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対象読者
このマニュアルは、Cisco UCS Director または を使用し、以下の少なくとも 1 つの分野において
責任と専門知識を持つデータセンター管理者を主に対象としています。
• サーバ管理
• ストレージ管理
• ネットワーク管理
• ネットワーク セキュリティ
• 仮想化および仮想マシン

表記法
テキストのタイプ

用途

GUI 要素

タブの見出し、領域名、フィールドのラベルのような GUI 要素は、[GUI
要素（this font）] のように示しています。
ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルのようなメイ
ン タイトルは、[メイン タイトル（this font）] のように示しています。
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表記法

テキストのタイプ

用途

マニュアルのタイトル マニュアルのタイトルは、イタリック体（italic）で示しています。
TUI 要素

テキストベースのユーザ インターフェイスでは、システムによって表
示されるテキストは、courier フォントで示しています。

システム出力

システムが表示するターミナル セッションおよび情報は、courier
フォントで示しています。

CLI コマンド

CLI コマンドのキーワードは、ボールド体（bold）で示しています。
CLI コマンド内の変数は、イタリック体（italic）で示しています。

（注）

注意

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

どれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲
み、縦棒で区切って示しています。

[x | y | z]

どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

string

引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。
引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま
す。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで
示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて
います。
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関連資料

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、
ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

ワンポイント アドバイス

「時間の節約に役立つ操作」を示します。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短
縮できます。

警告

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
This warning symbol means danger.You are in a situation that could cause bodily injury.Before you work
on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard
practices for preventing accidents.Use the statement number provided at the end of each warning to locate
its translation in the translated safety warnings that accompanied this device.
SAVE THESE INSTRUCTIONS

関連資料
『Cisco UCS Director Documentation Roadmap』
Cisco UCS Director の資料の詳細なリストについては、次の URL にある 『Cisco UCS Director
Documentation Roadmap』 を参照してください。http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/
ucs/ucs-director/doc-roadmap/b_UCSDirectorDocRoadmap.html
『Cisco UCS Documentation Roadmaps』
すべての B シリーズ マニュアルの一覧については、『Cisco UCS B-Series Servers Documentation
Roadmap』（URL：http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc）を参照してください。
すべての C シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-doc で入手できる『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。

（注）

『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』には Cisco UCS Manager および Cisco UCS
Central のドキュメントのリンクが含まれています。『Cisco UCS C-Series Servers Documentation
Roadmap』には Cisco Integrated Management Controller のドキュメントのリンクが含まれていま
す。
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マニュアルに関するフィードバック

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご
ざいましたら、ucs-director-docfeedback@cisco.com よりコメントを送信してください。ご協力をよ
ろしくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集
の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。
新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカル コンテンツをお手元に直接送信するに
は、『What's New in Cisco Product Documentation』RSS フィードをご購読ください。RSS フィード
は無料のサービスです。
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概要
• 概要, 1 ページ
• オーケストレーション, 2 ページ

概要
XtremIO ストレージ アレイはスケールアウト アーキテクチャを基盤としたオールフラッシュ シス
テムです。このシステムでは X-Brick と呼ばれる構成要素が使用されます。複数の X-Brick はまと
めてクラスタ化することができます。システムの動作は、XtremIO Management Server（XMS）
という Linux ベースの専用スタンドアロン サーバによって制御されます。各 XtremIO クラスタに
は XMS ホストが必要です。このホストは物理サーバでも仮想サーバでも構いません。1 つの XMS
ホストは複数のクラスタを管理できるため、1 つのクラスタごとに専用の XMS ホストは必ずしも
必要ありません。アレイは XMS から切断されても動作を続けますが、アレイの設定やモニタはで
きなくなります。
XtremIO アレイのアーキテクチャはフラッシュの最大限のパフォーマンスを実現することを目的
として設計されています。CPU、RAM、SSD、およびホスト ポートなど、すべてのリソースはバ
ランスをとりながら直線的に拡張されます。これにより、必要とされる任意のパフォーマンス レ
ベルをアレイで実現すると同時に、予測されるアプリケーションの動作に不可欠な、一貫性を維
持することができます。XtremIO ストレージ アレイは、時刻、システムの状態、アクセス パター
ンを問わずに一貫した高レベルのパフォーマンスを実現します。このストレージ アレイは、きわ
めて細分性の高い、真にランダムな I/O のために設計されています。
クラスタのパフォーマンス レベルは、キャパシティの使用率レベル、ボリューム数、エージング
の影響を受けません。加えて、パフォーマンスは「共有キャッシュ」アーキテクチャに基づくも
のではないため、データ セットのサイズやデータ アクセス パターンの影響を受けません。コン
テンツ対応のストレージ アーキテクチャにより、XtremIO は以下を実現します。
• データ ブロックの均等な分散により、最小のフラッシュ ウェアで最大のパフォーマンスを
実現
• メタデータの均等な分散
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概要
UCS Director 内の XtremIO コネクタ

