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輸出する際の注意事項 

本製品（ソフトウェアを含む）は、外国為替及び外国貿易法で

規定される規制貨物（または役務）に該当することがありま

す。 

その場合、日本国外へ輸出する場合には日本国政府の輸出許可

が必要です。 

なお、輸出許可申請手続にあたり資料等が必要な場合には、お

買い上げの販売店またはお近くの当社営業拠点にご相談くださ

い。 

 



はしがき 

本書は、WebSAM iStorageManager（以降、iSM とします）のクライアント部から GUI（Graphical User 

Interface）を使用して、iStorage のディスクアレイ装置（以降、ディスクアレイ装置とします）の構成設定お

よび構成情報の参照を行う方法について記述しています。 

 

また、CLI（Command Line Interface）を使用して、ディスクアレイ装置の構成設定および構成情報の参

照操作を行うこともできます。CLI での操作については、「iStorageManager コマンドリファレンス」(IS052)

を参照してください。 

 

本書の読者としてはディスクアレイ装置に関する専門的知識を有する方を対象としております。ディスクア

レイ装置の機能については、ディスクアレイ装置の説明書を参照してください。 

なお、iStorage の概要および関連説明書については、「iStorageManager マニュアルガイド」(IS901)を参

照してください。 

 
 
 
 
 

備考 

1. 本書では、以下のプログラムプロダクトによって実現される機能について説明してい

ます。 

 WebSAM iStorageManager Suite 

 iStorage 基本制御 

 iStorage AccessControl 

 iStorage DynamicDataReplication 

 iStorage RemoteDataReplication 

 iStorage VolumeProtect 

 iStorage StoragePowerConserver 

2. 本書は以下のプログラムプロダクト・バージョンに対応しています。 

 WebSAM iStorageManager Suite Ver12.2 以降 

 iStorage 基本制御 Ver12.1 以降 

3. 本文中の以下の記述は、特に明示しない限り、対応する製品名を意味します。 

本文中の記述 対応する製品名 

AccessControl iStorage AccessControl 

ControlCommand iStorage ControlCommand (*1) 

DataMigration iStorage DataMigration 

DynamicDataReplication iStorage DynamicDataReplication (*2) 

PerforCache  iStorage PerforCache 

PerforOptimizer iStorage PerforOptimizer 



本文中の記述 対応する製品名 

RemoteDataReplication iStorage RemoteDataReplication 

ThinProvisioning iStorage ThinProvisioning 

VirtualCachePartitioning iStorage VirtualCachePartitioning 

iStorageManager WebSAM iStorageManager 

(*1) iStorage ControlCommand は、次の 5 機能を統合した製品です。 

 ReplicationControl 

 SnapControl 

 ReplicationControl/DisasterRecovery 

 ProtectControl 

 PowerControl 

(*2) iStorage DynamicDataReplication には、次の機能も同梱されています。 

 DynamicSnapVolume 

4. 商標および登録商標 

 HP-UX は、米国における米国 Hewlett-Packard 社の登録商標です。 

 UNIX は、The Open Group の米国ならびにその他の国における登録商標です。 

 Microsoft、Windows、および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation

の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

 Oracle、Solaris は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およ

びその他の国における登録商標です。 

 Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における商標または登録商

標です。 

その他、記載されている製品名、会社名等は各社の商標または登録商標です。 

5. 本製品は以下の OSS を含んでいます。ライセンスの詳細については本書の付録を参照

ください。 

 Apache log4j (https://logging.apache.org/) 

 flex (https://github.com/westes/flex、https://github.com/westes/flex/releases) 

 OpenSSL (https://www.openssl.org/) 

 Cyrus SASL (https://www.cyrusimap.org/sasl/) 

 PuTTY (https://www.putty.org/) 

6. 本書では、特に指定のない限り、容量を 1024（例：1KB=1024 バイト）で換算してい

ます。 

7. 本書では、特に指定のない限り、「システムボリューム」は「ストレージシステムボリ

ューム」を指します。 

8. 各画面での入力値やフォルダ名、ファイル名については、JIS90 の文字セットの範囲

で指定してください。 

9. 本書では、特にご注意いただく内容を以下で示しております。内容については必ずお

守りください。 



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、設定済みの構成に影響がある場合があ

ります。 

表示の種類 

種 類 内  容 

 

 操作において特に注意が必要な内容を説明しています。 

 

 操作における制限事項等の情報を説明しています。 

10. 「iSM クライアント（Web GUI）」とは、「WebSAM iStorageManager」および

「iStorageManager Express」を利用するために、クライアント PC にインストール

する Java アプリケーションです。利用者に GUI による監視と操作の手段を提供しま

す。 

２０１１年  ６月 初  版 

２０２０年  ７月 第２５版 
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第1章 ディスクアレイ構成設定の概要 

第 1 章では、ディスクアレイ構成設定の概要について説明します。 

ディスクアレイ構成設定は、ディスクアレイの初期導入時および物理ディスクの増設時に構成を設定する機

能です。その操作は、iSM クライアントから GUI を使用して行うことができます。 

 

 

図 1-1 構成設定概要図 
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1.1 プール 

ディスクアレイでは複数の物理ディスクを束ねて RAID を構成する仮想媒体を構成し、仮想媒体

の領域を分割して論理ディスクを構築します。この仮想媒体をプールと呼びます。iStorage シリー

ズのプールにはダイナミックプールとベーシックプールの 2 種類のプールがあります。iStorage M

シリーズのディスクアレイではダイナミックプールを構築可能です。 

 

ダイナミックプールはプール上の領域を仮想的な記憶空間で管理する仮想媒体です。 

ダイナミックプールでは、ファイルシステムにおけるブロック管理と同様に、使用領域と空き領

域を管理します。論理ディスクを構築する際は、必要とする容量に応じて、プールの空き領域から

領域を切り出し、論理ディスクの領域に対応する物理ディスクの領域を割り当てます。論理ディス

クのデータは対応付けられた物理ディスク領域に格納されます。プール内の論理ディスクの領域の

配置はディスクアレイによって隠蔽されており、利用者は領域の配置を意識することなく、論理デ

ィスクを使用可能です。 

ダイナミックプールは構成する物理ディスクの数に対する制限が緩和され、柔軟な構成をサポー

トします。プール容量拡張機能、論理ディスク容量拡張機能など各種付加機能を利用することがで

きます。また、ダイナミックプール上に構築した論理ディスクは構築後、すぐに業務に使用するこ

とができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 ディスクアレイの論理構成（ダイナミックプール） 

 

ダイナミックプール機能では、ディスクアレイに搭載された物理ディスクの集合から仮想的な記

憶領域であるプールを構成します。業務で必要となるストレージの容量をプールの空き容量から切

り出すことで、論理ディスクを構築します。ストレージの容量が不足した場合は、物理ディスクを

１台単位に増設し、プールに組み込むことによって、プールの空き容量を拡張できます。プールの

拡張によってできた空き容量を用いて新たな論理ディスクを構築できますし、現状のデータを保持

したままで既存の論理ディスクの容量を拡張することができます。また、不要となった論理ディス

クをプールに返却することで、プールの空き容量を増やすことができます。 

ダイナミックプールの論理ディスク構成 

PD00 PD01 PD02 PD03 PD04 

LD00 

LD01 

LD02 

LD03 

・・・ PDnn 

ダイナミックプール 
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このように、ダイナミックプール機能は、ストレージの容量を効率的に管理し、ストレージの増

設にかかるコストを大幅に削減します。また、新たな業務の追加や変更に伴う、ストレージの構成

変更や容量拡張にも柔軟に対応できます。 

 

 

図 1-3 ダイナミックプール機能の概要 

 

ダイナミックプール機能を利用することにより、以下の効果があります。 

 ストレージ増設コストの削減 

新業務の追加など、新たなストレージ領域を必要とする際、１台単位で物理ディスクを増

設し、新たな論理ディスクを構築、あるいは既存の論理ディスク容量を増やすことができ

ますので、必要に応じた容量の物理ディスク増設だけで済み、増設コストを削減します。 

 ストレージ構成の柔軟性向上 

データの増加に伴い、容量不足が発生した場合には、既存の論理ディスクのデータを保持

したままで論理ディスク容量を拡張できます。また、不要となった論理ディスクはプール

に戻すことでプールの空き容量を確保し、他の用途に転用することができます。これらの

機能により、業務の運用や業務の変更に伴うストレージの構成変更に対して柔軟に対応で

きます。 
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（１）ダイナミックプールの構築 

ディスクアレイに搭載された未使用の物理ディスクの集合から物理ディスクを選択して、仮想的

な記憶領域であるダイナミックプールを構築することができます。ダイナミックプールを構築でき

る RAID の構成および必要な物理ディスクの数は定められています。物理ディスクの数により、以

下の RAID 構成を選択可能です。それぞれの構成によって容量効率が異なります。 

 

RAID1/10 ：2 台より構成可能 （容量効率 約 50%） 

RAID5/50 (2+P) ：3 台より構成可能 （容量効率 約 67%） 

RAID5/50 (4+P) ：5 台より構成可能 （容量効率 約 80%） 

RAID5/50 (8+P) ：9 台より構成可能 （容量効率 約 89%） 

RAID6/60 (4+PQ) ：6 台より構成可能 （容量効率 約 67%） 

RAID6/60 (8+PQ) ：10 台より構成可能 （容量効率 約 80%） 

RAID-TM ：3 台より構成可能 （容量効率 約 33%） 

 

ダイナミックプール構築の操作方法は「第 III 編 操作編『7.1 プール構築』」を参照してくださ

い。 

 

（２）ダイナミックプール容量の拡張 

ディスクアレイに搭載された未使用の物理ディスクを選択し、既存のダイナミックプールに組み

込むことによって、プールの容量を拡張することができます。拡張される容量は、組み込む物理デ

ィスクの容量に対し、プールの容量効率で計算した値となります。物理ディスクは 1 台単位で組み

込むことができます。同時に複数の物理ディスクを組み込むこともできます。 

通常、ダイナミックプールを拡張する場合、RAID の冗長構成を維持するために、プールに組み

込む物理ディスクに対してデータの再構成処理を行います。これに伴い、ダイナミックプール内の

物理ディスクに負荷がかかりますので、プールに所属する既存の論理ディスクへのアクセスに若干

の影響を与えます。また、再構成処理が完了するまで拡張した容量は利用できません。 

ただし、同時に組み込む物理ディスクの数を一定数以上用意する場合は、データの再構成処理を

行わずにプールの容量を拡張します。プールに物理ディスクを組み込んだ直後から、拡張した容量

がすぐに利用できます。 

RAID 構成は変更できません。RAID の構成は維持したままで、プール内の物理ディスクの数が

増加します。 

ダイナミックプール拡張の操作方法は「第 III 編 操作編『7.3.1 容量拡張』」を参照してくださ

い。 
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表 1-1 物理ディスク追加台数と拡張処理の動作 

追加台数 RAID 構成 プール容量拡張処理の動作 

1 台 RAID1/10 

プールの再構成を行います。プールの再構成により、プー

ルに所属する既存の論理ディスクのアクセスに影響を与

えます。プールの再構成処理が完了するまで、プールの空

き容量は利用できません。 

1 台～2 台 RAID5/50 (2+P) 

1 台～4 台 RAID5/50 (4+P) 

1 台～8 台 RAID5/50 (8+P) 

1 台～5 台 RAID6/60 (4+PQ) 

1 台～9 台 RAID6/60 (8+PQ) 

1 台～2 台 RAID-TM 

2 台以上 RAID1/10 

プールの再構成を行いません。プールに所属する既存の

論理ディスクへの影響はありません。プールの空き容量

は拡張操作の直後から利用可能です。 

 

3 台以上 RAID5/50 (2+P) 

5 台以上 RAID5/50 (4+P) 

9 台以上 RAID5/50 (8+P) 

6 台以上 RAID6/60 (4+PQ) 

10 台以上 RAID6/60 (8+PQ) 

3 台以上 RAID-TM 

 

（３）ダイナミックプール容量の再配置 

ダイナミックプールの拡張後に再配置を実施することでパフォーマンスを向上させることが可能

となります。 

ダイナミックプールでは各物理ディスク使用量が平均になるように仮想媒体から領域を切り出

し、論理ディスクを構成します。これは、なるべく多くの物理ディスクを平均的に使い負荷分散す

ることが最も高いパフォーマンスに繋がる、という考えに基づいています。 

 通常、論理ディスク構築時に自動的にこのように配置しますが、このパフォーマンスは構築時点

での構成物理ディスク台数に依存します。そのため、ダイナミックプール容量の拡張を行うと、既存

の論理ディスクは、構築時よりもより多くの物理ディスクを使用しているダイナミックプールに存在

しているにもかかわらず、構成物理ディスク数に応じた高いパフォーマンスを得ることが出来ません。 

以上のことからダイナミックプールの拡張後に再配置を実施することで、既存の論理ディスクを

より多くの物理ディスクに分散するように再配置を行い、拡張された物理ディスク台数で初期構築

されたものと同様の高いパフォーマンスを得ることが可能となります。 

ダイナミックプール再配置の操作方法は「第 III 編 操作編『7.3.1 容量拡張』および『7.3.2 再

配置』」を参照してください。 

 

（４）論理ディスクの構築 

ダイナミックプールの空き容量から必要な容量を切り出して論理ディスクを構築できます。論理

ディスク構築の操作方法は「第 III 編 操作編『9.1 論理ディスク構築』」を参照してください。 
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（５）論理ディスク容量の拡張 

ダイナミックプールの空き容量から必要な容量を切り出して、既存の論理ディスクの容量を拡張

することができます。論理ディスクに格納されている既存のデータは保持され、論理ディスクとし

て利用可能な領域が後方に追加されます。容量拡張によって拡張した領域をホスト上で認識させる

方法はプラットフォーム毎に異なります。 

論理ディスク容量拡張の操作方法は「第 III 編 操作編『9.4.3 容量拡張』」を参照してください。 

 

 

論理ディスク容量の拡張機能が有効に使えるプラットフォームは限られています。SE または保

守員にご確認ください。また、論理ディスク容量の拡張操作を実施する前には、安全のため、論

理ディスク内のデータのバックアップを取ることを推奨します。 
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1.2 ホットスペア 

ダイナミックプールでは 1 台（RAID6、RAID-TM は 2 台）の物理ディスクが故障してもデータ

は残ります。しかし、さらに別の物理ディスクが故障するとデータを損失する危険があります。こ

の状況に対応するため、物理ディスクが 1 台故障した時点で、あらかじめ設定された予備ディスク

(ホットスペア)に切換えることでディスクアレイの信頼性をさらに高めることができます。 

ホットスペアはプール構築に使用されていない物理ディスクに対して設定することができ、物理デ

ィスクが故障した場合には、同一 PD グループ（1 つ以上の DE で構成された物理ディスクの管理集

合体）内のホットスペアにデータを復旧することができます。ホットスペアへの復旧が開始した場

合、プールは再構築となり、ホットスペアはプールを構成する物理ディスクとなります。また、故障

した物理ディスクはディスクアレイへのアクセスを止めることなく交換することができます。 
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1.3 論理ディスク 

ディスクアレイにおける論理ディスクとは、業務サーバの OS からみた場合の物理ディスクに相

当します。 

OS では OS からみた物理ディスクをパーティションに分けて複数の OS からみた論理ディスクと

して管理します。 

ディスクアレイでは複数の物理ディスクを束ねてプールとし、これを区分けして論理ディスクと

します。論理ディスク構築の操作方法は「第 III 編 操作編『9.1 論理ディスク構築』」を参照して

ください。 

 

物理ディスク 論理ディスク 

ディスクアレイ 

物理ディスク 論理ディスク 

OS 

複数の物理ディスクを

束ねてプールとします 

プールを区分けして、

論理ディスクとします 

一対一に対応 

0

0 

PD グループ*２ PD グループ 

ディスクエンクロージャ(DE) *３ 物理ディスク 

00  01  02    03         0E  

10  11  12    13         1E  

70  71  72    73         7E  

物理ディスク番号*４ 

物理ディスクを区分けして 

論理ディスクとします 

複数の物理ディスクを利用して 

論理ディスクとします*１ 

10  11  12    13         1E  

00  01  02    03         0E  

70  71  72    73         7E  

プール 

 

図 1-4 物理ディスクと論理ディスク 

 

＊1 OS により、ボリュームグループやソフトウェア RAID などをサポートしている場合です。 
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＊2 PD グループとは、1 つ以上の DE で構成された物理ディスクの管理集合体です。 

＊3 ディスクエンクロージャ(DE)とは、物理ディスクを 12～24 台搭載した管理集合体です。 

＊4 物理ディスク番号は PD グループ単位に付与されます。 
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1.4 論理ディスク(制御用) 

ディスクアレイ装置の制御に使用する特殊な論理ディスクです。制御用の論理ディスクはユーザ

データを格納するための論理ディスクとして使用することはできません。 

制御用の論理ディスクには以下の種類があります。 

 

（１）ストレージシステムボリューム 

ストレージシステムボリューム（以降、システムボリューム）はディスクアレイ装置の継続的な

運用や保守に必要な情報を保持する論理ディスクです。 

システムボリュームはディスクアレイ装置の制御に必要な論理ディスクであるため、ディスクア

レイ装置導入時に必ず構築してください。 

 

 

システムボリュームは最初のプール構築時に自動的に構築されます。 

 

（２）データレプリケーションリザーブドボリューム 

データレプリケーションリザーブドボリューム（以降、レプリケーションリザーブドボリュー

ム）はデータレプリケーション（DynamicDataReplication、RemoteDataReplication）の差分情

報の保存などで使用する論理ディスクです。 

データレプリケーションを使用する場合にはレプリケーションリザーブドボリュームを構築する

ことを強く推奨します。 

 

（３）データ移行リザーブドボリューム 

データ移行リザーブドボリュームはデータ移行（DataMigration）の差分情報の保存などで使用

する論理ディスクです。 

データ移行を使用する場合にはデータ移行リザーブドボリュームを構築することを強く推奨します。 

 

（４）コントロールボリューム 

コントロールボリュームはデータレプリケーションやスナップショット

（DynamicSnapVolume）などの運用で利用できる小容量の論理ディスクです。業務サーバからデ

ータレプリケーションやスナップショットなどの操作を行う際に、ディスクアレイに対する制御

I/O を発行するために利用します。 
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（５）プロトコルエンドポイント 

バーチャルボリューム環境のための特殊な制御用論理ディスクです。 

詳細については、「バーチャルボリューム機能利用の手引」（IS069）を参照ください。 

 

（６）ソリューションリザーブドボリューム 

バーチャルボリューム関連の機能のための特殊な制御用論理ディスクです。 

詳細については、「バーチャルボリューム機能利用の手引」（IS069）を参照ください。 
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1.5 ニックネーム 

ニックネームとは、iSM の管理対象であるディスクアレイ、論理ディスク、ポート、プールに設

定可能な任意の名称のことです。設定された名称はディスクアレイ内部に記憶されるため、iSM や

iStorage の再起動に関係なく保持されます。 

利用者は、ディスクアレイを運用する前に、ニックネームを使用して、運用する業務システムから

の識別情報を設定することにより、ディスクアレイに対する効率的な管理を行うことが可能です。 

 



第 1 章 ディスクアレイ構成設定の概要 

 

 

 I-14 

1.6 オプション機能 

ディスクアレイの構成設定ではオプションソフトウェアを導入することにより、使用可能になる

機能があります。オプション機能の詳細については、各プログラムプロダクトのマニュアルを参照

してください。ここでは関連するオプション機能の概要を説明します。 

 

（１）データレプリケーション 

データレプリケーションは、論理ディスク単位に定義される業務ボリューム(MV：

MasterVolume)の複製ボリューム(RV：Replication Volume)を作成する機能です。 

 

（２）スナップショット 

スナップショットは、マスタのボリュームに対する複製(スナップショット)を瞬時に作成する機

能です。 

 

（３）データ改ざん防止 

ボリューム単位にアクセス権やデータ保持期間を設定することで、データの不正な書き換えや誤

操作による破壊を防止し、改ざん不可能な形式でデータの長期保管を実現する機能です。 

 

（４）省電力機能 

物理ディスクを必要時のみ稼動させることで、消費電力の削減を実現する機能です。 

 

（５）キャッシュ分割機能 

ディスクアレイに搭載されているキャッシュメモリを複数の区画（キャッシュセグメント）に分割

し、業務に割り当てられている論理ディスクごとにキャッシュメモリの占有量を制限する機能です。 

 

（６）二次キャッシュ機能 

ランダムアクセス性能が優れている SSD(Solid State Drive)をキャッシュとして利用する機能で

す。 

 

（７）データ最適配置機能 

ストレージ内のコストや性能が異なるデバイスを有効活用し、データのアクセス頻度に応じて自

律的に格納データを最適なデバイスに再配置することで、コストパフォーマンスを向上させる機能

です。 

 

（８）I/O 流量制御機能 

論理ディスクごとに IOPS(1 秒間あたりの入出力回数)の上限値や下限値を設定することにより、

業務サーバからストレージへの I/O の流量を制御する機能です。 
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第2章 アクセスコントロールの概要 

第２章では、プログラムプロダクト「AccessControl」を購入したときに利用可能な機能につい

て説明します。 

アクセスコントロールは、オプションソフトウェアです。 

複数サーバで共有される iStorage ディスクアレイでは、誤アクセス／不正アクセスを防止する

ために、各サーバから使用する論理ディスクを設定／制限する必要があります。 

アクセスコントロールでは、業務サーバからの論理ディスクに対するアクセス可否情報の設定、

解除機能を提供しています。 

利用者は、この機能を利用することにより、簡便で柔軟な論理ディスクの構成変更、アクセス可

否設定を行うことができます。 

図 2-1 アクセスコントロールの概念 

 

 【アクセス不可領域】 

アクセスコントロールの機能により業務サーバから隠蔽された論理ディスク群が存在する

領域です。 

この領域を保管グループと呼びます。 

【保管グループ】… 業務サーバから隠蔽されており、アクセス不能な論理ディスクの存

在する領域です。論理ディスクの内容が保持されており、存在する論理

ディスクは、特別な用途が設定されていない一般の論理ディスク、レプ

リケーション用ボリューム（MV、RV）、スナップショット用ボリュー

ム（BV、EBV）、リンクボリューム（LV）、データ改ざん防止機能に

【保管グループ】

■業務サーバから隠蔽

アクセス不可領域
アクセス不可領域

■業務サーバからアクセス可能

アクセス可能領域
アクセス可能領域

論理ディスク

の追加／削
除が可能

ｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰ
ﾙの機能によ
り業務ｻｰﾊﾞ
から保護

iStorage
iStorage

LDｾｯﾄ [WN:AP_SV1] LDｾｯﾄ [NX:AP_SV2]

【保管グループ】

■業務サーバから隠蔽

アクセス不可領域
アクセス不可領域

■業務サーバからアクセス可能

アクセス可能領域
アクセス可能領域

論理ディスク

の追加／削
除が可能

ｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰ
ﾙの機能によ
り業務ｻｰﾊﾞ
から保護

iStorage
iStorage

LDｾｯﾄ [WN:AP_SV1] LDｾｯﾄ [NX:AP_SV2]
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より保護設定されている論理ディスク、コントロールボリューム

（CV）、バーチャルボリューム（VVOL）、プロトコルエンドポイント

（PE）、ボリュームクローン設定済みの論理ディスクです。 

 

 【アクセス可能領域】 

アクセスコントロールの機能により業務サーバからアクセスが可能な論理ディスク群が存

在する領域です。論理ディスクの内容は業務サーバに依存しており、存在することのでき

る論理ディスクは、特別な用途が設定されていない一般の論理ディスク、レプリケーショ

ン用ボリューム（MV、RV）、スナップショット用ボリューム（BV、EBV）、リンクボリ

ューム（LV）、データ改ざん防止機能により保護設定されている論理ディスク、コントロ

ールボリューム（CV）、バーチャルボリューム（VVOL）、プロトコルエンドポイント

（PE）、ボリュームクローン設定済みの論理ディスクです。また、それぞれの論理ディス

クは、ホスト(LD セット)に割り当てられています。ホスト(LD セット)については、「2.3 

LD セット」を参照してください。 
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2.1 WWN モード 

（１）機能 

業務サーバの HBA(Host Bus Adaptor)ポートごとにアクセス可能な論理ディスクを設定できま

す。これにより、サーバ単位に論理ディスクのアクセス可否の設定を行うことができます。HBA ポ

ートは、WWN(World Wide Name)と呼ぶ唯一の識別コードを持ちます。これを利用して、論理デ

ィスクに対してアクセスを許可する WWN を設定します。 

 

サーバ A から 

アクセス可 
サーバ B から 
アクセス可 

サーバ C から 
アクセス可 

どの業務サーバからも
アクセス不可 

HBA0 HBA1 HBA2 HBA3 HBA4 

switch switch 

Port0 Port1 Port2 Port3 

 LD00 

LD01 LD07 

LD06 

  

  LD04 

LD0a LD0b 

LD05 

業務サーバ A 業務サーバ B 業務サーバ C 

LD02 

LD08 LD09 

LD03 

図 2-2 アクセスコントロール(WWN モード)概要図 
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表 2-1 WWN と論理ディスク番号の設定 

論理ディスク 

番号 

HBA 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 

0 ○ ○ － － － － ○ ○ － － － － 

1 ○ ○ － － － － ○ ○ － － － － 

2 － － ○ ○ － － － － ○ ○ － － 

3 － － ○ ○ － － － － ○ ○ － － 

4 － － － － ○ － － － － － ○ － 

○：HBA の WWN と論理ディスク番号をアクセス可で設定 

－：HBA の WWN と論理ディスク番号をアクセス不可で設定 

 

以上の設定により、 

 業務サーバＡは、LD00,LD01,LD06,LD07 の論理ディスクをアクセス可 

 業務サーバＢは、LD02,LD03,LD08,LD09 の論理ディスクをアクセス可 

 業務サーバＣは、LD04,LD0a の論理ディスクをアクセス可 

 LD05,LD0b は、どの業務サーバからもアクセス不可 

 

本機能により、ディスクアレイに構築されている論理ディスクを業務サーバの HBA(Host Bus 

Adaptor)ポート単位で論理ディスクグループに分けることができます。また、サーバ単位にアクセ

ス制限をかけることができ、データ保護や機密保持などを行うことが可能です。 

 

（２）設定 

本モードは、iSM クライアントを利用して行うことができます。 
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2.2 Port モード 

（１）機能 

ディスクアレイのポートごとにアクセス可能な論理ディスクを設定できます。これにより、ディ

スクアレイの各ポートに接続した業務サーバ単位に、論理ディスクのアクセス制御を行うことがで

きます。 

 

サーバ A から 
アクセス可 

サーバ B から 

アクセス可 

サーバ C から 
アクセス可 

どの業務サーバからも 

アクセス不可 

 

HBA0 HBA1 HBA2 HBA3 

Port0 Port1 Port2 Port3 

 

業務サーバ A 業務サーバ B 業務サーバ C 

LD00 

001 

LD01 

LD07 LD06   

  LD04 

LD0a LD0b 

LD05 LD02 

LD08 LD09 

LD03 

図 2-3 アクセスコントロール(Port モード)概要図 
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表 2-2 ポートと論理ディスク番号の設定 

論理ディスク 

番号 

ポート 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 

Port0 ○ ○ － － － － ○ ○ － － － － 

Port1 ○ ○ － － － － ○ ○ － － － － 

Port2 － － ○ ○ － － － － ○ ○ － － 

Port3 － － － － ○ － － － － － ○ － 

○：ポートと論理ディスク番号をアクセス可で設定 

－：ポートと論理ディスク番号をアクセス不可で設定 

 

以上の設定により、 

 業務サーバＡは、ポート Port0,Port1 を介して LD00,LD01,LD06,LD07 の論理ディスクを

アクセス可 

 業務サーバＢは、ポート Port2 を介して LD02,LD03,LD08,LD09 の論理ディスクをアクセ

ス可 

 業務サーバＣは、ポート Port3 を介して LD04,LD0a の論理ディスクをアクセス可 

 LD05,LD0b は、どの業務サーバからもアクセス不可 

 

本機能により、ディスクアレイに構築した論理ディスクを論理ディスクのグループに分けること

ができます。また、各ポート単位にアクセス制限可否を設定できます。これにより、ポートに接続

している業務サーバ単位で、データ保護や機密保持を行うことが可能です。 

 

（２）設定 

本モードの設定は、iSM クライアントを利用して行うことができます。 
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2.3 LD セット 

アクセスコントロールでは、「LD セット」という概念を取り入れています。これにより、FC ま

たは SAS の場合は複数のディスクアレイのポートおよび WWN に、また iSCSI の場合はイニシエ

ータに論理ディスクをまとめて割り付けることができます。イニシエータとは、ターゲット(ディス

クアレイ)に接続する業務サーバのクライアントを指します。I/O パスの二重化や業務サーバのクラ

スタ化で、1 つの業務サーバで複数のアクセスパスを持った場合に、LD セットを使って複数のアク

セスパスを一括して定義します。 

同一の LD セットのパスとして定義されたポート、WWN またはイニシエータは、一括してアク

セスコントロールの設定を行うことができます。アクセスコントロールの運用開始後に LD セット

を追加／削除した場合も同様に、一括して設定を行うことができます。 

LD セットは、ホストとも呼ばれることがあります。本マニュアルにおいて、LD セットは以下の

ように表記されます。 

表 2-3 LD セットの表記 

表記 説明 

ホスト(LD セット) LD セットを意識せず設定可能な画面の表記 

LD セット(ホスト)、LD セット LD セットを意識して設定が必要な画面の表記 

 

また、インターフェースに特化した記載の場合は、以下のように表記されます。 

 

表 2-4 インターフェースに特化した LD セットの表記 

表記 説明 

LD セット(FC) FC 接続の場合 

LD セット(iSCSI) iSCSI 接続の場合 

LD セット(SAS) SAS 接続の場合 

 

LD セットに設定可能なパスは、ディスクアレイのポート番号、業務サーバ側 HBA の WWPN、

および、業務サーバ側のイニシエータ名です。 

LD セットのパス数とは、LD セットに設定したディスクアレイのポート番号、業務サーバ側

HBA の WWPN、および、業務サーバ側のイニシエータ名の数になります。論理的なリンクやセッ

ション、物理的な経路の数ではありません。 

LD セットは、物理サーバ単位、または、クラスタ単位で設定することができます。物理サーバ

単位で LD セットを設定することにより、保守や管理が容易になります。 

 業務サーバ側 HBA を交換する場合、物理サーバ単位に LD セットを分けることで WWPN

の割り当て削除/追加割り当て操作の影響範囲を小さくすることができます。 
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 事前に物理サーバ単位で LD セットを設定しておくことで、今後、複数の業務サーバにそれ

ぞれ異なる論理ディスクを追加で割り当てる場合でも、あとから LD セットを分ける必要が

ありません。 

 

HBA0 HBA1 

WWN(WWPN) 

業務サーバＡ 

HBA0 HBA1 

業務サーバＡ 

HBA2 HBA3 

業務サーバＢ 

HBA4 

業務サーバＣ 

ＬＤセット A 

(パス数：2) 

ＬＤセット B 

(パス数：2) 

ＬＤセット C 

(パス数：1) 

Port0 Port1 Port2 Port3 

LD00 

LD06 

LD01 

LD07 

LD02 

LD08 

LD03 

LD09 

LD04 

LD0a 

LD05 

LD0b 

パス情報と LD セットとのリンク 

ＷＷＮモード Ｐｏｒｔモード 

ポート番号 

WWN(WWPN) 

 

図 2-4  LD セット（FC、SAS）概要図 

 

表 2-5 LD セット（FC、SAS）のパス数 

LD セット LD セットのパス数 

LD セット A 2（HBA0 の WWPN、HBA1 の WWPN） 

LD セット B 2（HBA2 の WWPN、HBA3 の WWPN） 

LD セット C 1（Port3） 
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NIC0 NIC1 

業務サーバＡ 

NIC4 

業務サーバＣ 

ＬＤセット A 

(パス数：1) 

ＬＤセット B 

(パス数：2) 

Port0 Port1 Port2 Port3 

LD00 

LD06 

LD01 

LD07 

LD02 

LD08 

LD03 

LD09 

LD05 

LD0b 

パス情報と LD セットとのリンク 

LD0a 

LD04 

NIC2 NIC3 

業務サーバＢ 

Initiator a Initiator b Initiator c 

 

図 2-5 LD セット（iSCSI）概要図 

 

表 2-6 LD セット（iSCSI）のパス数 

LD セット LD セットのパス数 

LD セット A 1（Initiator a） 

LD セット B 2（Initiator b、Initiator c） 
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2.4 iSCSI のアクセスコントロール 

（１）機能 

イニシエータ名ごとにアクセス可能な論理ディスクを設定できます。これにより、サーバ単位に

論理ディスクのアクセス可否の設定を行うことができます。また、ディスクアレイのポータル単位

のアクセス制限を追加で行うことができます。 

 

サーバ A から 

アクセス可 
サーバ B から 
アクセス可 

サーバ C から 
アクセス可 

どの業務サーバからも
アクセス不可 

NIC0 NIC1 NIC2 NIC3 NIC4 

switch switch 

Port0 Port1 Port2 Port3 

 LD00 

LD06 LD07 

LD01 

  

  LD04 

LD0a LD0b 

LD05 

業務サーバ A 業務サーバ B 業務サーバ C 

Initiator c Initiator b Initiator a 

LD02 

LD08 LD09 

LD03 

図 2-6 アクセスコントロール (iSCSI)概要図 
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表 2-7 イニシエータと論理ディスク番号の設定 

論理ディスク 

番号 

イニシエータ 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 

Initiator a ○ ○ － － － － ○ ○ － － － － 

Initiator b － － ○ ○ － － － － ○ ○ － － 

Initiator c － － － － ○ － － － － － ○ － 

○：イニシエータと論理ディスク番号をアクセス可で設定 

－：イニシエータと論理ディスク番号をアクセス不可で設定 

 

