、読み書き用にマウントできます。
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• 手動で 1 つ以上のスナップショットを削除できます。
• システムの利用可能な空き容量が 10% のしきい値レベルを下回った場合、システムは自動

的に容量を解放するデバイスの最も古いスナップショットを削除します。
• LUN のスナップショットは、スナップショットが作成された順番について考慮することな

く、一度に 1 スナップショットずつ、元のボリューム（のみ）とマージできます。
• スナップショットのパフォーマンスは確認できます。

（注）

スナップショットの拡大とデバイスで利用可能なディスク領域の容量を定期的に監視すること
が必要です。

注意

スナップショットのサイズを自動的に変更するために十分な空き領域がない場合は、スナップ
ショットが無効になり、元のボリュームの変更を追跡しなくなる場合があります。さらに、そ
のスナップショット デバイス上にマウントされたファイル システムが強制的にマウント解除
される場合があります。
スナップショットを作成するには、以下の手順を実行します。

ステップ 1

[LUN Configuration] > [LUNs] を選択します。
[LUNs] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[LUNs] リストから LUN にマウスを合わせて強調表示し、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[Create Snapshot] を選択します。
[Create LUN Snapshot] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

スナップショット名とサイズを入力し、利用可能領域に注意します。

ステップ 5

[Create Snapshot] をクリックするか、[Cancel] をクリックして [LUNs] ウィンドウに戻ります。

スナップショットのスケジュール
ステップ 1

[LUN Configuration] > [LUNs] を選択します。
[LUNs] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

LUN にマウスを合わせて強調表示し、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[Schedule Snapshot] を選択します。
[Snapshot Schedule Setup] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

（注）

次のいずれかまたは両方を実行します。
ドロップダウン リストの [occurs every] 間隔が [off] に設定されているエントリは無視されます。
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• [New Schedule Entry] を 1 回または複数回クリックし、1 回限りのスナップショットまたは

継続的なスナップショットのスケジュールを設定します。
– スナップショット開始時刻（24 時間形式）を入力するか、時刻スライド バーを使用し

て時刻を選択します。
– [Occurs Every ] ドロップダウン リストから、時間間隔、曜日またはカレンダー日を選択

します。
• 削除するスケジュール エントリの [Delete] をクリックします。
ステップ 5

[Save Schedule] をクリックして、LUN スナップショットのスケジュールに戻ります。

スナップショットのマージ
スナップショットをマージすると、スナップショットのデータで元のボリューム データが置換
されます。マージが終了すると、マージされたスナップショットはシステムから自動的に削除
されます。

（注）

ステップ 1

LUN のスナップショットを元の LUN とマージする前に、元の LUN とスナップショットの両方
が閉じていることを確認します。
[LUN Configuration] > [LUNs] を選択します。
[LUNs] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

LUN スナップショットにマウスを合わせて強調表示し、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

右クリック メニューから [Merge Snapshot] を選択します。
[Merge Snapshot] 確認ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[Merge] を選択してスナップショットのマージを完了するか、[Cancel] をクリックして [LUNs]
ウィンドウに戻ります。

スナップショットの削除
最大数の 10 個のスナップショットが手動またはスケジュール設定で自動的に作成されると、
作成時刻で識別された最も古いスナップショットが削除されます。ただし、スナップショット
は手動でも削除できます。
ステップ 1

[LUN Configuration] > [LUNs] を選択します。
[LUNs] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

LUN スナップショットにマウスを合わせて強調表示し、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

右クリック メニューから [Delete] を選択します。
[Delete Snapshot] 確認ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 4

（注）

[Delete] を選択するか、[LUNs] ウィンドウに戻るには [Cancel] をクリックします。
LUN を削除する前に、関連するすべてのスナップショットを削除する必要があります。

パフォーマンスの確認
ステップ 1

[LUN Configuration] > [LUNs] を選択します。
[LUNs] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

LUN または LUN スナップショットにマウスを合わせて強調表示し、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

右クリック メニューから、[Check Performance] を選択します。
[LUN Performance Information Monitor] が表示されます。

ステップ 4

パフォーマンス グリッドにマウスを合わせると、詳細情報が表示されます。

ステップ 5

次のいずれかを実行します。
•

毎日のパフォーマンスを表示するには、パフォーマンス グラフの右上の隅にある  アイ
コンをクリックします。

• 週ごとのパフォーマンスを表示するには、パフォーマンス グラフの右上の隅にあるカレン

ダー アイコンをクリックします。
• 特定のタイム フレームの詳細を表示するには、マウスをクリックし、たとえば 17:25 から

17:50 など下の時間軸にドラッグします。

LUN の削除
（注）

（注）

ヒント

LUN が非同期複製のペアリングに含まれている場合、ペアリングが削除されるまで削除できま
せん。ペアリングを削除するには、[Async Replication] > [Pairings] メニューに移動します。
（第 5 章、「非同期での複製」を参照）。