• データまたはメタデータのホットスポットの回避
• 設定が簡単で調整不要
• インライン データの重複排除および圧縮、シン プロビジョニング、高度なデータ保護
（XDP）、スナップショットなどの高度なストレージ機能

UCS Director 内の XtremIO コネクタ
XtremIO コネクタを使用することで、XtremIO ボリューム、イニシエータ グループ、LUN マッピ
ング、スナップショット、および基本的なネットワーク設定をモニタして管理することができま
す。このコネクタは、HTTPS プロトコルを使用して接続します。Cisco UCS Director で XtremIO
を管理するために、Cisco UCS Director 内の物理アカウントを追加する際に XMS ホストの IP が使
用されます。

オーケストレーション
タスク ライブラリの表示
タスク ライブラリには、Cisco EMC XtremIO に関連する Cisco UCS Director タスクが含まれます。
次の手順に従って、タスク ライブラリを表示できます。

ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[ポリシー（Policies）] プルダウンで、[オーケストレーション（Orchestration）] を選択します。

ステップ 3

[ワークフロー（Workflows）] タブを選択します。

ステップ 4

[タスク ライブラリ（Task Library）] ボタンをクリックします。

ステップ 5

[タスク ライブラリ（Task Library）] ダイアログ ボックスで、[送信（Submit）] をクリックして、タスク
ライブラリのドキュメンテーションを開きます。

ステップ 6

リストを EMC XtremIO タスクまでスクロール ダウンします。

ステップ 7

タスクを指定するには、リストされたタスクのいずれかをクリックします。
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EMC XtremIO の管理
• XtremIO アカウント, 4 ページ
• XtremIO ボリューム, 6 ページ
• XtremIO のイニシエータ グループ, 7 ページ
• XtremIO イニシエータ, 9 ページ
• LUN マッピング, 11 ページ
• コンシステンシ グループ, 12 ページ
• iSCSI, 15 ページ
• スナップショット, 17 ページ
• システム レポート, 20 ページ
• その他の設定, 21 ページ
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EMC XtremIO の管理
XtremIO アカウント

XtremIO アカウント
XtremIO アカウントの追加
はじめる前に
Cisco UCS Director で XtremIO を管理するために、Cisco UCS Director で物理アカウントを追加す
る際に XMS ホストの IP が使用されます。

ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 4

[物理アカウント（Physical Accounts）] ペインで、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 5

[アカウントの追加（Add Account）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
a) [ポッド（Pod）]：ドロップダウンリストから、アカウントのポッドを選択します。
b) [カテゴリ（Category）]：[ストレージ（Storage）] を選択します。
c) [アカウント タイプ（Account Type）]：ドロップダウンリストから、[EMC XtremIO] を選択します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 7

2 番目の [アカウントの追加（Add Account）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
a) [アカウント名（Account Name）]
b) [説明（Description）]
c) [管理サーバ アドレス（Management Server Address）]
d) [クレデンシャル ポリシーの使用（Use Credential Policy）]
オンにした場合は、[クレデンシャル ポリシー（Credential Policy）] ドロップダウンリストが表示され
ます。
e) [ユーザ名（User Name）]
f) [パスワード（Password）]
g) [プロトコル（Protocol）]
HTTP および HTTPS の両方がサポートされます。
h) [ポート（Port）]
7225 にすることはできません。ポート番号は実装に応じて異なります。
i) [XtremIO クラスタの検出（Discover XtremIO Clusters）] チェックボックス
オンにすると、すべての XMS クラスタのドロップダウンリストが表示されます。管理対象のクラスタ
を選択できます。
j) [クラスタ名（Cluster Name）]
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XtremIO アカウントの編集

[XtremIO クラスタの検出（Discover XtremIO Clusters）] チェックボックスがオンになっていない場合
は、XMS ホストによって管理されるクラスタの有効な名前を入力します。
k) [連絡先（Contact）]
l) [ロケーション（Location）]
ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 9