以上の設定により、 

 業務サーバＡは、LD00,LD01,LD06,LD07 の論理ディスクをアクセス可 

 業務サーバＢは、LD02,LD03,LD08,LD09 の論理ディスクをアクセス可 

 業務サーバＣは、LD04,LD0a の論理ディスクをアクセス可 

 LD05,LD0b は、どの業務サーバからもアクセス不可 
 

本機能により、ディスクアレイに構築されている論理ディスクを業務サーバのイニシエータ単位

で論理ディスクグループに分けることができます。また、サーバ単位にアクセス制限をかけること

ができ、データ保護や機密保持などを行うことが可能です。 

 

（２）設定 

iSCSI の設定は、iSM クライアントを利用して行うことができます。 
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第3章 運用手順 

3.1 初期導入時 

新規にシステムおよびディスクアレイを導入する場合には、基本的には以下に従い設定してくだ

さい。 

 

【FC または SAS モデルの場合】 

 

ネットワーク設定ツールを使用してディスクアレイの IP ア

ドレスを設定します。詳細はディスクアレイの「ユーザーズ

ガイド」を参照してください。 

 

iStorageManager の 設 定 を 行 い ま す 。 詳 細 は

iStorageManager の「インストールガイド」を参照してく

ださい。（iStorageManager Express を使用してディスク

アレイの構築を行う場合には本手順は必要ありません。） 

 

ディスクアレイの初期設定を行います。詳細は「第 5 章 初

期設定」を参照してください。 

 

プールを構築します。詳細は「7.1 プール構築」を参照して

ください。 

 

ホットスペアを構築します。詳細は「8.1 ホットスペア構築」

を参照してください。 

 

論理ディスクを構築します。詳細は「9.1 論理ディスク構築」

を参照してください。 

 

業務サーバのホスト情報の取得を行います。詳細は「10.3.1 

ホスト情報取得」を参照してください。 

 

論理ディスクを業務サーバに割り当てます。詳細は「10.1 論

理ディスクの割り当て」を参照してください。 

 

 
IP アドレスの設定 

初期設定 

 

プールの構築 

ホットスペアの構築 

ホスト情報の取得 

論理ディスクの割り当て 

iStorageManager の設定 

 

論理ディスクの構築 
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【iSCSI モデルの場合】 

ネットワーク設定ツールを使用してディスクアレイの IP ア

ドレスを設定します。詳細はディスクアレイの「ユーザーズ

ガイド」を参照してください。 

 

iStorageManager の 設 定 を 行 い ま す 。 詳 細 は

iStorageManager の「インストールガイド」を参照してく

ださい。（iStorageManager Express を使用してディスク

アレイの構築を行う場合には本手順は必要ありません。） 

 

ディスクアレイの初期設定を行います。詳細は「第 5 章 初

期設定」を参照してください。 

 

業務サーバで iSCSI イニシエータの設定を行います。詳細

はディスクアレイ装置の「ユーザーズガイド」を参照してく

ださい。 

 

プールを構築します。詳細は「7.1 プール構築」を参照して

ください。 

 

ホットスペアを構築します。詳細は「8.1 ホットスペア構築」

を参照してください。 

 

論理ディスクを構築します。詳細は「9.1 論理ディスク構築」

を参照してください。 

 

論理ディスクを業務サーバに割り当てます。詳細は「10.1 論

理ディスクの割り当て」を参照してください。 

 

 

 
IP アドレスの設定 

初期設定 

 

プールの構築 

ホットスペアの構築 

iSCSI イニシエータの設定 

論理ディスクの割り当て 

iStorageManager の設定 

 

論理ディスクの構築 
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3.2 論理ディスクの構成変更時 

論理ディスクの構成を変更する場合には、基本的には以下に従い設定してください。 

 

論理ディスクを使用している業務サーバの運用を停止してく

ださい。 

 

必要に応じて、業務サーバから論理ディスクの割り当てを解

除します。詳細は「10.2 論理ディスクの割り当て解除」を参

照してください。 

 

必要に応じて、論理ディスクを解除します。詳細は「9.3 論理

ディスク解除」を参照してください。 

 

必要に応じて、プールを解除します。詳細は「7.2 プール解除」

を参照してください。 

 

必要に応じて、プールを構築します。詳細は「7.1 プール構築」

を参照してください。 

 

必要に応じて、論理ディスクを構築します。詳細は「9.1 論理

ディスク構築」を参照してください。 

 

必要に応じて、論理ディスクの割り当てを行います。詳細は

「10.1 論理ディスクの割り当て」を参照してください。 

 

業務サーバを起動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
サーバの停止 

論理ディスクの解除 

プールの解除 

プールの構築 

サーバの起動 

論理ディスクの構築 

論理ディスクの割り当て解除 

論理ディスクの割り当て 
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3.3 サーバ増設時 

業務サーバを増設する場合には、基本的には以下に従い設定してください。 

 

【FC または SAS モデルの場合】 

増設した業務サーバに割り当てる論理ディスクを構築しま

す。詳細は「9.1 論理ディスク構築」を参照してください。 

 

 

増設した業務サーバのホスト情報の取得を行います。詳細

は「10.3.1 ホスト情報取得」を参照してください。 

 

 

論理ディスクを増設した業務サーバに割り当てます。詳細

は、「10.1 論理ディスクの割り当て」を参照してください。 

 

 

論理ディスクを認識させるため、増設した業務サーバを再

起動してください。 

 

【iSCSI モデルの場合】 

増設した業務サーバに割り当てる論理ディスクを構築しま

す。詳細は「9.1 論理ディスク構築」を参照してください。 

 

 

業務サーバで iSCSI イニシエータの設定を行います。詳細

はディスクアレイ装置の「ユーザーズガイド」を参照してく

ださい。 

 

論理ディスクを増設した業務サーバに割り当てます。詳細

は、「10.1 論理ディスクの割り当て」を参照してください。 

 

 

論理ディスクを認識させるため、増設した業務サーバを再

起動してください。 

 

 

論理ディスクの構築 

ホスト情報の取得 

論理ディスクの割り当て 

サーバの再起動 

 

論理ディスクの構築 

iSCSI イニシエータの設定 

論理ディスクの割り当て 

サーバの再起動 
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3.4 論理ディスクの割り当て変更時 

論理ディスクの割り当てを変更する場合には、基本的には以下に従い設定してください。 

 

【FC または SAS モデルの場合】 

論理ディスクの割り当てを変更する業務サーバを停止して

ください。 

 

 

必要に応じて、論理ディスクの割り当てを解除します。詳細

は「10.2 論理ディスクの割り当て解除」を参照してくださ

い。 

 

必要に応じて、ホスト情報の取得を行います。詳細は「10.3.1 

ホスト情報取得」を参照してください。 

 

 

必要に応じて、論理ディスクの割り当てを行います。詳細は、

「10.1 論理ディスクの割り当て」を参照してください。 

 

 

論理ディスクの割り当てを変更した業務サーバを起動して

ください。 

 

 

 

サーバの停止 

論理ディスク割り当て解除 

ホスト情報の取得 

サーバの起動 

論理ディスクの割り当て 
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【iSCSI モデルの場合】 

論理ディスクの割り当てを変更する業務サーバを停止して

ください。 

 

 

必要に応じて、論理ディスクの割り当てを解除します。詳細

は「10.2 論理ディスクの割り当て解除」を参照してくださ

い。 

 

必要に応じて、業務サーバで iSCSI イニシエータの設定を

行います。詳細はディスクアレイ装置の「ユーザーズガイド」

を参照してください。 

 

必要に応じて、論理ディスクの割り当てを行います。詳細は、

「10.1 論理ディスクの割り当て」を参照してください。 

 

 

論理ディスクの割り当てを変更した業務サーバを起動して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

サーバの停止 

論理ディスク割り当て解除 

iSCSI イニシエータの設定 

サーバの起動 

論理ディスクの割り当て 
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3.5 物理ディスクの増設時 

運用中のディスクアレイに物理ディスクを増設する場合には、基本的には以下に従い設定してく

ださい。 

 

まず、物理ディスクの増設を行います。 

 

 

 

運用に当たり、プールの構築または拡張を行います。詳細は

「7.1 プール構築」または「7.3.1 容量拡張」を参照してく

ださい。 

 

運用に当たり、必要に応じて、論理ディスクの構築または拡

張を行います。詳細は、「9.1 論理ディスク構築」または

「9.4.3 容量拡張」を参照してください。 

 

必要に応じて、論理ディスクの割り当てを行います。詳細は

「10.1 論理ディスクの割り当て」を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

物理ディスクの増設 

論理ディスクの構築/拡張 

論理ディスクの割り当て 

プールの構築/拡張 

 



第 3 章 運用手順 

 

 II-9 

3.6 サーバ側 HBA 交換時 

WWN モードでアクセスコントロールを運用している場合、業務サーバ側 HBA 交換に伴い、ア

クセスコントロールの設定変更が必要です。基本的には以下に従い設定してください。 

 

業務サーバを停止してください。 

 

 

 

対象ホスト (LD セット )から交換前 HBA のパス情報

(WWPN)を削除してください。詳細は「10.3.3.1 LD セット

の新規作成／設定変更(FC)」または「10.3.3.3 LD セットの

新規作成／設定変更(SAS)」を参照してください。 

 

業務サーバ側 HBA を交換してください。 

 

 

 

業務サーバ側 HBA を FC ケーブルまたは SAS ケーブルで

接続後、業務サーバを起動してください。必要に応じて

HBA のドライバをインストールしてください。 

 

 

対象ホスト(LD セット)に交換した新しい HBA のパス情報

(WWPN)を追加してください。詳細は「10.3.3.1 LD セット

の新規作成／設定変更(FC)」または「10.3.3.3 LD セットの

新規作成／設定変更(SAS)」を参照してください。 

 

すべてのパスから論理ディスクが正しく認識できているこ

とを確認してください。 

 

サーバの停止 

ホスト(LD セット)の変更 

（削除） 

サーバから論理ディスクを 

確認 

HBA の交換 

ホスト(LD セット)の変更 

（追加） 

FC または SAS ケーブル接続

／サーバの起動 
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FC スイッチを経由して業務サーバとディスクアレイ装置が接続されている構成において、FC

スイッチのゾーニング設定が「WWN モードゾーニング」または「MIX モードゾーニング」の

場合は、HBA の交換に伴い FC スイッチのゾーン情報を再設定する必要があります。 

必要に応じて、パス切り替えソフト(iStorage StoragePathSavior 等)の再設定を実施してくださ

い。作業の詳細については、パス切り替えソフトのマニュアルを参照してください。 
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3.7 サーバ側 HBA 追加時 

WWN モードでアクセスコントロールを運用している場合、業務サーバ側 HBA 追加に伴い、ア

クセスコントロールの設定変更が必要です。基本的には以下に従い設定してください。 

 

業務サーバを停止してください。 

 

 

 

業務サーバ側 HBA を追加してください。 

 

 

 

業務サーバ側 HBA を FC ケーブルまたは SAS ケーブルで

接続後、業務サーバを起動してください。必要に応じて

HBA のドライバをインストールしてください。 

 

 

対象ホスト (LD セット )に追加した HBA のパス情報

(WWPN)を追加してください。詳細は「10.3.3.1 LD セット

の新規作成／設定変更(FC)」または「10.3.3.3 LD セットの

新規作成／設定変更(SAS)」を参照してください。 

 

すべてのパスから論理ディスクが正しく認識できているこ

とを確認してください。 

 

 

FC スイッチを経由して業務サーバとディスクアレイ装置が接続されている構成において、FC

スイッチのゾーニング設定が「WWN モードゾーニング」または「MIX モードゾーニング」の

場合は、HBA の追加に伴い FC スイッチのゾーン情報を再設定する必要があります。 

必要に応じて、パス切り替えソフト(iStorage StoragePathSavior 等)の再設定を実施してくださ

い。作業の詳細については、パス切り替えソフトのマニュアルを参照してください。 

 

サーバの停止 

サーバから論理ディスクを 

確認 

HBA の追加 

ホスト(LD セット)の変更 

（追加） 

FC または SAS ケーブル接続

／サーバの起動 
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3.8 サーバ側 HBA 削除時 

WWN モードでアクセスコントロールを運用している場合、業務サーバ側 HBA 削除に伴い、ア

クセスコントロールの設定変更が必要です。基本的には以下に従い設定してください。 

 

業務サーバを停止してください。 

 

 

 

対象ホスト(LD セット)から削除する HBA のパス情報

(WWPN)を削除してください。詳細は「10.3.3.1 LD セット

の新規作成／設定変更(FC)」または「10.3.3.3 LD セットの

新規作成／設定変更(SAS)」を参照してください。 

 

業務サーバ側 HBA を削除してください。 

 

 

 

業務サーバを起動してください。必要に応じて HBA のドラ

イバを削除してください。 

 

 

残されたすべてのパスから論理ディスクが正しく認識でき

ていることを確認してください。 

 

 

FC スイッチを経由して業務サーバとディスクアレイ装置が接続されている構成において、FC

スイッチのゾーニング設定が「WWN モードゾーニング」または「MIX モードゾーニング」の

場合は、HBA の削除に伴い FC スイッチのゾーン情報を再設定する必要があります。 

必要に応じて、パス切り替えソフト(iStorage StoragePathSavior 等)の再設定を実施してくださ

い。作業の詳細については、パス切り替えソフトのマニュアルを参照してください。 

 

 

サーバの停止 

ホスト(LD セット)の変更 

（削除） 

サーバから論理ディスクを 

確認 

HBA の削除 

サーバの起動 
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第4章 設定項目と構築の開始 

第 4 章では、M シリーズ向け構築画面で設定できる項目について説明します。 

 

4.1 設定項目一覧 

ディスクアレイの設定が可能な項目は、ディスクアレイごとに異なります。表 4-1 に、各ディスク

アレイに対する設定の可否を示します。 

 

表 4-1 設定項目一覧 

設定画面 ディスクアレイ装置 

M10 

シリーズ 

M100 

シリーズ 

M300 シリーズ 

/M500 シリーズ 

/M700 シリーズ 

A5000 

シリーズ 

/A3000 

シリーズ 

M5000 

シリーズ 

初期設定      

 M シリーズ （開始） ○ ○ ○ × ○ 

利用者設定 ○ ○ ○ ○ ○ 

プール      

 プール構築 ○ ○ ○ × ○ 

階層追加 × × ○ ※1 × ○ 

プール解除 ○ ○ ○ × ○ 

プール操作      

 容量拡張 ○ ○ ○ × ○ 

階層容量拡張 × × ○ ※1 × ○ 

再配置 ○ ○ ○ × ○ 

アラーム解除 × ○ ○ ※2 × ○ 

設定変更 ○ ○ ○ × ○ 

ホットスペア      

 ホットスペア構築 ○ ○ ○ × ○ 

ホットスペア解除 ○ ○ ○ × ○ 

ホットスペア操作      

 設定変更 ○ ○ ○ × ○ 
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設定画面 ディスクアレイ装置 

M10 

シリーズ 

M100 

シリーズ 

M300 シリーズ 

/M500 シリーズ 

/M700 シリーズ 

A5000 

シリーズ 

/A3000 

シリーズ 

M5000 

シリーズ 

論理ディスク      

 論理ディスク構築 ○ ○ ○ × ○ 

論理ディスク(制御用)構築 ○ ○ ○ × ○ 

論理ディスク解除 ○ ○ ○ × ○ 

論理ディスク操作      

 ホストへの割り当て ○ ○ ○ × ○ 

ホストからの割り当て解除 ○ ○ ○ × ○ 

容量拡張 ○ ○ ○ × ○ 

グループ設定 ○ ○ ○ × ○ 

操作ガード ○ ○ ○ × ○ 

アラーム解除 × ○ ○ ※2 × ○ 

構築時間変更 ○ ○ ○ × ○ 

設定変更 ○ ○ ○ × ○ 

ホスト      

 論理ディスクの割り当て ○ ○ ○ × ○ 

論理ディスクの割り当て解除 ○ ○ ○ × ○ 

ホスト操作      

 ホスト情報取得 ○ ○ ○ × ○ 

操作ガード ○ ○ ○ × ○ 

LD セット管理 ○ ○ ○ × ○ 
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設定画面 ディスクアレイ装置 

M10 

シリーズ 

M100 

シリーズ 

M300 シリーズ 

/M500 シリーズ 

/M700 シリーズ 

A5000 

シリーズ 

/A3000 

シリーズ 

M5000 

シリーズ 

ディスクアレイ      

 ネットワーク      

 管理ポート設定 ○ ○ ○ × × 

SNMP 設定 ○ ○ ○ × ○ 

監視サーバ設定 ○ ○ ○ × ○ 

iSNS サーバ設定 ○ ○ ○ × ○ 

AC 電源制御設定 ○ ○ ○ × ○ 

ホスト接続ポート      

 ポート設定(FC) ○ ○ ○ × ○ 

ポート設定(iSCSI) ○ ○ ○ × ○ 

ポート設定(SAS) ○ ○ ○※3 × × 

ポート操作ガード(FC) ○ ○ ○ × ○ 

ポート操作ガード(iSCSI) ○ ○ ○ × ○ 

ポート操作ガード(SAS) ○ ○ ○※3 × × 

ポートモード変更 ○ ○ ○ × ○ 

時刻設定 ○ ○ ○ × ○ 

ライセンス解除 ○ ○ ○ × ○ 

サービスセキュリティ ○ ○ ○ × ○ 

管理ソフトウェア設定 ○ ○ ○ ○ ○ 

一括設定      

 ニックネーム設定 ○ ○ ○ ○ ○ 

レプリケーション設定 × ○ ○※4 ○ ○ 

ディスクアレイ操作      

 増設エンクロージャ組込 ○ ○ ○ × ○ 

構成情報取得 ○ ○ ○ × ○ 

構成情報インポート ○ ○ ○ × ○ 

操作ガード ○ ○ ○ × ○ 

アップデート※8 ○ ○ ○ × × 

予防交換 ○ ○ ○ × ○ 

設定変更 ○ ○ ○ × ○ 

省電力設定 ○ ○ ○ × ○ 
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設定画面 ディスクアレイ装置 

M10 

シリーズ 

M100 

シリーズ 

M300 シリーズ 

/M500 シリーズ 

/M700 シリーズ 

A5000 

シリーズ 

/A3000 

シリーズ 

M5000 

シリーズ 

スナップショット ※5      

 予約領域構築 × ○ ○ × ○ 

予約領域解除 × ○ ○ × ○ 

予約領域操作      

 容量拡張 × ○ ○ × ○ 

設定変更 × ○ ○ × ○ 

世代追加 × ○ ○ × ○ 

世代解除 × ○ ○ × ○ 

リンクボリューム構築 × ○ ○ × ○ 

リンクボリューム解除 × ○ ○ × ○ 

キャッシュ分割 ※6      

 キャッシュセグメント設定 × × ○ ○※11 ○ 

論理ディスクの割付/解除 × × ○ ○※11 ○ 

開始/停止 × × ○ ○※11 ○ 

二次キャッシュ ※7      

 二次キャッシュ構築 × ○ ○ × × 

二次キャッシュ解除 × ○ ○ × × 

設定変更 × ○ ○ × × 

I/O 流量制御 ※9      

 プール設定 × ○※10 ○※10 × ○ 

 論理ディスク設定 × ○※10 ○※10 × ○ 

 

○：可、×：不可 

 

※1：データ最適配置機能「PerforOptimizer」を導入した場合のみ利用可能になります。設定画面の

詳細については、マニュアル「データ最適配置機能利用の手引」（IS061）を参照してください。 

※2：シンプロビジョニング機能「ThinProvisioning」を導入した場合のみ利用可能になります。設

定画面の詳細については、マニュアル「シンプロビジョニング機能利用の手引」（IS044）を

参照してください。 

※3：M500 シリーズ/M700 シリーズはサポートしていません。 

※4：データレプリケーション機能を導入した場合のみ利用可能になります。 

※5：スナップショット機能「DynamicSnapVolume」を導入した場合のみ利用可能になります。設

定画面の詳細については、マニュアル「スナップショット利用の手引 機能編」（IS030）を
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参照してください。 

※6：キャッシュ分割機能「VirtualCachePartitioning」を導入した場合のみ利用可能になります。

設定画面の詳細については、マニュアル「キャッシュ分割機能利用の手引－M シリーズ」（IS064）

を参照してください。 

※7：二次キャッシュ機能「PerforCache」を導入した場合のみ利用可能になります。設定画面の詳

細については、マニュアル「二次キャッシュ機能利用の手引」（IS062）を参照してください。 

※8：M11e/M110/M310/M510/M710 以降の装置はサポートしていません。 

※9：I/O 流量制御機能「IO Load Manager」を導入した場合のみ利用可能になります。設定画面の

詳細については、マニュアル「I/O 流量制御機能利用の手引」（IS067）を参照してください。 

※10：M100/M300/M500/M700 ではサポートしていません。 

※11：A3000 および A3200 ではサポートしていません。 

 

 

 FC モデルでは、iSCSI/SAS に関する設定はできません。 

 iSCSI モデルでは、FC/SAS に関する設定はできません。 

 SAS モデルでは、FC/iSCSI に関する設定はできません。 

 iStorageManager Express では、スナップショットに関する設定はできません。 

 iStorageManager Express では、データ最適配置機能に関する「階層追加」や「階層容量

拡張」の設定はできません。 

 「サービスセキュリティ」「管理ソフトウェア設定」は iStorageManager Express のみで

設定可能です。 
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4.2 構築の開始 

ディスクアレイ装置の構築は、administrator の役割で定義された利用者で iSM クライアントに

ログインし、構築メニューから目的の設定画面を起動することにより開始します。 
 

2 台以上の装置を管理している iStorageManager で、M シリーズの装置の設定・構築メニューを

起動する場合、[監視]-[画面表示]画面で対象とする装置を選択してから、メニューの項目をクリック

してください。 
 

iStorageManager Express を利用する場合、あるいは 1 台しか管理していない iStorageManager

の場合、直接メニューの項目をクリックしてください。 

利用者設定の詳細は「第 6 章 利用者設定」を参照してください。 
 

設定画面を起動し、最初に構築を実行するときには装置の監視を停止し、装置の状態を構成設定

中に変更します。ここで、「構築を実行する」タイミングは、初期設定の最初の画面を開くとき、ま

たはそれ以外の機能で[実行]ボタンを押したときとなります。 

装置の監視停止および構成設定中への移行処理中には構成情報の自動保存が行われるため、若干

の時間を要します。保存された構成情報はアクセスコントロールの設定復元に利用できますが、大規

模、または高負荷の環境では時間がかかる場合があります。構成情報の自動保存が不要の場合には、

「4.3 構成情報自動保存の有効化／無効化」を参照して無効化し、必要に応じて「11.8.2 構成情報

取得」を参照して手動で保存を行ってください。 

最初の構築実行時には以下のようなダイアログが表示されます。 

 

 

図 4-1 構築開始の確認ダイアログ 

(図はプール構築の場合の例) 

 

 

他クライアントや iSMCLI 等により構成設定や保守が実施されている場合、「構築を実行する」

タイミングで、装置の監視状態が、構成設定中、または停止(保守)となることがあります。 
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構築を完了またはキャンセルした場合や、構築以外のメニューを選択した場合などは装置の監視

を再開し、構成設定中の状態を終了します。 

構築の完了時には以下のようなダイアログが表示されます。 

 

図 4-2 構築完了の確認ダイアログ 

 

構築のキャンセル時には以下のようなダイアログが表示されます。 

 

 

図 4-3 構築キャンセルの確認ダイアログ 

 

 

構成設定中の状態を終了すると、装置の監視再開を試みます。ただし、他クライアントや iSMCLI

等により構成設定が実施されている場合は、監視再開および構成設定中の状態の終了が行われ

ない場合もあります。 

 

構築の完了画面でリンクを使って構築を継続した場合、または完了画面が表示された状態で他の

構築メニューをクリックした場合には装置の監視再開および構成設定中の状態の終了は行いません。

装置の状態の変更を行うことなく、より効率よく構築を行うことが可能になります。 

継続した場合の構築実行時には以下のようなダイアログが表示されます。 

 

 

図 4-4 構築開始の確認ダイアログ 
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(図はプール構築の場合の例) 

また、構築メニューを操作中には他のクライアントで構築メニューを操作することはできなくな

ります。構成設定中の状態を終了することで他のクライアントが構築メニューを操作可能になります。 

 

 

1. ディスクアレイに対して他の操作が同時に行われている場合は、画面の表示に時間がかか

り、画面を表示できないことがあります。以下のようなメッセージを表示します。少し時

間をおいてから再度操作してください。 

※「ディスクアレイに対して他の操作が同時に行われているため、最新情報の取得に時間

がかかり、画面を表示できません  少し時間をおいてから再度操作してください」 

2. 他の操作が同時に行われている場合、別のクライアントまたは CLI から構築設定を終了し

たタイミングにより装置の監視状態が「停止準備中」に遷移する場合があります。その場

合「情報が取得できませんでした」というエラーが発生することがありますが時間をおい

て再実行してください。 

 

 

4.3 構成情報自動保存の有効化／無効化 

最初の構築実行時に、構築開始の確認ダイアログが表示されます。[はい]ボタンを押して進み、装

置の監視を停止する処理の後で、これまでの構成情報を自動的に保存させることができます。 

構成情報自動保存の有効化／無効化の切り替えは、監視サーバ上の iSM サーバと、ディスクアレ

イ装置上の iStorageManager Express とで、それぞれ独立して行います。 

 

 iSM サーバの環境設定での、「構成設定時の構成情報自動保存」の有効化／無効化の設定方

法については、「WebSAM iStorageManager インストールガイド」を参照してください。 

 iStorageManager Express 上の構成情報自動保存の有効化／無効化の設定方法は「11.6 管

理ソフトウェア設定- 11.6.1 管理ソフトウェアサーバ関連」および「付録 F iSM サーバの環

境定義ファイル」を参照してください。 
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第5章 初期設定 

第 5 章では初期設定について記載します。 

 

ネットワーク初期設定ツールにより IP アドレスを設定したのち、初めて iStorageManager で装置を監視した

場合には以下のダイアログが表示されます。 

 

 

図 5-1 初期設定起動ダイアログ 

 

[はい]をクリックすると、初期設定が起動されます。 

メニューから[構築]-[初期設定]-[開始]をクリックすることでも起動することができます。 

 

ディスクアレイに対して、初期設定を行います。 
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図 5-2 設定方法選択画面 

 

設定方法選択 

初期設定の設定方法を選択します。  

 通常設定 

設定項目を順次設定していきます。通常はこちらを選択します。 

 かんたん設定 

必要な設定や RAID6/60 プール・ホットスペア・論理ディスクの構築を一気に自動で行います。すべての

ホストからすべての論理ディスクが使用できる状態になります。 

※ すべての未使用物理ディスクを使用して 1つのRAID6/60プールと複数のホットスペアを構築します。 

※ 利用可能な RAID タイプは RAID6/60 のみです。 

※ ホットスペアの数は物理ディスクの種類と数から自動的に算出されます。 

※ 4,096 byte のブロックサイズの論理ディスクを構築可能な装置では、構築される論理ディスクのブロ

ックサイズは 512 byte となります。 
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サーバ 1 台との直接接続や 1 クラスタ環境において、下記のすべての条件を満たす環境で利用することが可

能です。 

 FC 接続または SAS 接続（直接接続またはスイッチ経由） 

 未使用の同一種別・同一容量・同一回転数の物理ディスク 7 台以上 

 Windows、Linux、VMware、Hyper-V のホスト 

 

かんたん設定が有効となるシステム構成例 

 1 サーバ直接接続 

1 台のサーバに M シリーズ装置が接続される場合 

 

 

 

仮想マシンサーバに M シリーズ装置が接続される場合 
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 1 クラスタ環境 

1 つのクラスタに M シリーズ装置が直接接続される場合 

 

 

 

以下の場合はかんたん設定を利用できません。 

 iSCSI モデルの場合 

 M300 シリーズ/M500 シリーズ/M700 シリーズ/M5000 の場合 

 アクセスコントロールが有効の場合 

 未使用の物理ディスクの中に異なる種別・容量・回転数の物理ディスクが混在する場合 
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5.1 通常設定 

通常設定では、以下の項目について設定を行います。 

 

1. 名称変更 

2. 時刻設定 

3. ライセンス解除 

4. ホスト接続ポート設定（FC）（FC 対応装置のみ） 

5. ポートのモード変更（FC 対応装置のみ） 

6. ホスト接続ポート設定（iSCSI）（iSCSI 対応装置のみ） 

7. iSNS サーバ設定（iSCSI 対応装置のみ） 

8. ホスト接続ポート設定（SAS）（SAS 対応装置のみ） 

 

5.1.1 名称変更 

 

図 5-3 名称変更画面 
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以下の情報を表示しています。 

 プロダクト ID 

 シリアル番号 

 ディスクアレイ名 

 

ディスクアレイ名を変更したい場合、「新しいディスクアレイ名」に変更後の名称を入力します。 

ディスクアレイ名には半角英数字と“_”と“/”を使用することができ、最大 32 文字まで入力可能です。 

 

[次へ]をクリックするとディスクアレイ名の設定が実行されます。 

 

 

5.1.2 時刻設定 

ディスクアレイの時刻設定を行います。 

※iStorageManager を使用しており、iSM サーバとの時刻同期設定が ON の場合には表示されま

せん。 

 

時刻設定は、以下の画面から構成されます。 

iStorageManager の場合 

 時刻設定 

 

 iStorageManager Express の場合 

 時刻設定方法選択 

 NTP 設定 

 時刻手動設定 
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○時刻設定(iStorageManager) 

 

図 5-4 時刻設定選択画面 

 

ディスクアレイの時刻設定方法について選択します。 

 時刻を手動で設定する 

ディスクアレイの時刻を手動で設定する場合に選択してください。 

 時刻の設定を行わない 

ディスクアレイの時刻設定を変更しない場合に選択してください。 
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○時刻設定(ディスクアレイの時刻手動設定) 

 

図 5-5 時刻設定画面 

 

時刻設定方法選択画面で「時刻を手動で設定する」を選択すると本画面が表示されます。ディス

クアレイの時刻設定を行います。 

 

日付 

ディスクアレイに設定する日付を指定します。  

時刻 

ディスクアレイに設定する時刻を指定します。  

サーバの日時を設定 

現在ディスクアレイを監視しているサーバの日付をディスクアレイに設定します。 

 

[次へ]をクリックすると時刻設定が実行されます。 

 

 

iStorageManager を使用していて、iSM サーバの環境設定‐「状態監視」タブで、「ディスク

アレイの時刻を自動補正する」が選択されている場合、時刻設定画面は表示されません。 

この場合、ディスクアレイの時刻は、iSM サーバを起動しているサーバと同期されます。 

 



第 5 章 初期設定 

 III-18 

○時刻設定(iStorageManager Express) 

 

図 5-6 時刻設定選択画面 

 

ディスクアレイの時刻設定方法について選択します。 

 時刻を NTP サーバと同期させる 

外部の NTP サーバと時刻同期を行う場合に選択してください。 

 時刻を手動で設定する 

ディスクアレイの時刻を手動で設定する場合に選択してください。 

 時刻の設定を行わない 

ディスクアレイの時刻設定を変更しない場合に選択してください。 
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○時刻設定 (NTP サーバとの同期) 

 

図 5-7 時刻設定`(NTP サーバとの同期)画面 

 

時刻設定方法選択画面で「時刻をNTPサーバと同期させる」を選択すると本画面が表示されます。 

NTP サーバと時刻同期するための設定を行います。 

IP アドレス 

同期させる NTP サーバの IP アドレスを 3 つまで指定できます。 

 

[次へ]をクリックすると NTP サーバの設定が行われます。 

 

 

ディスクアレイと NTP サーバ間の時刻同期方式は、ディスクアレイ装置が自動的に選択してお

り、利用者は選択することができません。 

ディスクアレイと NTP サーバとの時刻差がほとんど無い場合は、SLEW 方式で動作し、時刻

差がある場合は STEP 方式で動作します。 
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NTP サーバとの同期を設定していても、iSM サーバでディスクアレイを監視している場合は、

ディスクアレイの時刻は、iSM サーバを起動しているサーバとの同期が優先されるため、NTP

サーバとの同期設定は自動的に解除されます。 

また、ディスクアレイの時刻を手動設定した場合も NTP サーバとの同期設定は自動的に解除さ

れます。 

 



第 5 章 初期設定 

 III-21 

○時刻設定(ディスクアレイの時刻手動設定) 

 

図 5-8 時刻設定(ディスクアレイの時刻手動設定)画面 

 

時刻設定方法選択画面で「時刻を手動で設定する」を選択すると本画面が表示されます。 

ディスクアレイの時刻設定を行います。 

日付 

ディスクアレイに設定する日付を指定します。 

時刻 

ディスクアレイに設定する時刻を指定します。 

 

[次へ]をクリックすると時刻設定が行われます。 
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5.1.3 ライセンス解除 

  

図 5-9 ライセンス解除画面 

 

ディスクアレイのライセンス解除を行います。 

 解除済みライセンスキーを非表示にする 

  すでに解除済みのライセンス一覧および履歴のリストを非表示にします。 

ライセンスキー入力 

ライセンスキーを入力し[追加]をクリックすると、ライセンスキー一覧に登録されます。 

ライセンスキー一覧 

入力されたライセンスキー一覧です。 

 

[次へ]をクリックするとライセンスキー一覧に追加されたライセンスの解除を実行します。 

 

 

プロダクトによっては、1 つのライセンスキーで、複数のプロダクトのライセンスを解除します。 
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5.1.4 ホストポート設定(FC) 

 

