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フローメトリック
このセクションでは、各フローメトリックに関する詳細情報について説明します。 SANアナ
リティクスにはフローメトリックの長い名前が使用され、テレメトリの目的には短い名前が使

用されます。

以下は、サポートされているビューの一覧です。

•ポートビューインスタンス

•論理ポートビューインスタンス

•アプリケーションビューインスタンス

•ターゲットビューインスタンス

•イニシエータビューインスタンス

•ターゲットアプリケーションビューインスタンス

•イニシエータアプリケーションビューインスタンス

•ターゲット ITフロービューインスタンス

•イニシエータ ITフロービューインスタンス

•ターゲット TLフロービューインスタンス

•イニシエータ ITLフロービューインスタンス

•ターゲット ITLフロービューインスタンス

•イニシエータ IOフロービューインスタンス
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•ターゲット IOフロービューインスタンス

サポートされているフローメトリックの一覧

ポートビューインスタンス

表 1 :ポートビューインスタンスのフローメトリック

説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

SANアナリティクス機能が有効になって
いるスイッチのポート。

×テキストキーportport

IOトランザクションが確認されたスイッ
チのポートの背後に展開されているター

ゲットの数。

×数メタデー

タ

stcscsi_target_count

IOトランザクションが確認されたスイッ
チのポートの背後に展開されているイニ

シエータの数。

×数メタデー

タ

sicscsi_initiator_count

IOトランザクションが確認されたスイッ
チのポートの背後でホストされているア

プリケーションの数。

×数メタデー

タ

IOacio_app_count

IOトランザクションが確認されたスイッ
チのポートに設定されている VSANの
数。

×数メタデー

タ

lpclogical_port_count

同じスイッチのポートの背後にあるター

ゲットでデータがホストされているアプ

リケーションの数。

×数メタデー

タ

stacscsi_target_app_count

スイッチのポートの背後にあるイニシ

エータによってデータが要求されている

アプリケーションの数。

×数メタデー

タ

siacscsi_initiator_app_count

スイッチのポートと関連付けられている

未処理の readコマンドカウントの数。
○数メタデー

タ

raIOactive_io_read_count

スイッチのポートと関連付けられている

未処理のwriteコマンドカウントの数。
○数メタデー

タ

waIOactive_io_write_count
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるさまざま

なターゲットと関連付けられている IT
フローの数。

×数メタデー

タ

stITfcscsi_target_it_flow_count

スイッチのポートの背後にあるさまざま

なイニシエータと関連付けられている

initiator-target（IT）フローの数。

×数メタデー

タ

siITfcscsi_initiator_it_flow_count

スイッチのポートの背後にあるさまざま

なターゲットと関連付けられている ITL
フローの数。

×数メタデー

タ

stITLfcscsi_target_itl_flow_count

スイッチのポートの背後にあるさまざま

なイニシエータと関連付けられている

ITLフローの数。

×数メタデー

タ

siITLfcscsi_initiator_itl_flow_count

スイッチのポートの背後にあるさまざま

なターゲットと関連付けられているLUN
の数。

×数メタデー

タ

stTLfcscsi_target_tl_flow_count

スイッチのポートとの関連で確認された

readコマンドデータの合計。
○数メトリッ

ク

rtIOtotal_read_io_count

スイッチのポートとの関連で確認された

writeコマンドデータの合計。
○数メトリッ

ク

wtIOtotal_write_io_count

スイッチのポートとの関連で確認された

シーケンシャル readコマンドデータの
合計。

×数メトリッ

ク

rstIOctotal_seq_read_io_count

スイッチのポートとの関連で確認された

シーケンシャルwriteコマンドデータの
合計。

×数メトリッ

ク

wrstIOctotal_seq_write_io_count

スイッチのポートとの関連で確認された

read完了時間の累計。

この情報を使用して、読み取り IOの平
均完了時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOttotal_read_io_time

スイッチのポートとの関連で確認された

writeコマンドの完了時間の累計。

この情報を使用して、writeコマンドの
平均完了時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOttotal_write_io_time
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートとの関連で確認された

readコマンドの開始時間の累計（時間は
IOコマンドとストレージからの最初の
応答までの間隔、最初の応答は、READ
コマンドの最初のデータフレーム、また

はWRITEコマンドの最初の txfr_rdyで
ある可能性があります）。開始時間は、

data access latencyとも呼ばれることも
あります。

この情報を使用して、読み取り IOの平
均開始時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOinttotal_read_io_initiation_time

スイッチのポートとの関連で確認された

writeコマンドの開始時間の累計（時間
は IOコマンドとストレージからの最初
の応答までの間隔、最初の応答は、

READの最初のデータフレーム、または
WRITEの txfr_rdyである可能性がありま
す）。開始時間は、data access latency
とも呼ばれることもあります。

この情報を使用して、writeコマンドの
平均開始時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOinttotal_write_io_initiation_time

スイッチのポートとの関連で確認された

readコマンドデータの合計。
○バイトメトリッ

ク

rtIObtotal_read_io_bytes

スイッチのポートとの関連で確認された

writeコマンドデータの合計。
○バイトメトリッ

ク

wtIObtotal_write_io_bytes

スイッチのポートとの関連で確認された

readコマンドのインターギャップ時間の
累計。

この情報を使用して、読み取り IOの平
均インターギャップ時間を計算できま

す。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOigttotal_read_io_inter_gap_time
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートとの関連で確認された

writeコマンドのインターギャップ時間
の累計。

この情報を使用して、writeコマンドの
平均インターギャップ時間を計算できま

す。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOigttotal_write_io_inter_gap_time

スイッチのポートとの関連で確認され

た、完了した readコマンドデータの合
計。

×数メトリッ

ク

tmrtIOctotal_time_metric_based_read_io_count

スイッチのポートとの関連で確認され

た、完了したwriteコマンドデータの合
計。

×数メトリッ

ク

tmwtIOctotal_time_metric_based_write_io_count

スイッチのポートとの関連で確認され

た、完了した readコマンドデータの合
計（バイト単位）。

×数メトリッ

ク

tmrtIObtotal_time_metric_based_read_io_bytes

スイッチのポートとの関連で確認され

た、完了したwriteコマンドデータの合
計（バイト単位）。

×数メトリッ

ク

tmwtIObtotal_time_metric_based_write_io_bytes

スイッチのポートとの関連で確認された

readコマンドデータ。
○1秒あた

りの IO数
メトリッ

ク

rIOrread_io_rate

スイッチのポートとの関連で確認された

ピーク時の readコマンドデータ。
×1秒あた

りの IO数
メトリッ

ク

prIOrpeak_read_io_rate

スイッチのポートとの関連で確認された

writeコマンドデータ。
○1秒あた

りの IO数
メトリッ

ク

wIOrwrite_io_rate

スイッチのポートとの関連で確認された

ピーク時の writeコマンドデータ。
×1秒あた

りの IO数
メトリッ

ク

pwIOrpeak_write_io_rate

スイッチのポートとの関連で確認された

readコマンドの帯域幅。
○1秒あた

りのバイ

ト数

メトリッ

ク

rIObwread_io_bandwidth

スイッチのポートとの関連で確認された

ピーク時の readコマンドの帯域幅。
×1秒あた

りのバイ

ト数

メトリッ

ク

prIObwpeak_read_io_bandwidth
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートとの関連で確認された

writeコマンドの帯域幅。
○1秒あた

りのバイ

ト数

メトリッ

ク

wIObwwrite_io_bandwidth

スイッチのポートとの関連で確認された

ピーク時の writeコマンドの帯域幅。
×1秒あた

りのバイ

ト数

メトリッ

ク

pwIObwpeak_write_io_bandwidth

スイッチのポートとの関連で確認された

最小の readコマンドサイズ。
○バイトメトリッ

ク

rIOsMiread_io_size_min

スイッチのポートとの関連で確認された

最大の readコマンドサイズ。
○バイトメトリッ

ク

rIOsMaread_io_size_max

スイッチのポートとの関連で確認された

最小の writeコマンドサイズ。
○バイトメトリッ

ク

wIOsMiwrite_io_size_min

スイッチのポートとの関連で確認された

最大の writeコマンドサイズ。
○バイトメトリッ

ク

wIOsMawrite_io_size_max

スイッチのポートとの関連で確認された

最小の readコマンドの完了時間。
○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOctMiread_io_completion_time_min

スイッチのポートとの関連で確認された

最大の readコマンドの完了時間。
○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOctMaread_io_completion_time_max

スイッチのポートとの関連で確認された

最小の writeコマンドの完了時間。
○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOctMiwrite_io_completion_time_min

スイッチのポートとの関連で確認された

最大の writeコマンドの完了時間。
○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOctMawrite_io_completion_time_max

スイッチのポートとの関連で確認された

最小の readコマンドの開始時間（時間
は IOコマンドとストレージからの最初
の応答までの間隔、最初の応答は、

READの最初のデータフレーム、または
WRITEの txfr_rdyである可能性がありま
す）。開始時間は、data access latency
とも呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOitMiread_io_initiation_time_min
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートとの関連で確認された

最大の readコマンドの開始時間（時間
は IOコマンドとストレージからの最初
の応答までの間隔、最初の応答は、

READの最初のデータフレーム、または
WRITEの txfr_rdyである可能性がありま
す）。開始時間は、data access latency
とも呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOitMaread_io_initiation_time_max

スイッチのポートとの関連で確認された

最小の writeコマンドの開始時間（時間
は IOコマンドとストレージからの最初
の応答までの間隔、最初の応答は、

READの最初のデータフレーム、または
WRITEの txfr_rdyである可能性がありま
す）。開始時間は、data access latency
とも呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOitMiwrite_io_initiation_time_min

スイッチのポートとの関連で確認された

最大の writeコマンドの開始時間（時間
は IOコマンドとストレージからの最初
の応答までの間隔、最初の応答は、

READの最初のデータフレーム、または
WRITEの txfr_rdyである可能性がありま
す）。開始時間は、data access latency
とも呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOitMawrite_io_initiation_time_max

スイッチのポートとの関連で確認された

最小の readコマンドインターギャップ
時間。

read_io_inter_gap_time_minは連続した IO
コマンド間の期間で、マイクロ秒の1/256
で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOigtMiread_io_inter_gap_time_min

スイッチのポートとの関連で確認された

最大の readコマンドインターギャップ
時間。

read_io_inter_gap_time_maxは連続した
IOコマンド間の期間で、マイクロ秒の
1/256で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOigtMaread_io_inter_gap_time_max
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートとの関連で確認された

最小のwriteコマンドインターギャップ
時間。

write_io_inter_gap_time_minは連続した
IOコマンド間の期間で、マイクロ秒の
1/256で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOigtMiwrite_io_inter_gap_time_min

スイッチのポートとの関連で確認された

最大のwriteコマンドインターギャップ
時間。

write_io_inter_gap_time_maxは連続した
IOコマンド間の期間で、マイクロ秒の
1/256で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOigtMawrite_io_inter_gap_time_max

スイッチのポートとの関連で確認され

た、中止された readコマンドの数。
○数メトリッ

ク

rIOaread_io_aborts

スイッチのポートの背後でホストされて

いるアプリケーションとの関連で確認さ

れた、中止された writeコマンドの数。

○数メトリッ

ク

wIOawrite_io_aborts

スイッチのポートとの関連で確認され

た、失敗した readコマンドの数。
○数メトリッ

ク

rIOfread_io_failures

スイッチのポートとの関連で確認され

た、失敗した writeコマンドの数。
○数メトリッ

ク

wIOfwrite_io_failures

スイッチのポートとの関連で確認された

readコマンドのチェック条件の数。
×数メトリッ

ク

rIOSchcoctread_io_scsi_check_condition_count

スイッチのポートとの関連で確認された

writeコマンドのチェック条件の数。
×数メトリッ

ク

wIOSchcoctwrite_io_scsi_check_condition_count

スイッチのポートとの関連で確認された

readコマンドのビジーステータスの数。
×数メトリッ

ク

rIOsbcread_io_scsi_busy_count

スイッチのポートとの関連で確認された

writeコマンドのビジーステータスの
数。

×数メトリッ

ク

wIOsbcwrite_io_scsi_busy_count

スイッチのポートとの関連で確認された

readコマンドの予約競合の数。
×数メトリッ

ク

rIOSrecctread_io_scsi_reservation_conflict_count
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートとの関連で確認された

writeコマンドの予約競合の数。
×数メトリッ

ク

wIOSrecctwrite_io_scsi_reservation_conflict_count

スイッチのポートとの関連で確認された

readコマンドキューのフルステータス
の数。

×数メトリッ

ク

rIOSQfctread_io_scsi_queue_full_count

スイッチのポートとの関連で確認された

writeコマンドキューのフルステータス
の数。

×数メトリッ

ク

wIOSQfctwrite_io_scsi_queue_full_count

サンプリング時間間隔の開始時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samStmsampling_start_time

サンプリング時間間隔の終了時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samEtmsampling_end_time