[物理アカウント（Physical Accounts）] ペインで、アカウントを選択します。

ステップ 10 [テスト接続（Test Connection）] をクリックします。

XtremIO アカウントの編集
ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 4

編集する XtremIO アカウントをクリックします。

ステップ 5

[物理アカウント（Physical Accounts）] ペインで、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 6

[アカウントの編集（Edit Account）] ダイアログボックスで、次のフィールドを変更できます。
a) [説明（Description）]
b) [管理サーバ アドレス（Management Server Address）]
c) [クレデンシャル ポリシーの使用（Use Credential Policy）]
オンにした場合は、[クレデンシャル ポリシー（Credential Policy）] ドロップダウンリストが表示され
ます。
d) [ユーザ名（User Name）]
e) [パスワード（Password）]
f) [プロトコル（Protocol）]
HTTP および HTTPS の両方がサポートされます。
g) [ポート（Port）]
7225 にすることはできません。ポート番号は実装に応じて異なります。
h) [XtremIO クラスタの検出（Discover XtremIO Clusters）] チェックボックス
オンにすると、すべての XMS クラスタのドロップダウンリストが表示されます。管理対象のクラスタ
を選択できます。
i) [クラスタ名（Cluster Name）]
[XtremIO クラスタの検出（Discover XtremIO Clusters）] チェックボックスがオンになっていない場合
は、XMS ホストによって管理されるクラスタの有効な名前を入力します。
j) [連絡先（Contact）]
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XtremIO ボリューム

k) [ロケーション（Location）]
ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 8

[物理アカウント（Physical Accounts）] ペインで、アカウントを選択します。

ステップ 9

[テスト接続（Test Connection）] をクリックします。

XtremIO ボリューム
ボリュームとはブロックのセットで、ディスクのようなストレージと I/O セマンティクスを使用
する、連続した一連の論理ブロックとしてオペレーティング環境で使用されます。アクティブ ク
ラスタ内のボリュームとして定義するディスク スペースのパーセンテージは必要に応じて変更で
きます。

XtremIO ボリュームの作成
ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 3

新しいボリュームを作成する XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 4

[ボリューム（Volumes）] タブをクリックします。

ステップ 5

[作成（Create）] ボタンをクリックします。

ステップ 6

[EMC XtremIO ボリュームの作成（Create EMC XtremIO Volume）] ダイアログボックスで、以下を入力し
ます。
a) [ボリューム名（Volume Name）]
b) [ボリューム サイズ（Volume Size）]
c) [論理ブロック サイズ（Logical Block Size）]
d) [容量タイプ（Capacity Type）]
e) [小規模な入力/出力アラートを有効または無効にする（Enable or Disable Small Input/Output Alerts）]
f) [不整合入力/出力アラートを有効または無効にする（Enable or Disable Unaligned Input/Output Alerts）]
g) [VAAI TP の入力/出力アラートを有効または無効にする（Enable or Disable VAAI TP Input/Output Alerts）]

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。
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XtremIO ボリュームの変更
ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 3

変更するボリュームが含まれた XtremIO アカウントをクリックします。

ステップ 4

[ボリューム（Volumes）] タブをクリックします。

ステップ 5

[ボリューム（Volumes）] ペインで、変更するボリュームをクリックします。

ステップ 6

[変更（Modify）] ボタンをクリックします。

ステップ 7

[EMC XtremIO ボリュームの変更（Modify EMC XtremIO Volume）] ダイアログボックスで、以下を入力し
ます。
a) [ボリューム名（Volume Name）]
b) [ボリューム サイズ（Volume Size）]
c) [論理ブロック サイズ（Logical Block Size）]
d) [容量タイプ（Capacity Type）]
e) [小規模な入力/出力アラートを有効または無効にする（Enable or Disable Small Input/Output Alerts）]
f) [不整合入力/出力アラートを有効または無効にする（Enable or Disable Unaligned Input/Output Alerts）]
g) [VAAI TP の入力/出力アラートを有効または無効にする（Enable or Disable VAAI TP Input/Output Alerts）]

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

XtremIO のイニシエータ グループ
XtremIO のストレージ アレイでは、ボリュームにアクセスできるポートを示すのに「イニシエー
タ」という用語が使用されます。XtremIO のストレージ アレイでは、イニシエータをイニシエー
タグループに割り当てることによって管理します。イニシエータグループ内のイニシエータは、
1 つまたは複数のクラスタのボリュームへのアクセス権を共有します。
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イニシエータ グループの作成

ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[統合（Converged）] ビューで、XtremIO アプライアンスが含まれているポッドをクリックします。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ドロップダウンリストから、[ストレージ（Storage）] を選択しま
す。