図 5-10 ホスト接続ポート設定画面 

 

FC 対応ディスクアレイに対して、ホスト接続ポートの設定を行います。 

本画面は M300 シリーズ/M500 シリーズ/M700 シリーズ/M5000 の場合のみ表示されます。 

 

ポート一覧 

設定を行うポートを選択します。 

 

編集ボタン 

選択したポートの設定を編集するためのダイアログを表示します。 
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●編集ダイアログ 

 

図 5-11 編集ダイアログ 

 

 ポート番号 

ポート固有の番号です。 

 ポート名 

ポートに付ける名称を指定します。 

ポート名には半角英数字と”_”と”/”を使用することができ、最大 32 文字まで入力

可能です。 

 プラットフォーム 

接続するホストのプラットフォームを指定します。 

 データレート 

HBA もしくは HUB が持つデータ転送速度に合わせた値を指定します。 

 サーバとの接続形態 

ディスクアレイとホスト間の接続形態を指定します。 

o 自動認識 

接続形態を自動認識します。 

o サーバ直結(8Gbps 以下)/FC-AL 

16Gbps 未満のデータレートでホスト接続ポートと業務サーバを FC ケーブルで

直結する場合、または Loop トポロジ FC スイッチを使用する場合に選択してく

ださい。 

o FC スイッチ接続(Fabric)/サーバ直結(16Gbps 以上) 

16Gbps 以上のデータレートでホスト接続ポートと業務サーバを FC ケーブルで直

結する場合、または Loop トポロジ FC スイッチ以外の FC スイッチを接続する場

合に選択してください。 
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 スイッチ ID 

接続形態が FC-AL の場合の、ポートの Loop ID (Switch 値)を指定します。 

設定可能な値は、00h ‐ 7dh です。 

Loop トポロジ FC スイッチ構成で複数の iStorage を接続する場合は、同じ値が重なら

ないように設定してください。 

 ポート種別 

ポートの種別を選択します。 

o ホストポート 

ホストと接続する場合に設定してください。 

o データ移行ポート 

データ移行を利用する場合に設定してください。 

o レプリケーションポート 

遠隔データレプリケーション機能を利用する場合に設定してください。 

 

本設定は、データ移行機能、遠隔データレプリケーション機能のいずれか 1 つでも利用

可能な場合に、表示されます。 

 

[OK]ボタンをクリックすると変更した内容がリストに反映されます。 

 

[次へ]をクリックするとポートの設定を実行します。 

 

 

ポート種別にレプリケーションポートを設定する場合、プラットフォームは指定できません。 
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5.1.5 ポートのモード変更 

 

図 5-12 ポートモード変更画面 

 

 ディスクアレイの FC のポートモードを変更します。 

本画面は M300 シリーズ/M500 シリーズ/M700 シリーズ/M5000 の場合のみ表示されます。 

 ポートモードについての説明は、「第 2 章 アクセスコントロールの概要」を参照してください。 

 

(a) ポート一覧リストビュー 

ポート一覧リストビューでは、ディスクアレイのポート情報を確認できます。 

ポート番号は、"ディレクタ番号－ポート番号"を表します。 

 表示項目は以下のようになります。 

①ポート番号 

ポート番号を表示します。 

②ポート名 

ポート名を表示します。 
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③モード 

ポートのモードを表示します。 

表 5-1 モード表示項目一覧 

モード 説明 

WWN WWN モードのポート 

Port Port モードのポート 

 

④構成変更 

ポートのロック/アンロック状態を表示します。 

表 5-2 構成変更表示項目一覧 

構成変更 説明 

ロック ロックされているポート 

（空白） ロックされていないポート 

 

⑤選択不可理由 

選択不可理由を表示します。 

 

なお、以下の項目は初期状態時、非表示に設定されています。 

ホスト 

I/F 種別 

表示する場合は項目名の部分で右クリックし、該当項目を表示に設定してください。 

 

(b) [WWN モード(W)]/[Port モード(P)]ラジオボタン 

 WWN モード(W)  ポートのモードを WWN モードへ変更します。 

 Port モード(P)  ポートのモードを Port モードへ変更します。 

 

(c) [一括変更(B)]ボタン 

本ボタンをクリックすることにより、すべてのポートが[WWN モード(W)]/[Port モード(P)]で

選択したモードに設定されます。この場合、ポート一覧からポートを選択しておく必要はあり

ません。ただし、ポート操作ガードによりロックされているポートがある場合、本ボタンによ

るモードの変更はできません。構成変更ガード機能により対象業務サーバが稼動中であること

を確認した場合は、Port モードへの変更はできません。対象業務サーバをすべて停止した上で、

本操作を行ってください。 
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(d) [変更(C)]ボタン 

 ポートを選択して、本ボタンをクリックすることにより、選択したポートを[WWN モード

(W)]/[Port モード(P)]で選択したモードに設定することができます。ポート一覧で、ポートが

同一のモードであれば複数選択して設定が可能です。また、事前内容確認画面が表示されます

ので、変更前と変更後のポートのモードを確認してください。ただし、ポート操作ガードによ

りロックされているポートのモードを変更することはできません。構成変更ガード機能により

対象業務サーバが稼動中であることを確認した場合は、Port モードへの変更はできません。対

象業務サーバをすべて停止した上で、本操作を行ってください。 

 

 

ポートのモード変更は即時にディスクアレイに反映されます。設定を誤った場合、アクセスし

ていた業務サーバから、論理ディスクにアクセスができなくなる可能性があります。このため、

必要に応じて、業務や業務サーバの計画停止を行ってください。 

 



第 5 章 初期設定 

 III-29 

5.1.6 ホストポート設定(iSCSI) 

 

図 5-13 ホストポート設定(iSCSI)画面 

 

iSCSI モデルのディスクアレイに対して、ホスト接続ポートの設定を行います。 

iSCSI モデル以外のディスクアレイでは表示されません。 

 

ポート一覧 

設定を行うポートを選択します。 

以下の条件に当てはまるポートは選択できません。 

 

表 5-3 ポート選択不可理由一覧 

選択不可理由 説明 

ロック ポートに操作ガードが設定されている 

 

編集ボタン 

選択したポートの設定を編集するためのダイアログを表示します。 



第 5 章 初期設定 

 III-30 

○編集ダイアログ 

  

図 5-14 編集ダイアログ 
 

ポート番号 

ポート固有の番号です。 

ポート名 

ポートに付ける名称を指定します。 

ポート名には半角英数字と”_”と”/”を使用することができ、最大 32 文字まで入力可能です。 

リンク速度とデュプレックス 

ポートに設定されているリンク速度とデュプレックスの値が表示されます。この値は変更

することはできません。M11e/M110/M310/M510/M710 以降のシリーズでは iSCSI 10Gbps 

Copper、iSCSI 25Gbps Optical に対して、値の変更ができます。 

MTU 

MTU(MaximumTransmissionUnit)サイズをドロップダウンリストから選択して変更でき

ます。 

使用しているネットワーク環境に応じて値を変更してください。デフォルトの値は 1500 で

す。 

ポート種別 

ポートの種別を選択します。 

 ホストポート 

ホストと接続する場合に設定してください。 

 ホスト/レプリケーションポート 

遠隔データレプリケーション機能を利用する場合に設定してください。 
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本設定は遠隔データレプリケーション機能が利用可能な場合に表示されます。 

IP アドレス（IPv4） 

ポートに設定する IP アドレスを指定します。 

サブネットマスク（IPv4） 

ポートに設定するサブネットマスクを指定します。 

デフォルトゲートウェイ（IPv4） 

ポートに設定するゲートウェイアドレスを指定します。 

VLAN ID（IPv4） 

ポートに設定する IPv4 タグ VLAN を指定します。 

VLAN を使用する場合に、チェックを入れてください。1～4094 の範囲で指定可能です。 

IP アドレス（IPv6） 

ポートに設定する IPv6 アドレスを指定します。  

デフォルトゲートウェイ（IPv6） 

ポートに設定するデフォルトゲートウェイを指定します。 

VLAN ID（IPv6） 

ポートに設定する IPv6 タグ VLAN を指定します。 

VLAN を使用する場合に、チェックを入れてください。1～4094 の範囲で指定可能です。 

 

[OK]ボタンをクリックすると変更した内容がリストに反映されます。 

 

必要なポートの設定変更を行った後、[次へ]をクリックするとポート設定が実行されます。 

 

 

 ホストポート設定(iSCSI)において IP アドレスの設定または変更を行った場合は、処理実

行後に 30 秒程度待ってから別の設定を行ってください。MTU を変更すると、他のポート

も含め一時的に通信が途切れる可能性があります。 

 SFP モジュールの種別が iSCSI(Optical)のホストポートでは、搭載している SFP モジュ

ールの転送速度が 10Gbps の場合は「リンク速度とデュプレックス」を 10Gbps に設定し

てください。また、搭載している SFP モジュールの転送速度が 25Gbps の場合は「リンク

速度とデュプレックス」を 25Gbps に設定してください。 
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5.1.7 iSNS サーバ設定 

  

図 5-15 iSNS サーバ設定画面 

 

iSCSI モデルのディスクアレイに対して、ディスクアレイが iSCSI ターゲットを登録する iSNS

サーバの設定を行います。 

iSCSI モデル以外のディスクアレイでは表示されません。 

 

iSNS サーバ IP アドレス/ポート番号一覧 

iSNS サーバの IP アドレス、ポート番号を登録します。 

[追加]、[編集]をクリックすると、「IP アドレス/ポート番号設定」ダイアログを開きます。 

[削除]をクリックすると、選択した iSNS サーバの IP アドレス、ポート番号設定を削除しま

す。 
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○iSNS サーバ IP アドレス設定 

  

図 5-16 iSNS サーバ IP アドレス設定 

 

iSNS サーバの IP アドレスおよびポート番号を 2 つまで指定できます。 

IP 種別 

IPv4/IPv6 をドロップダウンリストから選択して変更できます。 

使用しているネットワーク環境に応じて値を変更してください。 

 

IP アドレス 

iSNS サーバの IP アドレスを IPv4 では 32bit、IPv6 では 128bit 数値で指定します。 

 

ポート番号 

ポート番号を数値で指定します。 

 

[OK]ボタンをクリックすると変更した内容がリストに反映されます。 

 

[次へ]をクリックすると iSNS サーバの設定が実行されます。 

 

 

iSNS サーバの設定機能は M11e/M110/M310/M510/M710/M310F/M710F 以前の装置でのみ利

用可能です。 
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5.1.8 ホストポート設定(SAS) 

 

図 5-17 ホスト接続ポート設定画面 

 

SAS 対応ディスクアレイに対して、ホスト接続ポートの設定を行います。 

本画面は M300 シリーズ/M500 シリーズ/M700 シリーズ/M5000 の場合のみ表示されます。 

 

ポート一覧 

設定を行うポートを選択します。 

 

編集ボタン 

選択したポートの設定を編集するためのダイアログを表示します。 
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●編集ダイアログ 

 

図 5-18 編集ダイアログ 

 

 ポート番号 

ポート固有の番号です。 

 ポート名 

ポートに付ける名称を指定します。 

ポート名には半角英数字と”_”と”/”を使用することができ、最大 32 文字まで入力

可能です。 

 プラットフォーム 

接続するホストのプラットフォームを指定します。 

 データレート 

SAS ポートおよび接続先ポートが持つデータ転送速度に合わせた値を指定します。 

 

[OK]ボタンをクリックすると変更した内容がリストに反映されます。 

 

[次へ]をクリックするとポートの設定を実行します。 
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5.1.9 初期設定完了 

  

図 5-19 初期設定完了画面 
 

成功した場合、以下のリンクが表示されます。 

 「iSCSI 簡易設定ツールを利用してホストの設定を行う」 

iSCSI 簡易設定ツールをホスト上で実行し、必要な設定を行うために「ホスト情報設定」

画面を開きます。 

※iSCSI モデルのディスクアレイの場合のみ表示されます。 

 「プールを構築する」 

プールを構築するために、「プール構築」画面を開きます。 
 

移動ボタン 

 [完了] 
[監視]-[画面表示]に移動します。 

 

 

FC または SAS モデルの場合、初期設定完了後アクセスコントロール機能が自動的に開始され

ます。 

SAS モデルの場合、初期設定完了後にすべての SAS ポートは Port モードに変更されます。 
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5.1.10 ホスト情報設定画面 

 

図 5-20 ホスト情報設定画面 

 

iSM クライアントはこの画面を開いた状態のままにしておき、別途ホストにログインして iSCSI

簡易設定ツールを操作します。iSCSI 簡易設定ツールの利用方法の詳細は、ディスクアレイ装置の「ユ

ーザーズガイド」を参照してください。 

すべてのホストでの作業が完了したのち、この画面に戻って構築を続けてください。 

 

以下のリンクが表示されます。 

 「プールを構築する」 

プールを構築するために、「プール構築」画面を開きます。 

 

移動ボタン 

 [キャンセル] 

構築処理を中断し、[監視]-[画面表示]に移動します。  
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5.2 かんたん設定 

論理ディスク構築 

 

図 5-21 論理ディスク構築画面 

 

プラットフォームの選択 

接続しているホストのプラットフォームを選択してください。 

Windows、Linux、VMware、Hyper-V から選択可能です。 

 

論理ディスクの構築 

個数と容量を指定し、[追加]をクリックすると一覧に追加されます。 

[削除]をクリックすると一覧から選択した論理ディスクを構築対象から削除します。 

 

[次へ]をクリックすると、自動的に RAID6/60 プール・ホットスペア・システムボリュームを構築

し、さらに一覧にある論理ディスクが構築されます。 
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初期設定完了 

 

図 5-22 初期設定完了画面 

 

初期設定の結果が表示されます。 

かんたん設定を利用した場合、以上でホスト上から論理ディスクが利用可能な状態となります。 

 

移動ボタン 

 [完了] 

[監視]-[画面表示]に移動します。  

 

 

 論理ディスクは、構築完了後すぐに利用可能です。 

 構築直後は、論理ディスクの状態が正常(formatting)となります。 
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第6章 利用者設定 

6.1 利用者の種類 

iSM を利用する際には、利用者を事前に定義してください。iSM クライアントにて各種操作や装

置監視を行う場合、定義された利用者の名前とパスワードを入力し iSM サーバへ接続する必要があ

ります。 

iSM の利用者には、以下に示す 3 つの種別、3 つの役割があります。これらを組み合わせて利用

者に付与することで、管理対象装置および操作範囲を適切に管理することができます。 

 

表 6-1 利用者種別一覧 

ストレージグループ管理ユーザ iSM サーバで管理している複数ストレージ全体を管理す

る利用者（iStorageManager 使用環境でのみ作成可能） 

ストレージ管理ユーザ 特定のストレージ（1 つまたは複数指定可能）のみを管理

す る 利 用 者 （ iStorageManager 、 iStorageManager 

Express 使用環境ともに作成可能） 

パーティション管理ユーザ 特定のパーティションを管理する利用者

（iStorageManager 使用環境、かつ

VirtualStoragePartitioning を導入済みのストレージで

のみ作成可能） 

 

表 6-2 利用者役割一覧 

administrator 構成設定を始め、ストレージに対するすべての操

作を許可 

システム管理者向け 

operator レプリケーションや性能監視など、ストレージの

運用に必要な操作を許可 

システム運用者向け 

monitor 構成・状態表示などの参照を許可 一般利用者向け 
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6.2 利用者の定義 

 

6.2.1 利用者の定義方法 

利用者の定義は、以下の方法で行うことができます。 

なお、利用者定義は iSM サーバごとに管理されます（iStorageManager Express 使用時はストレ

ージ内 iSM サーバにて管理されます）。 

 

 iSM サーバ側で定義 

iSM サーバを運用する OS によって定義方法が異なる場合があります。詳細は製品添付のイ

ンストールガイドより、対応する OS の記載を参照してください。 

 iSM クライアント（Web GUI）で定義 

iSM クライアント（Web GUI）の利用者設定画面にて定義することができます。本書ではこ

ちらの方法を記載しています。 

 

6.2.2 利用者設定画面 

利用者設定画面は、iSM クライアント（Web GUI）のメイン画面より、メニュー「構築」→「利

用者設定」を選択することで表示されます。 

なお、利用者設定画面はストレージグループ管理ユーザおよびストレージ管理ユーザの

administrator でのみ利用可能です。 

 

図 6-1 利用者設定画面 
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利用者一覧には、現在接続されている iSM サーバに定義されている利用者を表示します。 

 

 

1. 同一の iSM サーバに接続した複数のクライアントから、利用者設定画面を同時に起動する

ことはできません。 

2. 同一の iSM サーバに接続した複数のクライアントから、メニュー「VSPAR 設定」、「キ

ャッシュ分割設定」、「利用者設定」を同時に選択・起動することはできません。 

3. 現在使用している利用者の種別により、操作（[編集]および[削除]）できない利用者は灰色

で表示されます。 

操作可能な範囲は以下の通りです。 

  ストレージグループ管理ユーザ：すべての利用者を操作可能 

  ストレージ管理ユーザ：管理対象ストレージのストレージ管理ユーザ、 

   パーティション管理ユーザを操作可能 

 

各表示項目について以下に説明します。 

①利用者名 

利用者の名前が表示されます。 

②利用者種別 

利用者の種別が表示されます。 

ストレージグループ ：ストレージグループ管理ユーザ 

ストレージ  ：ストレージ管理ユーザ 

パーティション ：パーティション管理ユーザ 

③利用者役割 

利用者の役割が表示されます。 

④管理ストレージ／パーティション 

利用者一覧で選択した利用者の管理対象ストレージ／パーティションを表示します。

iStorageManager 使用時のみ表示されます。 

ディスクアレイ名には、当該利用者の管理対象ディスクアレイの名前が表示されます。ストレ

ージグループ管理ユーザの場合は“－”を表示します。 

パーティション名には、当該利用者の管理対象パーティションの名前が表示されます。ストレ

ージグループ管理ユーザ、ストレージ管理ユーザの場合は“－”を表示します。 

⑤[追加]ボタン 

利用者追加画面が表示され、利用者の新規追加を行います。 
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⑥[編集]ボタン 

利用者編集画面が表示され、利用者一覧で選択した利用者の編集を行います。 

⑦[削除]ボタン 

選択した利用者を削除します。一度削除すると元に戻せません。 

※iSM にログインしている利用者自身を削除することはできません。別の利用者でログインし

直して削除してください。 

⑧[キャンセル]ボタン 

本画面を閉じて、監視画面に戻ります。 

 

（１）利用者追加 

利用者設定画面で[追加]ボタンをクリックすることで、利用者追加画面が表示されます。ここで、

利用者の新規追加を行うことができます。 

 

 

図 6-2 利用者追加画面 

 

各表示項目について以下に説明します。 

①利用者名 

利用者名を指定します。 

利用者名に指定できる文字列には以下の制限があります。 
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【iStorageManager Express 利用時】 

2～8 文字の英数字で指定します。大文字と小文字は区別されます。 

なお、先頭文字は英字のみ使用可能であり、かつ少なくとも 1 文字は小文字が含まれている必

要があります。 

【iStorageManager 利用時】 

1～20 文字の英数字および記号（ただしダブルクォーテーションを除く）で指定します。大文

字と小文字は区別されます。 

②パスワード 

利用者のパスワードを 1～14 文字の英数字および記号（ただしダブルクォーテーションを除く）

で指定します。大文字と小文字は区別されます。 

③パスワードの確認入力 

「パスワード」に入力した値を確認のため再度入力してください。 

④利用者種別 

追加する利用者の種別を選択してください。 

現在ストレージ管理ユーザで接続している場合、ストレージグループ管理ユーザは選択できま

せん。また、VirtualStoragePartitioning（パーティショニング機能、詳細は「パーティショニ

ング機能利用の手引」（IS043）を参照してください。）を導入済みのストレージが存在しな

い場合、パーティション管理ユーザは選択できません。 

⑤利用者役割 

追加する利用者の役割を選択してください。 

⑥管理するディスクアレイ 

利用者種別をストレージ管理ユーザとした場合、管理対象とするストレージを選択してくださ

い。 

本項目は iStorageManager 使用時のみ表示されます。またストレージグループ管理ユーザおよ

びパーティション管理ユーザの場合は選択不要です。 

※パーティション管理ユーザの管理対象パーティションは、パーティション設定ウィザードに

て設定してください。 

⑦[OK]ボタン 

追加に成功した場合は、追加した利用者が利用者情報一覧画面の利用者一覧に表示されます。 

⑧[キャンセル]ボタン 

現在の画面内容をすべて破棄し、利用者の追加を行わずに利用者情報一覧画面に戻ります。 

⑨「ヘルプ」ボタン 

ヘルプ画面が表示されます。 
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（２）利用者編集 

利用者設定画面で[編集]ボタンをクリックすることで、利用者編集画面が表示されます。ここで、

定義済み利用者の設定変更を行うことができます。 

 

図 6-3 利用者編集画面 

各表示項目は利用者追加画面と同一です。 

変更する項目を更新し、[OK]ボタンをクリックすることで反映されます。 

 

 

1. iStorageManager（iStorageManager Express 含む）にて作成可能な利用者の最大数は以

下の通りです。 

  ストレージグループ管理ユーザ ：100 

  ストレージ管理ユーザ  ：32 

  パーティション管理ユーザ  ：128 

 

2. iStorageManager Express にてデフォルトで作成されている利用者（sysadmin）は削除で

きません。また、初回使用時速やかにパスワードを変更していただくことを推奨します。 

 

3. iStorageManager Express にて以下の文字列は利用者名として設定できません。 

adm  bin  daemon  dladm  gdm  listen  lp  noaccess  nobody  nobody4   

nuucp  mysql  openldap  postgres  root  smmsp  support  sys  uucp   
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vndrmnt  webservd  xvm  zfssnap 

 

4. ディスクアレイ上で iSMCLI の利用者と iStorageManager Express の利用者は共通です。 
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第7章 プール 

プールは、複数の物理ディスクを束ねて RAID を構成する仮想媒体です。構築したプールの領域を分割して論

理ディスクを構築します。 

物理ディスクを増設した場合には、増設した物理ディスクを用いてプールを構築し、その中に論理ディスクを

構築できます。また、既存のプールに物理ディスクを追加して容量拡張することもできます。このときすでに使

用されている他の論理ディスクへの影響はありません。 

 

プールの RAID 構成は以下のものから選択可能です。 

 RAID6/60 (4+PQ)／(8+PQ) 

 RAID-TM (トリプルミラー) 

 RAID5/50 (2+P)／(4+P)／(8+P) 

 RAID1/10 (ミラー) 

 

プールに関して以下の操作を行うことができます。2 台以上のディスクアレイ装置を管理対象としている場合、

メイン画面で、構成対象となるディスクアレイ装置を選択してから、実施したい操作をクリックしてください。 

 プール構築  

 プール解除  

 プール操作 

o 容量拡張 

o 再配置 

o 設定変更 

 

 

階層プールについては、マニュアル「データ最適配置機能利用の手引」（IS061）の「データ最適

配置（LD 内再配置）機能」および「データ最適配置（LD 内再配置）の操作方法」を参照してく

ださい。 
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7.1 プール構築 

新規にプールを構築します。 

プール構築画面は、以下の画面から構成されます。 

1. プール構築 

 物理ディスクの選択 

2. 内容確認 

 詳細設定 

3. 完了 

 

●プール構築 

構築するプールの設定を行います。 

 

図 7-1 プール構築画面 
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図 7-2 M5000 のプール構築画面 

 

1. 構築済みプール一覧 

[構築済みプール一覧を表示する]ボタンをクリックすると、すでに存在するプールの一覧

が表示されます。 

[プール一覧を閉じる]ボタンをクリックすると、プール一覧は表示されなくなります。 
 

2. 物理ディスクタイプ 

物理ディスクのタイプを選択します。 

 

SAS --------------  SAS ディスクです 

SSD --------------  SSD ディスクです 

NLSAS ----------  ニアライン SAS ディスクです 

SAS(SED) ------  暗号化 SAS ディスクです 

SSD(SED) ------  暗号化 SSD ディスクです 

NLSAS(SED) --  暗号化 NLSAS ディスクです 

AFSAS ----------  アドバンストフォーマット SAS ディスクです 
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3. RAID タイプ 

プールの RAID タイプを選択します。 

 

 

 選択可能な物理ディスクのタイプおよび、RAID タイプは、ディスクアレイ装置によって

異なります。 

 対象の装置で選択可能な物理ディスクのタイプ、RAID タイプのみが、ドロップダウンリ

ストに表示されます。 

 

4. 物理ディスクの台数と容量 

使用する物理ディスクの選択を行います。 

○自動選択 

使用する物理ディスクの台数と、物理ディスクの 1 台あたりの容量を選択します。 

選択可能な物理ディスク数は以下の通りです。 
 

RAID6/60(4+PQ) ---  6 台以上 

RAID6/60(8+PQ) ---- 10 台以上 

RAID5/50(2+P) -----  3 台以上 

RAID5/50(4+P) -----  5 台以上 

RAID5/50(8+P) -----  9 台以上 

RAID-TM ------------  3 台以上 

RAID1/10 ------------  2 台以上 
 

○手動選択 

[物理ディスクを選択する]ボタンをクリックすると、プールに使用する物理ディスクを

手動で選択できます。 

PD グループ 

使用する PD グループを選択します。M5000 を利用している場合のみ表示されます。 

[構築後の容量を計算する]ボタン 

ボタンをクリックすると、[構築後のプール容量]欄に、プールの容量（見積値）が表

示されます。 

物理ディスクタイプ、RAID タイプ、物理ディスク台数、物理ディスク容量、手動選

択での物理ディスク選択内容を変更した場合、「0 GB」と表示されることがあります。 
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5. 仮想容量プールで構築を行う 

シンプロビジョニング機能が利用できる場合に、仮想容量プールとして構築を行うかどう

か選択するチェックボックスが表示されます。 

※詳細は、「iStorage シリーズシンプロビジョニング機能利用の手引」を参照ください。 

6. ストレージコンテナで構築を行う 

バーチャルボリューム機能が利用できる場合に、ストレージコンテナとして構築を行うか

どうか選択するチェックボックスが表示されます。 

※詳細は「バーチャルボリューム機能利用の手引」を参照ください。 

7. 圧縮プールで構築を行う 

データ圧縮機能が利用できる場合に、圧縮プールとして構築を行うかどうか選択するチェ

ックボックスが表示されます。 

 

 

 指定した物理ディスクタイプおよび RAID タイプで、物理ディスクの台数が不足している

場合、物理ディスクの自動選択ができません。 物理ディスクタイプ、RAID タイプを見直

すか、手動選択で異なる容量、回転数および転送速度の物理ディスクを選択することで構

築が可能になります。 

 61 台以上の物理ディスクでプールを構築すると、プール拡張が自動的に実行されます。 

 61 台以上の物理ディスクでプールを構築する場合、表示される「構築後のプール容量」値

は概算値です。 

 M5000 の場合、物理ディスクの自動選択がサポートされていません。 

 M5000 の場合、物理ディスクの手動選択を行う前に PD グループを選択してください。 

 SSD の物理ディスクの場合に、容量と合わせて、SSD のエンデュランス情報が表示され

ます。ただし、SSD のエンデュランス情報が取得できない場合は「不明」と表示されます。

「不明」と表示された場合でも、利用に支障はありません。 

 

移動ボタン 

 [次へ] 

内容確認画面に進みます。  

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログが表示されます。ダイアログの[OK]ボタンをクリックす

るとウィザードが終了し、[監視]-[画面表示]に移動します。 
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●物理ディスクの選択 

物理ディスクの選択を行います。 

物理ディスク選択欄には、リスト表示とビジュアル表示があります。上のタブにて表示を切り

替えることができます。 

プール構築に使用できない物理ディスクはリスト表示ではリストに表示されず、ビジュアル表

示ではチェックボックスがグレーアウト表示されます。 

 

「リスト」タブ 

 

図 7-3 リストタブ 
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「ビジュアル」タブ 

 

図 7-4 ビジュアルタブ 

 

 

 PD グループは複数 PD グループをサポートしている装置でのみ表示されます。 

 複数 PD グループをサポートしている装置では、プール構築画面で選択した PD グループ

が表示されます。 
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●内容確認 

プールの構築内容が表示されます。 

 

図 7-5 内容確認画面 

 

構築するプールの設定内容を一覧で表示します。内容に問題ないか確認してください。 

「詳細設定」ボタンで、詳細設定画面を開きます。 

 

基本設定 

プール番号 

構築するプールに自動的に割り当てられる、ディスクアレイ内で一意な番号。 

PD グループ番号 

選択した PD グループ番号。複数 PD グループで構成した装置の場合、表示します。 

物理ディスクタイプ 

選択した物理ディスクタイプ。 

RAID タイプ 

選択した RAID タイプ。 

プール容量 

構築するプールの容量。 



第７章 プール 

 III-55 

ストレージコンテナとして構築 

ストレージコンテナとして構築するかどうかを示します。 

圧縮プールとして構築 

圧縮プールとして構築するかどうかを示します。 

 

詳細設定 

以下の項目は、「詳細設定」画面で変更できます。 

プール名 

構築するプールにつける名前。 

修復の優先度 

プールを構成する物理ディスクのどれかが障害が発生した際、ホットスペアディスクに

切り替えたり、交換後の物理ディスクに RAID 構成を復旧したりする作業の優先度。 

システムボリューム 

プール構築時にシステムボリュームを作成するか否かを示します。最初のプール構築時

には「作成する」が既定値となっています。システムボリュームを作成済みの場合には表示

されません。 

論理ディスク構築時の既定値属性 

圧縮プールで構築する論理ディスクの圧縮属性の既定値。 

 

移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

図 7-6 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、プール構築の処理が実行され、完了画面に進みます。 

 [戻る] 

プール構築画面に戻ります。 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログが表示されます。ダイアログの[OK]ボタンをクリックす

るとウィザードが終了し、[監視]-[画面表示]に移動します。 
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●詳細設定 

プール構築の詳細設定を行います。 

 

図 7-7 詳細設定画面 

 

プール名 

構築するプール名を指定します。プール名には半角英数字と“_”と“/”を使用することができ、

最大 32 文字まで入力可能です。 

修復の優先度 

修復の優先度を設定します。初期値は「中」です。 

 「高」: 「中」指定時の半分の時間で修復完了するのを目標として、優先して修復を行

います。ただし、業務サーバとのデータ転送性能に影響を与える可能性があります。 

 「中」: 業務サーバからのディスクアクセスと調整しながら修復を行います。修復にか

かる時間は RAID の種別やプールを構成するディスクの台数により変わります。頻繁

にディスクアクセスしている場合、修復作業中にディスクアクセス性能が低下するこ

とがあります。 

 「低」: 「中」指定時の 2 倍の時間で修復完了するのを目安として、業務サーバとのデ

ータ転送性能に影響ないようにプール RAID 構成の修復を行います。 

設定の右側に以下の情報が表示されます。 

 中の場合の処理時間の目安:  「中」を選択した場合の、修復にかかる時間の目安です。 
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システムボリューム 

ディスクアレイ装置では、ディスクアレイ管理用のボリュームが必要となります。 

システムボリューム作成が必要な場合、このチェックボックスが有効になります。 

故障や稼動障害が発生した場合の調査に必要な情報を保持するため、必ずシステムボリュームを

作成してください。 

論理ディスク構築時の既定値属性 

圧縮プールで構築する論理ディスクの圧縮属性の既定値を設定できます。 

 

 

 圧縮プールとして構築する場合、圧縮プールの仮想容量は変更できません。圧縮プールの

仮想容量は、構築可能な最大の容量が設定されます。 

 修復の優先度「高」「低」の指定時の動作は、M10e/M100/M300/M500/M700/M5000 の

場合、以下の通りです。 

● 「高」: 最優先で修復を行います。ただし、業務サーバとのデータ転送性能に影響を 

  与える可能性があります。 

● 「低」: 業務サーバとのデータ転送性能に影響ないようにプール RAID 構成の修復を 

  行います。 

 

●完了 

プール構築の結果が表示されます。 
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図 7-8 完了画面 

 

成功した場合、以下のリンクが表示されます。 

 「別のプール構築を行う」 

別のプールを構築するために、再度「プール構築」画面を開きます。  

 「ホットスペアを構築する」 

ホットスペア構築画面を開きます 

 「論理ディスクを構築する」 

論理ディスク構築画面を開きます。  

 

 

 省電力設定で、「物理ディスクの省電力設定」を有効にしている場合、物理ディスクの稼

動開始処理のため、構築に時間がかかる場合があります。 

 プール構築に失敗した場合、ディスクアレイの最新の状態を確認してください。 

 プール構築に失敗した場合、物理ディスクが存在しないプールが存在する場合があります。

この場合にはそのプールを解除して、障害要因を取り除いて再度プール構築を行ってくだ

さい。 
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移動ボタン 

 [完了] 

[監視]-[画面表示]に移動します。 

 

 

 暗号化 HDD（PD タイプ：SAS(SED)/NLSAS(SED)/SSD(SED)）でプールを構築した場

合は、セキュリティ確保のために暗号化 HDD 内に認証鍵が自動的に設定されます。 

 一度設定した認証鍵を変更したい場合は、「プール操作」-「設定変更」より行ってくださ

い。 
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7.2 プール解除 

プールを解除し、割り当てられていた物理ディスクを未使用状態にします。 

プール解除画面は、以下の画面から構成されます。 

1. プール解除 

2. 内容確認 

3. 完了 

 

●プール解除 

解除対象のプールを選択します。 

 

図 7-9 プール解除画面 

 

解除対象のプールは 1 つだけ選択可能です。 

 