LUN を削除する前に、関連するすべてのスナップショットを削除する必要があります。

LUN の削除処理中に、プロセスが完了するまで GUI のパフォーマンスが低下することがあり
ます。LUN が大きいほど、プロセスに時間かかる場合があります。オフピーク時間中は大きな
LUN を削除することをお勧めします。
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LUN を削除するには：
ステップ 1

[LUN Configuration] > [LUNs] を選択します。
[LUN] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[LUNs] リストから LUN にマウスを合わせて強調表示し、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます

ステップ 3

[Delete] メニュー オプションを選択します。
削除確認のダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[Delete] をクリックするか、[LUNs] リストに戻るには [Cancel] をクリックします。

LUN パフォーマンス データの表示
[LUNs] の横にあるチェックボックスを使用して、最初に選択した最大で 5 個の LUN のパ
フォーマンスを選択し、表示できます。タブの最初の 5 個の LUN のうちの 1 のパフォーマンス
グラフを表示するか、[All] タブから集約グラフを表示します。
パフォーマンスの表示は 10 秒ごとに自動更新され、特定時点の MB/s と IOPS の特性情報が表
示されます。
LUN のパフォーマンス グラフを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[LUN Configuration] > [LUNs] を選択します。
[LUN] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

次のどちらかを実行します。
• [LUNs] リストから LUN にマウスを合わせて強調表示し、右クリックします。
• LUN 名の横にあるチェックボックスを最大で 5 個選択し、右クリックします。

右クリック メニューが表示されます。
ステップ 3

[Check Performance] を選択します。
[LUN Performance Information Monitor] が表示されます。

ステップ 4

パフォーマンス グリッドにマウスを合わせると、詳細情報が表示されます。

ステップ 5

次のいずれかを実行します。
• 毎日のパフォーマンスを表示するには、パフォーマンス グラフの右上の隅にある  アイ

コンをクリックします。
• 週ごとのパフォーマンスを表示するには、パフォーマンス グラフの右上の隅にあるカレン

ダー アイコンをクリックします。
• 特定のタイム フレームの詳細を表示するには、マウスをクリックし、たとえば 17:25 から

17:50 など下の時間軸にドラッグします。
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イニシエータ グループ
イニシエータ グループを使用して LUN をマッピングします。LUN が特定のイニシエータ グ
ループに関連付けられている場合、その LUN はそのグループのイニシエータにのみ表示され
ます。イニシエータ グループ名の横にある三角形は、それらに割り当てられているイニシエー
タがあり、クリック時にツリー構造を展開または折りたたむことができます。

（注）

LUN は複数のイニシエータ グループにマッピングされる場合がありますが、イニシエータは
複数のイニシエータ グループのメンバーとしてリストされることはありません。

イニシエータ グループの作成
ステップ 1

[LUN Configuration] > [Initiator Groups] を選択します。
[Initiators] がウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Create new group] をクリックします。

ステップ 3

イニシエータ グループの名前を [Name] フィールドに入力し、[Create Group] クリックします。
新しいイニシエータ グループ名が [Initiators] リストに表示されます。

イニシエータ グループにイニシエータを追加します。
ステップ 1

[LUN Configuration] > [Initiator Groups] を選択します。
[Initiators] がウィンドウが表示されます。

ステップ 2

イニシエータ グループをクリックして強調表示し、右クリックします。
右クリック オプション メニューが表示されます。

ステップ 3

[Add Initiator] を選択します。
[Add Initiator to < Initiator Group>] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

（注）

WWN/IQN に入力し、[Create Initiator] をクリックするか、[Initiators] リストに戻るには
[Cancel] をクリックします。
ストレージが接続された HBA の WWN が、データセンターで使用されている標準を使用して
ゾーン化されていることを確認します。
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イニシエータ グループに LUN をマッピングします。
注意

ステップ 1

イニシエータをイニシエータ グループに追加されるまで LUN をマッピングすることは避けて
ください。
[LUN Configuration] > [Initiator Groups] を選択します。
[Initiators] がウィンドウが表示されます。

ステップ 2

イニシエータ グループをクリックして強調表示し、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[Map LUNs] を選択します。
[Initiator LUN] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4

LUN をマッピングするには、次のいずれかを実行します。
• [Available LUNs] リストから、その上にあるイニシエータ グループの [LUN] リストにド