論理ポートビューインスタンス

表 2 :論理ポートビューインスタンスのフローメトリック

説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

SANアナリティクス機能が有効になって
いる論理スイッチポート。

×テキストキーportport

IOトランザクションが確認された論理ス
イッチポートに設定されているVSAN。

×番号キーvsanvsan

IOトランザクションが確認された論理ス
イッチポートの背後に展開されている

ターゲットの数。

×数メタデー

タ

stcscsi_target_count

IOトランザクションが確認された論理ス
イッチポートの背後に展開されているイ

ニシエータの数。

×数メタデー

タ

sicscsi_initiator_count

論理スイッチポートの背後にあるター

ゲットでデータがホストされているアプ

リケーションの数。

×数メタデー

タ

stacscsi_target_app_count
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

論理スイッチポートの背後にあるイニシ

エータによってデータが要求されている

アプリケーションの数。

×数メタデー

タ

siacscsi_initiator_app_count

論理スイッチポートと関連付けられてい

る未処理のreadコマンドカウントの数。
○数メタデー

タ

raIOactive_io_read_count

論理スイッチポートと関連付けられてい

る未処理の writeコマンドカウントの
数。

○数メタデー

タ

waIOactive_io_write_count

論理スイッチポートの背後にあるさまざ

まなターゲットと関連付けられている IT
フローの数。

×数メタデー

タ

stITfcscsi_target_it_flow_count

論理スイッチポートの背後にあるさまざ

まなイニシエータと関連付けられている

initiator-target（IT）フローの数。

×数メタデー

タ

siITfcscsi_initiator_it_flow_count

論理スイッチポートの背後にあるさまざ

まなターゲットと関連付けられている

ITLフローの数。

×数メタデー

タ

stITLfcscsi_target_itl_flow_count

論理スイッチポートの背後にあるさまざ

まなイニシエータと関連付けられている

ITLフローの数。

×数メタデー

タ

siITLfcscsi_initiator_itl_flow_count

論理スイッチポートの背後にあるさまざ

まなターゲットと関連付けられている

LUNの数。

×数メタデー

タ

stTLfcscsi_target_tl_flow_count

論理スイッチポートとの関連で確認され

た readコマンドデータの合計。
○数メトリッ

ク

rtIOtotal_read_io_count

論理スイッチポートとの関連で確認され

た writeコマンドデータの合計。
○数メトリッ

ク

wtIOtotal_write_io_count

論理スイッチポートとの関連で確認され

たシーケンシャル readコマンドデータ
の合計。

×数メトリッ

ク

rstIOctotal_seq_read_io_count

論理スイッチポートとの関連で確認され

たシーケンシャル writeコマンドデータ
の合計。

×数メトリッ

ク

wrstIOctotal_seq_write_io_count

付録
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

論理スイッチポートとの関連で確認され

た readコマンドの完了時間の累計。

この情報を使用して、読み取り IOの平
均完了時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOttotal_read_io_time

論理スイッチポートとの関連で確認され

た writeコマンドの完了時間の累計。

この情報を使用して、writeコマンドの平
均完了時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOttotal_write_io_time

論理スイッチポートとの関連で確認され

た readコマンドの開始時間の累計（時
間は IOコマンドとストレージからの最
初の応答までの間隔、最初の応答は、

READコマンドの最初のデータフレー
ム、またはWRITEコマンドの最初の
txfr_rdyである可能性があります）。開
始時間は、data access latencyとも呼ばれ
ることもあります。

この情報を使用して、読み取り IOの平
均開始時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOinttotal_read_io_initiation_time

論理スイッチポートとの関連で確認され

た writeコマンドの開始時間の累計（時
間は IOコマンドとストレージからの最
初の応答までの間隔、最初の応答は、

READの最初のデータフレーム、または
WRITEの txfr_rdyである可能性がありま
す）。開始時間は、data access latencyと
も呼ばれることもあります。

この情報を使用して、writeコマンドの平
均開始時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOinttotal_write_io_initiation_time

論理スイッチポートとの関連で確認され

た readコマンドデータの合計。
○バイトメトリッ

ク

rtIObtotal_read_io_bytes

論理スイッチポートとの関連で確認され

た writeコマンドデータの合計。
○バイトメトリッ

ク

wtIObtotal_write_io_bytes

付録
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

論理スイッチポートとの関連で確認され

た readコマンドのインターギャップ時
間の累計。

この情報を使用して、読み取り IOの平
均インターギャップ時間を計算できま

す。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOigttotal_read_io_inter_gap_time

論理スイッチポートとの関連で確認され

た writeコマンドのインターギャップ時
間の累計。

この情報を使用して、writeコマンドの平
均インターギャップ時間を計算できま

す。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOigttotal_write_io_inter_gap_time

論理スイッチポートとの関連で確認され

た、完了した readコマンドデータの合
計。

×数メトリッ

ク

tmrtIOctotal_time_metric_based_read_io_count

論理スイッチポートとの関連で確認され

た、完了した writeコマンドデータの合
計。

×数メトリッ

ク

tmwtIOctotal_time_metric_based_write_io_count

論理スイッチポートとの関連で確認され

た、完了した readコマンドデータの合
計（バイト単位）。

×数メトリッ

ク

tmrtIObtotal_time_metric_based_read_io_bytes

論理スイッチポートとの関連で確認され

た、完了した writeコマンドデータの合
計（バイト単位）。

×数メトリッ

ク

tmwtIObtotal_time_metric_based_write_io_bytes

論理スイッチポートとの関連で確認され

た readコマンドデータ。
○1秒あた

りの IO
数

メトリッ

ク

rIOrread_io_rate

論理スイッチポートの背後にあるター

ゲット上の LUNとの関連で確認された
ピーク時の readコマンドデータ。

×1秒あた
りの IO
数

メトリッ

ク

prIOrpeak_read_io_rate

論理スイッチポートとの関連で確認され

た writeコマンドデータ。
○1秒あた

りの IO
数

メトリッ

ク

wIOrwrite_io_rate
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

論理スイッチポートの背後にあるター

ゲット上の LUNとの関連で確認された
ピーク時の writeコマンドデータ。

×1秒あた
りの IO
数

メトリッ

ク

pwIOrpeak_write_io_rate

論理スイッチポートとの関連で確認され

た readコマンドの帯域幅。
○1秒あた

りのバイ

ト数

メトリッ

ク

rIObwread_io_bandwidth

論理スイッチポートの背後にあるター

ゲット上の論理ユニット番号（LUN）と
の関連で確認されたピーク時の readコマ
ンドの帯域幅。

×1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

prIObwpeak_read_io_bandwidth

論理スイッチポートとの関連で確認され

た writeコマンドの帯域幅。
○1秒あた

りのバイ

ト数

メトリッ

ク

wIObwwrite_io_bandwidth

論理スイッチポートの背後にあるター

ゲット上の LUNとの関連で確認された
ピーク時の writeコマンドの帯域幅。

×1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

pwIObwpeak_write_io_bandwidth

論理スイッチポートとの関連で確認され

た最小の readコマンドサイズ。
○バイトメトリッ

ク

rIOsMiread_io_size_min

論理スイッチポートとの関連で確認され

た最大の readコマンドサイズ。
○バイトメトリッ

ク

rIOsMaread_io_size_max

論理スイッチポートとの関連で確認され

た最小の writeコマンドサイズ。
○バイトメトリッ

ク

wIOsMiwrite_io_size_min

論理スイッチポートの背後にあるター

ゲットとの関連で確認された最大のwrite
コマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

wIOsMawrite_io_size_max

論理スイッチポートとの関連で確認され

た最小の readコマンドの完了時間。
○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOctMiread_io_completion_time_min

論理スイッチポートとの関連で確認され

た最大の readコマンドの完了時間。
○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOctMaread_io_completion_time_max
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

論理スイッチポートとの関連で確認され

た最小の readコマンドの開始時間（時
間は IOコマンドとストレージからの最
初の応答までの間隔、最初の応答は、

READの最初のデータフレーム、または
WRITEの txfr_rdyである可能性がありま
す）。開始時間は、data access latencyと
も呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOitMiread_io_initiation_time_min

論理スイッチポートとの関連で確認され

た最大の readコマンドの開始時間（時
間は IOコマンドとストレージからの最
初の応答までの間隔、最初の応答は、

READの最初のデータフレーム、または
WRITEの txfr_rdyである可能性がありま
す）。開始時間は、data access latencyと
も呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOitMaread_io_initiation_time_max

論理スイッチポートとの関連で確認され

た最小の writeコマンドの開始時間（時
間は IOコマンドとストレージからの最
初の応答までの間隔、最初の応答は、

READの最初のデータフレーム、または
WRITEの txfr_rdyである可能性がありま
す）。開始時間は、data access latencyと
も呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOitMiwrite_io_initiation_time_min

論理スイッチポートとの関連で確認され

た最大の writeコマンドの開始時間（時
間は IOコマンドとストレージからの最
初の応答までの間隔、最初の応答は、

READの最初のデータフレーム、または
WRITEの txfr_rdyである可能性がありま
す）。開始時間は、data access latencyと
も呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOitMawrite_io_initiation_time_max

論理スイッチポートとの関連で確認され

た最小の readコマンドインターギャッ
プ時間。

read_io_inter_gap_time_minは連続した IO
コマンド間の期間で、マイクロ秒の1/256
で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOigtMiread_io_inter_gap_time_min
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

論理スイッチポートとの関連で確認され

た最大の readコマンドインターギャッ
プ時間。

read_io_inter_gap_time_maxは連続した IO
コマンド間の期間で、マイクロ秒の1/256
で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOigtMaread_io_inter_gap_time_max

論理スイッチポートとの関連で確認され

た最小の writeコマンドインターギャッ
プ時間。

write_io_inter_gap_time_minは連続した
IOコマンド間の期間で、マイクロ秒の
1/256で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOigtMiwrite_io_inter_gap_time_min

論理スイッチポートとの関連で確認され

た最大の writeコマンドインターギャッ
プ時間。

write_io_inter_gap_time_maxは連続した
IOコマンド間の期間で、マイクロ秒の
1/256で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOigtMawrite_io_inter_gap_time_max

論理スイッチポートとの関連で確認され

た、中止された readコマンドの数。
○数メトリッ

ク

rIOaread_io_aborts

論理スイッチポートの背後でホストされ

ているアプリケーションとの関連で確認

された、中止されたwriteコマンドの数。

○数メトリッ

ク

wIOawrite_io_aborts

論理スイッチポートとの関連で確認され

た、失敗した readコマンドの数。
○数メトリッ

ク

rIOfread_io_failures

論理スイッチポートとの関連で確認され

た、失敗した writeコマンドの数。
○数メトリッ

ク

wIOfwrite_io_failures

論理スイッチポートとの関連で確認され

た readコマンドのチェック条件の数。
×数メトリッ

ク

rIOSchcoctread_io_scsi_check_condition_count

論理スイッチポートとの関連で確認され

た writeコマンドのチェック条件の数。
×数メトリッ

ク

wIOSchcoctwrite_io_scsi_check_condition_count
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

論理スイッチポートとの関連で確認され

た readコマンドのビジーステータスの
数。

×数メトリッ

ク

rIOsbcread_io_scsi_busy_count

論理スイッチポートとの関連で確認され

た writeコマンドのビジーステータスの
数。

×数メトリッ

ク

wIOsbcwrite_io_scsi_busy_count

論理スイッチポートとの関連で確認され

た readコマンドの予約競合の数。
×数メトリッ

ク

rIOSrecctread_io_scsi_reservation_conflict_count

論理スイッチポートとの関連で確認され

た writeコマンドの予約競合の数。
×数メトリッ

ク

wIOSrecctwrite_io_scsi_reservation_conflict_count

論理スイッチポートとの関連で確認され

た readコマンドキューのフルステータ
スの数。

×数メトリッ

ク

rIOSQfctread_io_scsi_queue_full_count

論理スイッチポートとの関連で確認され

たwriteコマンドキューのフルステータ
スの数。

×数メトリッ

ク

wIOSQfctwrite_io_scsi_queue_full_count

サンプリング時間間隔の開始時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samStmsampling_start_time

サンプリング時間間隔の終了時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samEtmsampling_end_time

アプリケーションビューインスタンス

表 3 :アプリケーションビューインスタンスのフローメトリック

説明ソート

可能

単位タイプフローメトリック

短い名

前

長い名前

SANアナリティクス機能が有効になっているスイッ
チのポート。

×テキストキーportport

スイッチのポートの背後でホストされているアプリ

ケーションのアプリケーション ID。
×数キーapp_idapp_id
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説明ソート

可能

単位タイプフローメトリック

短い名

前

長い名前

スイッチのポートの背後でホストされているアプリ

ケーションと関連付けられているターゲット ITL
フローの数。

×数メタデー

タ

stITLfcscsi_target_itl_flow_count

スイッチのポートの背後でホストされているアプリ

ケーションと関連付けられているイニシエータ ITL
フローの数。

×数メタデー

タ

siITLfcscsi_initiator_itl_flow_count

スイッチのポートの背後でホストされているアプリ

ケーションと関連付けられている未処理の readコ
マンドカウントの数。

○数メタデー

タ

raIOactive_io_read_count

スイッチのポートの背後でホストされているアプリ

ケーションと関連付けられている未処理のwriteコ
マンドカウントの数。

○数メタデー

タ

waIOactive_io_write_count

スイッチのポートの背後でホストされているアプリ

ケーションのデータをホストするターゲットの数。

×数メタデー

タ

stacscsi_target_app_count

スイッチのポートの背後でホストされているアプリ

ケーションからのデータにアクセスするイニシエー

タの数。

×数メタデー

タ

siacscsi_initiator_app_count

スイッチのポートの背後でホストされているアプリ

ケーションと関連付けられている LUNの数。
×数メタデー

タ

stTLfcscsi_target_tl_flow_count

サンプリング時間間隔の終了時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samEtmsampling_end_time

サンプリング時間間隔の開始時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samStmsampling_start_time

ターゲットビューインスタンス

表 4 :ターゲットビューインスタンスのフローメトリック

説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

SANアナリティクス機能が有効になって
いるスイッチのポート。

×テキストキーportport

付録
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

IOトランザクションが確認されたスイッ
チのポートに設定されている VSAN。

×数キーvsanvsan

IOトランザクションが確認されたスイッ
チのポートの背後に展開されているター

ゲットファイバチャネルの ID。

×テキストキーdidtarget_id

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トでデータがホストされているアプリケー

ションの数。

×数メタデー

タ

stacscsi_target_app_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トで確認された LUNの数。
×数メタデー