第７章 プール 

 III-61 

以下の条件に当てはまるプールは選択できません。 

表 7-1 プール選択不可理由一覧 

選択不可理由 説明 

割り当て(FC) プール内の論理ディスクが FC 接続のホストに割り当てられている 

割り当て(iSCSI) プール内の論理ディスクが iSCSI 接続のホストに割り当てられている 

割り当て(SAS) プール内の論理ディスクが SAS 接続のホストに割り当てられている 

ペア設定(レプリ) プール内の論理ディスクにレプリケーションのペア設定がされている 

ペア設定(データ移行) プール内の論理ディスクにデータ移行のペア設定がされている 

スナップショット プール内に BV, EBV, SV, ESV, SDV が存在する 

リンク中 プール内の LV にスナップショットのリンクが設定されている 

予約 プール内の論理ディスクが予約グループに属している 

データ保護 プール内の論理ディスクにデータ改ざん防止による保護設定されている 

再初期化中 プール内の論理ディスクがデータ改ざん防止による再初期化中である 

ロック プール内の論理ディスクに操作ガードが設定されている 

ロック(BV) プール内の LV に対する BV に操作ガードが設定されている 

稼動停止 省電力機能でプールが稼動停止状態である 

ワークディスク プール内に自律データ最適配置のワークディスクが存在する 

移動中 プール内に自律データ最適配置の移動中の論理ディスクが存在する 

割り付け(キャッシュ) プール内の論理ディスクがキャッシュセグメントに割りつけられている 

プールグループ 自律データ最適配置のプールグループに設定されている 

VVOL バーチャルボリュームが存在する 

FCV ファストクローンボリューム(FCV)が存在する 

FEV ファストクローンエンティティボリューム(FEV)が存在する 

CRV クローンリザーブドボリューム(CRV)が存在する 

SSV ソリューションリザーブドボリューム(SSV)が存在する 

EBV 用 LV ボリュームは EBV に対して構築した LV が存在する 

PE とバインド中 当該 VVOL がプロトコルエンドポイント(PE)にバインドされている 

バインド VVOL あり 当該プロトコルエンドポイントに VVOL がバインドされている 

更新防止中 プール内の論理ディスクが更新防止中の状態である 

JBV ジャーナルバッファボリューム(JBV)が存在する 

 

移動ボタン 

 [次へ] 

内容確認画面に進みます。 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログが表示されます。ダイアログの[OK]ボタンをクリックす

るとウィザードが終了し、[監視]-[画面表示]に移動します。 
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VMware 関連のボリュームを含むプールに対する操作可否の詳細については、「バーチャルボ

リューム機能利用の手引」（IS069）を参照ください。 

PE とは、“プロトコルエンドポイント”のことを表します。 

 

●内容確認 

プールの解除内容が表示されます。 

 

図 7-10 内容確認画面 

 

プールに論理ディスクが含まれている場合は、一覧が表示されます。 
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 構成変更ガードを有効にした場合、アクセスコントロールを使用しない環境では、論理デ

ィスクを含むプールの解除処理の前に、業務サーバの稼動確認が行われます。このため、

プール解除処理に時間がかかる場合があります。 

 アクセスコントロールを使用しない環境で、LDN0000h の論理ディスクを含むプールの解

除をした後、業務サーバから全論理ディスクが認識できなくなる場合があります。 

 

移動ボタン 

 [実行] 

以下の確認ダイアログが表示されます。 

 

図 7-11 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、プール解除の処理が実行され、完了画面に進みます。  

 [戻る] 

プール解除画面に戻ります。 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログが表示されます。 ダイアログの[OK]ボタンをクリックす

るとウィザードが終了し、[監視]-[画面表示]に移動します。 
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●完了 

プール解除の結果が表示されます。 

 

 

図 7-12 完了画面 

 

成功した場合、以下のリンクが表示されます。 

 「システムボリュームを構築する」 

「論理ディスク(制御用)構築」画面が表示されます。このリンクはシステムボリューム

を含むプールを解除した場合にのみ表示されます。 

 「別のプール解除を行う」 

別のプールを解除するために、再度「プール解除」画面を開きます。 

 「プールを構築する」 

プール構築画面を開きます。 

 

移動ボタン 

 [完了] 

[監視]-[画面表示]に移動します。 
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 暗号化 HDD（PD タイプ：SAS(SED)/NLSAS(SED)/SSD(SED)）のプールを解除した場

合、構築時に設定した暗号化 HDD 内の認証鍵は既定値に戻ります。利用者が認証鍵の設

定変更を行う必要はありません。 

 暗号化 HDD の認証鍵を既定値に戻す処理(Pool 解除)には若干の時間を要します。 

 暗号化 HDD で構築されたプールを解除する際には、認証鍵初期化の確認の失敗を示すメ

ッセージ（05046）が表示される場合があります。このメッセージが表示された場合は、

プールを解除した暗号化 HDD を利用して再度プールを構築する前に、数分の間隔をあけ

てください。 
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7.3 プール操作 

 

7.3.1 容量拡張 

プールの容量を拡張します。 

プール容量拡張画面は、以下の画面から構成されます。 

1. プール容量拡張 

 物理ディスクの選択 

2. 内容確認 

 詳細設定 

3. 完了 

容量拡張実行後、結果が表示されます。 

 

●プール容量拡張 

プール容量拡張の設定を行う画面です。 

 

図 7-13 プール容量拡張画面 
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1. プールの選択 

拡張しようとするプールを一覧から選択してください。 

以下の条件に当てはまるプールは選択できません。 
 

表 7-2 プール選択不可理由一覧 

選択不可理由 説明 

拡張中 プール拡張中である。 

再配置中 再配置中である。 

稼働停止 省電力機能による稼働停止中である。 

データ最適配置中 データ最適配置中である。 

 

2. 物理ディスクの台数 

追加する物理ディスクの台数を選択してください。 

自動選択 

物理ディスクの台数を設定すると、追加するディスクが自動で選択されます。 

手動選択 

「物理ディスクを選択する」ボタン 

物理ディスクの選択画面が開き、追加するディスクを個別に選択できます。 

「拡張後の総容量を計算」ボタン 

容量拡張後のプール実容量を計算しなおして、「拡張後の総容量」欄に表示します。 

 

 

 M5000 では「自動選択」はサポート致しません。 

 選択したプールに障害状態の物理ディスクが含まれる場合は、再構成が必要となるプール

の拡張はできません。また、再構成が必要となる物理ディスクの選択を行った状態では「拡

張後の容量を計算する」ボタンは利用できません。 

 圧縮プールは実用量のみ拡張できます。仮想容量は拡張できません。 

 

移動ボタン 

 [次へ] 

内容確認画面に進みます。 
 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログが表示されます。ダイアログの[OK]ボタンをクリックす

るとウィザードが終了し、[監視]-[画面表示]に移動します。 
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●物理ディスクの選択 

物理ディスクの選択を行います。 

物理ディスク選択欄には、リスト表示とビジュアル表示があります。上のタブにて表示を切り

替えることができます。 

容量拡張に使用できない物理ディスクはリスト表示ではリストに表示されず、ビジュアル表示

ではチェックボックスがグレーアウト表示されます。 

 

「リスト」タブ 

 

図 7-14 「リスト」タブ 
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「ビジュアル」タブ 

 

図 7-15 「ビジュアル」タブ 
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●内容確認 

プール容量拡張の設定内容について確認を行います。 

 

図 7-16 内容確認画面 

 

「詳細設定」ボタン 

詳細設定画面を開きます。拡張時の方式に関する設定を行います。 

 

拡張するプールの設定内容を一覧で表示します。内容に問題がないか確認してください。 

プール番号 

  拡張するプールの番号。 

プール名 

  拡張するプールの名前。 

拡張前のプール容量 

  拡張を行う前のプールの容量。 

拡張後のプール容量 

  拡張を行った後のプール容量。 
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再構成 

  拡張時にプールの再構成を行うか否か。 

  詳細設定で変更可能です。 

拡張の優先度 

  プールの容量拡張処理の優先度。 

拡張前物理ディスク数 

  拡張を行う前のプールを構成する物理ディスクの数。 

拡張後物理ディスク数 

  拡張を行った後のプールを構成する物理ディスクの数。 

再配置 

  拡張時にプールのデータの再配置を行うか否か。 

  詳細設定で変更可能です。 

予想再配置所要時間 

  プールの再配置を行う場合、再配置が完了するまでの予想時間。 

実際にかかる時間はディスクアレイ装置への負荷により、多少変わることがあります。 

 

移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

図 7-17 確認ダイアログ 

 

[はい]をクリックすると、プール容量拡張の処理が実行され、完了画面に進みます。  

 

 [戻る] 

プール容量拡張画面に戻ります。  

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログが表示されます。ダイアログの[OK]ボタンをクリックす

るとウィザードが終了し、[監視]-[画面表示]に移動します。  
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●詳細設定 

プール容量拡張の詳細設定を行います。 

 

図 7-18 詳細設定画面 

 

プールの再構成を行う 

プールの再構成を行うと、RAID 構成内のブロックを各物理ディスクに均等に分散させるよう

に並び替えします。 

拡張に使用する物理ディスク台数が RAID 構成に必要な台数に満たない場合、自動的に再構

成を行います。 

拡張の優先度 

プールの容量拡張処理の優先度を高／中／低で指定します。 

 「高」: 「中」指定時の半分の時間で再構成完了するのを目標として、優先して

拡張処理を行います。ただし、業務サーバとのデータ転送性能に影響を与える可

能性があります。 

 「中」: 業務サーバからのディスクアクセスと調整しながら 1TB あたり 24 時間

で完了するように拡張処理を行います。頻繁にディスクアクセスしている場合、

拡張処理中にディスクアクセス性能が低下することがあります。 

 「低」: 「中」指定時の 2 倍の時間で再構成完了するのを目安として、業務サー

バとのデータ転送性能に影響が出ないように拡張処理を行います。 

プール拡張処理のうち再配置処理に対して、この優先度は影響しません。 
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設定の右側に以下の情報が表示されます。 

 中の場合の処理時間の目安:  「中」を選択した場合の、プールの再構成にかかる

時間の目安です。但し追加する物理ディスク台数やプールの使用状況によって、

実際の処理時間が大きく変動する場合があります。 

 

データの再配置を行う 

プールに構築されている論理ディスクのデータを、拡張した物理ディスクに分散するように

再配置を行うことにより、パフォーマンスを向上させます。 

再配置の優先度 

プールの再配置処理の優先度を最速／自動調整で指定します。 

最速を指定した場合、最速で再配置処理を行います。 

自動調整を指定した場合、業務サーバとのデータ転送への影響が少なくなるように、再配置

処理の速度を調整します。 

 

 

 障害状態の物理ディスクが含まれるプールの場合、再構成は実施できません。 

 拡張の優先度「高」「低」の指定時の動作は、M10e/M100/M300/M500/M700/M5000 の

場合、以下の通りです。 

● 「高」: 最優先で拡張処理を行います。ただし、業務サーバとのデータ転送性能に 

  影響を与える可能性があります。 

● 「低」: 業務サーバとのデータ転送性能に影響ないように拡張処理を行います。 
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●完了 

プール容量拡張の結果が表示されます。 

 

 

図 7-19 完了画面 

 

成功した場合、以下のリンクが表示されます。 

 

 「別のプール容量拡張を行う」 

別のプールの容量を拡張するために、再度「プール容量拡張」画面を開きます。  

 「論理ディスクを構築する」 

論理ディスク構築画面を開きます。  

 「論理ディスクを拡張する」 

論理ディスク容量拡張画面を開きます  

 

移動ボタン 

 [完了] 

[監視]-[画面表示]に移動します。 
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 暗号化 HDD（PD タイプ：SAS(SED)/NLSAS(SED)/SSD(SED)）のプール容量を拡張し

た場合、認証鍵を既定値から変更していれば、新たに認証鍵の設定（変更）を行う必要は

ありません。追加した暗号化 HDD に対しては自動的に設定した認証鍵が適用されます。 

 多くの物理ディスクを 1 度に拡張し、かつ再構成をありにした場合、優先度を［中］にし

た場合でも業務サーバとのデータ転送性能への影響が大きくなる可能性があります。業務

サーバとのデータ転送性能への影響が大きい場合には拡張の優先度を［低］に変更してく

ださい。 

 再構成ありで拡張した場合、全容量が使用可能になるのは、再構成処理が完了してからと

なります。再構成中は、一部の容量だけ追加された状態となります。拡張したプール上で

論理ディスクの構築／容量拡張を行う前に、必ず「監視」－「画面操作」－「最新の状態

に更新」を実施して、現在の再構成処理の状態と容量の確認をしてください。 
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7.3.2 再配置 

容量拡張したプールの再配置開始／中止を行います。 

 

図 7-20 プール再配置画面 

 

表示する対象のプール 

プール一覧の内容を切り替えます。 

 再配置未完了のプール一覧 

再配置が未実施、または以前に中断・失敗したプールが一覧に表示されます。 

 再配置中のプール一覧 

再配置処理を実行中、または拡張処理中で拡張後再配置処理が予定されているプール

が一覧に表示されます。  

 

 

 プール再配置の状態については、下記いずれかの手段で確認してください。 

 状態監視画面から、プールの情報一覧表示領域で「拡張/再配置状態」に表示されます。

Rearranging と表示される場合に、プールが再配置中であること、空白と表示される場合
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に、再配置が完了したことが判断できます。 

 iSMview -pln コマンドで確認してください。--- Pool Detail Information ---セクションの

「 Expansion/Rearrangement State 」 と 「 Rearrangement 」 に 表 示 さ れ ま す 。

「Expansion/Rearrangement State」に rearranging と表示される場合に、プールが再配

置中であること、「Rearrangement」に Finished と表示される場合に、再配置が完了し

たことが判断できます。 

 大容量のプールの再配置には数十日以上かかる場合があります。 

 

プール一覧 

操作対象となるプールの一覧です。再配置処理を変更したいプールを選択してください。 

 

以下の条件に当てはまるプールは選択できません。 

 

表 7-3 プール選択不可理由一覧 

選択不可理由 説明 

稼働停止 省電力機能による稼働停止中である 

 

移動ボタン 

 [実行] 

以下の確認ダイアログが表示されます。 

 

図 7-21 確認ダイアログ 

 

[はい]を選択すると、選択したプールの再配置処理を変更します。 

「再配置未完了のプール一覧」を表示している場合は、再配置の開始もしくは再開を実行

します。 

「再配置中のプール一覧」を表示している場合は、再配置を中止します。 

 

 [キャンセル] 

設定を変更せず、[監視]-[画面表示]に戻ります。 
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7.3.3 設定変更 

プールの設定を変更します。 

設定変更画面は、以下の画面から構成されます。 

 プール設定変更  

 

●プール設定変更 

プール設定の変更を行う画面です。 

 

図 7-22 プール設定変更画面 

 

1. プールの選択 

設定変更をするプールをひとつ、一覧から選んでください。 

 

以下の条件に当てはまるプールは選択できません。 

 

表 7-4 プール選択不可理由一覧 

選択不可理由 説明 

稼働停止 省電力機能による稼働停止中である 
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2. 設定変更 

プール名 

プール名を変更します。プール名には半角英数字と”_”と”/”を使用することができ、最

大 32 文字まで入力可能です。 

すでに存在するプール名と重複するプール名は指定できません。重複している場合、[実行]

ボタンがクリックできなくなります。 

 

修復の優先度 

プールに属する物理ディスクを交換した際の RAID 構成修復優先度を高／中／低で指定し

ます。 

 「高」: 「中」指定時の半分の時間で修復完了するのを目標として、優先して修

復を行います。ただし、業務サーバとのデータ転送性能に影響を与える可能性が

あります。 

 「中」: 業務サーバからのディスクアクセスと調整しながら修復を行います。修

復にかかる時間は RAID の種別やプールを構成するディスクの台数により変わり

ます。頻繁にディスクアクセスしている場合、修復作業中にディスクアクセス性

能が低下することがあります。 

 「低」: 「中」指定時の 2 倍の時間で修復完了するのを目安として、業務サーバ

とのデータ転送性能に影響ないようにプール RAID 構成の修復を行います。 

iSMCLI の iSMcfg poolbind コマンドや iSMcfg rebuildtime コマンドで修復時間を指定し

た場合、「高」～「低」の代わりに修復にかかる時間（単位：時間）が表示されることがあり

ます。この表示状態からでも「高」「中」「低」に設定変更することができます。 

設定の右側に以下の情報が表示されます。 

 中の場合の処理時間の目安:  「中」を選択した場合の、修復にかかる時間の目安

です。 

 

拡張の優先度 

プールの容量拡張処理の優先度を高／中／低で指定します。 

 「高」: 「中」指定時の半分の時間で再構成完了するのを目標として、優先して

拡張処理を行います。ただし、業務サーバとのデータ転送性能に影響を与える可

能性があります。 

 「中」: 業務サーバからのディスクアクセスと調整しながら 1TB あたり 24 時間

で完了するように拡張処理を行います。頻繁にディスクアクセスしている場合、

拡張処理中にディスクアクセス性能が低下することがあります。 

 「低」: 「中」指定時の 2 倍の時間で再構成完了するのを目安として、業務サー

バとのデータ転送性能に影響が出ないように拡張処理を行います。 
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iSMCLI の iSMcfg poolexpand コマンドや iSMcfg expandtime コマンドで拡張時間を指定

した場合、「高」～「低」の代わりに拡張（再構成）の残り時間（単位：時間）が表示される

ことがあります。この表示状態からでも「高」「中」「低」に設定変更することができます。 

プール拡張処理のうち再配置処理については、この優先度に影響されず、プール容量拡張

で指定した優先度で実行されます。 

設定の右側に以下の情報が表示されます。 

 中の場合の処理時間の目安:  「中」を選択した場合の、プールの再構成にかかる

時間の目安です。但し追加する物理ディスク台数やプールの使用状況によって、

実際の処理時間が大きく変動する場合があります。 

 

認証鍵の変更 

暗号化 HDD（PD タイプ：SAS(SED) /NLSAS(SED)/SSD(SED)）で構築されたプールに

対しては認証鍵の変更を実行することができます。 

認証鍵を変更したい場合はチェックをしてください。 

本設定は暗号化 HDD（PD タイプ：SAS(SED) /NLSAS(SED)/SSD(SED)）で構築したプ

ールを選択した場合のみ表示されます。 

 

移動ボタン 

 [実行] 

以下の確認ダイアログが表示されます。 

 

図 7-23 確認ダイアログ 

 

[はい]を選択すると、プールの設定変更の処理が実行されます。  

 

 [キャンセル] 

設定を変更せず、[監視]-[画面表示]に戻ります。 
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 修復の優先度「高」「低」の指定時の動作は、M10e/M100/M300/M500/M700/M5000 の 

場合、以下の通りです。 

● 「高」: 最優先で修復を行います。ただし、業務サーバとのデータ転送性能に影響を 

  与える可能性があります。 

● 「低」: 業務サーバとのデータ転送性能に影響ないようにプール RAID 構成の修復を 

  行います。 

 拡張の優先度「高」「低」の指定時の動作は、M10e/M100/M300/M500/M700/M5000 の 

場合、以下の通りです。 

● 「高」: 最優先で拡張処理を行います。ただし、業務サーバとのデータ転送性能に 

  影響を与える可能性があります。 

● 「低」: 業務サーバとのデータ転送性能に影響ないように拡張処理を行います。 
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第8章 ホットスペア 

ホットスペアに関して以下の操作を行うことができます。 

 ホットスペア構築  

 ホットスペア解除  

 ホットスペア操作 

 設定変更 

 

8.1 ホットスペア構築 

ホットスペアの構築を行います。 

ホットスペア構築は以下の画面から構成されます。 

1. ホットスペア構築 

2. 完了 

 

●ホットスペア構築 

ホットスペア構築の設定を行います。 

 

図 8-1 ホットスペア構築画面 
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1. ホットスペアを構築する物理ディスクを選択 

物理ディスクを選択 

ホットスペアを構築する物理ディスクに対してチェックボックスにチェックをつけます。 

プールを構成する物理ディスクと同タイプで、同容量以上および同回転数以上の物理デ

ィスクをホットスペアとして設定できます。 

 物理ディスクが存在しないスロットはリスト表示ではリストに表示されず、ビジ

ュアル表示ではスロットとチェックボックスがグレーアウト表示されます。 

 プールを構築済みおよびホットスペアを構築済みの物理ディスクはリスト表示で

はリストに表示されず、ビジュアル表示ではチェックボックスがグレーアウト表

示されます。 
 

物理ディスク選択欄には、リスト表示とビジュアル表示があります。 

上のタブにて表示を切り替えることができます 

 

リスト表示 

 

図 8-2 リスト表示 

ビジュアル表示 

 

図 8-3 ビジュアル表示 
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プール一覧 

ホットスペア構築操作後の、各プールのホットスペア有効／無効に関して表示します。 

ホットスペア構築操作により有効なホットスペアが新たにできるプールは、太字表示さ

れます。 

 

 

M5000 ではプール一覧は表示されません。 

 

2. ホットスペアのデータ切り戻し機能の有効/無効 

有効にした場合、故障ディスクを正常ディスクに交換すると、正常ディスクに対して自動

的にデータの書き出しが行われます。 

 故障前にホットスペアだったディスクは、データ書き出し後にホットスペアディ

スクに戻ります。 

 データディスクやホットスペアディスクの搭載位置を維持することができます。 

 交換後のデータ書き出しの分だけ、復旧時間が増えます。 

 

無効にした場合、故障ディスクを正常ディスクに交換すると、交換後のディスクが新たな

ホットスペアディスクになります。 

本設定は、ディスクアレイ内のすべてのホットスペアに対して、適用されます。 

 

 

交換したデータディスクとホットスペアの容量または回転数が異なる場合は切り戻しの設定に

関係なく、切り戻し動作が行われます。 

 



第 8 章 ホットスペア 

 III-85 

移動ボタン 

 [実行] 

以下の確認ダイアログが表示されます。 

 

図 8-4 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、ホットスペア構築の処理が実行され、完了画面に進みます 

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログが表示されます。ダイアログの[OK]ボタンをクリックす

るとウィザードが終了し、[監視]-[画面表示]に移動します。 
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●完了 

ホットスペア構築の結果が表示されます。 

 

図 8-5 完了画面 

 

成功した場合、以下のリンクが表示されます。 

 「別のホットスペア構築を行う」 

別のホットスペアを構築するために、再度「ホットスペア構築」画面を開きます。 

 「プールを構築する」 

プール構築画面を開きます。 

 「論理ディスクを構築する」 

論理ディスク構築画面を開きます。 

 

移動ボタン 

 [完了] 

[監視]-[画面表示]に移動します。 
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8.2 ホットスペア解除 

ホットスペアの解除を行います。 

ホットスペア解除画面は以下の画面から構成されます。 

1. ホットスペア解除 

2. 完了 

 

●ホットスペア解除 

ホットスペア解除の設定を行います。 

 

図 8-6 ホットスペア解除画面 
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ホットスペアを解除するディスクを選択 

物理ディスクを選択 

ホットスペアを解除する物理ディスクに対してチェックボックスにチェックをつけます。 

 ホットスペアが構築された物理ディスク以外はリスト表示ではリストに表示されず、ビ

ジュアル表示ではスロットとチェックボックスがグレーアウト表示されます。 

 

以下の条件に当てはまる場合はホットスペアを解除できません。 

 

表 8-1 ホットスペア解除不可理由一覧 

解除不可理由 説明 

ロック ディスクアレイに操作ガードが設定されている 

 

ホットスペア解除画面の物理ディスク選択欄には、リスト表示とビジュアル表示があります。上

のタブにて表示を切り替えることができます。 

 

リスト表示 

 

図 8-7 リスト表示 

ビジュアル表示 

 

図 8-8 ビジュアル表示 
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プール一覧 

ホットスペア解除操作後の、各プールのホットスペア有効／無効に関して表示します。 

ホットスペア解除操作により有効なホットスペアが無くなるプールは太字表示されます。 

 

 

 ディスクアレイの構成変更がロックされている場合には解除できません。 

 M5000 ではプール一覧は表示されません。 

 

移動ボタン 

 [実行] 

以下の確認ダイアログが表示されます。 

 

図 8-9 確認ダイアログ 

 

[はい]をクリックすると、ホットスペア解除の処理が実行され、完了画面に進みます。 

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログが表示されます。 

ダイアログの[OK]ボタンをクリックするとウィザードが終了し、[監視]-[画面表示]に移

動します。 
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●完了 

ホットスペア解除の結果が表示されます。 

 

図 8-10 完了画面 

成功した場合、以下のリンクが表示されます。 

 「別のホットスペア解除を行う」 

別のホットスペアを解除するために、再度「ホットスペア解除」画面を開きます。 

 「プールを解除する」 

プール解除画面を開きます。 

 

移動ボタン 

 [完了] 

[監視]-[画面表示]に移動します。 
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8.3 ホットスペア操作 

 

8.3.1 設定変更 

ホットスペアの設定変更を行います。 

 

図 8-11 ホットスペア設定変更画面 
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ホットスペアのデータ切り戻し機能を有効にする 

有効にした場合、故障ディスクを正常ディスクに交換すると、正常ディスクに対して自動的に

データの書き出しが行われます。 

 故障前にホットスペアだったディスクは、データ書き出し後にホットスペアディスクに

戻ります。 

 データディスクやホットスペアディスクの搭載位置を維持することができます。 

 交換後のデータ書き出しの分だけ、復旧時間が増えます。 

 

無効にした場合、故障ディスクを正常ディスクに交換すると、交換後のディスクが新たなホッ

トスペアディスクになります。 

 

本設定は、ディスクアレイ内のすべてのホットスペアに対して、適用されます。 

 

移動ボタン 

 [実行] 

以下の確認ダイアログが表示されます。 

 

図 8-12 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、ホットスペア設定変更の処理を実行します。 

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログが表示されます。 

ダイアログの[OK]ボタンをクリックすると、ホットスペアの設定変更を行わず、[監

視]-[画面表示]に移動します。 

 



第 9 章 論理ディスク 

 III-93 

第9章 論理ディスク 

ディスクアレイにおける上位装置（ホスト）から見たアクセス単位です。複数の物理ディスクを束ね、RAID

構築した仮想媒体（プール）をユーザの利用しやすいサイズに分割したものです。 

 

論理ディスクに関して以下の操作を行うことができます。 

 論理ディスク構築  

 論理ディスク(制御用)構築  

 論理ディスク解除  

 論理ディスク操作  

 ホストへの割り当て  

 ホストからの割り当て解除  

 容量拡張  

 グループ設定  

 操作ガード 

 設定変更 

 構築時間変更 

 

 

9.1 論理ディスク構築 

新規に論理ディスクの構築を行います。 

論理ディスク構築画面は、以下の画面から構成されます。 

1. 論理ディスク構築 

2. 内容確認 

 詳細設定 

3. 完了 
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●論理ディスク構築 

構築する論理ディスクの設定を行います。 

 

図 9-1 論理ディスク構築画面 

 

1. プールを選択 

論理ディスクを構築するプールを選択します。 

[選択しているプールの論理ディスク一覧を表示する]ボタンをクリックすると、現在選択さ

れているプールに構築済みの論理ディスク一覧を確認することができます。 

[プールを全て表示]のチェックがはずれた状態では、今回の一連の操作で構築したプールの

みを表示します。チェックをするとすべてのプールが表示されます。 

 

以下の条件に当てはまるプールは選択できません。 

 

表 9-1 プール選択不可理由一覧 

選択不可理由 説明 

容量不足 プールの空き容量が LD を作成可能な容量を下回っている 

稼働停止 プールが稼働停止状態である 

 

2. 論理ディスクの個数と容量 

構築する論理ディスクの個数と容量を指定します。 

プールの空き容量、容量の単位、個数、容量の順番で設定値が制限されます。 
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また、詳細な論理ディスク容量、論理ディスク構築後のプール占有量や空き容量(圧縮)や構

築可能残容量を確認できます。構築可能残容量(圧縮)は現時点ディスクアレイ装置内に構築可

能な論理ディスク容量の上限になります。構築可能な論理ディスク総容量の上限については、

「付録 A.8 論理ディスクおよび各種機能用ボリュームの諸元」を参照してください。 

 

3. 論理ディスク名の設定 

構築する論理ディスクの名称を設定します。複数の論理ディスクを構築する場合、接頭辞

を入力します。 

 

4. 論理ディスクのブロックサイズの設定 

構築する論理ディスクのブロックサイズを設定します。 

 

5. 論理ディスクの圧縮属性の設定 

構築する論理ディスクの圧縮属性を設定します。 

 

移動ボタン 

 [次へ] 

内容確認画面へ移動します。 

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログが表示されます。ダイアログの[OK]ボタンをクリックす

るとウィザードが終了し、[監視]-[画面表示]に移動します。 

 

 

 論理ディスク容量について「付録 D」の留意事項に注意してください。 

 VMware 関連のプールに対する選択可否の詳細については、「バーチャルボリューム機能

利用の手引」（IS069）を参照ください。 

 構築可能残容量は、M12e、M120、M320、M320F、M520、M720、M720F 以降でのみ

表示されます。 

 論理ディスク構築画面の圧縮プールの空き容量は、既定値の 5 分間隔で取得した情報を表

示しているため、情報が最新ではない可能性があります。圧縮プールの空き容量が不足し

ている場合、圧縮論理ディスクの構築に失敗する可能性があります。論理ディスク構築画

面の圧縮プールの空き容量を最新にしたい場合、メニュー[画面操作]-[最新の情報に更新]

をクリック後に圧縮論理ディスクを構築してください。 

 圧縮論理ディスクは、圧縮プールにのみ構築可能です。また、圧縮論理ディスクは一度に

最大 255 個まで同時構築が可能です。255 個以上の圧縮論理ディスクを構築する場合は、
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「論理ディスク構築」の操作をくり返してください。 

 

 

 論理ディスクの名称は、下記に示す規則に従って設定してください。 

(規則に従っていない文字は設定できません。） 

  使用可能文字数  1～24 文字 

  使用可能文字   アルファベット A～Z(a～z) ＊大文字小文字は区別されます。 

           数字      0～9 

           アンダーバー  _ 

           スラッシュ   / 

＊ 文字はすべて半角でなければなりません。 

 [次へ]をクリックしたタイミングで論理ディスクの名称に関するディスクアレイ装置内の

重複チェックが行われます。 

 論理ディスクの容量は MB 単位でも指定できますが、他の論理ディスクと容量を一致させ

ることが煩雑になりますので、GB 以上の単位で指定することを推奨します。 

 ブロックサイズが 4,096byte の論理ディスクが作成可能なディスクアレイ装置でのみ、「4. 