ラッグ アンド ドロップします。
• LUN を右クリックし、[Map/Unmap LUN] オプションのマップを選択します。

[Map LUN to Initiator Group] ダイアログボックスが表示されます。

注意

イニシエータにマップ ID '0' から始まる LUN がマッピングされています。LUN をマップ ID '0'
に再マッピングしないと、LUN のマッピング問題が発生します。

注意

マップ ID '0' を削除することは推奨されません。これが削除されると、このイニシエータ グ
ループにマッピングされているほかのすべての LUN がイニシエータに認識されなくなる可能
性があります。また、作成された次の LUN マッピングはマップ ID '0' に自動的に割り当てられ
ますが、「失われた」LUN の自動再検出は保証されません。

（注）

複数の LUN の ID の範囲が指定されている場合、マップ ID '0' を最初に確認してから、指定さ
れた ID から ID が割り当てられます。指定した番号がすでに存在する場合は、割り当てられた
開始マップ ID が大きくなります。

（注）

UNIX および Linux には、0 〜 255 のマップ ID が使用できます。

（注）

Windows には、0 〜 254 のマップ ID が使用できます。

ステップ 5

[Create] をクリックするか、イニシエータの [Available LUN] リストに戻るには [Cancel] をク
リックします。
LUN が [Initiator’s LUN] リストに表示されます。
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ステップ 6

（注）

ステップ 7

必要な利用可能 LUN ごとに手順 4 と 5 を繰り返します。
LUN のマッピングを解除するには、[Initiator Group LUN] リストから [Available LUNS] リスト
にドラッグ アンド ドロップで戻すか、第 4.2.4 章のマッピング解除の手順に従います。
[Back to Initiators] をクリックして [Initiator Groups] ウィンドウに戻ります。

イニシエータからの LUN マッピング解除
ステップ 1

[LUN Configuration] > [Initiator Groups] を選択します。
[Initiators] がウィンドウが表示されます。

ステップ 2

イニシエータ グループをクリックして強調表示し、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[Map/Unmap LUNs] を選択します。
[Initiator LUN] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4

次のどちらかを実行します。
• イニシエータの [LUN] リストからイニシエータを選択し、[Unmap LUN] メニュー オプショ

ンを右クリックして選択します。
• イニシエータ グループの [LUN] リストからその下の [Initiator Available LUN] リストに LUN

をドラッグ アンド ドロップします。
LUN がイニシエータ グループの [LUN] リストから削除され、[Available LUNs] リストに再度表
示されます。

イニシエータ グループの削除
（注）

ステップ 1

イニシエータ グループを削除する前に、そのイニシエータ グループからすべての LUN のマッ
ピングを解除して、データ損失を防ぎます。
[LUN Configuration] > [Initiator Groups] を選択します。
[Initiators] がウィンドウが表示されます。

ステップ 2

イニシエータ グループをクリックして強調表示し、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[Delete Group] を選択します。
削除確認のダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[Delete Group] をクリックするか、イニシエータのリストに戻る場合は、[Cancel] をクリック
します。
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非同期での複製
パートナー ホストとの通信、5-2 ページ
ペアリングの作成、5-6 ページ

非同期での複製は（以降、非同期複製）オプションで、別途にライセンスが必要な機能です。
パートナーのホストに接続されているデバイスの LUN のバージョンを重複して作成するため
の、権限ベースの機能を提供します。

アクティベーション

非同期複製機能を有効化していないにもかかわらず、この機能を使用する場合には、シスコの
営業担当者にお問い合わせいただくか、tac@Cisco.com にご連絡ください。
シスコは、ブロックレベルの非同期複製を使用し、特定時点での状態をキャプチャする非同期
スナップショット機能を組み込むことで、アプリケーションによるデータの書き込みを続行で
きるようにしました。これらの機能は、ある場所で発生する可能性がある障害やディザスタに
よる損害を回避し、データのコピーを別の場所で回復する機能を高めるのに役立ちます。

（注）

• LUN は 2TB 以下で非同期複製を使用する必要があります。
• 非同期複製のペアリングの作成時に複製元のデバイスが LUN の場合は、複製先のデバイス

も LUN である必要があります。
• 読み書きモードで複製先エンティティを使用すると、データ複製の精度を損ない、データ

の復元が破損する可能性があるため、お勧めしません。
• 非同期複製機能を使用する前に、どの LUN 名も LUN 名に "Snapdiff1_xyz" を使用していな

いことを確認してください（"xyz" が複製元または複製先の LUN 名の場合）。この命名規則
を使用すると、複製処理中にユーザ データが削除されます。
• 複製処理時は、複製先 LUN のマッピングまたはマウントが解除されるため、アクセスでき