ステップ 4

[ストレージ（Storage）] ペインで、XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 5

[イニシエータグループ（Initiator Groups）] タブをクリックします。
イニシエータ グループのリストが表示されます。

ステップ 6

[イニシエータ グループ（Initiators Groups）] ペインで、[作成（Create）] をクリックします。
[EMC XtremIO イニシエータ グループの作成（Create EMC XtremIO Initiator Groups）] ダイアログボックス
が表示されます。

ステップ 7

[EMC XtremIO イニシエータ グループの作成（Create EMC XtremIO Initiator Groups）] ダイアログボックス
で、以下を入力します。
a) [イニシエータグループ名（Initiator Group Name）]
b) [イニシエータ名（Initiator Name）]
c) [ポート アドレス（Port Address）]

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

イニシエータ グループの名前変更

ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[統合（Converged）] ビューで、XtremIO アプライアンスが含まれているポッドをクリックします。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] プルダウンから、[ストレージ（Storage）] を選択します。

ステップ 4

[ストレージ（Storage）] ペインで、XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 5

[イニシエータグループ（Initiators Groups）] タブをクリックします。
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イニシエータ グループのリストが表示されます。
ステップ 6

[イニシエータ グループ（Initiator Groups）] ペインで、名前を変更するイニシエータ グループをクリック
します。

ステップ 7

[名前の変更（Rename）] をクリックします。

ステップ 8

[EMC XtremIO イニシエータの名前変更（Rename EMC XtremIO Initiators Group）] ダイアログで、イニシ
エータの新しい名前を入力します。

ステップ 9

[Submit（送信）] をクリックします。

XtremIO イニシエータ
イニシエータをクラスタに追加するには、追加するイニシエータをイニシエータ グループに定義
します。イニシエータは、グループを追加するときに定義することも、後から [イニシエータ グ
ループの編集（Edit Initiator Group）] オプションを使用して定義することもできます。イニシエー
タを削除するには、グループを編集して、削除対象のイニシエータのプロパティを削除します。

イニシエータの作成

ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[統合（Converged）] ビューで、XtremIO アプライアンスが含まれているポッドをクリックします。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ドロップダウンリストから、[ストレージ（Storage）] を選択しま
す。

ステップ 4

[ストレージ（Storage）] ペインで、XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 5

[イニシエータ（Initiators）] タブをクリックします。
イニシエータのリストが表示されます。

ステップ 6

[イニシエータ（Initiators）] ペインで、[作成（Create）] をクリックします。
[EMC XtremIO イニシエータの作成（Create EMC XtremIO Initiator）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 7

[EMC XtremIO イニシエータの作成（Create EMC XtremIO Initiator）] ダイアログボックスで、以下を入力
します。
a) [イニシエータ名（Initiator Name）]
b) [イニシエータ グループ（Initiator Group）]
これは、イニシエータ グループを選択できるポップアップ リストです。
c) [ポート アドレス（Port Address）]
d) [OS] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
• [その他（Other）]
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• [Windows]
• [Linux]
• [ESX]
• [Solaris]
• [AIX]
• [HP-UX]
ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

イニシエータの変更

ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[統合（Converged）] ビューで、XtremIO アプライアンスが含まれているポッドをクリックします。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ドロップダウンリストから、[ストレージ（Storage）] を選択しま
す。

ステップ 4

[ストレージ（Storage）] ペインで、XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 5

[イニシエータ（Initiators）] タブをクリックします。
イニシエータのリストが表示されます。

ステップ 6

[イニシエータ（Initiators）] ペインで、変更するイニシエータをクリックします。

ステップ 7

[イニシエータ（Initiators）] ペインで、[変更（Modify）] をクリックします。
[EMC XtremIO イニシエータの変更（Modify EMC XtremIO Initiator）] ダイアログボックスが表示されま
す。

ステップ 8

[EMC XtremIO イニシエータの変更（Modify EMC XtremIO Initiator）] ダイアログボックスで、以下を入力
します。
a) [イニシエータ名（Initiator Name）]
b) [ポート アドレス（Port Address）]
c) [OS] ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択します。
• [その他（Other）]
• [Windows]
• [Linux]
• [ESX]
• [Solaris]
• [AIX]
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• [HP-UX]
ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。