論理ディスクのブロックサイズの設定」は選択可能となります。 

 ディスクアレイ装置内に構築可能な論理ディスク総容量には上限があり、ディスクアレイ

のモデルごとに異なります。構築可能な論理ディスク総容量を超えて論理ディスクを構築

することはサポートしていません。上限の総容量を超えて論理ディスクの構築を行うと、

指定した容量より小さい論理ディスクが構築されたり、構築が失敗することがあります。

このため、上限の総容量を超えないように論理ディスクを構築してください。構築可能な

論理ディスク総容量の上限については、「付録 A.8 論理ディスクおよび各種機能用ボリュ

ームの諸元」を参照してください。 
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●内容確認 

論理ディスクの構築内容が表示されます。 

 

 

図 9-2 内容確認画面 

 

構築する論理ディスクの設定内容が一覧で表示されます。内容に問題ないか確認してください。 

「詳細設定」ボタンで、詳細設定画面を開きます。 

 

構築先プール情報 

 表示されているプールに論理ディスクを構築します。 

 

基本設定 

 構築する論理ディスクの設定内容です。 
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詳細設定 

 以下の項目は「詳細設定」画面で変更できます。 

論理ディスク形式 

論理ディスクを使用する OS の種別を示す形式 

論理ディスク形式はデータレプリケーションまたはスナップショットのライセンスが 

解除されているときに設定可能です。 

開始論理ディスク番号 

構築する論理ディスクに割り当てられる番号 

構築の優先度 

論理ディスク構築時のフォーマットの優先度 

 

移動ボタン 

 [実行] 

以下の確認ダイアログが表示されます。 

 

図 9-3 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、論理ディスク構築の処理が実行され、完了画面に進みます。  

 

 [戻る] 

論理ディスク構築画面に戻ります。  

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログが表示されます。ダイアログの[OK]ボタンをクリックす

るとウィザードが終了し、[監視]-[画面表示]に移動します。 
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●詳細設定 

構築する論理ディスクの詳細設定を行います。 

 

図 9-4 詳細設定画面 
 

論理ディスク形式 

論理ディスクを使用する OS の種別に合わせた形式を設定してください。 

論理ディスク形式はデータレプリケーションまたはスナップショットのライセンスが解除され

ているときに設定可能です。 

開始論理ディスク番号 

論理ディスクに割り当てられる番号を指定します。複数の論理ディスクを構築する場合、開始

番号を指定します。 

構築の優先度 

論理ディスク構築時のフォーマット優先度を指定します。 

 「高」: 最短時間で構築が行われます。ただし、業務サーバとのデータ転送性能

に影響を与える可能性があります。 

 「中」: 業務サーバからのディスクアクセスと調整しながら 1TB あたり 24 時間

で完了するように構築が行われます。 

 「低」: 業務サーバとのデータ転送性能に影響ないように構築が行われます。 
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設定の右側に以下の情報が表示されます。 

 中の場合の処理時間の目安:  「中」を選択した場合の、フォーマットにかかる時

間の目安です。 

 

●完了 

論理ディスク構築の結果が表示されます。 

 

図 9-5 完了画面 

 

成功した場合、以下のリンクが表示されます。 

 

 「別の論理ディスク構築を行う」 

別の論理ディスクを構築するために、再度「論理ディスク構築」画面を開きます。  

 「論理ディスクをホストに割り当てる」 

「論理ディスク操作」-「ホストへの割り当て」画面を開きます。 

 「論理ディスクを割り当てるホストを設定する」 

ホスト情報取得画面を開きます。 

iSCSI モデルでは表示されません。 
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移動ボタン 

 [完了] 

[監視]-[画面表示]に移動します。 

 

 

 論理ディスクは、構築完了後すぐに利用可能です。 

 構築直後は、論理ディスクの状態が正常(formatting)となります。 

 アクセスコントロール停止時は FC/SAS 接続先の全サーバに対して全論理ディスクがアク

セス可能となります。このとき、論理ディスクは論理ディスクと同じ番号の LUN に割り当

てられます。 
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9.2 論理ディスク(制御用)構築 

新規に制御用論理ディスクの構築を行います。 

論理ディスク（制御用）構築画面は、以下の画面から構成されます。 
 

1. 論理ディスク（制御用）構築 

2. 内容確認 

 詳細設定 

3. 完了 
 

●論理ディスク（制御用）構築 

構築する制御用論理ディスクの設定を行います。 
 

 

図 9-6 論理ディスク（制御用）構築画面 
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1: プールを選択 

制御用論理ディスクを構築するプールを選択します。 

[選択しているプールの論理ディスク一覧を表示する]ボタンをクリックすると、 

現在選択されているプールに構築済みの論理ディスク一覧を確認することができます。 

[プールを全て表示]のチェックがはずれた状態では、今回の一連の操作で構築したプールのみを

表示します。チェックをするとすべてのプールが表示されます。 

 

2: 制御用論理ディスク選択 

構築する制御用論理ディスクの種類と個数を指定します。 

また、詳細な論理ディスク容量、論理ディスク構築後のプール占有量やプール空き容量や構築

可能残容量を確認できます。構築可能残容量は現時点ディスクアレイ装置内に構築可能な論理ディ

スク容量の上限になります。構築可能な論理ディスク総容量の上限については、「付録 A.8 論理

ディスクおよび各種機能用ボリュームの諸元」を参照してください。 

制御用論理ディスクには以下の種類があります。 

 コントロールボリューム(CV) 

 プロトコルエンドポイント(PE) 

 システムボリューム(SYV) 

 レプリケーションリザーブドボリューム(RSV) 

 データ移行リザーブドボリューム(MSV) 

 ソリューションリザーブドボリューム(SSV) 

 

3: 論理ディスク名 

構築する制御用論理ディスクの名称を設定します。 

複数の論理ディスクを構築する場合、接頭辞を入力します。 

 

4: 論理ディスクのブロックサイズの設定 

構築する制御用論理ディスクのブロックサイズを設定します。 

 

移動ボタン 

 [次へ] 

内容確認画面へ移動します。 

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログが表示されます。ダイアログの[OK]ボタンをクリックす

るとウィザードが終了し、[監視]-[画面表示]に移動します。 
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 レプリケーションリザーブドボリュームはデータレプリケーションのライセンスが解除さ

れているときに構築可能です。 

 データ移行リザーブドボリュームはデータマイグレーションのライセンスが解除されてい

るときに構築可能です。 

 システムボリュームとレプリケーションリザーブドボリューム、データ移行リザーブドボ

リューム、ソリューションリザーブドボリュームは、それぞれディスクアレイで 1 つだけ

構築できます。 

構築済みの場合は選択できなくなります。 

 ソリューションリザーブドボリュームはDynamicSnapVolumeまたはVolume Cloneのラ

イセンスが解除されているときに構築可能です。 

 プロトコルエンドポイント(PE)は Virtual Volume のライセンスが解除されているときに

表示されます。 

選択されたプールがストレージコンテナの場合にのみプロトコルエンドポイントを構築で

きます。ストレージコンテナ以外のプールを選択した場合は、プロトコルエンドポイント

の選択肢はグレーアウトされます。 

 論理ディスクの名称は、下記に示す規則に従って設定してください。 

(規則に従っていない文字は設定できません。） 

  使用可能文字数  1～24 文字 

  使用可能文字   アルファベット A～Z(a～z) ＊大文字小文字は区別されます。 

           数字      0～9 

           アンダーバー  _ 

           スラッシュ   / 

＊ 文字はすべて半角でなければなりません。 

 [次へ]をクリックしたタイミングで論理ディスクの名称に関するディスクアレイ装置内の

重複チェックが行われます。 

 プロトコルエンドポイントを除く、バーチャルボリューム機能関連の論理ディスクは、「論

理ディスク（制御用）構築」画面で構築できません。 

プロトコルエンドポイントの詳細や、その他のバーチャルボリューム機能関連の論理ディ

スクの構築については、「バーチャルボリューム機能利用の手引」（IS069）を参照くだ

さい。 

 ディスクアレイ装置内に構築可能な論理ディスク総容量には上限があり、ディスクアレイ

のモデルごとに異なります。構築可能な論理ディスク総容量を超えて論理ディスクを構築

することはサポートしていません。上限の総容量を超えて論理ディスクの構築を行うと、

指定した容量より小さい論理ディスクが構築されたり、構築が失敗することがあります。

このため、上限の総容量を超えないように論理ディスクを構築してください。構築可能な

論理ディスク総容量の上限については、「付録 A.8 論理ディスクおよび各種機能用ボリュ

ームの諸元」を参照してください。 
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●内容確認 

構築内容を一覧で表示します。 

 

図 9-7 内容確認画面 

 

制御用論理ディスク構築内容の確認画面です。構築しようとする論理ディスクの設定内容を一覧

で表示します。内容に問題ないか確認してください。 

「詳細設定」ボタンで、詳細設定画面を開きます。 

 

構築先プール情報 

 表示されているプールに制御用論理ディスクを構築します。 

 

基本設定 

 構築する制御用論理ディスクの設定内容です。 
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詳細設定 

 以下の項目は「詳細設定」画面で変更できます。 

論理ディスク形式 

論理ディスクを使用する OS の種別を示す形式。 

論理ディスク形式はデータレプリケーションまたはスナップショットのライセンスが 

解除されているときに設定可能です。 

開始論理ディスク番号 

構築する論理ディスクに割り当てられる番号。 

構築の優先度 

論理ディスク構築時のフォーマットの優先度を指定します。 

 

移動ボタン 

 [実行] 

以下の確認ダイアログが表示されます。 

 

図 9-8 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、制御用論理ディスク構築の処理が実行され、完了画面に進み

ます。  

 

 [戻る] 

論理ディスク（制御用）構築画面に戻ります。  

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログが表示されます。ダイアログの[OK]ボタンをクリックす

るとウィザードが終了し、[監視]-[画面表示]に移動します。 
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●詳細設定 

構築する制御用論理ディスクの詳細設定を行います。 

 

図 9-9 詳細設定画面 
 

 論理ディスク形式 

論理ディスクを使用する OS の種別に合わせた形式を設定してください。 

システムボリューム、レプリケーションリザーブドボリュームに対しては設定できま

せん。 

 開始論理ディスク番号 

論理ディスクに割り当てられる番号を指定します。複数の論理ディスクを構築する場

合、開始番号を指定します。  

 構築の優先度 

論理ディスク構築時のフォーマット優先度を指定します。 

 「高」: 最短時間で構築が行われます。ただし、業務サーバとのデータ転送性能

に影響を与える可能性があります。 

 「中」: 業務サーバからのディスクアクセスと調整しながら 1TB あたり 24 時間

で完了するように構築が行われます。 

 「低」: 業務サーバとのデータ転送性能に影響ないように構築が行われます。 
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設定の右側に以下の情報が表示されます。 

 中の場合の処理時間の目安:  「中」を選択した場合の、フォーマットにかかる

時間の目安です。 

 

 

 システムボリューム/レプリケーションリザーブドボリューム/データ移行リザーブドボリ

ューム/ソリューションリザーブドボリュームを再構築する場合には、既定値または前回設

定した論理ディスク番号を使用することを推奨します。 

 データ最適配置機能で LD 内/プール内再配置を利用している場合、システムボリュームの

再構築時に、データ最適配置機能の設定を再度実施する必要があります。詳細については、

「iStorage ソフトウェア データ最適配置機能利用の手引」（IS061）の「6.3 異常時の処

置（LD 内/プール内再配置）」を参照してください。 

 I/O 流量制御機能を利用している場合、システムボリュームの再構築時に、I/O 流量制御機

能の設定を再度実施する必要があります。詳細については、「iStorage ソフトウェア I/O

流量制御機能利用の手引」（IS067）の「4.6 保守」を参照してください。 
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●完了 

制御用論理ディスク構築の結果が表示されます。 

 

図 9-10 完了画面 

 

成功した場合、以下のリンクが表示されます。 

 

 「別の論理ディスク（制御用）構築を行う」 

別の制御用論理ディスクを構築するために、再度「論理ディスク（制御用）構築」画

面を開きます。  

 

 「論理ディスクをホストに割り当てる」 

「論理ディスク操作」-「ホストへの割り当て」画面を開きます。 

構築した論理ディスクが、コントロールボリュームまたはプロトコルエンドポイント

の場合にのみ表示されます。 
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移動ボタン 

 [完了] 

[監視]-[画面表示]に移動します。 

 

 

 論理ディスクは、構築完了後すぐに利用可能です。 

 構築直後は、論理ディスクの状態が正常(formatting)となります。 

 

 

9.3 論理ディスク解除 

論理ディスクの解除を行います。 

論理ディスク解除画面は、以下の画面から構成されます。 

 

1. 論理ディスク解除 

2. 内容確認 

3. 完了 

 

 

 構成変更ガードを有効にした場合、アクセスコントロールを使用しない環境では、論理ディス

クの解除処理の前に業務サーバの稼動確認が行われます。このため、解除処理に時間がかかる

場合があります。 

 アクセスコントロールを使用しない環境で、番号が 0000h の論理ディスクを解除した後、業務

サーバ（HP-UX 環境）から全論理ディスクが認識できなくなる場合があります。このため、

解除実行時に警告が表示されます。 

Windows 環境、VMware 環境（Raw Device Mapping 非使用時）、Linux 環境の場合は、 

この警告は無視してください。 
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以下の条件に当てはまる論理ディスクは解除できません。 

 

表 9-2 論理ディスク解除不可理由一覧 

解除不可理由 説明 

割り当て(FC) FC 接続のホストに割り当てられている 

割り当て(iSCSI) iSCSI 接続のホストに割り当てられている 

割り当て(SAS) SAS 接続のホストに割り当てられている 

ペア設定(レプリ) レプリケーションのペア設定がされている 

ペア設定(データ移行) データ移行のペア設定がされている 

スナップショット ベースボリューム (BV, EBV), スナップショットボリューム (SV, 

ESV), スナップショットデータボリューム(SDV)である 

FEV Fast Clone のマスタ側のボリューム(FEV)である 

FCV Fast Clone のレプリケーション側のボリューム(FCV)である 

リンク中 スナップショットのリンクが設定されている 

予約 論理ディスクが予約グループに属している 

VVOL バーチャルボリューム(VVOL)である 

CRV クローンリザーブドボリューム(CRV)である 

データ保護 論理ディスクがデータ改ざん防止機能で保護設定されている 

再初期化中 データ改ざん防止機能で再初期化中である 

ロック 操作ガードでロックされている 

ロック(BV) ベースボリューム(BV, EBV)や Fast Clone のマスタ側のボリューム

(FEV)が操作ガードでロックされている 

稼働停止 省電力機能でプールが稼働停止状態である 

ワークディスク 自律データ最適配置のワークディスクである 

移動中 自律データ最適配置の移動中である 

割り付け(キャッシュ) キャッシュセグメントに割りつけられている 

EBV 用 LV ボリュームは EBV に対して構築した LV である 

PE とバインド中 当該 VVOL がプロトコルエンドポイント(PE)にバインドされている 

バインド VVOL あり 当該プロトコルエンドポイントに VVOL がバインドされている 

更新防止中 論理ディスクが更新防止中の状態である 

JBV ジャーナルバッファボリューム(JBV)である 

 

 

VMware 関連のボリュームに対する操作可否の詳細については、「バーチャルボリューム機能

利用の手引」（IS069）を参照ください。 
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●論理ディスク解除 

解除する論理ディスクを選択します。論理ディスクは複数選択可能です。 

 

図 9-11 論理ディスク解除画面 

 

移動ボタン 

 [次へ] 

内容確認画面へ移動します。 

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログが表示されます。ダイアログの[OK]ボタンをクリックす

るとウィザードが終了し、[監視]-[画面表示]に移動します。 
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●内容確認 

論理ディスクの解除内容が表示されます。 

 

図 9-12 内容確認画面 

 

解除する論理ディスクの設定内容を一覧で表示します。内容に問題ないか確認してください。 
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移動ボタン 

 [実行] 

以下の確認ダイアログが表示されます。 

 

図 9-13 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、論理ディスク解除の処理が実行され、完了画面に進みます。 

 

 [戻る] 

論理ディスク解除画面に戻ります。  

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログが表示されます。ダイアログの[OK]ボタンをクリックす

るとウィザードが終了し、[監視]-[画面表示]に移動します。 
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●完了 

論理ディスク解除の結果が表示されます。 

 

図 9-14 完了画面 

 

成功した場合、以下のリンクが表示されます。 

 「別の論理ディスク解除を行う」 

別の論理ディスクを解除するために、再度「論理ディスク解除」画面を開きます。  

 「論理ディスクを構築する」 

新たに論理ディスクを構築するため、「論理ディスク構築」画面を開きます。  

 

移動ボタン 

 [完了] 

[監視]-[表示画面]に移動します。 
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9.4 論理ディスク操作 

 

9.4.1 ホストへの割り当て 

論理ディスクをホストへ割り当てることができます。 

詳細については、「10.1 論理ディスクの割り当て」を参照してください。 

 

9.4.2 ホストからの割り当て解除 

ホストに割り当てている論理ディスクを解除できます。 

詳細については、「10.2 論理ディスクの割り当て解除」を参照してください。 



第 9 章 論理ディスク 

 III-117 

9.4.3 容量拡張 

論理ディスクの容量を拡張します。 

容量拡張画面は、以下の画面から構成されます。 

 論理ディスク容量拡張  

 

●論理ディスク容量拡張 

 

図 9-15 論理ディスク容量拡張画面 

 

1: 論理ディスクの選択 

拡張しようとする論理ディスクを一覧から選択してください。 
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以下の条件に当てはまる論理ディスクは選択できません。 

 

表 9-3 論理ディスク選択不可理由一覧 

選択不可理由 説明 

容量不足 論理ディスクの所属するプールの空き容量が、拡張可能な容量を

下回っている 

階層容量不足 論理ディスク容量を構成する階層のいずれかの空き容量が、拡張

可能な容量を下回っている 

ペア設定(レプリ) ※1 レプリケーションのペア設定がされている 

スナップショット ベースボリューム(BV, EBV), スナップショットボリューム(SV, 

ESV), スナップショットデータボリューム(SDV)である 

LV リンクボリューム(LV)である 

FEV Fast Clone のマスタ側のボリューム(FEV)である 

FCV Fast Clone のレプリケーション側のボリューム(FCV)である 

CV コントロールボリューム(CV)である 

VVOL バーチャルボリューム(VVOL)である 

PE プロトコルエンドポイント(PE)である 

SSV ソリューションリザーブドボリューム(SSV)である 

CRV クローンリザーブドボリューム(CRV)である 

SYV システムボリューム(SYV)である 

RSV レプリケーションリザーブドボリューム(RSV)である 

MSV データ移行リザーブドボリューム(MSV)である 

予約 予約グループに属している 

データ保護 データ改ざん防止機能で保護設定されている 

再初期化中 データ改ざん防止機能で再初期化中である 

ロック 操作ガードでロックされている 

稼働停止 省電力機能で所属するプールが稼働停止状態である 

更新防止中 論理ディスクが更新防止中の状態である 

JBV ジャーナルバッファボリューム(JBV)である 

プール状態不正 圧縮プールの状態が障害(comp-error)である 

論理ディスク状態不

正 

論 理 デ ィ ス ク の 状 態 が 障 害 (comp-error) ま た は 障 害

(comp-recovering)である 

※1：M100 シリーズ((M100 を除く)/M300 シリーズ(M300 を除く)/M500 シリーズ(M500 を除く)/ 

M700 シリーズ(M700 を除く)の装置ではペア解除しなくても容量拡張が可能になります。 
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2: 論理ディスクの容量指定 

拡張後の論理ディスク容量を指定します。 

 

移動ボタン 

 [実行] 

以下の確認ダイアログが表示されます。 

 

図 9-16 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、論理ディスクの容量拡張の処理が実行されます。  

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログが表示されます。ダイアログの[OK]ボタンをクリックす

ると、論理ディスク容量の拡張を行わず、[監視]-[画面表示]に移動します。 

 

 

 コントロールボリュームの容量を拡張することはできません。 

 拡張可能な最大容量は、プールの空き容量または論理ディスクの最大容量(*)または

LD 構築可能残容量のいずれか小さいほうとなります。 

(*) 論理ディスクの最大容量について、詳細は「付録 A.8 論理ディスクおよび各種 

  機能用ボリュームの諸元」を参照してください。 

  構築可能な論理ディスク総容量の上限については、「付録 A.8 論理ディスクおよ 

  び各種機能用ボリュームの諸元」を参照してください。 

 VMware 関連のボリュームに対する操作可否の詳細については、「バーチャルボリ

ューム機能利用の手引」（IS069）を参照ください。 

 論理ディスク拡張画面の圧縮プールの空き容量は、既定値の 5 分間隔で取得した情

報を表示しているため、情報が最新ではない可能性があります。圧縮プールの空き

容量が不足している場合、圧縮論理ディスクの拡張に失敗する可能性があります。

論理ディスク拡張画面の圧縮プールの空き容量を最新にしたい場合、メニュー[画面

操作]-[最新の情報に更新]をクリック後に圧縮論理ディスクを拡張してください。 
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9.4.4 グループ設定 

グループ設定では、業務サーバに割り当てていない論理ディスクのグループ管理ができます。 

また、論理ディスクの初期化ができます。 

 

図 9-17 グループ設定画面 

 

(a)表示絞り込みコンボボックス 

候補論理ディスク一覧の論理ディスクの表示の絞り込みが以下のキーワードでできます。 

(M10 シリーズ/M100 シリーズでは絞り込みコンボボックスは表示されません。) 
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表 9-4 論理ディスクの絞り込み表示 

絞り込み情報 論理ディスクの表示 

“保管グループ” 保管グループの論理ディスクを表示 

対象論理ディスクは、特別な用途が設定されていない論理ディスクの他、レ

プリケーション用ペア設定済の論理ディスク、スナップショット用の論理デ

ィスク（BV、EBV のみ表示。SV、ESV、SDV は非表示）、リンクボリュ

ームである論理ディスク、データ改ざん防止機能により保護設定されている

論理ディスク、コントロールボリュームである論理ディスク、バーチャルボ

リュームである論理ディスク、PE である論理ディスク、ボリュームクロー

ン設定済みの論理ディスク 

"保管-用途( )" 特別な用途の設定されていない論理ディスクを表示 

本キーワードは保管グループのみが対象である 

"保管-用途 

(RPL)" 

レプリケーション用ペア設定だけされている論理ディスクを表示 

本キーワードは保管グループのみが対象である 

"保管-用途 

(スナップショット)" 

スナップショット設定だけされている論理ディスクを表示（BV のみ表示。

SV と SDV は非表示）。本キーワードは保管グループのみが対象である 

"保管-用途 

(リンクボリューム)" 

リンクボリュームである論理ディスクを表示。本キーワードは保管グループ

のみが対象である 

"保管-用途 

(RPL/スナップショット)" 

レプリケーション用ペア設定済であり、かつ、スナップショット設定済であ

る論理ディスクを表示。本キーワードは保管グループのみが対象である 

"保管-用途 

(データ保護)" 

データ改ざん防止機能により保護設定されている論理ディスクを表示 

本キーワードは保管グループのみが対象である 

"保管-用途 

(RPL/データ保護)" 

レプリケーション用ペア設定済であり、かつ、データ改ざん防止機能により

保護設定されている論理ディスクを表示。本キーワードは保管グループのみ

が対象である 

"保管-用途 

(コントロールボリューム)" 

コントロールボリュームである論理ディスクを表示。本キーワードは保管グ

ループのみが対象である 

"保管-用途(VVOL)" バーチャルボリュームである論理ディスクと、PE である論理ディスクを表

示。本キーワードは保管グループのみが対象である 

"保管-用途(クローン)" ボリュームクローン設定だけされている論理ディスクを表示。本キーワード

は保管グループのみが対象である 

"保管-用途(RPL/クロー

ン)" 

レプリケーション用ペア設定済みであり、かつ、ボリュームクローン設定済

みの論理ディスクを表示。本キーワードは保管グループのみが対象である 

"保管-用途(スナップショ

ット/クローン)" 

スナップショット設定済みであり、かつ、ボリュームクローン設定済みの論

理ディスクを表示。本キーワードは保管グループのみが対象である 

"保管-用途(RPL/スナップ

ショット/クローン)" 

レプリケーション用ペア設定済みであり、かつ、スナップショット設定済み

であり、かつ、ボリュームクローン設定済みの論理ディスクを表示。本キー

ワードは保管グループのみが対象である 

“予約グループ” 予約グループの論理ディスクを表示 

対象論理ディスクは、特別な用途の設定されていない一般のディスク 
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絞り込み情報 論理ディスクの表示 

“ALL” 未割り当てのすべての論理ディスクを表示(既定値) 

 

また、絞り込み結果として論理ディスク一覧表示されている論理ディスクの総容量が表示絞り込

みコンボボックスの右側に表示されます。 

なお、論理ディスク一覧にリンクボリュームがある場合は、リンクボリュームの容量を含まない

総容量を表示した隣に、リンクボリュームの容量を含んだ総容量が括弧付きの値で表示されます。 

 

(b) 論理ディスク一覧リストビュー 

 論理ディスク一覧リストビューでは、業務サーバに割り当てていない論理ディスクの情報を確認す

ることができます。 

 表示項目は以下のようになります。 

①番号 

論理ディスク番号を表示します。 

 

②形式 

論理ディスクの形式を表示します。 

 

③論理ディスク名 

論理ディスク名を表示します。 

 

④グループ 

論理ディスクのグループを表示します。 

表 9-5 グループ表示項目一覧 

グループ 説明 

保管 業務サーバから隠蔽されていて、アクセス不可能な論理ディスクが存在する領

域。 

論理ディスクの内容が保持されている。 

存在する論理ディスクは以下の通り： 

 特別な用途が設定されていない一般のディスク 

 レプリケーション用ボリューム（MV、RV） 

 スナップショット用ボリューム（BV、EBV） 

 リンクボリューム（LV） 

 データ改ざん防止機能により保護設定されている論理ディスク 

 コントロールボリューム（CV） 



第 9 章 論理ディスク 

 III-123 

グループ 説明 

 バーチャルボリューム（VVOL） 

 プロトコルエンドポイント（PE） 

 ボリュームクローン設定済みの論理ディスク 

予約 業務サーバから隠蔽されていて、アクセス不可能な論理ディスクが存在する領

域。 

論理ディスクの内容は保持されない。 

存在する論理ディスクは、特別な用途が設定されていない一般のディスクとな

る。 

 

⑤容量 

論理ディスクの容量を表示します。 

 

⑥用途 

論理ディスクの用途を表示します。 

表 9-6 用途表示項目一覧 

用途 説明 

RPL レプリケーション用ペア設定だけされている論理ディスク 

スナップショット スナップショット設定だけされている論理ディスク（BV,EBV） 

リンクボリューム リンクボリュームである論理ディスク（LV） 

RPL/スナップショット レプリケーション用ペア設定済であり、スナップショット設定済

である論理ディスク 

データ保護 データ改ざん防止機能により保護設定されている論理ディスク 

RPL/データ保護 レプリケーション用ペア設定済であり、データ改ざん防止機能に

より保護設定されている論理ディスク 

コントロールボリューム コントロールボリューム用の論理ディスク 

VVOL バーチャルボリューム用の論理ディスクと、PE である論理ディ

スク 

クローン ボリュームクローン設定済みの論理ディスク 

RPL/クローン レプリケーション用ペア設定済みであり、かつ、ボリュームクロ

ーン設定済みの論理ディスク 

スナップショット/ 

クローン 

スナップショット設定済みであり、かつ、ボリュームクローン設

定済みの論理ディスク 

RPL/スナップショット/ レプリケーション用ペア設定済みであり、かつ、スナップショッ
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用途 説明 

クローン ト設定済みであり、かつ、ボリュームクローン設定済みの論理デ

ィスク 

（空白） 特別な用途が設定されていない一般の論理ディスク 

 

⑦PD タイプ 

論理ディスクの PD タイプを表示します。 

 

⑧構成変更 

論理ディスクのロック/アンロック状態を表示します。 

表 9-7 構成変更表示項目一覧 

構成変更 説明 

ロック ロックされている論理ディスク 

（空白） ロックされていない論理ディスク 

 

⑨初期化 

論理ディスクの「グループ設定」画面での操作による初期化状態を表示します。 

表 9-8 初期化表示項目一覧 

初期化 説明 

初期化中 論理ディスクを初期化中 

（空白） 論理ディスクは初期化中ではない 

 

なお、以下の項目は初期状態時、非表示に設定されています。 

ブロックサイズ[Byte] 

VMware 種別 

表示する場合は項目名の部分で右クリックし、該当項目を表示に設定してください。 

ブロックサイズ[Byte]は、4,096byte のブロックサイズの論理ディスクを構築可能なディスクア

レイで表示できます。 

VMware 種別の詳細はマニュアル「バーチャルボリューム機能利用の手引」（IS069）を参照

してください。 

 

各ボタンの説明は以下の通りです。 

 

(c)[保管へ(S)]ボタン 

 予約グループの論理ディスクを、保管グループへ変更できます。 

 変更を行いたい予約グループの論理ディスクをリストビューで選択し、[保管へ]ボタンをクリッ

クします。 

 変更可能な論理ディスクは、以下の通りです。 
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 初期化実行中ではない論理ディスク 

 

(d)[予約へ(R)]ボタン 

 保管グループの論理ディスクを、予約グループへ変更できます。 

 変更を行いたい保管グループの論理ディスクをリストビューで選択し、[予約へ]ボタンをクリッ

クします。 

 変更可能な論理ディスクは、以下の通りです。 

 用途が設定されていない論理ディスク 

 データ改ざん防止機能による初期化実行中ではない論理ディスク 

 更新防止状態ではない論理ディスク 

 稼動停止状態ではない論理ディスク 

 コントロールボリュームではない論理ディスク 

 

 「9.4.5 論理ディスク操作ガード」によりロックされている論理ディスクのグループ設定

を行うことはできません。 

 アクセスコントロール停止時、構成変更ガード機能により対象業務サーバが稼動中である

ことを確認した場合は、保管グループの論理ディスクをグループ設定することはできませ

ん。対象業務サーバをすべて停止した上で、本操作を行ってください。 

 多数の論理ディスクを選択した場合、変更可否のチェックに時間がかかるため、長時間操

作が出来ない場合があります。 

 初期化実行中の論理ディスクは、初期化完了後にしか変更できません。 

 構成設定の並列実行が可能な装置において、同時に構成設定や運用の操作を実施している

場合、タイミングによってはグループ移動時にロック、論理ディスクの初期化やオプショ

ン機能に関する運用上の指定が同時に実施される場合があります。操作後に論理ディスク

の情報表示の内容を確認ください。 

 

(e)[初期化(I)]ボタン 

 予約グループの論理ディスクに対して、初期化ができます。 

 論理ディスクの初期化を行う場合、リストビューより初期化を行いたい論理ディスクを選択し、

[初期化(I)]ボタンをクリックします。 

 ただし、「9.4.5 論理ディスク操作ガード」によりロックされている論理ディスクの初期化を行

うことはできません。 

 初期化ができる論理ディスクは、以下の通りです。 
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 初期化中ではない論理ディスク 

 稼動停止状態ではない論理ディスク 

 本ボタンをクリックした時には、以下のダイアログが表示され、操作の実行確認が行われます。 

 

図 9-18 論理ディスクの初期化画面 
 

 論理ディスク形式/名称の初期化 

 論理ディスクの初期化を行う際、同時にその論理ディスクの形式と名称をディスクアレイの初期

設定状態に戻すことができます。 

 [初期化あり(I)]チェックボックスにチェックを入れることで、論理ディスクが初期化され、同時

に論理ディスク形式/名称も初期化されます。 

 チェックを入れない場合は、論理ディスクは初期化されますが、論理ディスク形式/名称は初期化

されません。  

 論理ディスクの初期化時間 

 論理ディスク初期化の標準所要時間を変更することができます。 

 標準所要時間を「高」「中」「低」で設定ができます。 

 高を指定した場合、最短時間で初期化が行われます。 

 中を指定した場合、業務サーバとのデータ転送性能を考慮しながら 1TB あたり 24 時間で完了する

ように初期化が行われます。 

 低を指定した場合、業務サーバとのデータ転送性能に影響ないように初期化が行われます。 

   

 実際の初期化時間は、装置の負荷により変動するので注意が必要です。また、初期化によ

り業務サーバから同一プール上の論理ディスクに対するアクセスに影響があり得るため

注意が必要です。 

 構成設定の並列実行が可能な装置において、同時に構成設定や運用の操作を実施している



第 9 章 論理ディスク 

 III-127 

場合、タイミングによっては初期化時にロックやグループ移動が同時に実施される場合が

あります。操作後に論理ディスクの情報表示の内容を確認ください。 

 

(f)[初期化中止]ボタン 

予約グループにある初期化中の論理ディスクに対して、初期化処理の中止ができます。 

論理ディスクの初期化中止を行う場合、リストビューにより初期化を中止したい論理ディスクを選

択し、[初期化中止(N)]ボタンをクリックします。 

ただし「9.4.5 論理ディスクの操作ガード」によりロックされている論理ディスクの初期化は中止

できません。またデータ改ざん防止機能による初期化を実行中の論理ディスクも初期化を中止でき

ません。 

 

 

 初期化中止は M12e/M120/M320/M320F/M520/M720/M720F 以降のモデルでのみ利用可

能です。 

 初期化中止した論理ディスクの状態は「注意(format-fail)」となります。この状態を解消

するためには、再度初期化を実施してください。 

 構成設定の並列実行が可能な装置において、同時に構成設定や運用の操作を実施している

場合、タイミングによっては初期化中止時にロックやグループ移動が同時に実施される場

合があります。 

操作後に論理ディスクの情報表示の内容を確認ください。 
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9.4.5 論理ディスクの操作ガード 

ホストに割り当てていない論理ディスクのロック／アンロックができます。 

ホストに割り当て済み論理ディスクのロック／アンロック操作については、「10.3.2 ホスト操作ガ

ード」を参照してください。 

 

 

図 9-19 論理ディスク操作ガード画面 

 

(a)表示絞り込みコンボボックス 

候補論理ディスク一覧の論理ディスクの表示の絞り込みが以下のキーワードでできます。 

(M10 シリーズ/M100 シリーズでは絞り込みコンボボックスは表示されません。) 
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表 9-9 論理ディスクの絞り込み表示 

絞り込み情報 論理ディスクの表示 

“保管グループ” 保管グループの論理ディスクを表示 

対象論理ディスクは、特別な用途が設定されていない論理ディスクの他、レ

プリケーション用ペア設定済の論理ディスク、スナップショット用の論理デ

ィスク（BV、EBV のみ表示。SV、ESV、SDV は非表示）、リンクボリュ

ームである論理ディスク、データ改ざん防止機能により保護設定されている

論理ディスク、コントロールボリュームである論理ディスク、バーチャルボ

リュームである論理ディスク、PE である論理ディスク、ボリュームクロー

ン設定済みの論理ディスク 

"保管-用途( )" 特別な用途の設定されていない論理ディスクを表示 

本キーワードは保管グループのみが対象である 

"保管-用途 

(RPL)" 

レプリケーション用ペア設定だけされている論理ディスクを表示 

本キーワードは保管グループのみが対象である 

"保管-用途 

(スナップショット)" 

スナップショット設定だけされている論理ディスクを表示（BV のみ表示。

SV と SDV は非表示）。本キーワードは保管グループのみが対象である 

"保管-用途 

(リンクボリューム)" 

リンクボリュームである論理ディスクを表示。本キーワードは保管グループ

のみが対象である 

"保管-用途 

(RPL/スナップショット)" 

レプリケーション用ペア設定済であり、かつ、スナップショット設定済であ

る論理ディスクを表示。本キーワードは保管グループのみが対象である 

"保管-用途 

(データ保護)" 

データ改ざん防止機能により保護設定されている論理ディスクを表示 

本キーワードは保管グループのみが対象である 

"保管-用途 

(RPL/データ保護)" 

レプリケーション用ペア設定済であり、かつ、データ改ざん防止機能により

保護設定されている論理ディスクを表示。本キーワードは保管グループのみ

が対象である 

"保管-用途 

(コントロールボリューム)" 

コントロールボリュームである論理ディスクを表示。本キーワードは保管グ

ループのみが対象である 

"保管-用途(VVOL)" バーチャルボリュームである論理ディスクと、PE である論理ディスクを表

示。本キーワードは保管グループのみが対象である 

"保管-用途(クローン)" ボリュームクローン設定だけされている論理ディスクを表示。本キーワード

は保管グループのみが対象である 

"保管-用途(RPL/クロー

ン)" 

レプリケーション用ペア設定済みであり、かつ、ボリュームクローン設定済

みの論理ディスクを表示。本キーワードは保管グループのみが対象である 

"保管-用途(スナップショ

ット/クローン)" 

スナップショット設定済みであり、かつ、ボリュームクローン設定済みの論

理ディスクを表示。本キーワードは保管グループのみが対象である 

"保管-用途(RPL/スナップ

ショット/クローン)" 