タ

stLcscsi_target_lun_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トと関連付けられている未処理の readコ
マンドカウントの数。

○数メタデー

タ

raIOactive_io_read_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トと関連付けられている未処理の write
コマンドカウントの数。

○数メタデー

タ

waIOactive_io_write_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トと関連付けられている ITフローの数。
×数メタデー

タ

stITfcscsi_target_entity_it_flow_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トと関連付けられている ITLフローの
数。

×数メタデー

タ

stITLfcscsi_target_entity_itl_flow_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された readコマンド
データの合計。

○数メトリッ

ク

rtIOtotal_read_io_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された writeコマンド
データの合計。

○数メトリッ

ク

wtIOtotal_write_io_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認されたシーケンシャル

readコマンドデータの合計。

×数メトリッ

ク

rstIOctotal_seq_read_io_count
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認されたシーケンシャル

writeコマンドデータの合計。

×数メトリッ

ク

wrstIOctotal_seq_write_io_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された readコマンドの
完了時間の累計。

この情報を使用して、読み取り IOの平均
完了時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOttotal_read_io_time

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された writeコマンド
の完了時間の累計。

この情報を使用して、writeコマンドの平
均完了時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOttotal_write_io_time

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された readコマンドの
開始時間の累計（時間は IOコマンドとス
トレージからの最初の応答までの間隔、

最初の応答は、READコマンドの最初の
データフレーム、またはWRITEコマン
ドの最初の txfr_rdyである可能性があり
ます）。開始時間は、data access latency
とも呼ばれることもあります。

この情報を使用して、読み取り IOの平均
開始時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOinttotal_read_io_initiation_time

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された writeコマンド
の開始時間の累計（時間は IOコマンドと
ストレージからの最初の応答までの間隔、

最初の応答は、READの最初のデータフ
レーム、またはWRITEの txfr_rdyである
可能性があります）。開始時間は、data
access latencyとも呼ばれることもありま
す。

この情報を使用して、writeコマンドの平
均開始時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOinttotal_write_io_initiation_time
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された readコマンド
データの合計。

○バイトメトリッ

ク

rtIObtotal_read_io_bytes

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された writeコマンド
データの合計。

○バイトメトリッ

ク

wtIObtotal_write_io_bytes

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された readコマンドの
インターギャップ時間の累計。

この情報を使用して、読み取り IOの平均
インターギャップ時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOigttotal_read_io_inter_gap_time

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された writeコマンド
のインターギャップ時間の累計。

この情報を使用して、writeコマンドの平
均インターギャップ時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOigttotal_write_io_inter_gap_time

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された、完了した read
コマンドデータの合計。

×数メトリッ

ク

tmrtIOctotal_time_metric_based_read_io_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された、完了したwrite
コマンドデータの合計。

×数メトリッ

ク

tmwtIOctotal_time_metric_based_write_io_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された、完了した read
コマンドデータの合計（バイト単位）。

×数メトリッ

ク

tmrtIObtotal_time_metric_based_read_io_bytes

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された、完了したwrite
コマンドデータの合計（バイト単位）。

×数メトリッ

ク

tmwtIObtotal_time_metric_based_write_io_bytes

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された readコマンド
データ。

○1秒あた
りの IO
数

メトリッ

ク

rIOrread_io_rate
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認されたピーク時の read
コマンドデータ。

×1秒あた
りの IO
数

メトリッ

ク

prIOrpeak_read_io_rate

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された writeコマンド
データ。

○1秒あた
りの IO
数

メトリッ

ク

wIOrwrite_io_rate

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認されたピーク時のwrite
コマンドデータ。

×1秒あた
りの IO
数

メトリッ

ク

pwIOrpeak_write_io_rate

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された readコマンドの
帯域幅。

○1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

rIObwread_io_bandwidth

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認されたピーク時の read
コマンドの帯域幅。

×1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

prIObwpeak_read_io_bandwidth

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された writeコマンド
の帯域幅。

○1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

wIObwwrite_io_bandwidth

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認されたピーク時のwrite
コマンドの帯域幅。

×1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

pwIObwpeak_write_io_bandwidth

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された最小の readコマ
ンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

rIOsMiread_io_size_min

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された最大の readコマ
ンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

rIOsMaread_io_size_max

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された最小の writeコ
マンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

wIOsMiwrite_io_size_min

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トの関係で確認された最大の writeコマ
ンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

wIOsMawrite_io_size_max
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された最小の readコマ
ンドの完了時間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOctMiread_io_completion_time_min

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された最大の readコマ
ンドの完了時間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOctMaread_io_completion_time_max

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された最小の writeコ
マンドの完了時間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOctMiwrite_io_completion_time_min

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された最大の writeコ
マンドの完了時間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOctMawrite_io_completion_time_max

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された最小の readコマ
ンドの開始時間（時間は IOコマンドとス
トレージからの最初の応答までの間隔、

最初の応答は、READの最初のデータフ
レーム、またはWRITEの txfr_rdyである
可能性があります）。開始時間は、data
access latencyとも呼ばれることもありま
す。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOitMiread_io_initiation_time_min

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された最大の readコマ
ンドの開始時間（時間は IOコマンドとス
トレージからの最初の応答までの間隔、

最初の応答は、READの最初のデータフ
レーム、またはWRITEの txfr_rdyである
可能性があります）。開始時間は、data
access latencyとも呼ばれることもありま
す。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOitMaread_io_initiation_time_max
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された最小の writeコ
マンドの開始時間（時間は IOコマンドと
ストレージからの最初の応答までの間隔、

最初の応答は、READの最初のデータフ
レーム、またはWRITEの txfr_rdyである
可能性があります）。開始時間は、data
access latencyとも呼ばれることもありま
す。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOitMiwrite_io_initiation_time_min

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された最大の writeコ
マンドの開始時間（時間は IOコマンドと
ストレージからの最初の応答までの間隔、

最初の応答は、READの最初のデータフ
レーム、またはWRITEの txfr_rdyである
可能性があります）。開始時間は、data
access latencyとも呼ばれることもありま
す。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOitMawrite_io_initiation_time_max

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された最小の readコマ
ンドのインターギャップ時間。

read_io_inter_gap_time_minは連続した IO
コマンド間の期間で、マイクロ秒の1/256
で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOigtMiread_io_inter_gap_time_min

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された最大の readコマ
ンドのインターギャップ時間。

read_io_inter_gap_time_maxは連続した IO
コマンド間の期間で、マイクロ秒の1/256
で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOigtMaread_io_inter_gap_time_max

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された最小の writeコ
マンドのインターギャップ時間。

write_io_inter_gap_time_minは連続した IO
コマンド間の期間で、マイクロ秒の1/256
で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOigtMiwrite_io_inter_gap_time_min

付録

23

付録

付録



説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された最大の writeコ
マンドのインターギャップ時間。

write_io_inter_gap_time_maxは連続した
IOコマンド間の期間で、マイクロ秒の
1/256で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOigtMawrite_io_inter_gap_time_max

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された、中止された

readコマンドの数。

○数メトリッ

ク

rIOaread_io_aborts

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された、中止された

writeコマンドの数。

○数メトリッ

ク

wIOawrite_io_aborts

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された、失敗した read
コマンドの数。

○数メトリッ

ク

rIOfread_io_failures

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された、失敗したwrite
コマンドの数。

○数メトリッ

ク

wIOfwrite_io_failures

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された readコマンドの
チェック条件の数。

×数メトリッ

ク

rIOSchcoctread_io_scsi_check_condition_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された writeコマンド
のチェック条件の数。

×数メトリッ

ク

wIOSchcoctwrite_io_scsi_check_condition_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された readコマンドの
ビジーステータスの数。

×数メトリッ

ク

rIOsbcread_io_scsi_busy_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された writeコマンド
のビジーステータスの数。

×数メトリッ

ク

wIOsbcwrite_io_scsi_busy_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された readコマンドの
予約競合の数。

×数メトリッ

ク

rIOSrecctread_io_scsi_reservation_conflict_count
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された writeコマンド
の予約競合の数。

×数メトリッ

ク

wIOSrecctwrite_io_scsi_reservation_conflict_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された readコマンド
キューのフルステータスの数。

×数メトリッ

ク

rIOSQfctread_io_scsi_queue_full_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

トとの関連で確認された writeコマンド
キューのフルステータスの数。

×数メトリッ

ク

wIOSQfctwrite_io_scsi_queue_full_count

サンプリング時間間隔の開始時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samStmsampling_start_time

サンプリング時間間隔の終了時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samEtmsampling_end_time

イニシエータビューインスタンス

表 5 :イニシエータビューインスタンスのフローメトリック

説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

SANアナリティクス機能が有効になって
いるスイッチのポート。

×テキストキーportport

IOトランザクションが確認されたスイッ
チのポートに設定されている VSAN。

×数キーvsanvsan

IOトランザクションが確認されたスイッ
チのポートの背後に展開されているイニ

シエータファイバチャネルの ID。

×テキストキーsidinitiator_id

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タでデータがホストされているアプリケー

ションの数。

×数メタデー

タ

siacscsi_initiator_app_count
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タと関連付けられている未処理のreadコ
マンドカウントの数。

○数メタデー

タ

raIOactive_io_read_count

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タと関連付けられている未処理の write
コマンドカウントの数。

○数メタデー

タ

waIOactive_io_write_count

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タと関連付けられている ITフローの数。
×数メタデー

タ

siITfcscsi_initiator_entity_it_flow_count

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タと関連付けられているITLフローの数。
×数メタデー

タ

siITLfcscsi_initiator_entity_itl_flow_count

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された readコマンド
データの合計。

○数メトリッ

ク

rtIOtotal_read_io_count

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された writeコマンド
データの合計。

○数メトリッ

ク

wtIOtotal_write_io_count

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認されたシーケンシャル

readコマンドデータの合計。

×数メトリッ

ク

rstIOctotal_seq_read_io_count

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認されたシーケンシャル

writeコマンドデータの合計。

×数メトリッ

ク

wrstIOctotal_seq_write_io_count

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認されたreadコマンドの
完了時間の累計。

この情報を使用して、読み取り IOの平均
完了時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOttotal_read_io_time

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された writeコマンド
の完了時間の累計。

この情報を使用して、writeコマンドの平
均完了時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOttotal_write_io_time
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認されたreadコマンドの
開始時間の累計（時間は IOコマンドとス
トレージからの最初の応答までの間隔、

最初の応答は、READコマンドの最初の
データフレーム、またはWRITEコマン
ドの最初の txfr_rdyである可能性があり
ます）。開始時間は、data access latency
とも呼ばれることもあります。

この情報を使用して、読み取り IOの平均
開始時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOinttotal_read_io_initiation_time

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された writeコマンド
の開始時間の累計（時間は IOコマンドと
ストレージからの最初の応答までの間隔、

最初の応答は、READの最初のデータフ
レーム、またはWRITEの txfr_rdyである
可能性があります）。開始時間は、data
access latencyとも呼ばれることもありま
す。

この情報を使用して、writeコマンドの平
均開始時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOinttotal_write_io_initiation_time

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された readコマンド
データの合計。

○バイトメトリッ

ク

rtIObtotal_read_io_bytes

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された writeコマンド
データの合計。

○バイトメトリッ

ク

wtIObtotal_write_io_bytes

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認されたreadコマンドの
インターギャップ時間の累計。

この情報を使用して、読み取り IOの平均
インターギャップ時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOigttotal_read_io_inter_gap_time

付録

27

付録

付録



説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された writeコマンド
のインターギャップ時間の累計。

この情報を使用して、writeコマンドの平
均インターギャップ時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOigttotal_write_io_inter_gap_time

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された、完了した read
コマンドデータの合計。

×数メトリッ

ク

tmrtIOctotal_time_metric_based_read_io_count

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された、完了したwrite
コマンドデータの合計。

×数メトリッ

ク

tmwtIOctotal_time_metric_based_write_io_count

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された、完了した read
コマンドデータの合計（バイト単位）。

×数メトリッ

ク

tmrtIObtotal_time_metric_based_read_io_bytes

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された、完了したwrite
コマンドデータの合計（バイト単位）。

×数メトリッ

ク

tmwtIObtotal_time_metric_based_write_io_bytes

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された readコマンド
データ。

○1秒あた
りの IO
数

メトリッ

ク

rIOrread_io_rate

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認されたピーク時の read
コマンドデータ。

×1秒あた
りの IO
数

メトリッ

ク

prIOrpeak_read_io_rate

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された writeコマンド
データ。

○1秒あた
りの IO
数

メトリッ

ク

wIOrwrite_io_rate

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認されたピーク時のwrite
コマンドデータ。

×1秒あた
りの IO
数

メトリッ

ク

pwIOrpeak_write_io_rate

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認されたreadコマンドの
帯域幅。

○1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

rIObwread_io_bandwidth
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認されたピーク時の read
コマンドの帯域幅。

×1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

prIObwpeak_read_io_bandwidth

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された writeコマンド
の帯域幅。

○1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

wIObwwrite_io_bandwidth

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認されたピーク時のwrite
コマンドの帯域幅。

×1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

pwIObwpeak_write_io_bandwidth

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された最小のreadコマ
ンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

rIOsMiread_io_size_min

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された最大のreadコマ
ンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

rIOsMaread_io_size_max

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された最小の writeコ
マンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

wIOsMiwrite_io_size_min

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された最大の writeコ
マンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

wIOsMawrite_io_size_max

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された最小のreadコマ
ンドの完了時間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOctMiread_io_completion_time_min

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された最大のreadコマ
ンドの完了時間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOctMaread_io_completion_time_max

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された最小の writeコ
マンドの完了時間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOctMiwrite_io_completion_time_min