なくなります。これによって、ソース データの破損が防止されます。複製処理では、その
完了時に再マッピングおよび再マウントが自動的に行われます。ソース SNR は複製処理中
でもアクセスできます。
• 元のソース LUN にリストアする場合、復元処理で LUN をアンエクスポートしてアンマウ

ントするため、アクセスできなくなります。復元処理はその完了時に自動的に再マウント
し、再エクスポートします。
• 非同期複製のペアリングが設定されると、そのペアリングに使用された複製元の LUN で

は、次の操作を行えません。
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– サイズの拡大
– 削除処理

（注）

ペアリングで実行された最初の複製は常に完全な複製です。後続の複製では、「パートナーの
更新」操作が実行された場合を除き、差分が反映されます。この場合、その直後の複製が完全
な複製になります。

パートナー ホストとの通信
正常に複製するには、クライアント（ローカルのシスコ アレイ）がサーバ（リモートの複製場
所）でコマンドを呼び出せるように、ローカル LUN とリモートの複製場所との間に通信を確
立する手段が必要です。
シスコのアレイは、標準的なリモート シェル機能である ssh を使用し、リモートの複製場所で
適切な位置に公開キーを配置した後にパスワードが不要なアクセスを利用します。
LUN の場合は、シスコはオープンターゲットの非同期複製をサポートします。次のプラット
フォームに複製できます。
• シスコのアレイ
• Linux システム：
– Linux-LVM
– Linux-RAW
• Windows 2008 R2 以降のサーバ エディション。

表 5.1 に、LUN をサポートするリリースを示し、その後に、各プラットフォームについての情
報を示します。
表 5-1

サポートされているリリース

プラットフォーム

サポートされているリリース

その他の情報

シスコ

Cisco UCS Invicta OS >= 4.1.1

複製先 LUN が複製元の LUN のサイズ
と同じである必要があります。

Linux-LVM

カーネル バージョン >= 2.6.3

複製先のターゲットが複製元の LUN と
同じサイズの論理ボリュームである必
要があります。

LVM2 バージョン >= 2.02
Linux-RAW

カーネル バージョン >= 2.6.3

Windows

Windows 2008 R2 以降のサーバ ファイルに直接重複させます。
エディション

複製先のブロック デバイスが複製元の
LUN と同じサイズである必要があり
ます。
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シスコからシスコへ
シスコからシスコへの非同期複製は、事前に構成され、完了しています。ペアを作成するに
は、ペアリングの作成、5-6 ページを参照してください。

シスコから Linux-LVM へ
ステップ 1

パスワードなしの ssh アクセスを使用するために必要な公開キーを取得するには、[Public Key]
をクリックします。
[SSH Public Key] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

ssh キーをコピーし、[OK] をクリックします。

ステップ 3

ターミナル ウィンドウを開き、/root/.ssh directory に移動します。

ステップ 4

vi authorized_keys を入力します。

ステップ 5

ステップ 2 でコピーされたシスコの公開キーを authorized_keys に貼り付け、[Enter] をクリッ
クします。
非同期複製用の Linux 「オープン ターゲット」として使用するように Linux ホストを構成する
には、次の手順例を参照してください。
手順例：

（注）

この例では CentOS 6.2 を使用します。
次の内容が必要になります。
• LVM 2.0.2：

yum -y install lvm2
• Openssh サーバとクライアントをインストールします。

yum -y install openssh-server openssh-clients
• sshd サービス デーモンを追加し、起動します。
– chkconfig sshd on
– service sshd start
• マルチパス サポートを今後も使用する必要がある場合は、
（別のストレージ ベンダーの）

ストレージ デバイスで /etc/multipath.conf ファイルをターゲット LUN として構成
します。
5a. 公開キーが ~/.ssh フォルダにあることを確認します。
• $ cd ~
• $ chmod 755 .ssh
• $ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
• （cat authorized_keys を実行し、公開キーがコピーされていることを確認します。
）
• $ exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL
• $ ssh-add
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5b.Linux の root ユーザとして、次のコマンドを入力し、SELinux の正しいセキュリティ コ
ンテキストに基づき、すべてのファイルにラベルを再設定します。
restorecon -Rv /root/.ssh
（以上の手順で、シスコのアレイがパスワードなしの ssh で Linux ホストと通信できるようにな
ります）
5c. ターゲットの LV デバイスを LVM2 ツールを使用して準備します。
マッピングされたマルチパス設定で、別のベンダーのターゲット ストレージ アレイが次の
ようにマッピングされます。
/dev/mapper/26439363962386365
5d. 次のコマンドを使用して LV を設定します。
• pvcreate /dev/mapper/26439363962386365 vgcreate VG1 /dev/mapper/26439363962386365
• lvcreate -L 90G -n async_lun VG1
• vgchange -a y
• （lvdisplay は作成した LV がアクティブであることが示されます。
）