レプリケーション用ペア設定済みであり、かつ、スナップショット設定済み

であり、かつ、ボリュームクローン設定済みの論理ディスクを表示。本キー

ワードは保管グループのみが対象である 

“予約グループ” 予約グループの論理ディスクを表示 

対象論理ディスクは、特別な用途の設定されていない一般のディスク 

“ALL” 未割り当てのすべての論理ディスクを表示(既定値) 
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(b)論理ディスク一覧リストビュー 

 論理ディスク一覧リストビューでは、ホストに割り当てていない論理ディスクの情報を確認できます。 

 表示項目は以下のようになります。 

①番号 

論理ディスク番号を表示します。 

 

②形式 

論理ディスクの形式を表示します。 

 

③論理ディスク名 

論理ディスク名を表示します。 

 

④容量 

論理ディスクの容量を表示します。 

 

⑤用途 

論理ディスクの用途を表示します。 

表 9-10 用途表示項目一覧 

用途 説明 

RPL レプリケーション用ペア設定だけされている論理ディスク 

スナップショット スナップショット設定だけされている論理ディスク（BV） 

リンクボリューム リンクボリュームである論理ディスク（LV） 

RPL/スナップショット レプリケーション用ペア設定済であり、スナップショット設定済

である論理ディスク 

データ保護 データ改ざん防止機能により保護設定されている論理ディスク 

RPL/データ保護 レプリケーション用ペア設定済であり、データ改ざん防止機能に

より保護設定されている論理ディスク 

コントロールボリューム コントロールボリューム用の論理ディスク 

VVOL バーチャルボリューム用の論理ディスクと、PE である論理ディ

スク 

クローン ボリュームクローン設定済みの論理ディスク 

RPL/クローン レプリケーション用ペア設定済みであり、かつ、ボリュームクロ

ーン設定済みの論理ディスク 

スナップショット/ 

クローン 

スナップショット設定済みであり、かつ、ボリュームクローン設

定済みの論理ディスク 
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用途 説明 

RPL/スナップショット/

クローン 

レプリケーション用ペア設定済みであり、かつ、スナップショッ

ト設定済みであり、かつ、ボリュームクローン設定済みの論理デ

ィスク 

システムボリューム ストレージシステムの情報を保存するための論理ディスク 

レプリケーションリザ

ーブドボリューム 

データレプリケーション機能の管理情報を保持するための論理

ディスク 

データ移行リザーブド

ボリューム 

データ移行機能の管理情報を保持するための論理ディスク 

ソリューションリザー

ブドボリューム 

ボリュームクローン機能などの管理情報を保持するための論理

ディスク 

JBV 非同期順序保証モードのレプリケーション機能のジャーナル情

報やデータを蓄積するための論理ディスク 

（空白） 特別な用途が設定されていない一般の論理ディスク 

 

⑥構成変更 

論理ディスクのロック/アンロック状態を表示します。 

表 9-11 構成変更表示項目一覧 

構成変更 説明 

ロック ロックされている論理ディスク 

（空白） ロックされていない論理ディスク 

 

なお、以下の項目は初期状態時、非表示に設定されています。 

プール番号 

プール名 

RAID 

PD タイプ 

ブロックサイズ[Byte] 

VMware 種別 

初期化 

表示する場合は項目名の部分で右クリックし、該当項目を表示に設定してください。 

ブロックサイズ[Byte]は、4,096byte のブロックサイズの論理ディスクを構築可能なディスクアレイ

で表示できます。 

VMware 種別の詳細はマニュアル「バーチャルボリューム機能利用の手引」（IS069）を参照して

ください。 

 
(c)[ロック(L)]ボタン／[アンロック(U)]ボタン 

論理ディスクのロック／アンロックを行うことができます。 
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ロック／アンロックを行いたい論理ディスクをリストビューから選択し、[ロック(L)]ボタン／[ア

ンロック(U)]ボタンをクリックします。 

論理ディスクをロックした時にガードされる操作は、以下の通りです。詳細は各操作の説明を参

照してください。 

 

表 9-12 論理ディスクをロックした時にガードされる操作 

機能 ガードされる操作 

プール プール解除 

論理ディスク 論理ディスクの解除、論理ディスク形式／名称の設定、論理ディスクの容量

拡張、論理ディスクの保管、論理ディスクの予約、論理ディスクの初期化 

ホスト 論理ディスクの割り当て、論理ディスクの割り当て解除（割り当て済みのロ

ックされた論理ディスクについて） 

スナップショット 世代の追加、リンクボリュームの構築、SRA 拡張、しきい値変更、SRA 解除 

一括設定 ニックネーム一括設定、ペア一括設定 

レプリケーション ペア設定、ペア解除、強制ペア解除 

データ改ざん防止 論理ディスク形式／名称の初期化 

ボリュームクローン クローンの作成、削除 

 

 

 ロックされている論理ディスクは、論理ディスク移動の対象外になります。論理ディスク

移動については、「データ最適配置機能利用の手引」（IS061）を参照してください。 

 構成設定の並列実行が可能な装置において、同時に構成設定や運用の操作を実施している

場合、タイミングによってはロック/アンロック時に構成変更や論理ディスクの初期化、オ

プション機能に関する運用上の指定が同時に実施される場合があります。操作後に論理デ

ィスクの情報表示の内容を確認ください。 
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9.4.6 構築時間変更 

実行中の論理ディスクの構築（フォーマット）の I/O 優先度を変更します。 

 

構築時間変更画面は、以下の画面から構成されます。 

 構築時間変更 

 

●構築時間変更 

 

 

図 9-20 構築時間変更画面 

 

 最速にする 

論理ディスクの構築が最短時間で終わるように I/O の優先度を変更します。ただし、業務 I/O

へ影響を与える可能性があります。 

 最遅にする 

論理ディスクの構築から業務 I/O へ与える影響が最小になるように、I/O の優先度を変更しま

す。 
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 時間を指定する 

指定した時間で、論理ディスクの構築が終わるように I/O の優先度を変更します。 

（I/O 状況によって、指定した時間より長く・短くなる場合があります） 

 

移動ボタン 

 [実行] 

以下の確認ダイアログが表示されます。 

 

図 9-21 確認ダイアログ 

 

[はい]を選択すると、論理ディスクの構築時間変更の処理が実行されます。  

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログが表示されます。 ダイアログの[OK]ボタンをクリックす

ると、構築時間変更を行わず、[監視]-[画面表示]に移動します。 
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9.4.7 設定変更 

論理ディスクの設定を変更します。 

設定変更画面は、以下の画面から構成されます。 

 論理ディスク設定変更  

 

●論理ディスク設定変更 

 

図 9-22 論理ディスク設定変更画面 

 

1: 論理ディスクの選択 

設定を変更する論理ディスクを一覧から選択してください。 

以下の条件に当てはまる論理ディスクは選択できません。 

表 9-13 論理ディスク選択不可理由一覧 

選択不可理由 説明 

CRV クローンリザーブドボリューム(CRV)である 
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2: 設定変更 

必要に応じて設定項目を変更します。 

 論理ディスク名 

論理ディスクに割り当てる名称。 

 論理ディスク形式 

論理ディスクを使用する OS の種別を示す形式。 

論理ディスク形式はデータレプリケーションまたはスナップショットのライセンスが

解除されているときに設定可能です。 

 リードキャッシュ 

あまり使用されなくなった論理ディスクのキャッシュを無効にすることで、指定した

論理ディスクの読み込み性能は低下しますが、他の論理ディスクの読み込み性能を高

めることができます。 

 ライトキャッシュ 

あまり使用されなくなった論理ディスクのキャッシュを無効にすることで、指定した

論理ディスクの書き込み性能は低下しますが、他の論理ディスクの書き込み性能を高

めることができます。 

 SSD 拡張アクセス 

SSD 拡張アクセスを有効にすることで、高速な SSD を複数台搭載した構成における

SPC1 性能（TAT）を上げることができます。 

 

以下の条件に当てはまる論理ディスクは、論理ディスク名を変更できません。 

 

表 9-14 論理ディスク名変更不可理由一覧 

変更不可理由 説明 

ロック ロックされている 

CRV クローンリザーブドボリューム(CRV)である 

 

 

以下の条件に当てはまる論理ディスクは、論理ディスク形式を変更できません。 

 

表 9-15 論理ディスク形式変更不可理由一覧 

変更不可理由 説明 

ペア設定(レプリ) レプリケーションのペア設定がされている 

SYV システムボリューム(SYV)である 

RSV レプリケーションリザーブドボリューム(RSV)である 

MSV データ移行リザーブドボリューム(MSV)である 

スナップショット ベースボリューム(BV), スナップショットボリューム(SV), スナ

ップショットデータボリューム(SDV)である 
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変更不可理由 説明 

LV リンクボリューム(LV)である 

EBV 拡張ベースボリューム(EBV)である 

ESV 拡張スナップショットボリューム(ESV)である 

FCV ファストクローンボリューム(FCV)である 

FEV ファストクローンエンティティボリューム(FEV)である 

SSV ソリューションリザーブドボリューム(SSV)である 

CRV クローンリザーブドボリューム(CRV)である 

 

 

以下の条件に当てはまる論理ディスクはキャッシュ設定を変更できません。 

 

表 9-16 論理ディスクのキャッシュ設定変更不可理由一覧 

変更不可理由 説明 

SYV システムボリューム(SYV)である 

RSV レプリケーションリザーブドボリューム(RSV)である 

MSV データ移行リザーブドボリューム(MSV)である 

スナップショット スナップショットボリューム(SV)である 

LV リンクボリューム(LV)である 

PE プロトコルエンドポイント(PE)である 

SSV ソリューションリザーブドボリューム(SSV)である 

ESV 拡張スナップショットボリューム(ESV)である 

FCV ファストクローンボリューム(FCV)である 

FEV/FCV ファストクローン用ボリューム(FEV/FCV)である 

CRV クローンリザーブドボリューム(CRV)である 

JBV ジャーナルバッファボリューム(JBV)である 

 

以下の条件に当てはまる論理ディスクは SSD 拡張アクセス設定を変更できません。 

 

表 9-17 論理ディスクの SSD 拡張アクセス設定変更不可理由一覧 

変更不可理由 説明 

SRV スナップショットボリューム(SRV)である 

SV スナップショットボリューム(SV)である 

LV リンクボリューム(LV)である 

L2 Cache 二次キャッシュ用ボリュームである 

JBV ジャーナルバッファボリューム(JBV)である 
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 論理ディスクに対して論理ディスク形式「A4」を設定することはできません。 

 VMware 関連のボリュームに対する操作可否の詳細については、「バーチャルボリューム

機能利用の手引」（IS069）を参照ください。 

 

移動ボタン 

 [実行] 

以下の確認ダイアログが表示されます。 

 

図 9-23 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、論理ディスクの設定変更の処理が実行されます。 

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログが表示されます。ダイアログの[OK]ボタンをクリックす

ると、論理ディスクの設定変更を行わず、[監視]-[画面表示]に移動します。 
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第10章 ホスト設定 

第 10 章では、ホストに関する操作について説明します。 

 

10.1 論理ディスクの割り当て 

論理ディスクをホストへ割り当てることができます。  

 

図 10-1 論理ディスクの割り当て画面(FC または SAS 対応ディスクアレイ) 

 

 

図 10-2 論理ディスクの割り当て画面(iSCSI 対応ディスクアレイ) 
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(a)ホスト一覧リストビュー 

ホスト一覧リストビューでは、ディスクアレイに登録済みのホスト情報を確認できます。 

 表示項目は以下のようになります。 

①プラットフォーム 

ホストのプラットフォームを表示します。 

 

②名称 

ホスト名を表示します。 

 

③ホスト名 

取得したホスト情報のホスト名を表示します。 

（ホスト情報の自動取得またはホスト情報ファイルを読み込んだ場合に表示します。） 

 

④選択不可理由 

選択不可理由を表示します。 

 

表 10-1 ホスト選択不可理由一覧 

選択不可理由 説明 

ロック 操作ガード機能によりロック中の LD セット 

iSCSI RDR iSCSI RDR 用の LD セット 

ACOS4 ACOS4 専用の LD セット 

異常状態 異常な LD セット（論理ディスク割り当て情報の異常、接続パス情

報の異常）、LD セットの削除と再作成が必要 

 

論理ディスクを割り当てるホストをクリックして選択してください。 

クラスタ構成など複数のホスト間で同じ論理ディスクを共有する構成の場合、論理ディスクを割

り当てるホストを複数選択することもできます。一度の操作で複数のホストに同じ論理ディスクを割

り当てるには、選択されたすべてのホスト間で、割り当て済み論理ディスクが一致している必要があ

ります。 

 

なお、以下の項目は初期状態時、非表示に設定されています。 

パターン 

動作モード 

構成変更 

I/F 種別 

表示する場合は項目名の部分で右クリックし、該当項目を表示に設定してください。 
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(b)ホストのプロパティ 

ホスト一覧リストビューでホストを右クリックし、プロパティをクリックすると、ホストのプロ

パティが確認できます。 

 

図 10-3 FC で接続されているホストのプロパティ画面 

 

図 10-4 iSCSI で接続されているホストのプロパティ画面 
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図 10-5 SAS で接続されているホストのプロパティ画面 

 

(c) [ホスト情報を登録する] 

[ホスト情報を登録する]をクリックすると、ホスト情報取得画面が表示され、新たにホストを追加

できます。 

詳細は、「10.3.1 ホスト情報取得」を参照してください。 

なお、iSCSI 対応ディスクアレイの場合は、[ホスト情報を登録する]の代わりに、[ホスト追加(A)]

ボタンが表示されます。クリックすると、ホスト情報設定画面が表示され、新たにホストを追加でき

ます。ただし、混載ディスクアレイ（FC/iSCSI 混載など）の場合は、[ホスト情報を登録する]のみ

が表示されます。iSCSI のホスト情報の追加は、ホスト情報登録画面の[ホスト情報を手動で作成す

る]で新たに追加できます。 

詳細は、「10.1.1 ホスト情報設定(iSCSI)」を参照してください。 

 

(d) [割り当てできる論理ディスクを全て表示(D)]チェックボックス 

[割り当てできる論理ディスクを全て表示(D)]チェックボックスをチェックすると、割り当てでき

るすべての論理ディスクが表示されます。なお、論理ディスク構築完了画面のリンクから、論理ディ

スクの割り当てを行う場合は、チェックを付け外しできます。 
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(e)表示絞り込みコンボボックス 

候補論理ディスク一覧の論理ディスクの表示の絞り込みが以下のキーワードでできます。 

(M10 シリーズ/M100 シリーズでは絞り込みコンボボックスは表示されません。) 

 

表 10-2 論理ディスクの表示絞り込み 

絞り込み情報 論理ディスクの表示 

“ホスト(LD セット)名” 

（例 “WN:Server01”） 

すでにそのホスト(LD セット)に割り当てられている論理ディ

スクのみの表示 

“形式: ＊”（例 “WN: ＊”） その形式の論理ディスクのみの表示 

“  : ＊” 論理ディスクの形式が未設定の論理ディスクのみの表示 

未割り当て-PD タイプ（PD タイプ） 

（例 未割り当て-PD タイプ(SAS)） 

未割り当てであり、かつ、（PD タイプ）で構成されている論

理ディスクを表示 

未割り当て 未割り当ての論理ディスクを表示 

ALL すべての論理ディスクを表示 

 

(f)論理ディスク一覧リストビュー 

 論理ディスク一覧リストビューでは、ディスクアレイに構築した論理ディスクを確認できます。 

 表示項目は以下のようになります。 

①番号 

論理ディスク番号を表示します。 

 

②形式 

論理ディスクの形式を表示します。 

 

③論理ディスク名 

論理ディスク名を表示します。 

 

④容量 

論理ディスクの容量を表示します。 
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⑤用途 

論理ディスクの用途を表示します。 

表 10-3 用途表示項目一覧 

用途 説明 

RPL レプリケーション用ペア設定だけされている論理ディスク 

スナップショット スナップショット設定だけされている論理ディスク（BV, EBV） 

リンクボリューム リンクボリュームである論理ディスク（LV） 

RPL/スナップショット レプリケーション用ペア設定済であり、スナップショット設定

済である論理ディスク 

データ保護 データ改ざん防止機能により保護設定されている論理ディスク 

RPL/データ保護 レプリケーション用ペア設定済であり、データ改ざん防止機能

により保護設定されている論理ディスク 

コントロールボリューム コントロールボリューム用の論理ディスク 

システムボリューム ストレージシステムの情報を保存するための論理ディスク 

レプリケーションリザー

ブドボリューム 

データレプリケーション機能の管理情報を保持するための論

理ディスク 

データ移行リザーブドボ

リューム 

データ移行機能の管理情報を保持するための論理ディスク 

ソリューションリザーブ

ドボリューム 

ボリュームクローン機能などの管理情報を保持するための論

理ディスク 

二次キャッシュ 二次キャッシュ用の論理ディスク 

セキュアイレース セキュアイレース用に構築された論理ディスク 

RPL/クローン レプリケーション用ペア設定済であり、ボリュームクローン設

定されている論理ディスク 

スナップショット/ 

クローン 

スナップショット設定済であり、ボリュームクローン設定され

ている論理ディスク 

RPL/スナップショット/ 

クローン 

レプリケーション用ペア設定済であり、スナップショット設定

済であり、ボリュームクローン設定されている論理ディスク 

クローン ボリュームクローン設定されている論理ディスク 

VVOL バーチャルボリューム用の論理ディスクと、PE である論理デ

ィスク 

JBV 非同期順序保証モードのレプリケーション機能のジャーナル

情報やデータが蓄積されている論理ディスク 

DPV データ圧縮機能の圧縮されたデータが保存されている論理デ

ィスク 

MPV データ圧縮機能の管理情報が保存されている論理ディスク 

（空白） 特別な用途が設定されていない一般の論理ディスク 
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⑥構成変更 

論理ディスクのロック/アンロック状態を表示します。 

表 10-4 構成変更表示項目一覧 

構成変更 説明 

ロック ロックされている論理ディスク 

（空白） ロックされていない論理ディスク 

 

⑦割り当て 

論理ディスクの割り当て状態を表示します。 

表 10-5 割り当て表示項目一覧 

構成変更 説明 

済み ホストに割り当てられている論理ディスク 

（空白） ホストに割り当てられていない論理ディスク 

 

⑧選択不可理由 

選択不可理由を表示します。 

 

表 10-6 論理ディスク選択不可理由一覧 

選択不可理由 説明 

ロック 操作ガード機能でロックされている 

予約 予約グループに属している 

スナップショット スナップショットボリューム(SV、SRV(SV*))、またはスナップシ

ョットデータボリューム(SDV)である 

二次キャッシュ 二次キャッシュ用のボリュームである 

SYV システムボリューム(SYV)である 

DPV データ圧縮機能のデータプールボリューム(DPV)である 

MPV データ圧縮機能のメタデータプールボリューム(MPV)である 

MSV データ移行リザーブドボリューム(MSV)である 

RSV レプリケーションリザーブドボリューム(RSV)である 

SSV ソリューションリザーブドボリューム(SSV)である 

ACOS4 ACOS4 専用の論理ディスクである 
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なお、以下の項目は初期状態時、非表示に設定されています。 

グループ 

プール番号 

プール名 

RAID 

PD タイプ 

ブロックサイズ[Byte] 

VMware 種別 

圧縮属性 

初期化 

 

表示する場合は項目名の部分で右クリックし、該当項目を表示に設定してください。 

ブロックサイズ[Byte]は、4,096byte のブロックサイズの論理ディスクを構築可能なディスクアレイ

で表示できます。 

VMware 種別の詳細はマニュアル「バーチャルボリューム機能利用の手引」（IS069）を参照して

ください。 

 

 

 表示項目はソートできますが、順序入れ替えはできません。 

 ホストに割り当てられている論理ディスクも表示されます。 

 複数の論理ディスクを同時に選択できます。 

 ホスト一覧リストビューには、自動収集されたホスト情報も表示されます。ただし、アク

セスコントロールを Port モードで運用している場合、既存のホスト名と同じ名称となるホ

スト情報が表示されない場合があります。ホストのプロパティにて、割り当て済みパスを

確認してください。 

 パスの構成が同一で名前が異なるホスト情報と LD セットが存在する場合、ホスト情報と

LD セットが両方表示されますが、LD セットの名前はホスト情報と同じものとして表示さ

れます。すでに LD セットに論理ディスクを割り当て済みである場合は、ホストのプロパ

ティの「アクセス可能論理ディスク一覧」の表示によって、作成済みの LD セットかどう

か確認してください。 

 アクセスコントロールを Port モードと WWN モードを混在させた形で運用した場合、既

存のホストと同じホスト名の自動収集されたホスト情報がホストとして重複して表示され

る場合があります。Port モード/WWN モードどちらか一方だけで運用することを推奨しま

す。 

 

割り当てるホスト、論理ディスクを選択し、[次へ]ボタンをクリックすると、設定内容を確認できま
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す。 

 

図 10-6 論理ディスクの割り当て確認画面 

 

(a)ホスト一覧リストビュー 

 ホスト一覧リストビューでは、論理ディスクを割り当てるホストを確認できます。 

 

(b)ホストに割り当てる論理ディスク一覧リストビュー 

 ホストに割り当てる論理ディスク一覧リストビューでは、ホストに割り当てる論理ディスクを確認

できます。 

 

(c)[LUN 設定(L)]ボタン 

 クリックすると、LUN 設定画面が表示され、LUN(Logical Unit Number)の設定ができます。詳

細は、「10.1.2 LUN 設定」を参照してください。 

 

 

1. 論理ディスクの割り当て先 LUN の初期値は、LUN 0000h から論理ディスク番号の昇順で

割り当てられます。対象ホスト(LD セット)にすでに論理ディスク割り当て済みの場合は、

割り当て済み論理ディスクの最大 LUN+1 から論理ディスク番号の昇順で割り当てられま

す。 

2. M10e/M100/M300/M500/M700/M5000 では、ホスト(LD セット)に論理ディスクを割り当

てる際、割り当てることのできる LUN(Logical Unit Number)に以下の制約があります。 

・割り当て済みの論理ディスクの最大 LUN+1 以降から順に割り当てとなります。 

・割り当て時に LUN と LUN の間に LUN の空きを設けることはできません。 

・以前の割り当て解除操作により最大 LUN より若い番号に LUN の空きが存在する 
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 場合には、LUN 設定画面にて空いている LUN に論理ディスクを割り当てることが 

 可能です。 

3. LUN0000h に、リンクボリューム(LV)を割り当てることはできません。なお、iSCSI 対応

ディスクアレイにおいて、マルチターゲットモードのホスト (LD セット)の場合は、

LUN0000h にリンクボリューム(LV)を割り当てることができます。 

4. iSCSI 対応ディスクアレイにおいて、マルチターゲットモードのホスト（LD セット）の

場合は、論理ディスクはすべて LUN 0000h に割り当てられます。割り当て先 LUN を変

更することはできません。 

 

設定内容を確認し[実行]ボタンをクリックすると、論理ディスクの割り当て処理が行われ、結果が

表示されます。 

 

図 10-7 論理ディスクの割り当て完了画面 
 

成功した場合、以下のリンクが表示されます。 
 

 「別の論理ディスクをホストに割り当てる」 

クリックすると、続けて別の論理ディスクをホストに割り当てできます。 

 

 「ホスト情報を登録する」 

クリックすると、ホスト情報取得が表示され、新たなホストを設定できます。 

詳細は、「10.3.1 ホスト情報取得」を参照してください。 

なお、iSCSI 対応ディスクアレイの場合は、本リンクは表示されません。 
 

 「ホストへの論理ディスクの割り当てを有効化する」 

アクセスコントロールの詳細設定で、アクセスコントロールを停止している場合のみ表示されま



第 10 章 ホスト設定 

 III-149 

す。 

 

クリックすると FC または SAS 経由でのホストへの論理ディスクの割り当てが有効化できます。 

詳細は、「10.3.3.4 アクセスコントロールの詳細設定」を参照してください。 

なお、iSCSI を使用されている場合は、不要です(表示されません)。 

 

[完了]ボタン 

クリックすると論理ディスクの割り当てを終了し、状態監視画面に戻ります。 

 

 

構成設定の並列実行が可能な装置において、同時に構成設定の操作を実施している場合、タイ

ミングによっては割り当て時に論理ディスクまたはホストのロックが同時に実施される場合が

あります。操作後にホストのプロパティ(論理ディスクの割り当て画面内)と論理ディスクの情報

表示の内容を確認ください。 
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10.1.1 ホスト情報設定(iSCSI) 

 

図 10-8 論理ディスクの割り当て画面(iSCSI 対応ディスクアレイ) 

 

「論理ディスクの割り当て」画面で、[ホスト追加(A)]ボタンをクリックすると、以下のようなホス

ト情報設定画面が表示され、新たにホストを追加できます。 

 

図 10-9 ホスト情報設定(iSCSI)画面 

 

(a)ホスト名(N): 

 ホスト名を設定してください。 

 ホスト名は、任意の半角英数字または"-"にて、1～16 文字で設定することができます。 

 ただし、ホスト名が、既存の FC のホスト、SAS のホスト、または iSCSI のホストにてすでに設

定されている場合には、設定はできません。 

 設定されたホスト名はターゲット名の一部となります。 

 ターゲット名は以下の形式で自動設定され、大文字はすべて小文字に置換されます。 
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「(ディスクアレイ固有値).(プラットフォーム)-(LD セット名).target(LD セット固有値)」 

 

(b) プラットフォーム(P): 

 ホストのプラットフォームを設定してください。 

 設定可能なプラットフォームは、以下の通りです。 

 

表 10-7 プラットフォーム 

プラットフォーム 説明 

Linux(LX) Linux システム 

Windows(WN) Windows システム 

VMware(VW) VMware システム 

Hyper-V(WN) Hyper-V システム 

 

「VMware(VW)」の代わりに「VMware(LX)」が表示される場合があります。その場合は

「VMware(LX)」を選択してください。 

ただし、「VMware(LX)」を選択した場合は、「Linux(LX)」として設定されます。また、

「Hyper-V(WN)」を選択した場合は、「Windows(WN)」として設定されます。 

(c)イニシエータ一覧リストビュー 

 指定したイニシエータ情報が確認できます。 

 

(d)[追加(A)]ボタン 

 追加するホストにイニシエータを設定します。 
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図 10-10 イニシエータ追加画面 

 

 イニシエータ設定は、以下の方法のいずれかを選択して行います。 

 [選択(S)] 

ディスクアレイに接続されたホストのイニシエータ情報が表示されます。ホストに追加したい

イニシエータをクリックで選択してください。 

イニシエータ情報を表示させるには、事前にイニシエータ側(ホスト)からターゲット(ディスク

アレイ)に対してディスカバリを実行する必要があります。 

また、[再取得(F)]ボタンをクリックすることにより、新たに接続されたホストのイニシエータ

情報を、割り当て可能イニシエータ一覧に表示します。 

なお、保存できるイニシエータ情報には制限があるため、割り当て可能イニシエータ一覧にイ

ニシエータが表示されない場合は、再度ディスカバリを行ってください。 

 [直接入力(M)] 

イニシエータ情報を直接入力できます。  

 イニシエータを選択または入力後、[OK]ボタンをクリックすることで、ホスト追加画面のイニシ

エータ一覧リストビューに情報が反映されます。 
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(e)[変更(C)]ボタン 

追加したイニシエータをイニシエータ一覧リストビューからクリックで選択し、[変更(C)]ボタン

をクリックすることで、イニシエータ変更画面を開き、選択したイニシエータ情報を変更できます。 

イニシエータ変更画面の操作方法は「(d)[追加(A)]ボタン」の説明を参照してください。 

 

(f)[削除(D)]ボタン 

 追加したイニシエータをイニシエータ一覧リストビューからクリックで選択し、[削除(D)]ボタン

をクリックすることで、選択したイニシエータをホストから削除できます。 

 

ホスト名、プラットフォーム、イニシエータを設定後、[OK]ボタンをクリックすると、設定内容

を確認できます。設定内容を確認し、[実行]ボタンをクリックすると、ホスト情報設定処理が行わ

れ、結果が表示されます。 

 

 1 つのホストには最大 16 のイニシエータが設定できます。 

 登録したホスト情報の変更については、「10.3.3.2 LD セットの新規作成／設定変更 

(iSCSI)」を参照してください。 

 登録したホスト情報の削除については、「10.3.3 LD セット管理」を参照してください。 
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10.1.2 LUN 設定 

「論理ディスクの割り当て」画面で[LUN 設定(L)]ボタンをクリックすると、LUN 設定画面が表

示されます。 

LUN 設定では、ホストに割り当てる論理ディスクの LUN(Logical Unit Number)の順序を変更で

きます。 

ただし、すでに割り当て済みの論理ディスクの LUN は変更できません。 

 

図 10-11 LUN 設定画面 

 

(a)ホストに割り当てる論理ディスク一覧リストビュー 

 ホストに割り当てる論理ディスク一覧リストビューでは、ホストに割り当てる論理ディスクの情

報を確認できます。 

 LUN を変更したい論理ディスクをクリックして選択してください。 

 

(b)[前へ(U)]ボタン 

 新たに追加した論理ディスク群のうち、選択した 1 つの論理ディスクを新たに追加した論理ディ

スク群のうちの一つ前の行へ移動します。 

 

(c)[後ろへ(D)]ボタン 

 新たに追加した論理ディスク群のうち、選択した 1 つの論理ディスクを新たに追加した論理ディ

スク群のうちの 1 つ後ろの行へ移動します。 

 

(d) [LUN 直接入力(M)]ボタン 

 選択した 1 つの論理ディスクの LUN を直接入力し、LUN を変更できます。他の論理ディスクが

存在しない LUN を入力してください。(M10e/M100/M300/M500/M700/M5000 では本ボタンは表

示されません。) 
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(e)[変更前に戻す(R)]ボタン 

 LUN を変更する前の状態に戻します。 

 

[OK]ボタンをクリックすると、LUN 設定が反映され、「論理ディスクの割り当て」画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタンをクリックすると、LUN 設定が反映されずに、「論理ディスクの割り当て」画

面に戻ります。 
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10.2 論理ディスクの割り当て解除 

ホストに割り当てている論理ディスクを解除できます。 

 

 

図 10-12 論理ディスクの割り当て解除画面 

 

(a)ホスト一覧リストビュー 

 ホスト一覧リストビューでは、ディスクアレイに登録済みのホスト情報が確認できます。 

 表示項目は以下のようになります。 

①プラットフォーム 

ホストのプラットフォームを表示します。 

 

②名称 

ホスト名を表示します。 

 

③ホスト名 

取得したホスト情報のホスト名を表示します。 

（ホスト情報の自動取得またはホスト情報ファイルを読み込んだ場合に表示します。） 
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④構成変更 

ホストのロック/アンロック状態を表示します。 

表 10-8 構成変更表示項目一覧 

構成変更 説明 

ロック ロックされているホスト 

（空白） ロックされていないホスト 

 

⑤選択不可理由 

選択不可理由を表示します。 

表 10-9 ホスト選択不可理由一覧 

選択不可理由 説明 

iSCSI RDR iSCSI RDR 用の LD セット 

異常状態 異常な LD セット（論理ディスク割り当て情報の異常、接続パス情

報の異常）、LD セットの削除と再作成が必要 

ロック 操作ガード機能によりロック中の LD セット 

ACOS4 ACOS4 専用の LD セット 

 

論理ディスクの割り当てを解除するホストをクリックしてください。 

クラスタ構成など複数のホスト間で同じ論理ディスクを共有する構成の場合、割り当て解除するホ

ストを複数選択することもできます。一度の操作で複数のホストから同じ論理ディスクを割り当て

解除するには、選択されたすべてのホスト間で、割り当て済み論理ディスクが一致している必要が

あります。割り当て済み論理ディスクが異なるホストを複数選択した場合、論理ディスク一覧リス

トビューには何も表示されません。 

 

なお、以下の項目は初期状態時、非表示に設定されています。 

動作モード 

I/F 種別 

表示する場合は項目名の部分で右クリックし、該当項目を表示に設定してください。 
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(b)ホストのプロパティ 

 ホスト一覧リストビューでホストを右クリックし、プロパティをクリックすると、ホストのプロ

パティが確認できます。 

 

図 10-13 FC で接続されているホストのプロパティ画面 
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図 10-14 iSCSI で接続されているホストのプロパティ画面 

 

 

図 10-15 SAS で接続されているホストのプロパティ画面 
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(c)論理ディスク一覧リストビュー 

 ホスト一覧リストビューで選択したホストに割り当てている論理ディスクの情報が確認できます。 

 表示項目は以下のようになります。 

①LUN 

論理ディスクの LUN(Logical Unit Number)を表示します。 

 

②番号 

論理ディスク番号を表示します。 

 

③形式 

論理ディスクの形式を表示します。 

 

④論理ディスク名 

論理ディスク名を表示します。 

 

⑤容量 

論理ディスクの容量を表示します。 
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⑥用途 

論理ディスクの用途を表示します。 

表 10-10 用途表示項目一覧 

用途 説明 

RPL レプリケーション用ペア設定だけされている論理ディスク 

スナップショット スナップショット設定だけされている論理ディスク（BV） 

リンクボリューム リンクボリュームである論理ディスク（LV） 

RPL/スナップショット レプリケーション用ペア設定済であり、スナップショット設定済

である論理ディスク 

データ保護 データ改ざん防止機能により保護設定されている論理ディスク 

RPL/データ保護 レプリケーション用ペア設定済であり、データ改ざん防止機能に

より保護設定されている論理ディスク 

コントロールボリューム コントロールボリューム用の論理ディスク 

VVOL バーチャルボリューム用の論理ディスクと、PE である論理ディ

スク 

クローン ボリュームクローン設定済みの論理ディスク 

RPL/クローン レプリケーション用ペア設定済みであり、かつ、ボリュームクロ

ーン設定済みの論理ディスク 

スナップショット/ 

クローン 

スナップショット設定済みであり、かつ、ボリュームクローン設

定済みの論理ディスク 

RPL/スナップショット/

クローン 

レプリケーション用ペア設定済みであり、かつ、スナップショッ

ト設定済みであり、かつ、ボリュームクローン設定済みの論理デ

ィスク 

（空白） 特別な用途が設定されていない一般の論理ディスク 

 