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された最大の writeコ
マンドの完了時間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOctMawrite_io_completion_time_max
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された最小のreadコマ
ンドの開始時間（時間は IOコマンドとス
トレージからの最初の応答までの間隔、

最初の応答は、READの最初のデータフ
レーム、またはWRITEの txfr_rdyである
可能性があります）。開始時間は、data
access latencyとも呼ばれることもありま
す。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOitMiread_io_initiation_time_min

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された最大のreadコマ
ンドの開始時間（時間は IOコマンドとス
トレージからの最初の応答までの間隔、

最初の応答は、READの最初のデータフ
レーム、またはWriteの txfr_rdyである可
能性があります）。開始時間は、data
access latencyとも呼ばれることもありま
す。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOitMaread_io_initiation_time_max

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された最小の writeコ
マンドの開始時間（時間は IOコマンドと
ストレージからの最初の応答までの間隔、

最初の応答は、READの最初のデータフ
レーム、またはWRITEの txfr_rdyである
可能性があります）。開始時間は、data
access latencyとも呼ばれることもありま
す。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOitMiwrite_io_initiation_time_min

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された最大の writeコ
マンドの開始時間（時間は IOコマンドと
ストレージからの最初の応答までの間隔、

最初の応答は、READの最初のデータフ
レーム、またはWRITEの txfr_rdyである
可能性があります）。開始時間は、data
access latencyとも呼ばれることもありま
す。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOitMawrite_io_initiation_time_max
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された最小のreadコマ
ンドのインターギャップ時間。

read_io_inter_gap_time_minは連続した IO
コマンド間の期間で、マイクロ秒の1/256
で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOigtMiread_io_inter_gap_time_min

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された最大のreadコマ
ンドのインターギャップ時間。

read_io_inter_gap_time_maxは連続した IO
コマンド間の期間で、マイクロ秒の1/256
で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOigtMaread_io_inter_gap_time_max

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された最小の writeコ
マンドのインターギャップ時間。

write_io_inter_gap_time_minは連続した IO
コマンド間の期間で、マイクロ秒の1/256
で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOigtMiwrite_io_inter_gap_time_min

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された最大の writeコ
マンドのインターギャップ時間。

write_io_inter_gap_time_maxは連続した IO
コマンド間の期間で、マイクロ秒の1/256
で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOigtMawrite_io_inter_gap_time_max

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された、中止された

readコマンドの数。

○数メトリッ

ク

rIOaread_io_aborts

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された、中止された

writeコマンドの数。

○数メトリッ

ク

wIOawrite_io_aborts

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された、失敗した read
コマンドの数。

○数メトリッ

ク

rIOfread_io_failures
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された、失敗したwrite
コマンドの数。

○数メトリッ

ク

wIOfwrite_io_failures

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認されたreadコマンドの
チェック条件の数。

×数メトリッ

ク

rIOSchcoctread_io_scsi_check_condition_count

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された writeコマンド
のチェック条件の数。

×数メトリッ

ク

wIOSchcoctwrite_io_scsi_check_condition_count

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認されたreadコマンドの
ビジーステータスの数。

×数メトリッ

ク

rIOsbcread_io_scsi_busy_count

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された writeコマンド
のビジーステータスの数。

×数メトリッ

ク

wIOsbcwrite_io_scsi_busy_count

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認されたreadコマンドの
予約競合の数。

×数メトリッ

ク

rIOSrecctread_io_scsi_reservation_conflict_count

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された writeコマンド
の予約競合の数。

×数メトリッ

ク

wIOSrecctwrite_io_scsi_reservation_conflict_count

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された readコマンド
キューのフルステータスの数。

×数メトリッ

ク

rIOSQfctread_io_scsi_queue_full_count

スイッチのポートの背後にあるイニシエー

タとの関連で確認された writeコマンド
キューのフルステータスの数。

×数メトリッ

ク

wIOSQfctwrite_io_scsi_queue_full_count

サンプリング時間間隔の開始時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samStmsampling_start_time

サンプリング時間間隔の終了時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samEtmsampling_end_time
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ターゲットアプリケーションビューインスタンス

表 6 :ターゲットアプリケーションビューインスタンスのフローメトリック

説明ソート

可能

単位タイプフローメトリック

短い名

前

長い名前

SANアナリティクス機能が有効になっているス
イッチのポート。

×テキストキーportport

IOトランザクションが確認されたスイッチの
ポートに設定されている VSAN。

×数キーvsanvsan

スイッチのポートの背後でホストされているア

プリケーションのアプリケーション ID。
×数キーapp_idapp_id

IOトランザクションが確認されたスイッチの
ポートの背後に展開されているターゲットファ

イバチャネルの ID。

×テキストキーdidtarget_id

スイッチのポートの背後にあるターゲットで

データがホストされているアプリケーションと

関連付けられている ITLフローの数。

×数メタデー

タ

stITLfcscsi_target_entity_itl_flow_count

スイッチのポートの背後にあるターゲット上の

アプリケーションとの関連で確認された LUN
の数。

×数メタデー

タ

stLcscsi_target_lun_count

スイッチのポートの背後にあるターゲットの背

後でデータがホストされているアプリケーショ

ンと関連付けられている未処理の readコマン
ドカウントの数。

○数メタデー

タ

raIOactive_io_read_count

スイッチのポートの背後にあるターゲットの背

後でデータがホストされているアプリケーショ

ンと関連付けられている未処理の writeコマン
ドカウントの数。

○数メタデー

タ

waIOactive_io_write_count

サンプリング時間間隔の開始時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samStmsampling_start_time

サンプリング時間間隔の終了時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samEtmsampling_end_time
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イニシエータアプリケーションビューインスタンス

表 7 :イニシエータアプリケーションビューインスタンスのフローメトリック

説明ソート

可能

単位タイプフローメトリック

短い名

前

長い名前

SANアナリティクス機能が有効になっている
スイッチのポート。

×テキストキーportport

IOトランザクションが確認されたスイッチの
ポートに設定されている VSAN。

×数キーvsanvsan

スイッチのポートの背後でホストされている

アプリケーションのアプリケーション ID。
×数キーapp_idapp_id

IOトランザクションが確認されたスイッチの
ポートの背後に展開されているイニシエータ

ファイバチャネルの ID。

×テキストキーsidinitiator_id

スイッチのポートの背後にあるイニシエータ

によってデータがアクセスされているアプリ

ケーションと関連付けられている ITLフロー
の数。

×数メタデー

タ

siITLfcscsi_initiator_entity_itl_flow_count

スイッチのポートの背後にあるイニシエータ

によってデータがアクセスされているアプリ

ケーションと関連付けられている未処理の

readコマンドカウントの数。

○数メタデー

タ

raIOactive_io_read_count

スイッチのポートの背後にあるイニシエータ

によってデータがアクセスされているアプリ

ケーションと関連付けられている未処理の

writeコマンドカウントの数。

○数メタデー

タ

waIOactive_io_write_count

サンプリング時間間隔の開始時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samStmsampling_start_time

サンプリング時間間隔の終了時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samEtmsampling_end_time
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ターゲット ITフロービューインスタンス

表 8 :ターゲット ITフロービューインスタンスのフローメトリック

説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

SANアナリティクス機能が有効になっ
ているスイッチのポート。

×テキストキーportport

IOトランザクションが確認されたスイッ
チのポートに設定されている VSAN。

×数キーvsanvsan

IOトランザクションが確認されたスイッ
チのポートの背後に展開されているター

ゲットファイバチャネルの ID。

×テキストキーdidtarget_id

スイッチのポートの背後で展開されてい

るターゲットで IOトランザクションが
実行されているイニシエータファイバ

チャネルの ID。

×テキストキーsidinitiator_id

target-IT-flowレコードと関連付けられて
いる未処理の readコマンドカウントの
数。

○数メタデー

タ

raIOactive_io_read_count

target-IT-flowレコードと関連付けられて
いる未処理のwriteコマンドカウントの
数。

○数メタデー

タ

waIOactive_io_write_count

target-IT-flowレコードと関連付けられて
いる ITLフローの数。

×数メタデー

タ

stITLfcscsi_target_entity_itl_flow_count

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた readコマンドデータの合計。

○数メトリッ

ク

rtIOtotal_read_io_count

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた writeコマンドデータの合計。

○数メトリッ

ク

wtIOtotal_write_io_count

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れたシーケンシャル readコマンドデー
タの合計。

×数メトリッ

ク

rstIOctotal_seq_read_io_count

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れたシーケンシャルwriteコマンドデー
タの合計。

×数メトリッ

ク

wrstIOctotal_seq_write_io_count
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた readコマンドの完了時間の累計。

この情報を使用して、読み取り IOの平
均完了時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOttotal_read_io_time

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた writeコマンドの完了時間の累計。

この情報を使用して、writeコマンドの
平均完了時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOttotal_write_io_time

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れたreadコマンドの開始時間の累計（時
間は IOコマンドとストレージからの最
初の応答までの間隔、最初の応答は、

READコマンドの最初のデータフレー
ム、またはWRITEコマンドの最初の
txfr_rdyである可能性があります）。開
始時間は、data access latencyとも呼ば
れることもあります。

この情報を使用して、読み取り IOの平
均開始時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOinttotal_read_io_initiation_time

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた writeコマンドの開始時間の累計
（時間は IOコマンドとストレージから
の最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READの最初のデータフレーム、
またはWRITEの txfr_rdyである可能性
があります）。開始時間は、data access
latencyとも呼ばれることもあります。

この情報を使用して、writeコマンドの
平均開始時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOinttotal_write_io_initiation_time

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた readコマンドデータの合計。

○バイトメトリッ

ク

rtIObtotal_read_io_bytes

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた writeコマンドデータの合計。

○バイトメトリッ

ク

wtIObtotal_write_io_bytes

付録

36

付録

付録



説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた readコマンドのインターギャップ
時間の累計。

この情報を使用して、読み取り IOの平
均インターギャップ時間を計算できま

す。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOigttotal_read_io_inter_gap_time

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた writeコマンドのインターギャップ
時間の累計。

この情報を使用して、writeコマンドの
平均インターギャップ時間を計算できま

す。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOigttotal_write_io_inter_gap_time

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた、完了した readコマンドデータの
合計。

×数メトリッ

ク

tmrtIOctotal_time_metric_based_read_io_count

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた、完了したwriteコマンドデータの
合計。

×数メトリッ

ク

tmwtIOctotal_time_metric_based_write_io_count

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた、完了した readコマンドデータの
合計（バイト単位）。

×数メトリッ

ク

tmrtIObtotal_time_metric_based_read_io_bytes

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた、完了したwriteコマンドデータの
合計（バイト単位）。

×数メトリッ

ク

tmwtIObtotal_time_metric_based_write_io_bytes

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた readコマンドデータ。

○1秒あた
りの IO数

メトリッ

ク

rIOrread_io_rate

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れたピーク時の readコマンドデータ。

×1秒あた
りの IO数

メトリッ

ク

prIOrpeak_read_io_rate

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた writeコマンドデータ。

○1秒あた
りの IO数

メトリッ

ク

wIOrwrite_io_rate

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れたピーク時のwriteコマンドデータ。

×1秒あた
りの IO数

メトリッ

ク

pwIOrpeak_write_io_rate
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた readコマンドの帯域幅。

○1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

rIObwread_io_bandwidth

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れたピーク時のreadコマンドの帯域幅。

×1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

prIObwpeak_read_io_bandwidth

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた writeコマンドの帯域幅。

○1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

wIObwwrite_io_bandwidth

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れたピーク時の writeコマンドの帯域
幅。

×1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

pwIObwpeak_write_io_bandwidth

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた最小の readコマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

rIOsMiread_io_size_min

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた最大の readコマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

rIOsMaread_io_size_max

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた最小の writeコマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

wIOsMiwrite_io_size_min

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた最大の writeコマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

wIOsMawrite_io_size_max

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた最小の readコマンドの完了時間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOctMiread_io_completion_time_min

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた最大の readコマンドの完了時間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOctMaread_io_completion_time_max

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた最小の writeコマンドの完了時間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOctMiwrite_io_completion_time_min

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた最大の writeコマンドの完了時間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOctMawrite_io_completion_time_max
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた最小のreadコマンドの開始時間（時
間は IOコマンドとストレージからの最
初の応答までの間隔、最初の応答は、

READの最初のデータフレーム、また
はWRITEの txfr_rdyである可能性があ
ります）。開始時間は、data access
latencyとも呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOitMiread_io_initiation_time_min

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた最大のreadコマンドの開始時間（時
間は IOコマンドとストレージからの最
初の応答までの間隔、最初の応答は、

READの最初のデータフレーム、また
はWRITEの txfr_rdyである可能性があ
ります）。開始時間は、data access
latencyとも呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOitMaread_io_initiation_time_max

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた最小の writeコマンドの開始時間
（時間は IOコマンドとストレージから
の最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READの最初のデータフレーム、
またはWRITEの txfr_rdyである可能性
があります）。開始時間は、data access
latencyとも呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOitMiwrite_io_initiation_time_min

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた最大の writeコマンドの開始時間
（時間は IOコマンドとストレージから
の最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READの最初のデータフレーム、
またはWRITEの txfr_rdyである可能性
があります）。開始時間は、data access
latencyとも呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOitMawrite_io_initiation_time_max

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた最小の readコマンドのインター
ギャップ時間。

read_io_inter_gap_time_minは連続した IO
コマンド間の期間で、マイクロ秒の1/256
で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOigtMiread_io_inter_gap_time_min
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた最大の readコマンドのインター
ギャップ時間。

read_io_inter_gap_time_maxは連続した
IOコマンド間の期間で、マイクロ秒の
1/256で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOigtMaread_io_inter_gap_time_max

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた最小の writeコマンドのインター
ギャップ時間。

write_io_inter_gap_time_minは連続した
IOコマンド間の期間で、マイクロ秒の
1/256で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOigtMiwrite_io_inter_gap_time_min