これで、作成した LV を非同期ターゲット デバイスとして使用する準備が整いました。
ステップ 6

リモートの複製場所でのセッションを終了します。

ステップ 7

[Async Replication] ウィンドウに戻り、ペアリングを作成します（ペアリングの作成、5-6 ペー
ジを参照）。

シスコから Linux-RAW へ
ステップ 1

パスワードなしの ssh アクセスを使用するために必要な公開キーを取得するには、[Public Key]
をクリックします。
[SSH Public Key] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

ssh キーをコピーし、[OK] をクリックします。

ステップ 3

ターミナル ウィンドウを開き、/root/.ssh directory に移動します。

ステップ 4

vi authorized_keys を入力します。

ステップ 5

ステップ 2 でコピーされたシスコの公開キーを authorized_keys に貼り付け、[Enter] をクリック
します。
非同期複製用の Linux 「オープン ターゲット」として使用するように Linux ホストを構成する
には、次の手順例を参照してください。
手順例：

（注）

この例では CentOS 6.2 を使用します。
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次の内容が必要になります。
• Openssh サーバとクライアントをインストールします。

yum -y install openssh-server openssh-clients
• sshd サービス デーモンを追加し、起動します。
– chkconfig sshd on
– service sshd start
• マルチパス サポートを今後も使用する必要がある場合は、
（別のストレージ ベンダーの）

ストレージ デバイスで /etc/multipath.conf ファイルをターゲット LUN として構成
します。
5a. 公開キーが ~/.ssh フォルダにあることを確認します。
• $ cd ~
• $ chmod 755 .ssh
• $ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
• （cat authorized_keys を実行し、公開キーがコピーされていることを確認します。
）
• $ exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL
• $ ssh-add

5b.Linux の root ユーザとして、次のコマンドを入力し、SELinux の正しいセキュリティ コ
ンテキストに基づき、すべてのファイルにラベルを再設定します。
restorecon -Rv /root/.ssh
（以上の手順で、シスコのアレイがパスワードなしの ssh で Linux ホストと通信できるようにな
ります）
ステップ 6

リモートの複製場所でのセッションを終了します。
[Async Replication] ウィンドウに戻り、ペアリングを作成します（ペアリングの作成、5-6 ペー
ジを参照）。

シスコから Windows へ
（注）

Windows Server ファイアウォールは非同期複製を設定する前にオフにする必要があります。
シスコからウィンドウへの非同期複製では、Cygwin と 2 つのサービス、sshd、cyg_server が
ターゲットにインストールされている必要があります。このソフトウェアをダウンロードする
自動化された方法が、[Async Replication] ウィンドウに用意されています。
Windows ソフトウェア パッケージをインストールして、非同期複製を実行するように構成する
には、次の手順を実行します。

ステップ 1

Windows 2008 R2 Server マシンに管理者としてログインし、ブラウザを開いて [Cisco] ページに
移動します。

ステップ 2

[Async Replication] > [Pairings] を選択します。
[Async Replication] ウィンドウが表示されます。
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[Windows Installer] クリックします。
このステップは、Cygwin パッケージおよびサービス（sshd と cyg_server）が Windows パート
ナー ホストにまだインストールされていない場合に使用します。Cygwin パッケージおよび
サービスがすでにインストールされている場合は、ステップ 4 に進みます。
ソフトウェア パッケージがダウンロードされ、実行されます。ブラウザでソフトウェアをダウ
ンロードしても自動的に実行されない場合は、[Run] クリックしてインストールします。
Cygwin パッケージは RedHat の Web サイトからダウンロードされ、インストールされます。非
同期複製に必要なサービスが構成され、起動されます。
このセットアップには数分かかります。

ステップ 4

パスワードなしの ssh アクセスを使用するために必要な公開キーを取得するには、[Public Key]
をクリックします。
[SSH Public Key] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5

ssh キーをコピーし、[OK] をクリックします。

ステップ 6

ターミナル ウィンドウを開いて /home/Administrator/.ssh ディレクトリに移動します。

ステップ 7

vi authorized_keys を入力します。

ステップ 8

ステップ 2 でコピーされたシスコの公開キーを authorized_keys に貼り付け、[Enter] をクリッ
クします。

ステップ 9

リモートの複製場所でのセッションを終了します。

ステップ 10

[Async Replication] ウィンドウに戻り、ペアリングを作成します（ペアリングの作成、5-6 ペー
ジを参照）。
Linux と Windows の両方で ssh-keygen を実行し、公開キーを設定する方法の詳細については、
http://rcsg-gsir.imsb-dsgi.nrc-cnrc.gc.ca/documents/internet/node31.html および
http://www.noah.org/ssh/cygwin-sshd.html を参照してください。