⑦構成変更 

論理ディスクのロック/アンロック状態を表示します。 

表 10-11 構成変更表示項目一覧 

構成変更 説明 

ロック ロックされている論理ディスク 

（空白） ロックされていない論理ディスク 
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⑧選択不可理由 

選択不可理由を表示します。 

 

表 10-12 論理ディスク選択不可理由一覧 

選択不可理由 説明 

ロック 操作ガード機能によりロック中の論理ディスク 

ACOS4 ACOS4 専用の論理ディスク 

データ移行設定 データ移行中の論理ディスク 

 

なお、以下の項目は初期状態時、非表示に設定されています。 

プール番号 

プール名 

RAID 

PD タイプ 

ブロックサイズ[Byte] 

VMware 種別 

表示する場合は項目名の部分で右クリックし、該当項目を表示に設定してください。 

ブロックサイズ[Byte]は、4,096byte のブロックサイズの論理ディスクを構築可能なディスクアレイ

で表示できます。 

VMware 種別の詳細はマニュアル「バーチャルボリューム機能利用の手引」（IS069）を参照して

ください。 

 

 

 表示項目はソートできますが、順序入れ替えはできません。 

 ホストに割り当てられている論理ディスクも表示されます。 

 複数の論理ディスクを同時に選択できます。 

 

(d)[ホストの拡張設定を削除する(D)]チェックボックス 

 [ホストの拡張設定を削除する(D)]チェックボックスをチェックすると、論理ディスクを全解除す

るホストについて、ホスト情報を残してその他の設定を削除します。 

 

論理ディスク一覧リストビューにて削除したい論理ディスクを選択し[次へ]ボタンをクリックする

と、設定内容の確認画面が表示されます。 
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図 10-16 論理ディスクの割り当て解除確認画面 

 

[ホストの拡張設定を削除する(D)]チェックボックスをチェックしていた場合、該当するホストの

「拡張設定削除」列には「する」が表示されます。 

 

設定内容を確認し[実行]ボタンをクリックすると、以下のような警告ダイアログが表示されます。 

 

図 10-17 論理ディスクの割り当て解除の警告ダイアログ 

 

 [OK]ボタンをクリックすると、論理ディスクの割り当てが解除されます。 

 業務サーバを停止するなどして、ディスクアレイへのアクセスを停止した上で、本操作を行って

ください。 
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 また、割り当て解除を行う論理ディスクの中に LUN 0000h の論理ディスクが含まれている場合、

以下の警告ダイアログが表示されます。 

 

図 10-18 LUN 0000h の論理ディスクの割り当て解除の警告ダイアログ 

 

 [強制削除]ボタンをクリックすると、論理ディスクの割り当てが解除されます。 

 ダイアログのメッセージをよく確認した上で、本操作を行ってください。 

 

 

 ホスト操作ガードによりロックされているホスト、または論理ディスクがある場合、論理

ディスクの割り当て解除はできません。 

 構成変更ガード機能により対象業務サーバが稼動中であることを確認した場合は、論理デ

ィスクの割り当て解除はできません。対象業務サーバをすべて停止した上で、本操作を行

ってください。 

 ホストに割り当て済み論理ディスクをすべて割り当て解除後、LD セット管理画面で対象

ホストが表示されない場合があります。論理ディスクを再度割り当てることにより、LD

セット管理画面に対象ホストが表示されます。 

 論理ディスクを割り当て解除することにより、対象論理ディスクが割り当てられていた

LUN は未割り当て状態（歯抜け状態）になります。 

 業務サーバの OS（HP-UX 環境）によっては、ホストから LUN 0000h の論理ディスクを

割り当て解除することにより、操作対象のホストに含まれるすべての論理ディスクが業務

サーバから認識できなくなる場合があります。 

 Windows 環境、VMware 環境（Raw Device Mapping 非使用時）、Linux 環境の場合は 

この警告ダイアログで強制解除を実施して特に問題ありません。 

 構成設定の並列実行が可能な装置において、同時に構成設定の操作を実施している場合、

タイミングによっては割り当て時に論理ディスクまたはホストのロックが同時に実施され

る場合があります。操作後にホストのプロパティ(論理ディスクの割り当て画面内)と論理

ディスクの情報表示の内容を確認ください。 
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10.3 ホスト操作 

ホスト情報の取得、ホスト操作ガード、LD セット管理ができます。 

 

10.3.1 ホスト情報取得 

ホスト情報の取得処理を行います。 

ホスト情報画面は、以下の画面から構成されます。 

1. 情報取得方法選択 

情報取得方法の選択を行います。 

2. ホスト情報登録 

ホスト情報の登録を行います。 

3. 完了 

設定の実行結果が表示されます。 

 

●情報取得方法選択 

情報取得方法の選択を行います。 

 

図 10-19 情報取得方法選択画面 
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ホスト情報の収集方法を指定します。 

 [ホスト情報の自動収集を行う] 

ディスクアレイに物理的に接続されているホストから情報を取得します。 

 [ホスト情報をファイルから読み込む] 

指定されたファイルから、ホスト情報を読み込みます。 

 [ホスト情報を手動で作成する] 

手動で、ホスト情報の設定を追加します。 

 

移動ボタン 

 [次へ] 

ホスト情報の設定方法を選択し、[次へ]をクリックすると、ホスト情報登録画面に進み

ます。 

o [ホスト情報の自動収集を行う]を選択していた場合、確認ダイアログが表示され

ます。 

 

図 10-20 確認ダイアログ 

 

[はい]をクリックすると、ホスト情報登録画面に進みます。 

 

 [キャンセル] 

構成状態表示画面へ戻ります。  

 

●ホスト情報登録 

前の画面で選択したホスト情報の収集方法により、表示画面が異なります。 

各画面の詳細は「10.3.1.1」～「10.3.1.3」を参照してください。 
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●ホスト情報設定完了 

 

図 10-21 ホスト情報設定完了 

 

ホスト情報設定の結果が表示されます。 

成功した場合、以下のリンクが表示されます。 

 「論理ディスクをホストに割り当てる」 

登録したホストに論理ディスクを割り当てるために、「ホスト」-「論理ディスクの割

り当て」画面を開きます。  

 

移動ボタン 

 [完了] 

[監視]-[画面表示]へ移動します。 
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10.3.1.1 ホスト情報の自動収集 

ディスクアレイに物理的に接続されているホストから情報を取得します。 

 

図 10-22 ホスト情報の自動収集画面 

 

リストに取得したホスト情報が表示されます。 

 

情報再取得ボタン 

装置が収集したホスト情報の再取得を行います。  

 

 

 Windows、Hyper-V の場合、情報の取得のため、数分程度時間がかかることがあります。 

しばらく待ってから、[情報再取得]ボタンをクリックしてください。 

 Linux の場合、ホスト側でホスト情報の登録を行うコマンドを実行した後、 

[情報再取得]ボタンをクリックしてください。コマンドの詳細は「iStorageManager コマン

ドリファレンス」（IS052）の「第 IV 編 リファレンス編」「ホスト情報の収集」の節を参

照してください。 
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移動ボタン 

 [次へ] 

完了画面に進みます。 

 [戻る] 

情報取得方法選択画面に戻ります。 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

とウィザードが終了し、監視画面表示に移動します。 

 

 

 ホスト情報の自動収集を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。 

 (条件 1) ディスクアレイが接続されているスイッチと接続されているホストは業務実行

中ではない。またはディスクアレイが直接接続されているホストが業務実行中

ではない。 

 (条件 2) 接続対象のホストが Windows、Hyper-V または Linux である。 

 (条件 3) 接続対象であるホストに「NEC Storage Manager Agent Utility」 

または「ControlCommand」がインストールされている。 

 VMware ESX、HP-UX 等は 10.3.1.3 ホスト情報登録(手動) を参照の上、手動で登録し

てください。 
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10.3.1.2 ホスト情報のファイル読み込み 

指定されたファイルから、ホスト情報を読み込みます。 

 

 

図 10-23 ホスト情報のファイル読み込み画面 

 

[参照]ボタンをクリックしてホスト情報が記録されたファイルを指定して、[追加]ボタンをクリ

ックしてください。 

すべてのホスト情報が取得されたのを確認してから[実行]ボタンをクリックしてください。 
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移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

図 10-24 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、ホスト情報作成処理が実行され、完了画面に進みます。 

 

 [戻る] 

情報取得方法選択画面に戻ります。 

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

とウィザードが終了し、監視画面表示に移動します。 

 

 

 ホスト情報ファイルはホスト情報収集コマンド（iSMcc_hostinfo）で生成します。ホスト

情報収集コマンドの詳細は「iStorageManager コマンドリファレンス」（IS052）の「第

IV 編 リファレンス編」「ホスト情報の収集」の節を参照してください。 

 ホスト情報をファイルから読み込んだ場合、画面表示の「接続ホスト情報表示」画面にホ

スト情報は表示されません。ホスト情報を「接続ホスト情報表示」画面に追加する場合は、

ホスト情報登録コマンド（iSMhoststore）を使用してください。ホスト情報登録コマンド

の詳細は「iStorageManager コマンドリファレンス」（IS052）の「第 IV 編 リファレン

ス編」「ホスト情報の収集」の節を参照してください。 
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10.3.1.3 ホスト情報登録(手動)  

「ホスト情報取得」画面で、[ホスト情報を手動で作成する]を選択し、[次へ]ボタンをクリックす

ると、ホスト設定画面が表示され、新たにホストを追加できます。   

 

 

図 10-25 ホスト設定(FC)画面 

 

 

図 10-26 ホスト設定(SAS)画面 
 

(a)ホスト名(N): 

 ホスト名を設定してください。 

 ホスト名は、任意の半角英数字、"/"、"_"、"-"の 16 文字で設定することができます。 

 ただし、ホスト名が、既存の FC のホスト、SAS のホスト、または iSCSI のホストにてすでに設

定されている場合には、設定はできません。 
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(b)プラットフォーム(P): 

プラットフォームを設定してください。 

設定可能なプラットフォームは、以下の通りです。 

表 10-13 プラットフォーム 

プラットフォーム 説明 

Linux(LX) Linux システム 

Windows(WN) Windows システム 

VMware(VW) VMware システム 

Hyper-V(WN) Hyper-V システム 

A2 ACOS-2 システム 

CX Solaris システム 

AX AIX システム 

NX HP-UX システム 

SX SUPER-UX システム 

DF DEFAULT 

 

必ず実際に使用するホストのプラットフォームを設定してください。誤ったプラットフォームを

設定すると運用に支障が出る場合があります。 

また、DEFAULT（DF）は iSCSI RDR 用の LD セット（ホスト）に用いられるプラットフォー

ムです。それ以外の運用では選択しないようにしてください。 

「VMware(VW)」の代わりに「VMware(LX)」が表示される場合があります。その場合は

「VMware(LX)」を選択してください。 

ただし、「VMware(LX)」を選択した場合は、「Linux(LX)」として設定されます。また、

「Hyper-V(WN)」を選択した場合は、「Windows(WN)」として設定されます。 

(c)パス一覧リストビュー 

指定したパス情報が確認できます。 

パス種別には"WWPN"、"PORT"の 2 種類があり、実際に論理ディスクにアクセスを行う業務サー

バの HBA の WWPN、または、業務サーバを接続するディスクアレイの Port モードのポートを設定

します。 
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WWN モードのアクセス可否設定を行う場合は業務サーバの HBA に設定されている

WWPN(World Wide Port Name)が必要になります。 

WWN(World Wide Name)は、WWNN(World Wide Node Name)と WWPN(World Wide Port 

Name)から成り立っており、HBA(Host Bus Adaptor、FC コントローラ、SAS HBA コントロ

ーラと呼ばれることもあります)にも固有の識別コード情報として割り当てられています。

WWPN の値は iSM ボリューム表示コマンドに含まれるホスト情報収集機能を利用することで

取得可能です。取得方法については、「iStorageManager コマンドリファレンス」（IS052）

の「第 IV 編 リファレンス編」にある、「ホスト情報の収集」の節および「第 IV 編 リファレ

ンス編」「ホスト情報ファイル」の項を参照してください。 

 

(d)[WWPN 追加(W)]ボタン 

追加するホストに WWPN を設定します。 

 

図 10-27 WWPN 追加画面 

 

 WWPN 設定は、以下の方法のいずれかを選択して行います。 

 [ディスクアレイが自動認識した WWPN 選択(T)] 

ディスクアレイにホストを接続した際、自動認識されたホストの WWPN 情報を、割り当て可

能 WWPN 一覧に表示します。 
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また、[再取得(F)]ボタンをクリックすることにより、新たに接続したホストの WWPN を、割

り当て可能 WWPN 一覧に表示します。 

 [ホスト情報選択(S)] 

ホスト選択欄で選択したホスト名と一致するホストの WWPN 情報が表示されます。 

なお、HBA の情報が登録されていないホストは、WWPN 情報は表示されません。  

 [直接入力(M)] 

WWPN 情報を直接入力できます。本入力域には、半角 16 文字(16 進数)で入力する必要があり

ます。  

 WWPN 情報を選択または入力後、[OK]ボタンをクリックすることで、ホスト設定画面のパス一

覧リストビューに情報が反映されます。 

 

(e)[ポート追加(O)]ボタン 

追加するホストに Port モードのポートを設定します。 

WWN モードのポートは設定できません。 

ポートモードの変更については、「11.2.7 ポートモード変更」を参照してください。  

 

割り当て可能ポート一覧リストビューより追加したいポートをクリックで選択し、[OK]ボタンを

クリックすることで、ホスト設定画面のパス一覧リストビューに情報が反映されます。 

ただし、ポート操作ガードによりロックされているポートを追加することはできません。 

M10 シリーズ/M110 シリーズでは[ポート追加]ボタンは表示されません。 

 

(f)[変更(C)]ボタン 

追加したパス情報をパス一覧リストビューからクリックで選択し、[変更(C)]ボタンをクリックす

ることで、WWPN 変更画面またはポート変更画面を開き、選択したパス情報を変更できます。 

WWPN 変更画面、ポート変更画面の操作方法は、「(d)[WWPN 追加(W)]ボタン」または「(e)[ポ

ート追加(O)]ボタン」の説明を参照してください。 

 

(g)[削除(D)]ボタン 

追加したパス情報をパス一覧リストビューからクリックで選択し、[削除(D)]ボタンをクリックす

ることで、選択したパス情報をホストから削除できます。 

 

ホスト名、プラットフォーム、パス情報を設定後、[実行]ボタンをクリックすると、新しいホス

トが作成されます。 
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 1 つのホストには最大 64 のパス情報が設定できます。 

 すでにホストに割り当て済みのパスは新たに割り当てることができません。 

 登録したホスト情報の変更については、「10.3.3.1 LD セットの新規作成／設定変更 (FC)」

または「10.3.3.3 LD セットの新規作成／設定変更 (SAS)」を参照してください。 

 登録したホスト情報の削除については、「10.3.3 LD セット管理」を参照してください。 

 

 

パス情報は、実際に論理ディスクにアクセスを行う業務サーバの HBA の WWPN と違う値が設

定されていても設定が行えるため、誤った値を設定しないよう十分に注意して作業を行ってくだ

さい。 
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10.3.2 ホスト操作ガード 

ホスト、およびホストに割り当てている論理ディスクのロック/アンロックができます。 

ホストに割り当てていない論理ディスクのロック/アンロックは「9.4.5 論理ディスクの操作ガー

ド」を参照してください。 

 

 

図 10-28 ホスト操作ガード画面 

 

(a)ホスト一覧リストビュー 

 ホスト一覧リストビューでは、ホスト情報を確認できます。 

 

表 10-14 ホスト選択不可理由一覧 

選択不可理由 説明 

iSCSI RDR iSCSI RDR 用の LD セット 

異常状態 異常な LD セット（論理ディスク割り当て情報の異常、接続パス情

報の異常）、LD セットの削除と再作成が必要 

 

(b)[ロック(L)]ボタン／[アンロック(U)]ボタン 

 ホストのロック／アンロックができます。 

 ロック／アンロックを行いたいホストをリストビューから選択し、[ロック(L)]ボタン／[アンロッ

ク(U)]ボタンをクリックします。 
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(c)アクセス可能論理ディスク一覧リストビュー 

 アクセス可能論理ディスク一覧リストビューでは、ホスト一覧リストビューにて選択したホストに

割り当てられ済み論理ディスクの情報を確認できます。 

 

(d)[ロック(O)]ボタン／[アンロック(N)]ボタン 

 論理ディスクのロック／アンロックができます。 

 ロック／アンロックを行いたい論理ディスクをリストビューから選択し、[ロック(O)]ボタン／[ア

ンロック(N)]ボタンをクリックします。 

 

 ホストと、ホストに割り当てられている論理ディスクのロックによりガードされる操作は以下の

通りです。詳細は各操作の説明を参照してください。 

 

表 10-15 ホストをロックした時にガードされる操作 

機能 ガードされる操作 

ホスト 論理ディスクの割り当て、論理ディスクの割り当て解除 

LD セット管理 LD セットの削除、LD セットの設定変更 

 

表 10-16 ホストに割り当てられている論理ディスクをロックした時にガードされる操作 

機能 ガードされる操作 

プール プール解除 

論理ディスク 論理ディスクの解除、論理ディスクの容量拡張、論理ディスク形式／名称

の設定 

ホスト 論理ディスクの割り当て解除 

LD セット管理 LD セットの名称変更、LD セットのプラットフォーム変更、LD セットの動作

モード変更、iSCSI の認証設定 

スナップショット 世代の追加、リンクボリュームの構築、SRA 拡張、しきい値変更、SRA 解除 

一括設定 ニックネーム一括設定、ペア一括設定 

レプリケーション ペア設定、ペア解除、強制ペア解除 

データ改ざん防止 論理ディスク形式／名称の初期化 

ボリュームクローン クローンの作成、削除 

 

 

 ホストをロックすると、そのホストに割り当てている論理ディスクがロックされます。FC

および SAS 対応ディスクアレイの場合は、ポートもロックされます。 

 ホストをアンロックすると、そのホストに割り当てている論理ディスクをアンロックする

か確認するダイアログが表示され、論理ディスクをアンロックするか選択することができ
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ます。 

 操作により、ホストに割り当てているすべての論理ディスクがロックされた状態になる場

合は、ホストをロックするか確認するダイアログが表示され、ホストをロックするか選択

することができます。 

 論理ディスクを複数のホストに割り当てている場合、操作対象のホストをロック／アンロ

ックすると、他のホストもロック／アンロックされる可能性があります。 

 

 

ホストがロックされている場合、そのホストに割り当てられている論理ディスクに対して、個

別にアンロックすることはできません。 

 

 

ロックされている論理ディスクは、論理ディスク移動の対象外になります。論理ディスク移動

については、「データ最適配置機能利用の手引」（IS061）を参照してください。 

 

 

構成設定の並列実行が可能な装置において、同時に構成設定や運用の操作を実施している場合、

タイミングによってはロック/アンロック時に構成変更や論理ディスクの初期化、オプション機

能に関する運用上の指定が同時に実施される場合があります。操作後にホストのプロパティ(論

理ディスクの割り当て画面内)と論理ディスクの情報表示の内容を確認ください。 
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10.3.3 LD セット管理 

LD セット(ホスト)の新規作成、設定変更、削除、アクセスコントロールの詳細設定ができます。 

 

 

図 10-29 LD セット管理画面 
 

(a)LD セット一覧リストビュー 

 LD セット一覧リストビューでは、ディスクアレイに登録済みの LD セット情報を確認できます。 

 表示項目は以下のようになります。 

①プラットフォーム 

LD セット(ホスト)のプラットフォームを表示します。 

 

②名称 

LD セット(ホスト)の名称を表示します。 

 

③ホスト名 

取得したホスト情報のホスト名を表示します。 

(ホスト情報の自動取得、またはホスト情報ファイルを読み込んだ場合に表示します) 

 

④構成変更 

論理ディスクのロック/アンロック状態を表示します。 

表 10-17 構成変更表示項目一覧 

構成変更 説明 

ロック ロックされている論理ディスク 

（空白） ロックされていない論理ディスク 

 

⑤動作モード 

LD セット(ホスト)の動作モードを表示します。 
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⑥ターゲットモード 

LD セット(ホスト)のターゲットモードを表示します。 

(インターフェースが iSCSI の場合のみ表示します。) 

 

なお、以下の項目は初期状態時、非表示に設定されています。 

I/F 種別 

表示する場合は項目名の部分で右クリックし、該当項目を表示に設定してください。 

 

なお、動作モードについては「10.3.3.1 LD セットの新規作成／設定変更(FC)」、「10.3.3.2 LD

セットの新規作成／設定変更(iSCSI)」または「10.3.3.3 LD セットの新規作成／設定変更(SAS)」を

参照してください。 

ターゲットモードについては、「10.3.3.2 LD セットの新規作成／設定変更(iSCSI)」を参照して

ください。 

(b)[新規作成(C)]ボタン 

 LD セットの新規作成ができます。 

(c)[設定変更(E)]ボタン 

 設定変更したい LD セットを LD セット一覧リストビューよりクリックで選択し、[設定変更(E)]

ボタンをクリックすると、LD セットの設定変更ができます。 

 

FC の LD セットの新規作成／設定変更については、「10.3.3.1 LD セットの新規作成／設定変更(FC)」

を参照してください。 

iSCSI の LD セットの新規作成／設定変更については、「10.3.3.2 LD セットの新規作成／設定変更

(iSCSI)」を参照してください。 

SAS の LD セットの新規作成／設定変更については、「10.3.3.3 LD セットの新規作成／設定変更

(SAS)」を参照してください。 

 

以下の状態に当てはまる場合は、LD セットの設定変更ができません。 

 「10.3.2 ホスト操作ガード」により変更対象の LD セットがロックされている 

 変更対象の LD セットがマルチターゲット矛盾状態である 

 

* マルチターゲットについては、「10.3.3.2 LD セットの新規作成／設定変更(iSCSI)」の「図

10-39 ターゲットモード設定画面」にて説明を記載しています。 
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(d)[削除(D)]ボタン 

 削除したい LD セットを LD セット一覧リストビューよりクリックで選択し、[削除(D)]ボタンを

クリックすると、LD セットを削除できます。 

 

以下の状態に当てはまる場合は、LD セットを削除できません。 

 削除対象の LD セットに論理ディスクが割り当てられている 

 「10.3.2 ホスト操作ガード」により削除対象の LD セットがロックされている 

 「第 12 章 業務サーバ稼動時の構成変更ガード」により対象業務サーバが稼動中である 

 

(e)[アクセスコントロールの詳細設定(T)]ボタン 

 ディスクアレイに対するアクセスコントロールの開始、ディスクアレイの WWPN 履歴の削除が

できます。詳細は、「10.3.3.4 アクセスコントロールの詳細設定」を参照してください。 
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10.3.3.1 LD セットの新規作成／設定変更(FC) 

「LD セット管理」画面で、[新規作成(C)]ボタンをクリックすると、LD セットの新規作成ができ

ます。 

また、「LD セット管理」画面の LD セット一覧リストビューにて LD セットをクリックし、[設定

変更(E)]ボタンをクリックすると、LD セットの設定変更ができます。 

なお、iSCSI の LD セットの新規作成／設定変更については、「10.3.3.2 LD セットの新規作成／

設定変更(iSCSI)」、SAS の LD セットの新規作成／設定変更については「10.3.3.3 LD セットの新

規作成／設定変更(SAS)」を参照してください。 

 

 

図 10-30 LD セット新規作成／設定変更(FC)画面 

 

ホストとのインターフェースで[FC(F)]を選択すると、上記の画面が表示されます。 

なお、設定変更の場合は、ホストとのインターフェースは選択できません。 

 

(a)LD セット名(E): 

 LD セット名を設定してください。 

 LD セット名は、任意の半角英数字、"/"、"_"、"-"の 16 文字で設定することができます。 

 ただし、LD セット名が、既存の FC の LD セット、SAS の LD セット、または iSCSI の LD セッ

トにてすでに設定されている場合には、設定はできません。 
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(b) プラットフォーム(P): 

 ホストのプラットフォームを設定してください。 

 設定可能なプラットフォームは、以下の通りです。 

表 10-18 プラットフォーム 

プラットフォーム 説明 

Linux(LX) Linux システム 

Windows(WN) Windows システム 

VMware(VW) VMware システム 

Hyper-V(WN) Hyper-V システム 

A2 ACOS-2 システム 

CX Solaris システム 

AX AIX システム 

NX HP-UX システム 

SX SUPER-UX システム 

DF DEFAULT 

 

必ず実際に使用するホストのプラットフォームを設定してください。誤ったプラットフォームを

設定すると運用に支障が出る場合があります。 

また、DEFAULT（DF）は iSCSI RDR 用の LD セット（ホスト）に用いられるプラットフォー

ムです。それ以外の運用では選択しないようにしてください。 

「VMware(VW)」の代わりに「VMware(LX)」が表示される場合があります。その場合は

「VMware(LX)」を選択してください。 

ただし、「VMware(LX)」を選択した場合は、「Linux(LX)」として設定されます。また、

「Hyper-V(WN)」を選択した場合は、「Windows(WN)」として設定されます。 

 

(c)動作モード(M): 

 動作モードは、"標準"と"セキュア"を選択することができます。 

 個々のサーバのセキュリティ確保が必要となる運用、または、ディスクアレイの構成変更を抑止

する運用では"セキュア"を選択します。それ以外の運用では"標準"を選択します。 

 "セキュア"を選択した場合、ControlCommand の操作対象が、OS から認識されている論理ディ

スク、および、その論理ディスクとペアの関係が構築されている論理ディスクに制限されます。 

(d)パス一覧リストビュー 

 指定したパス情報が確認できます。 

 パス種別には"WWPN"、"PORT"の 2 種類があり、実際に論理ディスクにアクセスを行う業務サ
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ーバの HBA の WWPN、または、業務サーバを接続するディスクアレイの Port モードのポートを

設定します。 

 

WWN モードのアクセス可否設定を行う場合は業務サーバの HBA に設定されている

WWPN(World Wide Port Name)が必要になります。 

WWN(World Wide Name)は、WWNN(World Wide Node Name)と WWPN(World Wide Port 

Name)から成り立っており、HBA(Host Bus Adaptor、FC コントローラ、SAS HBA コントロ

ーラと呼ばれることもあります)にも固有の識別コード情報として割り当てられています。

WWPN の値は iSM ボリューム表示コマンドに含まれるホスト情報収集機能を利用することで

取得可能です。取得方法については、「iStorageManager コマンドリファレンス」（IS052）

の「ホスト情報の収集」および「ホスト情報ファイル」を参照してください。 

 

(e)[WWPN 追加(W)]ボタン 

追加する LD セットに WWPN を設定します。 

    

 

図 10-31 WWPN 追加画面 

 

 WWPN 設定は、以下の方法のいずれかを選択して行います。 

 [ディスクアレイが自動認識した WWPN 選択(T)] 

ディスクアレイにホストを接続した際、自動認識されたホストの WWPN 情報を、割り当て可



第 10 章 ホスト設定 

 III-186 

能 WWPN 一覧に表示します。 

また、[再取得(F)]ボタンをクリックすることにより、新たに接続したホストの WWPN を、割

り当て可能 WWPN 一覧に表示します。 

 [ホスト情報選択(S)] 

ホスト選択欄で選択したホスト名と一致するホストの WWPN 情報が表示されます。 

なお、HBA の情報が登録されていないホストは、WWPN 情報が表示されません。 

 [直接入力(M)] 

WWPN 情報を直接入力できます。本入力域には、半角 16 文字(16 進数)で入力する必要があり

ます。  

 WWPN 情報を選択または入力後、[OK]ボタンをクリックすることで、新規設定／設定変更画面

のパス一覧リストビューに情報が反映されます。 

 

(f)[ポート追加(O)]ボタン 

追加する LD セットに Port モードのポートを設定します。 

WWN モードのポートは設定できません。 

ポートモードの変更については、「11.2.7 ポートモード変更」を参照してください。     

 

図 10-32 ポート追加画面 

 

 割り当て可能ポート一覧リストビューより追加したいポートをクリックで選択し、[OK]ボタンを

クリックすることで、LD セット追加画面のパス一覧リストビューに情報が反映されます。 

 ただし、ポート操作ガードによりロックされているポートを追加することはできません。 
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(g)[変更(C)]ボタン 

追加したパス情報をパス一覧リストビューからクリックで選択し、[変更(C)]ボタンをクリックす

ることで、WWPN 変更画面またはポート変更画面を開き、選択したパス情報を変更できます。 

WWPN 変更画面、ポート変更画面の操作方法は、「(e)[WWPN 追加(W)]ボタン」または「(f)[ポ

ート追加(O)]ボタン」の説明を参照してください。 

 

(h)[削除(D)]ボタン 

 追加したパス情報をパス一覧リストビューからクリックで選択し、[削除(D)]ボタンをクリックす

ることで、選択したパス情報を LD セットから削除できます。 

 

 1 つのホストには最大 64 のパス情報が設定できます。 

 すでにホストに割り当て済みのパスは新たに割り当てることができません。 

 HBA の交換を行った際には、WWPN の変更を行ってください。 

 

 

パス情報は、実際に論理ディスクにアクセスを行う業務サーバの HBA の WWPN と違う値が設

定されていても設定が行えるため、誤った値を設定しないよう十分に注意して作業を行ってくだ

さい。 

 

 

パス情報の適用は即時にディスクアレイに反映されます。設定情報が誤っている場合、業務サー

バからのアクセスができなくなる可能性があるため注意が必要です。特にパス情報の削除での設

定が誤っている場合、業務サーバから使用していた論理ディスクが突然認識できなくなります。

このため、業務の運行状況を把握した上で作業を行う必要があります。また、必要に応じて、業

務や業務サーバの計画停止を行ってください。 
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LD セット名、プラットフォーム、動作モード、パス情報を設定後、[次へ]ボタンをクリックすると、

設定内容が確認できます。 

 

図 10-33 LD セット(FC)設定確認画面 

 

設定内容を確認し、[実行]ボタンをクリックすると、LD セットの新規作成／設定変更処理が行わ

れ、結果が表示されます。 

 

 

業務サーバ稼動中に LD セットの設定を変更すると、業務に影響が出る場合があります。 

必要に応じて、業務や業務サーバの計画停止を行ってください。 

 

 

プラットフォームについて、「VMware(LX)」を選択した場合は、「Linux(LX)」として設定され

ます。また、「Hyper-V(WN)」を選択した場合は、「Windows(WN)」として設定されます。 
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構成設定の並列実行が可能な装置において、同時に構成設定や運用の操作を実施している場合、

タイミングによっては設定変更時に論理ディスクまたはホストのロックが同時に実施される場

合があります。操作後にホストのプロパティ(論理ディスクの割り当て画面内)と論理ディスクの

情報表示の内容を確認ください。 
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10.3.3.2 LD セットの新規作成／設定変更(iSCSI) 

「LD セット管理」画面で、[新規作成(C)]ボタンをクリックすると、LD セットの新規作成ができ

ます。 

また、「LD セット管理」画面の LD セット一覧リストビューにて LD セットをクリックし、[設定

変更(E)]ボタンをクリックすると、LD セットの設定変更ができます。 

なお、FC の LD セットの新規作成／設定変更については、「10.3.3.1 LD セットの新規作成／設

定変更(FC)」、SAS の LD セットの新規作成／設定変更については「10.3.3.3 LD セットの新規作成

／設定変更(SAS)」を参照してください。 

 

 

図 10-34 LD セット新規作成／設定変更(iSCSI)画面 

 

ホストとのインターフェースで[iSCSI(I)]を選択すると、上記の画面が表示されます。 

なお、設定変更の場合は、ホストとのインターフェースは選択できません。 

 

(a)LD セット名(E): 

 LD セット名を設定してください。 

 LD セット名は、任意の半角英数字または"-"にて、1～16 文字で設定することができます。 

 ただし、LD セット名が、既存の FC の LD セット、SAS の LD セット、または iSCSI の LD セッ

トにてすでに設定されている場合には、設定はできません。 

 

 

LD セット名を変更すると、ターゲット名も変更されます。LD セット名の変更の前に必ずこの LD

セットをターゲットとして接続している業務サーバ上の業務の運用を停止し、ボリュームをアン
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マウントしてセッションを切断してください。また、LD セット名の変更後には、新しいターゲッ

ト名に対してセッションを張り直してください。ターゲット名については、「ターゲットモード

設定画面」の説明の「(c)[ターゲットモード設定(T)]ボタン」の箇所を参照ください。 

 

(b)プラットフォーム(P): 

 ホストのプラットフォームを設定してください。 

 設定可能なプラットフォームは、以下の通りです。 

表 10-19 プラットフォーム 

プラットフォーム 説明 

Linux(LX) Linux システム 

Windows(WN) Windows システム 

VMware(VW) VMware システム 

Hyper-V(WN) Hyper-V システム 

A2 ACOS-2 システム 

CX Solaris システム 

AX AIX システム 

NX HP-UX システム 

SX SUPER-UX システム 

DF DEFAULT 

 

必ず実際に使用するホストのプラットフォームを設定してください。誤ったプラットフォームを

設定すると運用に支障が出る場合があります。 

また、DEFAULT（DF）は iSCSI RDR 用の LD セット（ホスト）に用いられるプラットフォー

ムです。それ以外の運用では選択しないようにしてください。 

「VMware(VW)」の代わりに「VMware(LX)」が表示される場合があります。その場合は

「VMware(LX)」を選択してください。 

ただし、「VMware(LX)」を選択した場合は、「Linux(LX)」として設定されます。また、

「Hyper-V(WN)」を選択した場合は、「Windows(WN)」として設定されます。 

(c)動作モード(M): 