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた最大の writeコマンドのインター
ギャップ時間。

write_io_inter_gap_time_maxは連続した
IOコマンド間の期間で、マイクロ秒の
1/256で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOigtMawrite_io_inter_gap_time_max

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた、中止された readコマンドの数。

○数メトリッ

ク

rIOaread_io_aborts

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた、中止された writeコマンドの数。

○数メトリッ

ク

wIOawrite_io_aborts

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた、失敗した readコマンドの数。

○数メトリッ

ク

rIOfread_io_failures

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた、失敗した writeコマンドの数。

○数メトリッ

ク

wIOfwrite_io_failures

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れたreadコマンドのチェック条件の数。

×数メトリッ

ク

rIOSchcoctread_io_scsi_check_condition_count

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた writeコマンドのチェック条件の
数。

×数メトリッ

ク

wIOSchcoctwrite_io_scsi_check_condition_count
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた readコマンドのビジーステータス
の数。

×数メトリッ

ク

rIOsbcread_io_scsi_busy_count

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れたwriteコマンドのビジーステータス
の数。

×数メトリッ

ク

wIOsbcwrite_io_scsi_busy_count

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた readコマンドの予約競合の数。

×数メトリッ

ク

rIOSrecctread_io_scsi_reservation_conflict_count

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた writeコマンドの予約競合の数。

×数メトリッ

ク

wIOSrecctwrite_io_scsi_reservation_conflict_count

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れた readコマンドキューのフルステー
タスの数。

×数メトリッ

ク

rIOSQfctread_io_scsi_queue_full_count

target-IT-flowレコードとの関連で確認さ
れたwriteコマンドキューのフルステー
タスの数。

×数メトリッ

ク

wIOSQfctwrite_io_scsi_queue_full_count

サンプリング時間間隔の開始時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samStmsampling_start_time

サンプリング時間間隔の終了時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samEtmsampling_end_time

イニシエータ ITフロービューインスタンス

表 9 :イニシエータ ITフロービューインスタンスのフローメトリック

説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

SANアナリティクス機能が有効になっ
ているスイッチのポート。

×テキストキーportport

IOトランザクションが確認されたスイッ
チのポートに設定されている VSAN。

×数キーvsanvsan
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

IOトランザクションが確認されたスイッ
チのポートの背後に展開されているイニ

シエータファイバチャネルの ID。

×テキストキーsidinitiator_id

スイッチのポートの背後にあるイニシ

エータによって開始された IOトランザ
クションを実行しているターゲットファ

イバチャネルの ID。

×テキストキーdidtarget_id

initiator-IT-flowレコードと関連付けられ
ている未処理の readコマンドカウント
の数。

○数メタデー

タ

raIOactive_io_read_count

initiator-IT-flowレコードと関連付けられ
ている未処理のwriteコマンドカウント
の数。

○数メタデー

タ

waIOactive_io_write_count

initiator-IT-flowレコードと関連付けられ
ている ITLフローの数。

×数メタデー

タ

siITLfcscsi_initiator_entity_itl_flow_count

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された readコマンドデータの合計。

○数メトリッ

ク

rtIOtotal_read_io_count

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された writeコマンドデータの合計。

○数メトリッ

ク

wtIOtotal_write_io_count

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
されたシーケンシャル readコマンド
データの合計。

×数メトリッ

ク

rstIOctotal_seq_read_io_count

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
されたreadコマンドの完了時間の累計。

この情報を使用して、読み取り IOの平
均完了時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOttotal_read_io_time

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
されたシーケンシャル writeコマンド
データの合計。

×数メトリッ

ク

wrstIOctotal_seq_write_io_count
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された writeコマンドの完了時間の累
計。

この情報を使用して、writeコマンドの
平均完了時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOttotal_write_io_time

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された readコマンドの開始時間の累計
（時間は IOコマンドとストレージから
の最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READコマンドの最初のデータフ
レーム、またはWRITEコマンドの最初
の txfr_rdyである可能性があります）。
開始時間は、data access latencyとも呼
ばれることもあります。

この情報を使用して、読み取り IOの平
均開始時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOinttotal_read_io_initiation_time

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された writeコマンドの開始時間の累計
（時間は IOコマンドとストレージから
の最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READの最初のデータフレーム、ま
たはWRITEの txfr_rdyである可能性が
あります）。開始時間は、data access
latencyとも呼ばれることもあります。

この情報を使用して、writeコマンドの
平均開始時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOinttotal_write_io_initiation_time

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された readコマンドデータの合計。

○バイトメトリッ

ク

rtIObtotal_read_io_bytes

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された writeコマンドデータの合計。

○バイトメトリッ

ク

wtIObtotal_write_io_bytes

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された readコマンドのインターギャッ
プ時間の累計。

この情報を使用して、読み取り IOの平
均インターギャップ時間を計算できま

す。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOigttotal_read_io_inter_gap_time
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された writeコマンドのインターギャッ
プ時間の累計。

この情報を使用して、writeコマンドの
平均インターギャップ時間を計算できま

す。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOigttotal_write_io_inter_gap_time

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された、完了した readコマンドデータ
の合計。

×数メトリッ

ク

tmrtIOctotal_time_metric_based_read_io_count

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された、完了したwriteコマンドデータ
の合計。

×数メトリッ

ク

tmwtIOctotal_time_metric_based_write_io_count

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された、完了した readコマンドデータ
の合計（バイト単位）。

×数メトリッ

ク

tmrtIObtotal_time_metric_based_read_io_bytes

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された、完了したwriteコマンドデータ
の合計（バイト単位）。

×数メトリッ

ク

tmwtIObtotal_time_metric_based_write_io_bytes

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された readコマンドデータ。

○1秒あた
りの IO数

メトリッ

ク

rIOrread_io_rate

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
されたピーク時の readコマンドデー
タ。

×1秒あた
りの IO数

メトリッ

ク

prIOrpeak_read_io_rate

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された writeコマンドデータ。

○1秒あた
りの IO数

メトリッ

ク

wIOrwrite_io_rate

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
されたピーク時の writeコマンドデー
タ。

×1秒あた
りの IO数

メトリッ

ク

pwIOrpeak_write_io_rate

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された readコマンドの帯域幅。

○1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

rIObwread_io_bandwidth

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
されたピーク時の readコマンドの帯域
幅。

×1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

prIObwpeak_read_io_bandwidth
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された writeコマンドの帯域幅。

○1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

wIObwwrite_io_bandwidth

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
されたピーク時の writeコマンドの帯域
幅。

×1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

pwIObwpeak_write_io_bandwidth

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された最小の readコマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

rIOsMiread_io_size_min

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された最大の readコマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

rIOsMaread_io_size_max

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された最小の writeコマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

wIOsMiwrite_io_size_min

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された最大の writeコマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

wIOsMawrite_io_size_max

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された最小のreadコマンドの完了時間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOctMiread_io_completion_time_min

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された最大のreadコマンドの完了時間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOctMaread_io_completion_time_max

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された最小の writeコマンドの完了時
間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOctMiwrite_io_completion_time_min

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された最大の writeコマンドの完了時
間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOctMawrite_io_completion_time_max

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された最小の readコマンドの開始時間
（時間は IOコマンドとストレージから
の最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READの最初のデータフレーム、ま
たはWRITEの txfr_rdyである可能性が
あります）。開始時間は、data access
latencyとも呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOitMiread_io_initiation_time_min
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された最大の readコマンドの開始時間
（時間は IOコマンドとストレージから
の最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READの最初のデータフレーム、ま
たはWRITEの txfr_rdyである可能性が
あります）。開始時間は、data access
latencyとも呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOitMaread_io_initiation_time_max

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された最小の writeコマンドの開始時間
（時間は IOコマンドとストレージから
の最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READの最初のデータフレーム、ま
たはWRITEの txfr_rdyである可能性が
あります）。開始時間は、data access
latencyとも呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOitMiwrite_io_initiation_time_min

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された最大の writeコマンドの開始時間
（時間は IOコマンドとストレージから
の最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READの最初のデータフレーム、ま
たはWRITEの txfr_rdyである可能性が
あります）。開始時間は、data access
latencyとも呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOitMawrite_io_initiation_time_max

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された最小の readコマンドのインター
ギャップ時間。

read_io_inter_gap_time_minは連続した IO
コマンド間の期間で、マイクロ秒の1/256
で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOigtMiread_io_inter_gap_time_min

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された最大の readコマンドのインター
ギャップ時間。

read_io_inter_gap_time_maxは連続した
IOコマンド間の期間で、マイクロ秒の
1/256で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOigtMaread_io_inter_gap_time_max
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された最小の writeコマンドのインター
ギャップ時間。

write_io_inter_gap_time_minは連続した
IOコマンド間の期間で、マイクロ秒の
1/256で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOigtMiwrite_io_inter_gap_time_min

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された最大の writeコマンドのインター
ギャップ時間。

write_io_inter_gap_time_maxは連続した
IOコマンド間の期間で、マイクロ秒の
1/256で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOigtMawrite_io_inter_gap_time_max

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された、中止されたreadコマンドの数。

○数メトリッ

ク

rIOaread_io_aborts

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された、中止された writeコマンドの
数。

○数メトリッ

ク

wIOawrite_io_aborts

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された、失敗した readコマンドの数。

○数メトリッ

ク

rIOfread_io_failures

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された、失敗した writeコマンドの数。

○数メトリッ

ク

wIOfwrite_io_failures

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された readコマンドのチェック条件の
数。

×数メトリッ

ク

rIOSchcoctread_io_scsi_check_condition_count

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された writeコマンドのチェック条件の
数。

×数メトリッ

ク

wIOSchcoctwrite_io_scsi_check_condition_count

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された readコマンドのビジーステータ
スの数。

×数メトリッ

ク

rIOsbcread_io_scsi_busy_count

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
されたwriteコマンドのビジーステータ
スの数。

×数メトリッ

ク

wIOsbcwrite_io_scsi_busy_count
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された readコマンドの予約競合の数。

×数メトリッ

ク

rIOSrecctread_io_scsi_reservation_conflict_count

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された writeコマンドの予約競合の数。

×数メトリッ

ク

wIOSrecctwrite_io_scsi_reservation_conflict_count

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された readコマンドキューのフルス
テータスの数。

×数メトリッ

ク

rIOSQfctread_io_scsi_queue_full_count

initiator-IT-flowレコードとの関連で確認
された writeコマンドキューのフルス
テータスの数。

×数メトリッ

ク

wIOSQfctwrite_io_scsi_queue_full_count

サンプリング時間間隔の開始時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samStmsampling_start_time

サンプリング時間間隔の終了時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samEtmsampling_end_time

ターゲット TLフロービューインスタンス

表 10 :ターゲット TLフロービューインスタンスのフローメトリック

説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

SANアナリティクス機能が有効になって
いるスイッチのポート。

×テキストキーportport

IOトランザクションが確認されたスイッ
チのポートに設定されている VSAN。

×数キーvsanvsan

IOトランザクションが確認されたスイッ
チのポートの背後に展開されているター

ゲットファイバチャネルの ID。

×テキストキーdidtarget_id

IOが実行されるターゲットと関連付けら
れている論理ユニット番号（LUN）。

×単位キーlunlun

付録
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNと関連付けられている ITLフ
ローの数。

×数メタデー

タ

stITLfcscsi_target_entity_itl_flow_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNと関連付けられている未処理
の readコマンドカウントの数。

○数メタデー

タ

raIOactive_io_read_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNと関連付けられている未処理
の writeコマンドカウントの数。

○数メタデー

タ

waIOactive_io_write_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された read
コマンドデータの合計。

○数メトリッ

ク

rtIOtotal_read_io_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された write
コマンドデータの合計。

○数メトリッ

ク

wtIOtotal_write_io_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認されたシーケ
ンシャル readコマンドデータの合計。

×数メトリッ

ク

rstIOctotal_seq_read_io_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認されたシーケ
ンシャル writeコマンドデータの合計。

×数メトリッ

ク

wrstIOctotal_seq_write_io_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された read
コマンドの完了時間の累計。

この情報を使用して、読み取り IOの平均
完了時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOttotal_read_io_time

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された write
コマンドの完了時間の累計。

この情報を使用して、writeコマンドの平
均完了時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOttotal_write_io_time
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された read
コマンドの開始時間の累計（時間は IOコ
マンドとストレージからの最初の応答ま

での間隔、最初の応答は、READコマン
ドの最初のデータフレーム、または

WRITEコマンドの最初の txfr_rdyである
可能性があります）。開始時間は、data
access latencyとも呼ばれることもありま
す。

この情報を使用して、読み取り IOの平均
開始時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOinttotal_read_io_initiation_time

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された write
コマンドの開始時間の累計（時間は IOコ
マンドとストレージからの最初の応答ま

での間隔、最初の応答は、READの最初
のデータフレーム、またはWRITEの
txfr_rdyである可能性があります）。開始
時間は、data access latencyとも呼ばれる
こともあります。

この情報を使用して、writeコマンドの平
均開始時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOinttotal_write_io_initiation_time

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された read
コマンドデータの合計。

○バイトメトリッ

ク

rtIObtotal_read_io_bytes

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された write
コマンドデータの合計。

○バイトメトリッ

ク

wtIObtotal_write_io_bytes

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された read
コマンドのインターギャップ時間の累計。

この情報を使用して、読み取り IOの平均
インターギャップ時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOigttotal_read_io_inter_gap_time
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された write
コマンドのインターギャップ時間の累計。

この情報を使用して、writeコマンドの平
均インターギャップ時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOigttotal_write_io_inter_gap_time

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された、完了
した readコマンドデータの合計。

×数メトリッ

ク

tmrtIOctotal_time_metric_based_read_io_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された、完了
した writeコマンドデータの合計。