ペアリングの作成
（注）

注意

ペアリングの作成前に、LUN が存在している必要があります。

読み書きモードのターゲット エンティティを使用することはお勧めしません。データ複製の精
度が損なわれ、復元されたデータを破損させる可能性があります。非同期複製のペアリングを
設定すると、ペアリングに使用した複製元の LUN では次の操作はできません。
- サイズの拡大
- 削除処理
[Async Replication Pairings] ウィンドウに LUN とホストのペアリングのテーブルが表示されま
す。最後の複製と最後の復元の日時に関する情報も表示されます。左上のウィンドウのボタン
を使用してこのウィンドウから新しいペアリングを作成します。各ペアリングにマウスを合わ
せると、複製スケジュール、そのペアリングの複製元と複製先のデバイス情報がポップアップ
ボックスに表示されます。
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右クリックすると、選択したペアリングについての次のオプション メニューが表示されます。
• 削除
• パートナー ホストの確認
• パートナーの更新
• スケジュール
• [Restore]
• ログ ファイルの表示

確認時にホストまたはデバイス、あるいはその両方が検出されなかった場合は、それぞれの
フィールドが赤色になります。次の時点で確認がトリガーされます。
• [Async Replication] ウィンドウの更新
• 新しいホスト ペアリングの作成
• ペアリングの削除
• ペアリング ホストの更新（特定更新エントリが行われたときに確認が実行されます）
• 手動による複製のスケジューリング
• 複製の終了

また、[LUN] 列は複製が進行中は緑色に、復元が進行中は黄褐色になります。

非同期ペアリングを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Async Replication] > [Pairings] を選択します。
[Pairings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Create New Pairing] クリックします。
[Pairing Definition] ダイアログボックスが表示されます

ステップ 3

[Pairing Definition] フィールドに入力します （フィールドの説明については、表 6.3 を参照して
ください）。

表 5-2

[Pairing Definition] フィールド

[Pairing Definition] フィールド 説明
LUN

組み合わせる LUN を選択します。

Partner Host

複製に使用するターゲット サーバの IP アドレス。

Remote IDF Directory

中間 データ ファイル (IDF) を保存するための複製の着信側ディ
レクトリ。
（注）

再起動を行うため、このディレクトリは不揮発性である
ことが重要です。
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[Pairing Definition] フィールド（続き）

[Pairing Definition] フィールド 説明
Target Type

ドロップダウン リストから選択します。
• 複製を送信するターゲット プラットフォーム。デフォルト

は [Cisco] で、シスコのストレージ アレイで排他的に使用さ
れます。
• [Linux-LVM]、[Linux-RAW]、[Windows] も選択できます。

Target Device

複製を格納するデバイス。
（注）

ステップ 4

（注）

ファイルに複製する場合は、ファイル名の末尾に拡張を
含める必要があります。

[Create Pairing] をクリックしてペアリングを作成するか、[Cancel] をクリックして [Async
Replication] ウィンドウに戻ります。
新しいペアリングが作成されると、リストに登録されているすべてのペアリングが検証されま
す。パートナー ホストが検証できない場合は、フィールドは赤色で表示されます。

非同期複製のペアリングの削除
非同期複製のペアリングを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Async Replication] > [Pairings] を選択します。
[Pairings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

非同期複製のペアリングにマウスを合わせて強調表示させ、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[Delete] を選択します。
[Delete Async Replication Pair] 確認ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[Delete] をクリックしてペアリングを削除し、リストから削除するか、[Cancel] をクリックして
[Async Replication] ウィンドウに戻ります。
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パートナー ホストの確認
ステップ 1

[Async Replication] > [Pairings] を選択します。
[Pairings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

非同期複製のペアリングにマウスを合わせて強調表示させ、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[Verify Partner] を選択します。
[Partner Host] 列に [checking] インジケータが表示されます。
• 確認に失敗した場合は、関連付けられた [Partner Host] フィールドが赤色になります。
• 複製先デバイスが存在しない場合は、そのフィールドが赤色になります。

パートナー ホストの更新
パートナーの既存のホストを更新するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Async Replication] > [Pairings] を選択します。
[Pairings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

非同期複製のペアリングにマウスを合わせて強調表示させ、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[Update] を選択します。
[Update Partner Host] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