LUN マッピング
ボリュームをイニシエータ グループにマッピングすると、論理ユニット番号（LUN）が自動的に
割り当てられます。
1 つのイニシエータ グループに複数のボリュームをマッピングすることができます。イニシエー
タ グループの最初のマッピングには LUN 1 が付与されます。追加のマッピングには、LUN が順
番に割り当てられます。これらの番号は後から変更できないため、変更する場合は LUN の作成時
に行う必要があります。

LUN のマッピング
ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[統合（Converged）] ビューで、XtremIO アプライアンスが含まれているポッドをクリックします。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ドロップダウンリストから、[ストレージ（Storage）] を選択しま
す。

ステップ 4

[ストレージ（Storage）] ペインで、XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 5

[LUN マッピング（LUN Mapping）] タブをクリックします。
マッピングされた LUN のリストが表示されます。

ステップ 6

[LUN マッピング（LUN Mapping）] ペインで [LUN のマッピング（Map LUN）] をクリックします。
[EMC XtremIO LUN のマッピング（Map EMC XtremIO LUN）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 7

[EMC XtremIO LUN のマッピング（Map EMC XtremIO LUN）] ダイアログボックスで、以下の操作を行い
ます。
a) [ボリューム（Volume）]：[選択（Select）] をクリックして、マッピングするボリュームをリストから
選択します。
b) [イニシエータ グループ（Initiator Group）]：[選択（Select）] をクリックして、イニシエータ グループ
をリストから選択します。
c) [LUN ID]：LUN の一意の ID を入力します。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。
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LUN のマッピング解除
ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[統合（Converged）] ビューで、XtremIO アプライアンスが含まれているポッドをクリックします。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ドロップダウンリストから、[ストレージ（Storage）] を選択しま
す。

ステップ 4

[ストレージ（Storage）] ペインで、XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 5

[LUN マッピング（LUN Mapping）] タブをクリックします。
マッピングされた LUN のリストが表示されます。

ステップ 6

[LUN マッピング（LUN Mapping）] ペインで [LUN のマッピング解除（UnMap LUN）] をクリックしま
す。
[EMC XtremIO LUN のマッピング解除（UnMap EMC XtremIO LUN）] ダイアログボックスが表示されま
す。

ステップ 7

[EMC XtremIO LUN のマッピング解除（UnMap EMC XtremIO LUN）] ダイアログボックスで、以下の操作
を行います。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。
LUN のマッピングが解除されます。

コンシステンシ グループ
コンシステンシ グループ（CG）は、一連のボリュームの一貫性のあるイメージを作成するために
使用され、通常はデータベースなどの 1 つのアプリケーションによって使用されます。XtremIO
CG を利用すれば、1 つのコマンドを使用するだけで、グループ内にあるすべてのボリュームのス
ナップショットを作成することができます。これにより、すべてのボリュームを一度で確実に作
成することができます。1 つのボリュームに適用される操作の多くが、CG に対しても適用可能で
す。
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コンシステンシ グループの追加

ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[統合（Converged）] ビューで、XtremIO アプライアンスが含まれているポッドをクリックします。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ドロップダウンリストから、[ストレージ（Storage）] を選択しま
す。

ステップ 4

[ストレージ（Storage）] ペインで、XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 5

[コンシステンシ グループ（Consistency Groups）] タブをクリックします。
コンシステンシ グループのリストが表示されます。

ステップ 6

[作成（Create）] ボタンをクリックします。

ステップ 7

[EMC XtremIO コンシステンシ グループの作成（Create EMC XtremIO Consistency）] ダイアログボックス
で、次の手順を実行します。
a) [コンシステンシ グループ名（Consistency Group Name）]
b) [ボリューム（Volume）]
[選択（Select）] ボタンをクリックし、ポップアップ ウィンドウからコンシステンシ グループ用のボ
リュームを選択します。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

コンシステンシ グループの名前変更

ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[統合（Converged）] ビューで、XtremIO アプライアンスが含まれているポッドをクリックします。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ドロップダウンリストから、[ストレージ（Storage）] を選択しま
す。

ステップ 4

[ストレージ（Storage）] ペインで、XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 5

[コンシステンシ グループ（Consistency Groups）] タブをクリックします。
コンシステンシ グループのリストが表示されます。

ステップ 6

[名前の変更（Rename）] ボタンをクリックします。

ステップ 7

[EMC XtremIO コンシステンシ グループの名前変更（Rename EMC XtremIO Consistency Group）] ダイアロ
グボックスで、次を入力します。
a) [コンシステンシ グループ名（Consistency Group Name）]

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。
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コンシステンシ グループ レポートの表示

ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[統合（Converged）] ビューで、XtremIO アプライアンスが含まれているポッドをクリックします。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ドロップダウンリストから、[ストレージ（Storage）] を選択しま
す。

ステップ 4

[ストレージ（Storage）] ペインで、XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 5

[コンシステンシ グループ（Consistency Groups）] タブをクリックします。
コンシステンシ グループのリストが表示されます。

コンシステンシ グループへのボリュームの追加

ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[統合（Converged）] ビューで、XtremIO アプライアンスが含まれているポッドをクリックします。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ドロップダウンリストから、[ストレージ（Storage）] を選択しま
す。

ステップ 4

[ストレージ（Storage）] ペインで、XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 5

[コンシステンシ グループ（Consistency Group）] タブをクリックします。
コンシステンシ グループのリストが表示されます。

ステップ 6

ボリュームを追加するコンシステンシ グループをクリックします。

ステップ 7

[コンシステンシ グループ（Consistency Group）] ペインで、[ボリュームの追加（Add Volume）] をクリッ
クします。
[コンシステンシ グループにボリュームを追加（Add Volume to Consistency Group）] ダイアログボックス
が表示されます。

ステップ 8

[選択（Select）] ボタンをクリックして、ポップアップ リストからボリュームを選択します。

ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。
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コンシステンシ グループからのボリュームの削除

ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[統合（Converged）] ビューで、XtremIO アプライアンスが含まれているポッドをクリックします。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ドロップダウンリストから、[ストレージ（Storage）] を選択しま
す。

ステップ 4

[ストレージ（Storage）] ペインで、XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 5

[コンシステンシ グループ（Consistency Group）] タブをクリックします。
コンシステンシ グループのリストが表示されます。

ステップ 6

[コンシステンシ グループ（Consistency Group）] ペインで、[ボリュームの削除（Remove Volume）] をク
リックします。
[コンシステンシ グループから EMC XtremIO ボリュームを削除（Remove EMC XtremIO Volume from
Consistency Group）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 7

[コンシステンシ グループから EMC XtremIO ボリュームを削除（Remove EMC XtremIO Volume from
Consistency Group）] ダイアログボックスで、以下のように操作します。
a) [ボリューム（Volume）]：[選択（Select）] ボタンをクリックして、リストからボリュームを選択しま
す。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

iSCSI
データを転送するために iSCSI 接続を確立するには、まず iSCSI ポータルを定義します。iSCSI
ポータルは、ターゲット ポートに関連付けられた IPv4 アドレスおよびポートです。各 iSCSI ター
ゲットは、複数のポータルに関連付けることができます。IP 接続でリモート ネットワークへの
ルーティングが必要な場合は、iSCSI ターゲット ポータルにのみ適用するルーティング ルールを
定義できます。
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iSCSI ポータルの作成
ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[統合（Converged）] ビューで、XtremIO アプライアンスが含まれているポッドをクリックします。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ドロップダウンリストから、[ストレージ（Storage）] を選択しま
す。

ステップ 4

[ストレージ（Storage）] ペインで、XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 5

[iSCSI ポータル（iSCSI Portals）] タブをクリックします。
iSCSI ポータルのリストが表示されます。

ステップ 6

[iSCSI ポータル（iSCSI Portals）] ペインで、[作成（Create）] をクリックします。
[EMC XtremIO による iSCSI ポータルの作成（EMC XtremIO Create iSCSI Portal）] ダイアログボックスが表
示されます。

ステップ 7

[EMC XtremIO による iSCSI ポータルの作成（EMC XtremIO Create iSCSI Portal）] ダイアログボックスで、
以下を入力します。
a) [IP アドレス（IP Address）]（X.X.X.X/X の CIDR 形式）
b) [VLAN]
c) [iSCSI ターゲット（iSCSI Target）]
[iSCSI ターゲットの選択（Select）] ボタンをクリックすると、ターゲットのポップアップ リストが表
示されます。ターゲットを選択し、[選択（Select）] をクリックします。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

iSCSI ルートの作成
ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[統合（Converged）] ビューで、XtremIO アプライアンスが含まれているポッドをクリックします。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ドロップダウンリストから、[ストレージ（Storage）] を選択しま
す。

ステップ 4

[ストレージ（Storage）] ペインで、XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 5

[iSCSI ルート（iSCSI Routes）] タブをクリックします。
iSCSI ルートの一覧が表示されます。

ステップ 6

[iSCSI ルート（iSCSI Routes）] ペインで、[作成（Create）] をクリックします。
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[EMC XtremIO による iSCSI ルートの作成（EMC XtremIO Create iSCSI Routes）] ダイアログが表示されま
す。
ステップ 7