×数メトリッ

ク

tmwtIOctotal_time_metric_based_write_io_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された、完了
した readコマンドデータの合計（バイト
単位）。

×数メトリッ

ク

tmrtIObtotal_time_metric_based_read_io_bytes

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された、完了
した writeコマンドデータの合計（バイ
ト単位）。

×数メトリッ

ク

tmwtIObtotal_time_metric_based_write_io_bytes

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された read
コマンドデータ。

○1秒あた
りの IO
数

メトリッ

ク

rIOrread_io_rate

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認されたピーク
時の readコマンドデータ。

×1秒あた
りの IO
数

メトリッ

ク

prIOrpeak_read_io_rate

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された write
コマンドデータ。

○1秒あた
りの IO
数

メトリッ

ク

wIOrwrite_io_rate

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認されたピーク
時の writeコマンドデータ。

×1秒あた
りの IO
数

メトリッ

ク

pwIOrpeak_write_io_rate
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された read
コマンドの帯域幅。

○1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

rIObwread_io_bandwidth

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認されたピーク
時の readコマンドの帯域幅。

×1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

prIObwpeak_read_io_bandwidth

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された write
コマンドの帯域幅。

○1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

wIObwwrite_io_bandwidth

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認されたピーク
時の writeコマンドの帯域幅。

×1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

pwIObwpeak_write_io_bandwidth

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された最小の
readコマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

rIOsMiread_io_size_min

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された最大の
readコマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

rIOsMaread_io_size_max

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された最小の
writeコマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

wIOsMiwrite_io_size_min

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された最大の
writeコマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

wIOsMawrite_io_size_max

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された最小の
readコマンドの完了時間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOctMiread_io_completion_time_min

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された最大の
readコマンドの完了時間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOctMaread_io_completion_time_max

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された最小の
writeコマンドの完了時間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOctMiwrite_io_completion_time_min
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された最大の
writeコマンドの完了時間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOctMawrite_io_completion_time_max

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された最小の
readコマンドの開始時間（時間は IOコマ
ンドとストレージからの最初の応答まで

の間隔、最初の応答は、READの最初の
データフレーム、またはWRITEの
txfr_rdyである可能性があります）。開始
時間は、data access latencyとも呼ばれる
こともあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOitMiread_io_initiation_time_min

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された最大の
readコマンドの開始時間（時間は IOコマ
ンドとストレージからの最初の応答まで

の間隔、最初の応答は、READの最初の
データフレーム、またはWRITEの
txfr_rdyである可能性があります）。開始
時間は、data access latencyとも呼ばれる
こともあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOitMaread_io_initiation_time_max

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された最小の
writeコマンドの開始時間（時間は IOコ
マンドとストレージからの最初の応答ま

での間隔、最初の応答は、READの最初
のデータフレーム、またはWRITEの
txfr_rdyである可能性があります）。開始
時間は、data access latencyとも呼ばれる
こともあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOitMiwrite_io_initiation_time_min
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された最大の
writeコマンドの開始時間（時間は IOコ
マンドとストレージからの最初の応答ま

での間隔、最初の応答は、READの最初
のデータフレーム、またはWRITEの
txfr_rdyである可能性があります）。開始
時間は、data access latencyとも呼ばれる
こともあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOitMawrite_io_initiation_time_max

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された最小の
readコマンドのインターギャップ時間。

read_io_inter_gap_time_minは連続した IO
コマンド間の期間で、マイクロ秒の1/256
で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOigtMiread_io_inter_gap_time_min

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された最大の
readコマンドのインターギャップ時間。

read_io_inter_gap_time_maxは連続した IO
コマンド間の期間で、マイクロ秒の1/256
で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOigtMaread_io_inter_gap_time_max

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された最小の
writeコマンドのインターギャップ時間。

write_io_inter_gap_time_minは連続した IO
コマンド間の期間で、マイクロ秒の1/256
で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOigtMiwrite_io_inter_gap_time_min

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された最大の
writeコマンドのインターギャップ時間。

write_io_inter_gap_time_maxは連続した IO
コマンド間の期間で、マイクロ秒の1/256
で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOigtMawrite_io_inter_gap_time_max
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された、中止
された readコマンドの数。

○数メトリッ

ク

rIOaread_io_aborts

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された、中止
された writeコマンドの数。

○数メトリッ

ク

wIOawrite_io_aborts

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された、失敗
した readコマンドの数。

○数メトリッ

ク

rIOfread_io_failures

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上のLUNとの関連で確認された、失敗
した writeコマンドの数。

○数メトリッ

ク

wIOfwrite_io_failures

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された read
コマンドのチェック条件の数。

×数メトリッ

ク

rIOSchcoctread_io_scsi_check_condition_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された write
コマンドのチェック条件の数。

×数メトリッ

ク

wIOSchcoctwrite_io_scsi_check_condition_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された read
コマンドのビジーステータスの数。

×数メトリッ

ク

rIOsbcread_io_scsi_busy_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された write
コマンドのビジーステータスの数。

×数メトリッ

ク

wIOsbcwrite_io_scsi_busy_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された read
コマンドの予約競合の数。

×数メトリッ

ク

rIOSrecctread_io_scsi_reservation_conflict_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された write
コマンドの予約競合の数。

×数メトリッ

ク

wIOSrecctwrite_io_scsi_reservation_conflict_count

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された read
コマンドキューのフルステータスの数。

×数メトリッ

ク

rIOSQfctread_io_scsi_queue_full_count
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説明ソー

ト

可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

スイッチのポートの背後にあるターゲッ

ト上の LUNとの関連で確認された write
コマンドキューのフルステータスの数。

×数メトリッ

ク

wIOSQfctwrite_io_scsi_queue_full_count

サンプリング時間間隔の開始時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samStmsampling_start_time

サンプリング時間間隔の終了時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samEtmsampling_end_time

イニシエータ ITLフロービューインスタンス

表 11 :イニシエータ ITLフロービューインスタンスのフローメトリック

説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

SANアナリティクス機能が有効になって
いるスイッチのポート。

×テキストキーportport

IOトランザクションが確認されたスイッ
チのポートに設定されている VSAN。

×数キーvsanvsan

スイッチのポートの背後でホストされて

いるアプリケーションのアプリケーショ

ン ID。

×数キーapp_idapp_id

IOトランザクションが確認されたスイッ
チのポートの背後に展開されているイニ

シエータファイバチャネルの ID。

×テキストキーsidinitiator_id

スイッチのポートの背後にあるイニシ

エータによって開始された IOトランザ
クションを実行しているターゲットファ

イバチャネルの ID。

×テキストキーdidtarget_id

IOが実行されるイニシエータと関連付
けられている論理ユニット番号

（LUN）。

×数キーlunlun
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

initiator-ITL-flowレコードと関連付けら
れている未処理の readコマンドカウン
トの数。

○数メタデー

タ

raIOactive_io_read_count

initiator-ITL-flowレコードと関連付けら
れている未処理のwriteコマンドカウン
トの数。

○数メタデー

タ

waIOactive_io_write_count

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された readコマンドデータの合計。

○数メトリッ

ク

rtIOtotal_read_io_count

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認されたwriteコマンドデータの合計。

○数メトリッ

ク

wtIOtotal_write_io_count

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認されたシーケンシャル readコマンド
データの合計。

×数メトリッ

ク

rstIOctotal_seq_read_io_count

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認されたシーケンシャル writeコマンド
データの合計。

×数メトリッ

ク

wrstIOctotal_seq_write_io_count

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された readコマンドの完了時間の累
計。

この情報を使用して、読み取り IOの平
均完了時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOttotal_read_io_time

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された writeコマンドの完了時間の累
計。

この情報を使用して、writeコマンドの
平均完了時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOttotal_write_io_time

付録

57

付録

付録



説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された readコマンドの開始時間の累
計（時間は IOコマンドとストレージか
らの最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READコマンドの最初のデータフ
レーム、またはWRITEコマンドの最初
の txfr_rdyである可能性があります）。
開始時間は、data access latencyとも呼
ばれることもあります。

この情報を使用して、読み取り IOの平
均開始時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOinttotal_read_io_initiation_time

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された writeコマンドの開始時間の累
計（時間は IOコマンドとストレージか
らの最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READの最初のデータフレーム、ま
たはWRITEの txfr_rdyである可能性が
あります）。開始時間は、data access
latencyとも呼ばれることもあります。

この情報を使用して、writeコマンドの
平均開始時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOinttotal_write_io_initiation_time

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された readコマンドデータの合計。

○バイトメトリッ

ク

rtIObtotal_read_io_bytes

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認されたwriteコマンドデータの合計。

○バイトメトリッ

ク

wtIObtotal_write_io_bytes

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認されたreadコマンドのインターギャッ
プ時間の累計。

この情報を使用して、読み取り IOの平
均インターギャップ時間を計算できま

す。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOigttotal_read_io_inter_gap_time
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された writeコマンドのインター
ギャップ時間の累計。

この情報を使用して、writeコマンドの
平均インターギャップ時間を計算できま

す。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOigttotal_write_io_inter_gap_time

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された、完了した readコマンドデー
タの合計。

×数メトリッ

ク

tmrtIOctotal_time_metric_based_read_io_count

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された、完了したwriteコマンドデー
タの合計。

×数メトリッ

ク

tmwtIOctotal_time_metric_based_write_io_count

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された、完了した readコマンドデー
タの合計（バイト単位）。

×数メトリッ

ク

tmrtIObtotal_time_metric_based_read_io_bytes

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された、完了したwriteコマンドデー
タの合計（バイト単位）。

×数メトリッ

ク

tmwtIObtotal_time_metric_based_write_io_bytes

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された readコマンドデータ。

○1秒あた
りの IO数

メトリッ

ク

rIOrread_io_rate

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認されたピーク時の readコマンドデー
タ。

×1秒あた
りの IO数

メトリッ

ク

prIOrpeak_read_io_rate

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された writeコマンドデータ。

○1秒あた
りの IO数

メトリッ

ク

wIOrwrite_io_rate

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認されたピーク時のwriteコマンドデー
タ。

×1秒あた
りの IO数

メトリッ

ク

pwIOrpeak_write_io_rate

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された readコマンドの帯域幅。

○1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

rIObwread_io_bandwidth

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認されたピーク時の readコマンドの帯
域幅。

×1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

prIObwpeak_read_io_bandwidth
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された writeコマンドの帯域幅。

○1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

wIObwwrite_io_bandwidth

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認されたピーク時の writeコマンドの帯
域幅。

×1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

pwIObwpeak_write_io_bandwidth

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された最小の readコマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

rIOsMiread_io_size_min

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された最大の readコマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

rIOsMaread_io_size_max

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された最小のwriteコマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

wIOsMiwrite_io_size_min

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された最大のwriteコマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

wIOsMawrite_io_size_max

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された最小の readコマンドの完了時
間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOctMiread_io_completion_time_min

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された最大の readコマンドの完了時
間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOctMaread_io_completion_time_max

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された最小の writeコマンドの完了時
間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOctMiwrite_io_completion_time_min

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された最大の writeコマンドの完了時
間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOctMawrite_io_completion_time_max

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された最小の readコマンドの開始時
間（時間は IOコマンドとストレージか
らの最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READの最初のデータフレーム、ま
たはWRITEの txfr_rdyである可能性が
あります）。開始時間は、data access
latencyとも呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOitMiread_io_initiation_time_min
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された最大の readコマンドの開始時
間（時間は IOコマンドとストレージか
らの最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READの最初のデータフレーム、ま
たはWRITEの txfr_rdyである可能性が
あります）。開始時間は、data access
latencyとも呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOitMaread_io_initiation_time_max

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された最小の writeコマンドの開始時
間（時間は IOコマンドとストレージか
らの最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READの最初のデータフレーム、ま
たはWRITEの txfr_rdyである可能性が
あります）。開始時間は、data access
latencyとも呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOitMiwrite_io_initiation_time_min

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された最大の writeコマンドの開始時
間（時間は IOコマンドとストレージか
らの最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READの最初のデータフレーム、ま
たはWRITEの txfr_rdyである可能性が
あります）。開始時間は、data access
latencyとも呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOitMawrite_io_initiation_time_max

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された最小のreadコマンドのインター
ギャップ時間。

read_io_inter_gap_time_minは連続した IO
コマンド間の期間で、マイクロ秒の1/256
で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOigtMiread_io_inter_gap_time_min

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された最大のreadコマンドのインター
ギャップ時間。

read_io_inter_gap_time_maxは連続した
IOコマンド間の期間で、マイクロ秒の
1/256で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOigtMaread_io_inter_gap_time_max

付録

61

付録

付録



説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された最小の writeコマンドのイン
ターギャップ時間。

write_io_inter_gap_time_minは連続した
IOコマンド間の期間で、マイクロ秒の
1/256で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOigtMiwrite_io_inter_gap_time_min

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された最大の writeコマンドのイン
ターギャップ時間。

write_io_inter_gap_time_maxは連続した
IOコマンド間の期間で、マイクロ秒の
1/256で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOigtMawrite_io_inter_gap_time_max

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された、中止された readコマンドの
数。

○数メトリッ

ク

rIOaread_io_aborts

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された、中止された writeコマンドの
数。

○数メトリッ

ク

wIOawrite_io_aborts

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された、失敗したreadコマンドの数。

○数メトリッ

ク

rIOfread_io_failures

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された、失敗した writeコマンドの
数。

○数メトリッ

ク

wIOfwrite_io_failures

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された readコマンドのチェック条件
の数。

×数メトリッ

ク

rIOSchcoctread_io_scsi_check_condition_count

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された writeコマンドのチェック条件
の数。

×数メトリッ

ク

wIOSchcoctwrite_io_scsi_check_condition_count

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された readコマンドのビジーステー
タスの数。

×数メトリッ

ク

rIOsbcread_io_scsi_busy_count
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認されたwriteコマンドのビジーステー
タスの数。