必要に応じてフィールドを更新します。

ステップ 5

[Update] をクリックしてペアリングを更新するか、[Cancel] をクリックして [Async Replication]
ウィンドウに戻ります。

（注）

パートナー ホストを更新すると、完全な複製がトリガーされます。

非同期複製のスケジュール
（注）

スケジュール設定された各複製の実行時に、複製先 LUN は、アクセス マップ解除またはマウ
ント解除されるため、アクセスできません。

（注）

複製処理中に、複製元の LUN がピア SSR 上でマップ解除またはマウント解除されるため、そ
のピア SSR からアクセスできません。これによって、ソース データの破損が防止されます。
複製処理で、再マッピングおよび再マウントが自動的に行われます。
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非同期レプリケーション機能は、スケジュール設定された間隔で設定することがてき、また、
即時複製を実行するためにトリガーされることもあります。
非同期複製をスケジュールするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Async Replication] > [Pairings] を選択します。
[Pairings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

非同期複製のペアリングにマウスを合わせて強調表示させ、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[Scedule] を選択します。
[Replication Schedule Setup] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

表 6.4 の説明に従って、フィールドを入力します。
• Threads
• Init Block Size (MB)

ステップ 5

（注）

次のいずれかまたは両方を実行します。
ドロップダウン リストの [occurs every] 間隔が [off] に設定されているエントリは無視されます。
• [Run Now] をクリックして、非同期複製を手動でトリガーします。
• [New Schedule Entry] を 1 回または複数回クリックし、1 回限りまたは継続的な非同期複製

のスケジュールを設定します。
– 複製開始時刻（24 時間形式）を入力するか、時刻スライド バーを使用して時刻を選択

します。
– [Occurs Every ] ドロップダウン リストから、時間間隔、曜日またはカレンダー日を選択

します。
ステップ 6

（注）

削除するスケジュール エントリの [Delete] をクリックします。

[Thread] と [Init Block Size] の選択は、この LUN ペアリングにスケジュールが設定されている
すべての非同期複製に適用されます。
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表 5-3

[Schedule Replication] フィールド

フィールド

説明

Threads

マルチプロセッシング機能。スレッド数が多くなるほどス
ループットは高くなりますが、システム処理への影響も増大
します。デフォルトは 2 です。
ヒント ピーク計算時間にはデフォルト（2）を使用します。

オフピークの計算時間には、より高いスレッドを使用
します。
Init Block Size (MB)

ステップ 7

最初伝送ブロック サイズのみ。このパラメータは、デバイス
の最初の複製に使用されます（初期複製が手動でトリガーさ
れた場合を含む）。デバイスの後続の差分複製には 1 Mb ブ
ロックサイズが常に使用されます。

[Save Schedule] をクリックするか、[Cancel] をクリックして、[Pairings] ウィンドウに戻ります。

復元
リモートの複製先デバイスに LUN を複製した後、復元機能はデータのコピーを複製元の LUN
に複製して戻したり（元の場所）、必要に応じて、コピーを新しい LUN に送信したり（別の場
所）できます。
複製を復元するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Async Replication] > [Pairings] を選択します。
[Pairings] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

非同期複製のペアリングにマウスを合わせて強調表示させ、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[Restore] を選択します。
選択された LUN に対して [Restore] ボックスが表示されます。

ステップ 4

ドロップダウン リストを使用するか入力して（[Name] フィールド）、選択した復元に適切な
[Restore] フィールドを入力します（ 表 5-4 を参照）。
[Restore] をクリックするか、[Cancel] をクリックして [Async Replication] ウィンドウに戻ります。
表 5-4
[Restore Selection] のオプション
送信元

スレッド

New

• LUN Name
• Volume Group
• Threads
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ログ ファイルの表示
複製および復元ログ ファイルを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Async Replication] > [Pairings] を選択します。
[Paring] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

非同期複製のペアリングにマウスを合わせて強調表示させ、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[View Log File] を選択します。
[The Replication/Restoration Activity] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

次のどちらかを実行します。
• [Clear] をクリックして、その特定のペアリングのログを消去します。

確認ダイアログボックスが表示されます。
• [OK] をクリックしてダイアログボックスを閉じるか、[Cancel] をクリックしてログに戻り

ます。
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ユーザ
新しいユーザ アカウントを作成する、6-1 ページ
ユーザ ロールの割り当ておよび割り当て解除、6-1 ページ
ユーザ アカウントの削除、6-2 ページ
ユーザ アカウントの編集、6-2 ページ
ロールの作成または変更、6-3 ページ
ロールの削除、6-4 ページ
パスワードの変更、6-4 ページ
[Users Menu] では、ユーザがパスワードおよび権限が許可されたユーザを変更し、
[User Accounts]、[Create and Assign Roles] に追加できます。