[EMC XtremIO による iSCSI ルートの作成（EMC XtremIO Create iSCSI Routes）] ダイアログボックスで、
以下を入力します。
a) [名前（Name）]
b) [宛先ネットワーク マスク（Destination Network Mask）]
c) [ゲートウェイ アドレス（Gateway Address）]

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

スナップショット
スナップショットは、ボリュームデータのある時点でのコピーイメージです。キャプチャされた
データの状態は、スナップショットが作成された特定の時点とまったく同じです。これにより、
ボリュームデータの状態を保存し、ソースボリュームが変更された後など、必要なときにいつで
も特定のボリューム データにアクセスすることができます。
スナップショットはソース ボリュームから直接取得することも、ソース ボリューム グループ（ボ
リュームスナップショットグループ）内の他のスナップショットから取得することもできます。
XtremIO スナップショットはデフォルトでは読み取りおよび書き込み可能ですが、不変性を維持
するために読み取り専用にすることもできます。
ソース データは中断なしに引き続き使用可能であり、スナップショットはデータに関する他の機
能を実行するために使用できます。スナップショットのソースに対して行われた変更は、スナッ
プショットには影響しません。
XtremIO のスナップショットは、使用されるメタデータおよび物理的なキャパシティの両方の点
においてスペースの効率を高めます。スナップショットは、書き込みリダイレクト方式を使用し
て実装されます。ソース ボリューム（またはスナップショット）に対する新しい書き込みは新し
い場所にリダイレクトされ、メタデータのみが新しいデータの場所を示すようにアップデートさ
れます。この方式により、スナップショットの作成中にパフォーマンスが低下しないことが保証
されます。
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スナップショット スケジューラの作成

ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[統合（Converged）] ビューで、XtremIO アプライアンスが含まれているポッドをクリックします。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ドロップダウンリストから、[ストレージ（Storage）] を選択しま
す。

ステップ 4

[ストレージ（Storage）] ペインで、XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 5

[スケジュール（Schedule）] タブをクリックします。
スケジューラのリストが表示されます。

ステップ 6

[スケジューラ（Schedulers）] ペインで、[作成（Create）] をクリックします。
[スナップショット スケジューラの作成（Create Snapshot Scheduler）] ダイアログボックスが表示されま
す。

ステップ 7

[スナップショット スケジューラの作成（Create Snapshot Scheduler）] ダイアログボックスで、以下のよう
に操作します。
a) [作成対象のスケジューラ（Scheduler to be created on）] ドロップダウンリストで、オプションを選択し
ます。
b) [ボリュームの選択（Volume Select）] ボタンをクリックします。 [選択（Select）] ウィンドウでボリュー
ムを選択し、[選択（Select）] をクリックします。
c) [スケジュール（Schedule）] ドロップダウンリストで、[固定間隔（Fixed Interval）] または [時刻を指定
（Explicit Time）] を選択します。
d) [時刻を指定（Explicit Time）] を選択した場合は、[スナップショットの固定スケジュール（Snapshot
Fixed Schedule）] フィールドに hh:mm:ss の形式で希望の時刻を入力します。
e) [保持するスナップショット数（Number of Snapshots to Keep）] フィールドに、数字を入力します。
f) サフィックスが必要な場合は、[サフィックス（Suffix）] フィールドに入力します。
g) [スナップショットのタイプ（Snapshot Type）] ドロップダウンで、[読み取り/書き込み（Read/Write）]
または [読み取り専用（Read Only）] を選択します。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。
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スナップショット セットの作成
（注）

[スナップショット セットの作成（Create Snapshot Set）] 機能は、[スナップショット
（Snapshots）] タブでも利用できます。スナップ ショット セットの作成手順は同じです。

ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[統合（Converged）] ビューで、XtremIO アプライアンスが含まれているポッドをクリックします。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ドロップダウンリストから、[ストレージ（Storage）] を選択しま
す。

ステップ 4

[ストレージ（Storage）] ペインで、XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 5

[スナップショット セット（Snapshot Sets）] タブをクリックします。
スナップショット セットのリストが表示されます。

ステップ 6

[スナップショット セット（Snapshot Sets）] ペインで、[作成（Create）] をクリックします。
[スナップショット セットの作成（Create Snapshot Set）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 7