×数メトリッ

ク

wIOsbcwrite_io_scsi_busy_count

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認されたreadコマンドの予約競合の数。

×数メトリッ

ク

rIOSrecctread_io_scsi_reservation_conflict_count

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された writeコマンドの予約競合の
数。

×数メトリッ

ク

wIOSrecctwrite_io_scsi_reservation_conflict_count

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認された readコマンドキューのフルス
テータスの数。

×数メトリッ

ク

rIOSQfctread_io_scsi_queue_full_count

initiator-ITL-flowレコードとの関連で確
認されたwriteコマンドキューのフルス
テータスの数。

×数メトリッ

ク

wIOSQfctwrite_io_scsi_queue_full_count

サンプリング時間間隔の開始時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samStmsampling_start_time

サンプリング時間間隔の終了時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samEtmsampling_end_time

ターゲット ITLフロービューインスタンス

表 12 :ターゲット ITLフロービューインスタンスのフローメトリック

説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

SANアナリティクス機能が有効になっ
ているスイッチのポート。

×テキストキーportport

IOトランザクションが確認されたスイッ
チのポートに設定されている VSAN。

×数キーvsanvsan

スイッチのポートの背後でホストされて

いるアプリケーションのアプリケーショ

ン ID。

×数キーapp_idapp_id
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

IOトランザクションが確認されたスイッ
チのポートの背後に展開されているター

ゲットファイバチャネルの ID。

×テキストキーdidtarget_id

スイッチのポートの背後で展開されてい

るターゲットで IOトランザクションが
実行されているイニシエータファイバ

チャネルの ID。

×テキストキーsidinitiator_id

IOが実行されるターゲットと関連付け
られている論理ユニット番号（LUN）。

×単位キーlunlun

target-ITL-flowレコードと関連付けられ
ている未処理の readコマンドカウント
の数。

○数メタデー

タ

raIOactive_io_read_count

target-ITL-flowレコードと関連付けられ
ている未処理のwriteコマンドカウント
の数。

○数メタデー

タ

waIOactive_io_write_count

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された readコマンドデータの合計。

○数メトリッ

ク

rtIOtotal_read_io_count

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された writeコマンドデータの合計。

○数メトリッ

ク

wtIOtotal_write_io_count

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
されたシーケンシャル readコマンド
データの合計。

×数メトリッ

ク

rstIOctotal_seq_read_io_count

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
されたシーケンシャル writeコマンド
データの合計。

×数メトリッ

ク

wrstIOctotal_seq_write_io_count

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
されたreadコマンドの完了時間の累計。

この情報を使用して、読み取り IOの平
均完了時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOttotal_read_io_time
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された writeコマンドの完了時間の累
計。

この情報を使用して、writeコマンドの
平均完了時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOttotal_write_io_time

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された readコマンドの開始時間の累計
（時間は IOコマンドとストレージから
の最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READコマンドの最初のデータフ
レーム、またはWRITEコマンドの最初
の txfr_rdyである可能性があります）。
開始時間は、data access latencyとも呼
ばれることもあります。

この情報を使用して、読み取り IOの平
均開始時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOinttotal_read_io_initiation_time

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された writeコマンドの開始時間の累計
（時間は IOコマンドとストレージから
の最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READの最初のデータフレーム、ま
たはWRITEの txfr_rdyである可能性が
あります）。開始時間は、data access
latencyとも呼ばれることもあります。

この情報を使用して、writeコマンドの
平均開始時間を計算できます。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOinttotal_write_io_initiation_time

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された readコマンドデータの合計。

○バイトメトリッ

ク

rtIObtotal_read_io_bytes

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された writeコマンドデータの合計。

○バイトメトリッ

ク

wtIObtotal_write_io_bytes

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された readコマンドのインターギャッ
プ時間の累計。

この情報を使用して、読み取り IOの平
均インターギャップ時間を計算できま

す。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

rtIOigttotal_read_io_inter_gap_time
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された writeコマンドのインターギャッ
プ時間の累計。

この情報を使用して、writeコマンドの
平均インターギャップ時間を計算できま

す。

×マイクロ

秒

メトリッ

ク

wtIOigttotal_write_io_inter_gap_time

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された、完了した readコマンドデータ
の合計。

×数メトリッ

ク

tmrtIOctotal_time_metric_based_read_io_count

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された、完了したwriteコマンドデータ
の合計。

×数メトリッ

ク

tmwtIOctotal_time_metric_based_write_io_count

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された、完了した readコマンドデータ
の合計（バイト単位）。

×数メトリッ

ク

tmrtIObtotal_time_metric_based_read_io_bytes

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された、完了したwriteコマンドデータ
の合計（バイト単位）。

×数メトリッ

ク

tmwtIObtotal_time_metric_based_write_io_bytes

target-ITL-flowレコードのLUNとの関連
で確認された readコマンドデータ。

○1秒あた
りの IO数

メトリッ

ク

rIOrread_io_rate

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
されたピーク時の readコマンドデー
タ。

×1秒あた
りの IO数

メトリッ

ク

prIOrpeak_read_io_rate

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された writeコマンドデータ。

○1秒あた
りの IO数

メトリッ

ク

wIOrwrite_io_rate

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
されたピーク時の writeコマンドデー
タ。

×1秒あた
りの IO数

メトリッ

ク

pwIOrpeak_write_io_rate

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された readコマンドの帯域幅。

○1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

rIObwread_io_bandwidth

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
されたピーク時の readコマンドの帯域
幅。

×1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

prIObwpeak_read_io_bandwidth
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された writeコマンドの帯域幅。

○1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

wIObwwrite_io_bandwidth

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
されたピーク時の writeコマンドの帯域
幅。

×1秒あた
りのバイ

ト数

メトリッ

ク

pwIObwpeak_write_io_bandwidth

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された最小の readコマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

rIOsMiread_io_size_min

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された最大の readコマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

rIOsMaread_io_size_max

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された最小の writeコマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

wIOsMiwrite_io_size_min

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された最大の writeコマンドサイズ。

○バイトメトリッ

ク

wIOsMawrite_io_size_max

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された最小のreadコマンドの完了時間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOctMiread_io_completion_time_min

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された最大のreadコマンドの完了時間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOctMaread_io_completion_time_max

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された最小の writeコマンドの完了時
間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOctMiwrite_io_completion_time_min

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された最大の writeコマンドの完了時
間。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOctMawrite_io_completion_time_max

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された最小の readコマンドの開始時間
（時間は IOコマンドとストレージから
の最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READの最初のデータフレーム、ま
たはWRITEの txfr_rdyである可能性が
あります）。開始時間は、data access
latencyとも呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOitMiread_io_initiation_time_min
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された最大の readコマンドの開始時間
（時間は IOコマンドとストレージから
の最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READの最初のデータフレーム、ま
たはWRITEの txfr_rdyである可能性が
あります）。開始時間は、data access
latencyとも呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOitMaread_io_initiation_time_max

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された最小の writeコマンドの開始時間
（時間は IOコマンドとストレージから
の最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READの最初のデータフレーム、ま
たはWRITEの txfr_rdyである可能性が
あります）。開始時間は、data access
latencyとも呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOitMiwrite_io_initiation_time_min

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された最大の writeコマンドの開始時間
（時間は IOコマンドとストレージから
の最初の応答までの間隔、最初の応答

は、READの最初のデータフレーム、ま
たはWRITEの txfr_rdyである可能性が
あります）。開始時間は、data access
latencyとも呼ばれることもあります。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOitMawrite_io_initiation_time_max

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された最小の readコマンドのインター
ギャップ時間。

read_io_inter_gap_time_minは連続した IO
コマンド間の期間で、マイクロ秒の1/256
で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOigtMiread_io_inter_gap_time_min

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された最大の readコマンドのインター
ギャップ時間。

read_io_inter_gap_time_maxは連続した
IOコマンド間の期間で、マイクロ秒の
1/256で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

rIOigtMaread_io_inter_gap_time_max
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された最小の writeコマンドのインター
ギャップ時間。

write_io_inter_gap_time_minは連続した
IOコマンド間の期間で、マイクロ秒の
1/256で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOigtMiwrite_io_inter_gap_time_min

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された最大の writeコマンドのインター
ギャップ時間。

write_io_inter_gap_time_maxは連続した
IOコマンド間の期間で、マイクロ秒の
1/256で測定されます。

○マイクロ

秒

メトリッ

ク

wIOigtMawrite_io_inter_gap_time_max

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された、中止されたreadコマンドの数。

○数メトリッ

ク

rIOaread_io_aborts

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された、中止された writeコマンドの
数。

○数メトリッ

ク

wIOawrite_io_aborts

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された、失敗した readコマンドの数。

○数メトリッ

ク

rIOfread_io_failures

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された、失敗した writeコマンドの数。

○数メトリッ

ク

wIOfwrite_io_failures

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された readコマンドのチェック条件の
数。

×数メトリッ

ク

rIOSchcoctread_io_scsi_check_condition_count

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された writeコマンドのチェック条件の
数。

×数メトリッ

ク

wIOSchcoctwrite_io_scsi_check_condition_count

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された readコマンドのビジーステータ
スの数。

×数メトリッ

ク

rIOsbcread_io_scsi_busy_count

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
されたwriteコマンドのビジーステータ
スの数。

×数メトリッ

ク

wIOsbcwrite_io_scsi_busy_count
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説明ソー

ト可

能

単位タイプフローメトリック

短い名前長い名前

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された readコマンドの予約競合の数。

×数メトリッ

ク

rIOSrecctread_io_scsi_reservation_conflict_count

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された writeコマンドの予約競合の数。

×数メトリッ

ク

wIOSrecctwrite_io_scsi_reservation_conflict_count

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された readコマンドキューのフルス
テータスの数。

×数メトリッ

ク

rIOSQfctread_io_scsi_queue_full_count

target-ITL-flowレコードとの関連で確認
された writeコマンドキューのフルス
テータスの数。

×数メトリッ

ク

wIOSQfctwrite_io_scsi_queue_full_count

サンプリング時間間隔の開始時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samStmsampling_start_time

サンプリング時間間隔の終了時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samEtmsampling_end_time

イニシエータ IOフロービューインスタンス

表 13 :イニシエータ IOフロービューインスタンスのフローメトリック

説明ソート可

能

単位タイプフローメトリック

短い名

前

長い名前

SANアナリティクス機能が有効になっているスイッチ
のポート。

×テキストキーportport

IOトランザクションが確認されたスイッチのポートに
設定されている VSAN。

×数キーvsanvsan

スイッチのポートの背後でホストされているアプリケー

ションのアプリケーション ID。
×数キーapp_idapp_id

スイッチのポートの背後で展開されているイニシエー

タで IOトランザクションが実行されているイニシエー
タファイバチャネルの ID。

×テキストキーsidinitiator_id
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説明ソート可

能

単位タイプフローメトリック

短い名

前

長い名前

IOトランザクションが確認されたスイッチのポートの
背後に展開されているイニシエータファイバチャネル

の ID。

×テキストキーdidtarget_id

IOが実行されるイニシエータと関連付けられている論
理ユニット番号（LUN）。

×数キーlunlun

IOトランザクションと関連付けられている、発信者に
よって割り当てられた交換 ID。

×数キーoxidexchange_id

IOトランザクションと関連付けられている、応答者に
よって割り当てられた拡張交換 ID。

×数メタデー

タ

exXIDextended_exchange_id

IOが実行されている論理ブロックアドレス（LBA）。×数メタデー

タ

iolbaio_lba

IOのサイズ。つまり、IO関連のデータのバイトの数。×数メタデー

タ

iosizeio_size

IO開始時のタイムスタンプ。○数メトリッ

ク

iostio_start_time

サンプリング時間間隔の開始時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samStmsampling_start_time

サンプリング時間間隔の終了時間。×UNIX時
間

メトリッ

ク

samEtmsampling_end_time

ターゲット IOフロービューインスタンス

表 14 :ターゲット IOフロービューインスタンスのフローメトリック

説明ソート可

能

単位タイプフローメトリック

短い名

前

長い名前

SANアナリティクス機能が有効になっているスイッチの
ポート。

×テキス

ト

キーportport

IOトランザクションが確認されたスイッチのポートに設
定されている VSAN。

×数キーvsanvsan
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説明ソート可

能

単位タイプフローメトリック

短い名

前

長い名前

スイッチのポートの背後でホストされているアプリケー

ションのアプリケーション ID。
×数キーapp_idapp_id

IOトランザクションが確認されたスイッチのポートの背
後に展開されているターゲットファイバチャネルの ID。

×テキス

ト

キーdidtarget_id

スイッチのポートの背後で展開されているターゲットで

IOトランザクションが実行されているイニシエータファ
イバチャネルの ID。

×テキス

ト

キーsidinitiator_id

IOが実行されるターゲットと関連付けられている論理ユ
ニット番号（LUN）。

×数キーlunlun

IOトランザクションと関連付けられている、発信者に
よって割り当てられた交換 ID。

×数キーoxidexchange_id

IOトランザクションと関連付けられている、応答者に
よって割り当てられた拡張交換 ID。

×数メタデー

タ

exXIDextended_exchange_id

IOが実行されている論理ブロックアドレス（LBA）。×数メタデー

タ

iolbaio_lba

IOのサイズ。つまり、IO関連のデータのバイトの数。×数メタデー

タ

iosizeio_size

IO開始時のタイムスタンプ。○数メトリッ

ク

iostio_start_time

インターフェイスカウンタ
表 15 :インターフェイスカウンタ（72ページ）にサポートされているインターフェイスカ
ウンタに関する情報を示します。

表 15 :インターフェイスカウンタ

説明カウンタ名

受信したクラス 2フレームの総数。FC2 InFrames

送信したクラス 2フレームの総数。FC2 OutFrames

クラス 2入力オクテットの総数。FC2 InOctets
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説明カウンタ名