新しいユーザ アカウントを作成する
ステップ 1

[Users] > [User Accounts] を選択します。
[User Accounts] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Create New User] をクリックします。
[Create New User] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

[Create New User] ダイアログボックスのフィールドに入力し、[Create User] をクリックします。
入力したユーザ アカウント名が [User Accounts] リストに表示されます。

ユーザ ロールの割り当ておよび割り当て解除
ロールは、[Roles] ウィンドウから構成可能な特定の権限セットで作成されます。ユーザ アカ
ウントのデフォルトの権限で、権限が定義されたロールなしに、[Home Menu]、[Main
Dashbord] を表示でき、[User Menu] からパスワードを変更できます。
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Enterprise Administrator ロールには、多くの場合、すべてのウィンドウのすべてのアクション
にアクセスして実行する権限が割り当てられます。
ユーザ アカウントにロールを割り当てるには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Users] > [User Accounts] を選択します。
[User Accounts] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

ユーザ アカウントを右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[Assign Role] を選択します。
上部にアカウント名が示された [Roles] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4

[Unassigned Roles] 列から [Assigned Roles] 列へこのユーザ アカウントのロールをドラッグ アン
ド ドロップしてロールを割り当てるか、その逆にドラッグ アンド ドロップしてロールの割り
当てを解除します。

ユーザ アカウントの削除
ユーザ アカウントを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Users] > [User Accounts] を選択します。
[User Accounts] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

ユーザ アカウントを選択し、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[Delete] を選択します。
[Delete User] 確認ボックスが表示されます。

ステップ 4

[Yes] をクリックしてユーザ アカウントを削除するか、[Cancel] をクリックして
[User Accounts] にウィンドウに戻ります。

ユーザ アカウントの編集
ユーザ アカウントを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Users] > [User Accounts] を選択します。
[User Accounts] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

ユーザ アカウントを選択し、右クリックします。
右クリック メニューが表示されます。

ステップ 3

[Edit] を選択します。
[Edit User] ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 4

フィールドに加える変更を入力します。

ステップ 5

[Save User] クリックするか、[User Accounts] ウィンドウに戻るには [Cancel] をクリックします。

ロールの作成または変更
各ユーザにロールが必要です。ロールは、[Roles] メニューを使用して割り当てられた定義済み
の権限セットに指定された記述名です。

注意

割り当てられたロールの 1 つが変更された時点でログインしている場合、いったんログ アウト
してからログインし直し、変更されたロールの権限が付与されるようにする必要があります。
ロールを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Users] > [Roles] をクリックします。
[Role] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

次のどちらかを実行します。
• すでに定義されているロールのドロップダウン リストからロールを選択します。

[Assigned/Unassigned Permission] ウィンドウが表示されます。
• [Create Role] をクリックして新しいロールを作成します。

[Create New Role] ダイアロ グボックスが表示されます。
– 新しいロール名を入力します。
– [Create] をクリックするか、[Roles] ウィンドウに戻るには [Cancel] をクリックします。
ステップ 3

ロールの権限を割り当て、割り当て解除、または変更するには、[Unassigned Permissions] 列か
ら [Assigned Permissions] 列へ、またはその逆にドラッグ アンド ドロップします。

（注）

権限をロールに割り当てる、またはその権限の割り当てを解除するには、[Assign Permission]
列または [Unassign Permission] 列の 1 つ以上のエントリの横にあるチェック ボックスを選択し
ます。

（注）

ウィンドウにアクセスし、表示する権限では、そのページで利用可能なアクションを実行する
権限は自動的に割り当てられません。逆に、アクションを実行する権限が付与されている場合
は、その機能があるウィンドウの権限も付与される必要があります。
たとえば、LUN の編集などの LUN アクションとともに、LUN ウィンドウへのアクセスも許可
される必要があります。
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ロールの削除
ロールを削除するには：
ステップ 1

[Users] > [Roles] をクリックします。
[Roles] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

左上のドロップダウン リストからロールを選択します。

ステップ 3

[Delete Role］をクリックします。
[Delete Current Role] 確認ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

[Yes] をクリックしてロールを削除するか、[Cancel] をクリックして [Roles] ウィンドウに戻り
ます。

パスワードの変更
ヒント

ステップ 1

管理者またはユーザは、初期構成または初回ログインにはデフォルトのパスワードのみを使用
してください。監査証跡で一意のユーザを反映するには、一意のログイン ID が必要です。
"Admin" を変更しないと、そのデフォルト名を使用して記録された複数のログが区別されませ
ん。パスワードを変更するには：
[Users] > [Change Password] を選択します。
[Change Password] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

フィールドに入力し、[Change Password] をクリックします。
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