[スナップショット セットの作成（Create Snapshot Set）] ダイアログボックスで、以下のように操作しま
す。
a) [スナップショット セット名（Snapshot Set Name）] フィールドに名前を入力します。
b) [スナップショットのサフィックス（Snapshot Suffix）] フィールドに、サフィックスを入力します。（オ
プション）
c) [タイプ（Type）] ドロップダウンで、[読み取り/書き込み（Read/Write）] または [読み取り専用（Read
Only）] を選択します。
d) [スナップショットの作成元タイプ（Snapshot Origin Type）] ドロップダウンで、[ボリューム
（Volumes）]、[コンシステンシ グループ（Consistency Group）]、または [スナップショット セット
（Snapshot Set）] を選択します。
e) [ソース ボリューム（Source Volume）] 選択リストで、ソース ボリュームを選択します。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。
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スナップショット セットの表示

ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[統合（Converged）] ビューで、XtremIO アプライアンスが含まれているポッドをクリックします。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ドロップダウンリストから、[ストレージ（Storage）] を選択しま
す。

ステップ 4

[ストレージ（Storage）] ペインで、XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 5

[スナップショット セット（Snapshot Sets）] タブをクリックします。
スナップショット セットのリストが表示されます。[スナップショット（Snapshots）] タブをクリックし
て、当該のスナップショット セットに関する詳細を確認することもできます。

システム レポート
Cisco UCS Director XtremIO は、以下のシステム レポートを提供します。
• クラスタ レポート（Clusters Report）
以下のレポートは、[クラスタ レポート（Clusters Report）] の下に子レポートとして表示されま
す。
• ブリック レポート（Bricks Report）
• ストレージ コントローラ レポート（Storage Controllers Report）
• SSD レポート（SSDs Report）
• データ保護レポート（Data Protection Report）
• X 環境レポート（X-Env Report）
• ターゲット レポート（Targets Report）
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システム レポートの表示
システム レポートを表示するには、以下の手順に従います。

ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[統合（Converged）] ビューで、XtremIO アプライアンスが含まれているポッドをクリックします。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ドロップダウンリストから、[ストレージ（Storage）] を選択しま
す。

ステップ 4

[ストレージ（Storage）] ペインで、XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 5

[クラスタ（Clusters）] タブをクリックします。
[クラスタ（Clusters）] ペインに XtremIO クラスタが表示されます。

ステップ 6

リストからクラスタを選択します。

ステップ 7

[詳細の表示（View Details）] をクリックします。
子レポートは別のタブで使用できます。希望のタブをクリックすると、レポートの詳細情報が表示されま
す。

その他の設定
電子メール通知の表示

ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[統合（Converged）] ビューで、XtremIO アプライアンスが含まれているポッドをクリックします。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ドロップダウンリストから、[ストレージ（Storage）] を選択しま
す。

ステップ 4

[ストレージ（Storage）] ペインで、XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 5

[クラスタ（Clusters）] タブをクリックします。

ステップ 6

リストからクラスタを選択します。

ステップ 7

[詳細を表示（View Details）] ボタンをクリックします。

ステップ 8

[電子メール通知（Email Notifier）] ボタンをクリックします。
電子メール通知の詳細が表示されます。

Cisco UCS Director EMC XtremIO 管理ガイド 、リリース 5.5
21

EMC XtremIO の管理
SNMP 通知の表示

SNMP 通知の表示
ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[統合（Converged）] ビューで、XtremIO アプライアンスが含まれているポッドをクリックします。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ドロップダウンリストから、[ストレージ（Storage）] を選択しま
す。

ステップ 4

[ストレージ（Storage）] ペインで、XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 5

[クラスタ（Clusters）] タブをクリックします。

ステップ 6

リストからクラスタを選択します。

ステップ 7

[詳細を表示（View Details）] ボタンをクリックします。

ステップ 8

[SMTP 通知（SMTP Notifier）] ボタンをクリックします。
SMTP 通知の詳細が表示されます。

Syslog 通知の表示
ステップ 1

Cisco UCS Director にログインします。

ステップ 2

[統合（Converged）] ビューで、XtremIO アプライアンスが含まれているポッドをクリックします。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ドロップダウンリストから、[ストレージ（Storage）] を選択しま
す。

ステップ 4

[ストレージ（Storage）] ペインで、XtremIO アカウントを選択します。

ステップ 5

[クラスタ（Clusters）] タブをクリックします。

ステップ 6

リストからクラスタを選択します。

ステップ 7

[詳細を表示（View Details）] ボタンをクリックします。

ステップ 8

[Syslog 通知（Syslog Notifier）] ボタンをクリックします。
Syslog 通知の詳細が表示されます。
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