クラス 2出力オクテットの総数。FC2 OutOctets

タイムアウト、中止、オフラインなどの理由で、出力でドロップ

されたクラス 2フレーム数。
FC2 Discards

受信したクラス 3フレームの総数。FC3 InFrames

送信したクラス 3フレームの総数。FC3 OutFrames

クラス 3入力オクテットの総数。FC3 InOctets

クラス 3出力オクテットの総数。FC3 OutOctets

タイムアウト、中止、オフラインなどの理由で、出力でドロップ

されたクラス 3フレーム数。
FC3 Discards

受信したクラス 1フレームの総数。FC InFrames

送信したクラス 1フレームの総数。FC OutFrames

クラス 1入力オクテットの総数。FC InOctets

クラス 1出力オクテットの総数。FC OutOctets

タイムアウト、中止、オフラインなどの理由で、出力でドロップ

されたクラス 1フレーム数。
FC Discards

Offline Sequence（OLS）エラーまたは Not Operational Sequence
（NOS）エラーを受信したために、ファイバチャネルリンクが
ダウンした回数。

Link Failures

Rxでファイバチャネルポートの同期が失われた回数。Sync Loss

ファイバチャネルポートでレーザー信号が失われた回数。Sig Loss

ポートが受信した無効な Txワードの総数。Invalid Tx Words

ポートが受信した内部 Cyclic Redundancy Check（CRC;巡回冗長
検査）エラーがあるフレームの総数。

Invalid CRCs

デリミタ（フレームの先頭（SoF）またはフレームの最後
（EoF））エラーがあるフレームを受信した回数。

Delimiter Errors

ポートがアクティブなときに、ファイバチャネルポートがリン

クリセット（LR）プリミティブシーケンスを受信した回数。
Link Reset Ins

ポートがアクティブなときに、ファイバチャネルポートがLRプ
リミティブシーケンスを送信した回数。

Link Reset Outs
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説明カウンタ名

ファイバチャネルポートがOLSプリミティブシーケンスを受信
した回数。

OLS Ins

ファイバチャネルポートがOLSプリミティブシーケンスを送信
した回数。

OLS Outs

TxWaitカウンタは、ポートの送信待機時間をカウントする集約時
間カウンタです。送信待機とは、ポートに利用可能な送信クレ

ジットがなく（tx b2b= 0）、フレームが送信を待ちになっている
状態です。カウンタは 2.5マイクロ秒単位で増加します。カウン
ト値を秒単位で計算するには、2.5を掛けて、1,000,000で割りま
す。

TxWait Count

設定されている最大ファイバチャネルフレームサイズより長い

フレームを受信した回数。

Frames Too Long

設定されている最小ファイバチャネルフレームサイズより短い

フレームを受信した回数。

Frames Too Short

ポートで NOSが受信された回数。NOS In

ポートで NOSが送信された回数。NOS Out

無効なフレームの最後（EoF）フレームを受信した回数。EOF Frames

不明なクラスフレームを受信した回数。Unknown Class Frames

廃棄された Extended Link Service（ELS）フレームの数。ELS Frames Discard

受信したフレーミングエラーフレームの総数。Framing Error Frames

受信したマルチキャストフレームの総数。In Multicast Pkts

受信したブロードキャストフレームの総数。In Broadcast Pkts

送信したマルチキャストフレームの総数。Out Multicast Pkts

送信したブロードキャストフレームの総数。Out Broadcast Pkts

大容量入力オクテットの総数。HC InOctets

受信したユニキャストパケットの総数。HC InUcast Pkts

受信したマルチキャストパケットの総数。HC InMulticast Pkts

受信したブロードキャストパケットの総数。HC InBroadcast Pkts

大容量出力オクテットの総数。HC OutOctets

付録

74

付録

付録



説明カウンタ名

送信したユニキャストパケットの総数。HC OutUCast Pkts

送信したマルチキャストパケットの総数。HC OutMulticast Pkts

送信したブロードキャストパケットの総数。HC OutBroadcast Pkts

入力オクテットの総数。InOctets

受信したユニキャストパケットの総数。In UCast Pkts

受信した廃棄の数。In Discards

受信したエラーの数。In Errors

出力オクテットの総数。Out Octets

送信したユニキャストパケットの総数。Out Ucast Pkts

送信した廃棄の数。Out Discards

送信したファイバチャネルエラーの数。FC Out Errors

受信した Loop Initiation Protocol（LIP）F8プリミティブの総数。LIP F8 In

送信した LIP F8プリミティブの総数。LIP F8 Out

受信した非 LIP F8プリミティブの総数。Non Lip F8 In

送信した非 LIP F8プリミティブの総数。Non Lip F8 Out

入力フレームカウントの総数。IfIn Frames

入力フレームの総数（バイト単位）。IfIn Octets

ドロップされた入力フレームカウントの総数。IfIn Discards

出力フレームカウントの総数。IfOut Frames

出力フレームの総数（バイト単位）。IfOut Octets

ドロップされた出力フレームカウントの総数。IfOut Discards

入力エラーカウントの総数。IfIn Errors

出力エラーカウントの総数。IfOut Errors

ポートグループのデバイスに対するゾーン分割が設定されていな

いためにドロップされたフレームの数。

Zone Drops
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説明カウンタ名

ポートグループのフォワーディングルックアップミスが原因で

ドロップされたフレームの数。

FIB Drops

ポートグループのファブリックスイッチング（クロスバー）エ

ラーが原因でドロップされたフレームの数。

Xbar Drops

SANテレメトリストリーミング Protoファイル
このセクションでは、コンパクト GPBで使用される .protoファイルについて説明します。

次に、Cisco telemetry_bis.protoファイルの内容を示します。

/* ----------------------------------------------------------------------------
* telemetry_bis.proto - Telemetry protobuf definitions
*
* August 2016
*
* Copyright (c) 2016 by Cisco Systems, Inc.
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
* ----------------------------------------------------------------------------
*/

syntax = "proto3";

option go_package = "telemetry_bis";

option cc_enable_arenas = true;

/*
* Common message used as a header to both compact and self-describing
* telemetry messages.
*/

message Telemetry {
oneof node_id {
string node_id_str = 1;
// bytes node_id_uuid = 2; // not produced

}
oneof subscription {
string subscription_id_str = 3;
// uint32 subscription_id = 4; // not produced

}
// string sensor_path = 5; // not produced
string encoding_path = 6;
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// string model_version = 7; // not produced
uint64 collection_id = 8;
uint64 collection_start_time = 9;
uint64 msg_timestamp = 10;
repeated TelemetryField data_gpbkv = 11;
TelemetryGPBTable data_gpb = 12;
uint64 collection_end_time = 13;
// uint64 heartbeat_sequence_number = 14; // not produced

}

/*
* Messages used to export content in GPB K/V form.
*
* The set of messages in this .proto are sufficient to decode all
* telemetry messages.
*/

message TelemetryField {
uint64 timestamp = 1;
string name = 2;
oneof value_by_type {
bytes bytes_value = 4;
string string_value = 5;
bool bool_value = 6;
uint32 uint32_value = 7;
uint64 uint64_value = 8;
sint32 sint32_value = 9;
sint64 sint64_value = 10;
double double_value = 11;
float float_value = 12;

}
repeated TelemetryField fields = 15;

}

/*
* Messages used to export content in compact GPB form
*
* Per encoding-path .proto files are required to decode keys/content
* pairs below.
*/

message TelemetryGPBTable {
repeated TelemetryRowGPB row = 1;

}

message TelemetryRowGPB {
uint64 timestamp = 1;
bytes keys = 10;
bytes content = 11;

}

次に、Cisco fabric_telemetry.protoファイルの内容を示します。

/* ----------------------------------------------------------------------------
* fabric_telemetry.proto - Fabric Telemetry protobuf definitions
*
* July 2018
*
* Copyright (c) 2018 by Cisco Systems, Inc.
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
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*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
* ----------------------------------------------------------------------------
*/

syntax = "proto3";

option go_package = "fabric_telemetry";

option cc_enable_arenas = true;

message ControlInformation {
string version = 1;
uint32 chunk_sequence = 2;
uint32 total_chunks_count = 3;

}

message FlowRecordsTable {
ControlInformation control_info = 1;
repeated FlowRecordRow row = 2;

}

message FlowRecordRow {
string port = 1;
uint32 app_id = 2;
uint32 vsan = 3;
string target_id = 4;
string initiator_id = 5;
string lun = 6;
string exchange_id = 7;
uint32 scsi_target_count = 8;
uint32 scsi_initiator_count = 9;
uint32 io_app_count = 10;
uint32 logical_port_count = 11;
uint32 scsi_target_app_count = 12;
uint32 scsi_initiator_app_count = 13;
uint32 active_io_read_count = 14;
uint32 active_io_write_count = 15;
uint32 scsi_target_tl_flow_count = 16;
uint32 scsi_target_it_flow_count = 17;
uint32 scsi_initiator_it_flow_count = 18;
uint32 scsi_target_itl_flow_count = 19;
uint32 scsi_initiator_itl_flow_count = 20;
uint32 scsi_target_lun_count = 21;
uint32 scsi_target_entity_it_flow_count = 22;
uint32 scsi_initiator_entity_it_flow_count = 23;
uint32 scsi_target_entity_itl_flow_count = 24;
uint32 scsi_initiator_entity_itl_flow_count = 25;
uint64 sampling_start_time = 26;
uint64 sampling_end_time = 27;
string extended_exchange_id = 28;
string io_lba = 29;
uint32 io_size = 30;
uint64 total_read_io_count = 31;
uint64 total_write_io_count = 32;
uint64 total_seq_read_io_count = 33;
uint64 total_seq_write_io_count = 34;
uint64 total_read_io_time = 35;
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uint64 total_write_io_time = 36;
uint64 total_read_io_initiation_time = 37;
uint64 total_write_io_initiation_time = 38;
uint64 total_read_io_bytes = 39;
uint64 total_write_io_bytes = 40;
uint64 total_read_io_inter_gap_time = 41;
uint64 total_write_io_inter_gap_time = 42;
uint64 total_time_metric_based_read_io_count = 43;
uint64 total_time_metric_based_write_io_count = 44;
uint64 total_time_metric_based_read_io_bytes = 45;
uint64 total_time_metric_based_write_io_bytes = 46;
uint64 io_start_time = 47;
uint32 read_io_rate = 48;
uint32 peak_read_io_rate = 49;
uint32 write_io_rate = 50;
uint32 peak_write_io_rate = 51;
uint32 read_io_bandwidth = 52;
uint32 peak_read_io_bandwidth = 53;
uint32 write_io_bandwidth = 54;
uint32 peak_write_io_bandwidth = 55;
uint32 read_io_size_min = 56;
uint32 read_io_size_max = 57;
uint32 write_io_size_min = 58;
uint32 write_io_size_max = 59;
uint32 read_io_completion_time_min = 60;
uint32 read_io_completion_time_max = 61;
uint32 write_io_completion_time_min = 62;
uint32 write_io_completion_time_max = 63;
uint32 read_io_initiation_time_min = 64;
uint32 read_io_initiation_time_max = 65;
uint32 write_io_initiation_time_min = 66;
uint32 write_io_initiation_time_max = 67;
uint32 read_io_inter_gap_time_min = 68;
uint32 read_io_inter_gap_time_max = 69;
uint32 write_io_inter_gap_time_min = 70;
uint32 write_io_inter_gap_time_max = 71;
uint32 peak_active_io_read_count = 72;
uint32 peak_active_io_write_count = 73;
uint32 read_io_aborts = 74;
uint32 write_io_aborts = 75;
uint32 read_io_failures = 76;
uint32 write_io_failures = 77;
uint32 read_io_scsi_check_condition_count = 80;
uint32 write_io_scsi_check_condition_count = 81;
uint32 read_io_scsi_busy_count = 82;
uint32 write_io_scsi_busy_count = 83;
uint32 read_io_scsi_reservation_conflict_count = 84;
uint32 write_io_scsi_reservation_conflict_count = 85;
uint32 read_io_scsi_queue_full_count = 86;
uint32 write_io_scsi_queue_full_count = 87;
uint32 read_io_rate_exceed_count = 88;
uint32 write_io_rate_exceed_count = 89;
uint32 read_io_bandwidth_exceed_count = 90;
uint32 write_io_bandwidth_exceed_count = 91;
uint32 read_io_size_min_exceed_count = 92;
uint32 read_io_size_max_exceed_count = 93;
uint32 write_io_size_min_exceed_count = 94;
uint32 write_io_size_max_exceed_count = 95;
uint32 read_io_initiation_time_min_exceed_count = 96;
uint32 read_io_initiation_time_max_exceed_count = 97;
uint32 write_io_initiation_time_min_exceed_count = 98;
uint32 write_io_initiation_time_max_exceed_count = 99;
uint32 read_io_completion_time_min_exceed_count = 100;
uint32 read_io_completion_time_max_exceed_count = 101;
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uint32 write_io_completion_time_min_exceed_count = 102;
uint32 write_io_completion_time_max_exceed_count = 103;
uint32 read_io_inter_gap_time_min_exceed_count = 104;
uint32 read_io_inter_gap_time_max_exceed_count = 105;
uint32 write_io_inter_gap_time_min_exceed_count = 106;
uint32 write_io_inter_gap_time_max_exceed_count = 107;
uint32 read_io_abort_exceed_count = 108;
uint32 write_io_abort_exceed_count = 109;
uint32 read_io_failure_exceed_count = 110;
uint32 write_io_failure_exceed_count = 111;

}
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