 動作モードは、"標準"と"セキュア"を選択することができます。 

 個々のサーバのセキュリティ確保が必要となる運用、または、ディスクアレイの構成変更を抑止

する運用では"セキュア"を選択します。それ以外の運用では"標準"を選択します。 

 "セキュア"を選択した場合、ControlCommand の操作対象が、OS から認識されている論理ディ

スク、および、その論理ディスクとペアの関係が構築されている論理ディスクに制限されます。 
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(d)イニシエータ一覧リストビュー 

 指定したイニシエータ情報が確認できます。 

 

(e)[追加(A)]ボタン 

 追加する LD セットにイニシエータを設定します。 

 

図 10-35 イニシエータ追加画面 

 

 イニシエータ設定は、以下の方法のいずれかを選択して行います。 

 [選択(S)] 

ディスクアレイに接続されたホストのイニシエータ情報が表示されます。LD セットに追加し

たいイニシエータをクリックで選択してください。 

イニシエータ情報を表示させるには、事前にイニシエータ側(ホスト)からターゲット(ディスク

アレイ)に対してディスカバリを実行する必要があります。 

また、[再取得(F)]ボタンをクリックすることにより、新たに接続されたホストのイニシエータ

情報を、割り当て可能イニシエータ一覧に表示します。  

なお、保存できるイニシエータ情報には制限があるため、割り当て可能イニシエータ一覧にイ

ニシエータが表示されない場合は、再度ディスカバリを行ってください。 

 [直接入力(M)] 

イニシエータ情報を直接入力できます。  
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 イニシエータを選択または入力後、[OK]ボタンをクリックすることで、新規設定／画面のイニシ

エータ一覧リストビューに情報が反映されます。 

 

(f)[変更(C)]ボタン 

追加したイニシエータをイニシエータ一覧リストビューからクリックで選択し、[変更(C)]ボタン

をクリックすることで、イニシエータ変更画面を開き、選択したパス情報を変更できます。 

イニシエータ変更画面の操作方法は、「(e)[追加(A)]ボタン」の説明を参照してください。 

(g)[削除(D)]ボタン 

 追加したイニシエータをイニシエータ一覧リストビューからクリックで選択し、[削除(D)]ボタン

をクリックすることで、選択したイニシエータを LD セットから削除できます。 

 

 

1 つのホストには最大 16 のイニシエータが設定できます。 

 

 

イニシエータを削除した場合は、操作対象のイニシエータとの接続が切断されます。 

 

LD セット名、プラットフォーム、動作モード、イニシエータを設定後、[次へ]ボタンをクリックす

ると、設定内容が確認できます。 
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図 10-36 LD セット(iSCSI)設定確認画面 

 

ここでは、以下の設定ができます。 

 

(a)[CHAP 認証設定(A)]ボタン 

 イニシエータの CHAP 認証/双方向の CHAP 認証の有効・無効の設定ができます。 

 CHAP 認証を使用することでイニシエータの成りすましを防止できます。 

 セキュリティを重視する場合は、設定を行ってください。 
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図 10-37 CHAP 認証設定画面 

 

(1) [イニシエータの CHAP 認証を有効にする(I)]チェックボックス  

ターゲットによるイニシエータの CHAP 認証を行う場合にチェックを入れてください。 

1 つの LD セットでクラスタ構成を構築する場合は、クラスタを構成するすべての業務サー

バで共通のシークレットを使用してください。  

(2) [双方向の CHAP 認証を有効にする(M)]チェックボックス  

イニシエータによるターゲットの CHAP 認証を行う場合にチェックを入れてください。 

双方向の CHAP 認証を使用するためにはイニシエータの CHAP 認証を合わせて使用する必

要があります。  

(3) CHAP シークレット(S)／CHAP シークレット(R)  

CHAP 認証で使用するパスワードを入力してください。 

任意の英数字または"!"、"#"、"$"、"%"、"&"、"'"、"*"、"+"、"~"、"/"、"="、"?"、"{"、"|"、

"}"、"_"、"."、"-"にて、12～16 文字で設定することができます。 

セキュリティのため、入力したパスワードは●などの別の文字列で表示されます。 

シークレットの変更を行う場合は、確認入力も再度入力してください。  

(4) シークレットの確認入力(C)／シークレットの確認入力(F)  

確認のため「CHAP シークレット」と同じものを入力してください。 

セキュリティのため、入力したパスワードは●などの別の文字列で表示されます。  
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(b)[ポータル単位のアクセス制限設定(R)]ボタン 

 ポータルとは LD セット（ターゲット）とイニシエータを接続する口に相当します。 

 この画面ではディスクアレイのポータル単位でアクセス制限が行えます。 

 ポータルは IP アドレスと TCP ポート番号によって指定されますが、TCP ポート番号は 3260 固

定です。 

 ポータルの IP アドレスはホストポートの IP アドレスに対応します。 

 ポータル単位のアクセス制限が必要ない場合は、設定を変更する必要はありません。すべてのポ

ータルからアクセス可能となります。 

 

図 10-38 ポータル単位のアクセス制限設定画面 

 

 (1)[ポータル単位のアクセス制限を行う(R)]チェックボックス  

ポータル単位のアクセス制限の有無を指定します。 

 チェックをつける 

アクセス可能なポータルの IP アドレスを選択できます。 

 チェックをはずす 

すべてのポータルからアクセス可能となります（デフォルト）。  

 (2)割り当て済み IP アドレス一覧リストビュー  

アクセス可能なポータルの IP アドレスの一覧が表示されます。  

 (3)割り当て可能 IP アドレス一覧リストビュー  

アクセス制限されたポータルの IP アドレスの一覧が表示されます。  
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 (4)[追加(A)]ボタン  

割り当て可能 IP アドレス一覧から IP アドレスを選択し、ボタンをクリックすると、選択し

た IP アドレスが割り当て済み IP アドレスに追加されます。  

 (5)[削除(D)]ボタン  

LD セットに割り当てられたポータルの IP アドレスを削除する場合、割り当て済み IP アドレ

ス一覧から IP アドレスを選択し、ボタンをクリックします。  

 

(c)[ターゲットモード設定(T)]ボタン 

 ターゲットモードを指定する場合に設定します。 

 [ターゲットモード設定(T)]ボタンは LD セットの新規作成時のみ表示されます。設定変更の場合

はボタンが表示されません。 

 

図 10-39 ターゲットモード設定画面 

 

 ターゲットモードは、"標準"と"マルチターゲット"を選択することができます。 

 [標準(N)] 

LD セットとターゲットを 1 対 1 で対応させる場合は、標準を選択してください。 

ターゲット名は以下の形式で自動設定され、大文字はすべて小文字に置換されます。 

「(ディスクアレイ固有値).(プラットフォーム)-(LD セット名).target(LD セット固有値)」  
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 [マルチターゲット(M)] 

ターゲットと論理ディスクを 1 対 1 で対応させる場合は、マルチターゲットを選択してくださ

い。 

イニシエータ側からターゲットをログオフすることにより、論理ディスク(ターゲット)単位で

割り当てを解除することができます。 

ターゲット名は以下の形式で自動設定され、大文字はすべて小文字に置換されます。 

「(ディスクアレイ固有値).(プラットフォーム)-(LD セット名)-(論理ディスク番号).target(LD

セット固有値)」  

 

「LD セット(iSCSI)設定確認」画面を確認し、[実行]ボタンをクリックすると、LD セットの新規作

成／設定変更処理が行われ、結果が表示されます。 

 

 

ホスト(LD セット)新規作成時、ターゲット名の”ホスト(LD セット)固有値”はホスト(LD セッ

ト)ごとに採番されます。ホスト(LD セット)再作成時、再作成前と異なる”ホスト(LD セット)

固有値”が採番されることにより、ターゲット名が変更されることがあります。 

ホスト(LD セット)再作成後は、業務サーバから再度ディスカバリを行った上で、ターゲットに

ログオンしてください。 

 

 

業務サーバ稼動中に LD セットの設定を変更すると、業務に影響が出る場合があります。 

必要に応じて、業務や業務サーバの計画停止を行ってください。 

LD セット名、プラットフォーム、CHAP 認証設定を変更した場合は、変更対象の LD セット

とイニシエータとの接続が切断されます。 

ポータル単位のアクセス制限を変更した場合は、変更したポータルを利用して接続していたイ

ニシエータとの接続が切断されます。 

 

 

プラットフォームについて、「VMware(LX)」を選択した場合は、「Linux(LX)」として設定され

ます。また、「Hyper-V(WN)」を選択した場合は、「Windows(WN)」として設定されます。 
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構成設定の並列実行が可能な装置において、同時に構成設定や運用の操作を実施している場合、

タイミングによっては設定変更時に論理ディスクまたはホストのロックが同時に実施される場

合があります。操作後にホストのプロパティ(論理ディスクの割り当て画面内)と論理ディスクの

情報表示の内容を確認ください。 
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10.3.3.3 LD セットの新規作成／設定変更(SAS) 

「LD セット管理」画面で、[新規作成(C)]ボタンをクリックすると、LD セットの新規作成ができ

ます。 

また、「LD セット管理」画面の LD セット一覧リストビューにて LD セットをクリックし、[設定

変更(E)]ボタンをクリックすると、LD セットの設定変更ができます。 

なお、FC の LD セットの新規作成／設定変更については「10.3.3.1 LD セットの新規作成／設定

変更(FC)」、iSCSI の LD セットの新規作成／設定変更については「10.3.3.2 LD セットの新規作成

／設定変更(iSCSI)」を参照してください。 

 

 

図 10-40 LD セット新規作成／設定変更(SAS)画面 

 

ホストとのインターフェースで[SAS(S)]を選択すると、上記の画面が表示されます。 

なお、設定変更の場合は、ホストとのインターフェースは選択できません。 

 

(a)LD セット名(E): 

 LD セット名を設定してください。 

 LD セット名は、任意の半角英数字、"/"、"_"、"-"の 16 文字で設定することができます。 

 ただし、LD セット名が、既存の FC の LD セット、SAS の LD セット、または iSCSI の LD セッ

トにてすでに設定されている場合には、設定はできません。 
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(b)プラットフォーム(P): 

 ホストのプラットフォームを設定してください。 

 設定可能なプラットフォームは、以下の通りです。 

表 10-20 プラットフォーム 

プラットフォーム 説明 

Linux(LX) Linux システム 

Windows(WN) Windows システム 

VMware(VW) VMware システム 

Hyper-V(WN) Hyper-V システム 

A2 ACOS-2 システム 

CX Solaris システム 

AX AIX システム 

NX HP-UX システム 

SX SUPER-UX システム 

DF DEFAULT 

 

必ず実際に使用するホストのプラットフォームを設定してください。誤ったプラットフォームを

設定すると運用に支障が出る場合があります。 

また、DEFAULT（DF）は iSCSI RDR 用の LD セット（ホスト）に用いられるプラットフォー

ムです。それ以外の運用では選択しないようにしてください。 

「VMware(VW)」の代わりに「VMware(LX)」が表示される場合があります。その場合は

「VMware(LX)」を選択してください。 

ただし、「VMware(LX)」を選択した場合は、「Linux(LX)」として設定されます。また、

「Hyper-V(WN)」を選択した場合は、「Windows(WN)」として設定されます。 

 

(c)動作モード(M): 

 動作モードは、"標準"と"セキュア"を選択することができます。 

 個々のサーバのセキュリティ確保が必要となる運用、または、ディスクアレイの構成変更を抑止

する運用では"セキュア"を選択します。それ以外の運用では"標準"を選択します。 

 "セキュア"を選択した場合、ControlCommand の操作対象が、OS から認識されている論理ディ

スク、および、その論理ディスクとペアの関係が構築されている論理ディスクに制限されます。 

(d)パス一覧リストビュー: 

 指定したパス情報が確認できます。 

 パス種別には"WWPN"、"PORT"の 2 種類があり、実際に論理ディスクにアクセスを行う業務サ

ーバの HBA の WWPN、または、業務サーバを接続するディスクアレイの Port モードのポートを

設定します。 
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WWN モードのアクセス可否設定を行う場合は業務サーバの HBA に設定されている

WWPN(World Wide Port Name)が必要になります。 

WWN(World Wide Name)は、WWNN(World Wide Node Name)と WWPN(World Wide Port 

Name)から成り立っており、HBA(Host Bus Adaptor、FC コントローラ、SAS HBA コントロ

ーラと呼ばれることもあります)にも固有の識別コード情報として割り当てられています。

WWPN の値は iSM ボリューム表示コマンドに含まれるホスト情報収集機能を利用することで

取得可能です。取得方法については、「iStorageManager コマンドリファレンス」（IS052）

の「ホスト情報の収集」および「ホスト情報ファイル」を参照してください。 

 

(e)[WWPN 追加(W)]ボタン 

追加する LD セットに WWPN を設定します。 

    

 

図 10-41 WWPN 追加画面 

 

 WWPN 設定は、以下の方法のいずれかを選択して行います。 

 [ディスクアレイが自動認識した WWPN 選択(T)] 

ディスクアレイにホストを接続した際、自動認識されたホストの WWPN 情報を、割り当て可能

WWPN 一覧に表示します。 
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また、[再取得(F)]ボタンをクリックすることにより、新たに接続したホストの WWPN を、割

り当て可能 WWPN 一覧に表示します。 

 [ホスト情報選択(S)] 

ホスト選択欄で選択したホスト名と一致するホストの WWPN 情報が表示されます。 

なお、HBA の情報が登録されていないホストは、WWPN 情報が表示されません。 

 [直接入力(M)] 

WWPN 情報を直接入力できます。本入力域には、半角 16 文字(16 進数)で入力する必要があり

ます。  

 WWPN 情報を選択または入力後、[OK]ボタンをクリックすることで、新規設定／設定変更画面

のパス一覧リストビューに情報が反映されます。 

 

(f)[ポート追加(O)]ボタン 

追加する LD セットに Port モードのポートを設定します。 

WWN モードのポートは設定できません。 

ポートモードの変更については、「11.2.7 ポートモード変更」を参照してください。     

 

図 10-42 ポート追加画面 
 

 

 割り当て可能ポート一覧リストビューより追加したいポートをクリックで選択し、[OK]ボタンを

クリックすることで、LD セット追加画面のパス一覧リストビューに情報が反映されます。 

 ただし、ポート操作ガードによりロックされているポートを追加することはできません。 
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(g)[変更(C)]ボタン 

追加したパス情報をパス一覧リストビューからクリックで選択し、[変更(C)]ボタンをクリックす

ることで、WWPN 変更画面またはポート変更画面を開き、選択したパス情報を変更できます。 

WWPN 変更画面、ポート変更画面の操作方法は、「(e)[WWPN 追加(W)]ボタン」または「(f)[ポ

ート追加(O)]ボタン」の説明を参照してください。 

 

(h)[削除(D)]ボタン 

追加したパス情報をパス一覧リストビューからクリックで選択し、[削除(D)]ボタンをクリックす

ることで、選択したパス情報を LD セットから削除できます。 

 

 

 1 つのホストには最大 64 のパス情報が設定できます。 

 すでにホストに割り当て済みのパスは新たに割り当てることができません。 

 HBA の交換を行った際には、WWPN の変更を行ってください。 

 

 

パス情報は、実際に論理ディスクにアクセスを行う業務サーバの HBA の WWPN と違う値が設

定されていても設定が行えるため、誤った値を設定しないよう十分に注意して作業を行ってく

ださい。 

 

 

パス情報の適用は即時にディスクアレイに反映されます。設定情報が誤っている場合、業務サ

ーバからのアクセスができなくなる可能性があるため注意が必要です。特にパス情報の削除で

の設定が誤っている場合、業務サーバから使用していた論理ディスクが突然認識できなくなり

ます。このため、業務の運行状況を把握した上で作業を行う必要があります。また、必要に応

じて、業務や業務サーバの計画停止を行ってください。 
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LD セット名、プラットフォーム、動作モード、パス情報を設定後、[次へ]ボタンをクリックすると、

設定内容が確認できます。 

 

図 10-43 LD セット(SAS)設定確認画面 

 

設定内容を確認し、[実行]ボタンをクリックすると、LD セットの新規作成／設定変更処理が行われ、

結果が表示されます。 

 

 

業務サーバ稼動中に LD セットの設定を変更すると、業務に影響が出る場合があります。 

必要に応じて、業務や業務サーバの計画停止を行ってください。 

 

 

プラットフォームについて、「VMware(LX)」を選択した場合は、「Linux(LX)」として設定されま

す。また、「Hyper-V(WN)」を選択した場合は、「Windows(WN)」として設定されます。 
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構成設定の並列実行が可能な装置において、同時に構成設定や運用の操作を実施している場合、

タイミングによっては設定変更時に論理ディスクまたはホストのロックが同時に実施される場

合があります。操作後にホストのプロパティ(論理ディスクの割り当て画面内)と論理ディスクの

情報表示の内容を確認ください。 
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10.3.3.4 アクセスコントロールの詳細設定 

「LD セット管理」画面で、[アクセスコントロールの詳細設定(T)]ボタンをクリックすると、ディ

スクアレイに対するアクセスコントロールの開始、ディスクアレイの WWPN 履歴の削除ができます。 

 

図 10-44 アクセスコントロールの詳細設定画面 

 

(a)[開始(S)]ボタン 

アクセスコントロールの開始を行います。 

ボタンをクリックすると、FC または SAS 経由でのホストへの論理ディスクの割り当てが有効にな

ります。 

ただし、構成変更ガード機能により対象業務サーバが稼動中であることを確認した場合は、アク

セスコントロールを開始できません。対象業務サーバをすべて停止した上で、本操作を行ってくださ

い。 

 

 

アクセスコントロールの開始は、即時にディスクアレイに反映されます。アクセスコントロー

ルを停止した状態で運用されていた環境に対して、アクセスコントロールを開始する場合、事

前にすべての業務サーバに対応した LD セットを作成しておく必要があります。LD セットに

対する論理ディスクの割り当てやパス情報の設定を誤った場合、業務サーバから、論理ディス

クのアクセスができなくなる可能性があります。このため、必要に応じて業務や業務サーバの

計画停止を行ってください。 
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(b) [停止(T)]ボタン 

アクセスコントロールの停止を行います。 

ボタンをクリックすると、ディスクアレイに接続したホストからすべての論理ディスクにアクセスさ

れます。 

ただし、論理ディスクを割り当てているホスト(LD セット)がある場合は、アクセスコントロール

を停止できません。 

論理ディスクの割り当て解除を行った後、再度実行してください。 

 

 

アクセスコントロール停止時は、FC/SAS 接続先の全サーバに対して全論理ディスクがアクセス

可能となります。このとき、論理ディスクは論理ディスク番号と同じ番号の LUN に割り当てら

れます。 

 

(c) [WWPN をクリア(W)]ボタン 

ボタンをクリックすると、ディスクアレイが自動認識したホストの WWPN をクリアします。 

 

(d) [設定復元(R)]ボタン 

ボタンをクリックすると、アクセスコントロールの設定復元を行います。 

詳細は、「10.3.3.5 アクセスコントロールの設定復元」を参照してください。 



第 10 章 ホスト設定 

 III-209 

10.3.3.5 アクセスコントロールの設定復元 

アクセスコントロールの設定復元を行う場合は、「設定復元」画面を利用します。 

「設定復元」画面の起動方法は、「10.3.3.4 アクセスコントロールの詳細設定」を参照してくだ

さい。 

 

 

図 10-45 設定復元画面 

 

(a)[構成情報選択(S)]ボタン 

 復元元となる構成情報ファイルの選択を行います。 

 ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログを表示します。復元元となる構成情報ファイ

ルを選択してください。 

※なお、論理ディスクまたは LD セットの情報が存在しない構成情報ファイルは、設定復元の対  

象とはなりません。 

 

(b)構成情報 

 読み込んだ構成情報のファイル名、および構成情報保存日時が表示されます。 
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(c)LD セット一覧 

 LD セット一覧リストビューでは、復元対象の LD セット情報を確認できます。復元対象の LD

セットを選択することで、変更内容一覧ビューに復元前後の LD セット情報を表示します。 

 

 表示項目は以下のようになります。 

変更有無 

A : LD セットを追加 

D : LD セットを削除 

M : LD セットのリソースに変更あり 

プラットフォーム 

LD セット名 

I/F 種別  

ターゲットモード 

 

(d)復元対象詳細 

 復元対象詳細リストビューでは、LD セット一覧で選択した LD セットの詳細を確認できます。 

 表示項目は以下のようになります。 

変更有無 ：LD セットの各リソースに対して変更の有無が表示されます。 

A ：リソースを追加 

D ：リソースを削除 

M ：リソースを変更 

C ：容量変更あり 

M,C ：リソースの変更あり かつ 容量変更あり 

A,C ：リソースを追加 かつ 容量変更あり 

(空白)  ：リソースの変更なし かつ 容量変更なし 

リソース ：LD セットのリソースが表示されます。 

プラットフォーム ：変更前、および変更後に LD セットの設定内容

（プラットフォーム名）が表示されます。 

LD セット名 ：変更前、および変更後に LD セットの設定内容

（LD セット名）が表示されます。 

動作モード ：変更前、および変更後に LD セットの設定内容

（動作モード）が表示されます。 

明示的 ALUA  ：変更前、および変更後に LD セットの設定内容

（明示的 ALUA）が表示されます。 
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パス  ：変更前、および変更後に LD セットの設定内容

（WWPN、またはポート番号(16 進 4 桁)とポー

ト名）が表示されます。 

イニシエータ名 ：変更前、および変更後に LD セットの設定内容

（イニシエータ名）が表示されます。 

ポータル ：変更前、および変更後に LD セットの設定内容

（IPv4 アドレスと IPv6 アドレス）が表示され

ます。 

※IPv6 アドレスは、IPv6 対応ディスクアレイの

場合のみ表示します。 

LUNxxxxh（16 進 4 桁） ：変更前、および変更後に LD セットの LUNxxxxh

の設定内容（論理ディスク番号(16 進 4 桁)、形

式、論理ディスクの名称）が表示されます。 

※マルチターゲットモードの iSCSI LDセットの

場合は、LUN はすべて 0000h を表示します。 

変更前 ：LD セットの各リソースについて、変更前の設定内容が表示されます。 

変更後 ：LD セットの各リソースについて、変更後の設定内容が表示されます。 

 

論理ディスクを右クリックし、[論理ディスクが割り当てられている LD セットを表示]のポップア

ップメニューをクリックすると、以下のように論理ディスクが割り当てられている復元前の LD セッ

ト一覧が確認できます。 

 

 

図 10-46 関連する LD セット一覧画面 
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(e)[実行(E)]ボタン 

 アクセスコントロールの設定復元を実行します。 

(f)[キャンセル]ボタン 

 本ボタンをクリックすることにより、設定復元画面は閉じられ、アクセスコントロールの詳細設

定画面へ戻ります。 

(g)[ヘルプ]ボタン 

 本ボタンをクリックすることにより、設定復元画面に関するヘルプ画面が表示されます。 

 

 

設定復元は即時にディスクアレイに反映されるため、復元対象の LD セットに対応している業

務サーバを事前に停止してください。iSM サーバと業務サーバが同一サーバの場合は、業務サ

ーバを停止して FC ケーブル（または SAS ケーブル）を切断した上で、サーバを再起動後に設

定復元を実行してください。 

iSCSI 対応ディスクアレイの場合は、ターゲットからログオフを行った上で、設定復元を実行

してください。設定復元により、ターゲット名が変更される場合があります。設定復元を実行

後、イニシエータから再度ディスカバリーを行った上で、ターゲットにログオンをしてくださ

い。 

 

 

「変更有無」の内容が、A（LD セットを追加）、D（LD セットを削除）、または M（LD セッ

トのリソースに変更あり）の場合、LD セットの状態が復元元の構成情報から変更されています。

変更前と変更後の設定内容を確認してください。 

「変更有無」の内容が、C（容量変更あり）の論理ディスクは、容量が復元元の構成情報から変

更されています。論理ディスクの容量は復元されないため、必要に応じて論理ディスクを再構

築してください。 

論理ディスク内のデータは復元されないため、注意してください。 

認証設定は復元されないため、必要に応じて再設定してください。 

論理ディスク名は復元されないため、必要に応じて再設定してください。 

設定復元対象の論理ディスクが存在しない場合、事前に対象の論理ディスクを構築することに

より、アクセスコントロールの設定が復元されます。 

設定復元後、操作ガードによりロックしていた場合は、ロックの再設定を行ってください。 

構成変更ガード機能により対象業務サーバが稼動中であることを確認した場合、設定復元を実

行することはできません。対象業務サーバをすべて停止した上で、本操作を行ってください。 
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構成設定の並列実行が可能な装置において、同時に構成設定や運用の操作を実施している場合、

設定復元が失敗したり、設定変更やロック、論理ディスクの初期化、オプション機能に関する

運用上の指定が同時に実施される場合があります。操作後にホストのプロパティ(論理ディスク

の割り当て画面内)と論理ディスクの情報表示の内容を確認ください。 
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第11章 ディスクアレイ 

基本筐体と、基本筐体内に搭載されたディスクアレイコントローラによって制御される拡張筐体を纏めたもの

です。 

ディスクアレイに関して以下の操作を行うことができます。 

 ネットワーク  

 管理ポート設定  

 SNMP 設定  

 監視サーバ設定  

 iSNS サーバ設定  

 AC 電源制御設定 

 ホスト接続ポート  

 ポート設定(FC)  

 ポート設定(iSCSI)  

 ポート設定(SAS) 

 ポート操作ガード(FC)  

 ポート操作ガード(iSCSI)  

 ポート操作ガード(SAS) 

 ポートモード変更  

 時刻設定  

 ライセンス解除 

 サービスセキュリティ  

 管理ソフトウェア設定  

 一括設定  

 ニックネーム設定  

 レプリケーション設定  

 ディスクアレイ操作  

 増設エンクロージャ組込  

 構成情報取得  

 構成情報インポート 

 操作ガード  

 アップデート 

 予防交換 

 設定変更  

 省電力設定 
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11.1 ネットワーク 

ネットワークに関して、以下の操作を行うことができます。 

 ネットワーク  

o 管理ポート設定  

o SNMP 設定  

o 監視サーバ設定 

o iSNS サーバ設定 

o AC 電源制御設定 

 

 

11.1.1 管理ポート設定 

ディスクアレイの管理ポートに関する設定を行います。 

管理ポート設定画面は、以下の画面から構成されます。 

 管理ポート設定  

 

 

M5000 では管理ポート設定はサポートされていません。 
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●管理ポート設定 

 

図 11-1 管理ポート設定画面 

 

フローティング IP アドレス情報設定 

フローティング IP アドレスを設定します。 

フローティング IP アドレスは iSM クライアントなどからコントローラの物理アドレスを意識し

ないでディスクアレイに接続するために使用する IP アドレスです。 

フローティング IP アドレスに設定可能な IP アドレスは以下です。 

•コントローラ 0 とコントローラ 1 が同じセグメントの場合、コントローラ 0、コント 

ローラ 1 と同じセグメントの IP アドレス 

•コントローラ 0 とコントローラ 1 が異なるセグメントの場合、コントローラ 0、コント 

ローラ 1 のどちらとも異なるセグメントの IP アドレス 

フローティング IP アドレスには IPv4 および IPv6 を設定することができます。IPv4 の設定を行

う場合は「IPv4 を有効にする」のチェックボックスを ON にしてください。また、IPv6 の設定を行

う場合は「IPv6 を有効にする」のチェックボックスを ON にしてください。 

チェックボックスを OFF にして設定を行うと現在設定されている内容がクリアされます。 

 



第 11 章 ディスクアレイ 

 III-217 

 

IPv4 アドレス、IPv6 アドレスそれぞれコントローラと同じセグメントにフローティング IP ア

ドレスを設定している場合は、コントローラやフローティング IP アドレスのセグメントの変更

を伴う IP アドレスの変更を行うことはできません。 

セグメントを変更する場合は、以下の手順で行ってください。 

1. フローティング IP アドレスを解除（[IPv4 を有効にする]または[IPv6 を有効にする]チェ

ックボックスを OFF）。[実行]ボタンをクリックする。 

2. コントローラの IP アドレスを設定し、[実行]ボタンをクリックする。 

3. 1．にて解除したフローティング IP アドレスのチェックボックスを ON にし、新しいフロ

ーティング IP アドレスを設定し、[実行]ボタンをクリックする。 

 

ディスクアレイ IP 情報設定 

各コントローラごとに、IPv4 の管理ポートの IP アドレス、IPv4 の BMC IP アドレスおよび IPv6

の管理ポートの IP アドレスを設定することができます。 

IPv4 の設定を行う場合は[IPv4 を有効にする]のチェックボックスを ON にしてください。また、

IPv6 の設定を行う場合は[IPv6 を有効にする]のチェックボックスを ON にしてください。 

チェックボックスを OFF にして設定を行うと現在設定されている内容がクリアされます。 

 

移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

図 11-2 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、管理ポート設定の処理が実行されます。 

  

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。 ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

と監視画面表示に移動します。 
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 誤った IP アドレスを設定した場合、ネットワーク初期設定ツールで再設定してください。

ネットワーク初期設定ツールの詳細についてはディスクアレイ装置の「ユーザーズガイ

ド」を参照してください。 

 設定時点で到達不能なネットワーク上の IP アドレスに設定変更した場合、物理的な 

ネットワーク結線、およびスイッチやルータの設定を確認した上で、変更後の IP アドレ

スを使用して接続してください。外部 iSM サーバを使用している場合は、環境設定で 

変更後の IP アドレスが登録されているか確認してください。 

 iStorageManager Express にフローティング IP アドレスで接続している場合に、 

フローティング IP アドレスを変更すると iSM クライアントとの通信が切断されます。 

しばらく待ってから再接続してください。 

 iStorageManager を使用している場合は、iSM サーバの環境設定で変更後の IP アドレス

が登録されているか確認してください。 

 管理ポートの IP アドレスと BMC IP アドレス、フローティング IP アドレスに重複する

アドレスを設定することはできません。また、コントローラ 0 とコントローラ 1 に重複す

るアドレスを設定することはできません。 

 IPv6 の BMC IP アドレスを設定することはできません。 

 IPv6 のリンクローカルアドレスを設定することはできません。 
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11.1.2 SNMP 設定 

SNMP 設定は、以下の画面から構成されます。 

 SNMP 設定  

o マネージャ設定  

 SNMP ユーザ設定  

 

●SNMP 設定 

 

図 11-3 SNMP 設定画面 

 

SNMP 情報設定 

 SNMP 機能 

SNMP 機能を使用する、使用しないを選択します。 

 コミュニティ名 

SNMP のコミュニティ名を指定します。  

ASCII 文字で 255 文字までの文字列を指定可能です。 

 トラップ監視間隔 

SNMP のトラップ監視間隔を指定します。  
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 トラップ通知先マネージャ設定一覧 

トラップ通知先のマネージャを指定します。[追加]、[編集]をクリックすると、マネー

ジャ設定画面へ遷移します。[削除]をクリックすると、選択したトラップ通知先マネー

ジャ設定を削除します。 

 保守作業中に装置内で発生したトラップ通知事象を通知する 

有効にした場合、保守作業中に装置内で発生したトラップ事象が通知されるようになり

ます。 

 ライトスルーモード時に通知する 

有効にした場合、装置のキャッシュがライトスルーモードに移行したトラップ事象が通

知されるようになります。 

 全ての SNMP マネージャからの要求を受け付ける 

有効にした場合、すべての SNMP マネージャからの要求を受け付けます。 

無効にした場合、トラップ通知先に設定した SNMP マネージャからの要求のみを受け

付けます。 

 

トラップ情報設定 

 連絡先 

ディスクアレイの管理者、管理部門名、連絡先などを指定します。  

ASCII 文字で 79 文字までの文字列を指定可能です。 

 装置名称 

ディスクアレイのニックネーム、利用ホストなどを指定します。  

ASCII 文字で 79 文字までの文字列を指定可能です。 

 設置情報 

ディスクアレイが設置されている場所を指定します。  

ASCII 文字で 79 文字までの文字列を指定可能です。 

 管理情報 

その他、管理に必要な情報を指定します。 

ASCII 文字で 79 文字までの文字列を指定可能です。 

 Event Filter 

イベントテーブルに登録されるイベントレベルの閾値を指定します。 

 

[SNMP テスト Trap 送信]ボタンをクリックすると、ディスクアレイの設定済みの内容でテスト

Trap を送信します。 
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移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

図 11-4 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、SNMP 設定の処理が実行されます。  

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。 ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

と監視画面表示に移動します。  

 

 

SNMP 機能を「使用する」から「使用しない」に変更すると、設定済みの SNMP 設定はすべ

て削除されます。 
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●マネージャ設定 

 

図 11-5 マネージャ設定 
 

 SNMP バージョン 

SNMP のバージョンを指定します。 

 タイプ 

タイプを指定します。 

 リトライ回数 

リトライ回数を指定します。 

 応答タイムアウト時間 

タイムアウト時間を指定します。 

 通報レベル 

通報のレベルを指定します。 

 MIB アクセスモード 

マネージャ側からのアクセスに対するアクセスモードを設定します。 

 IP 種別 

IPv4/IPv6 をドロップダウンリストから選択して変更できます。使用しているネットワ

ーク環境に応じて値を変更してください。 
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 IP アドレス 

マネージャの IP アドレスを指定します。  

 SNMP ユーザ設定一覧 

SNMP ユーザを設定します。[追加]、[編集]をクリックすると、SNMP ユーザ設定を開

きます。[削除]をクリックすると、選択した SNMP ユーザ設定を削除します。 

SNMP ユーザは 8 つまで設定可能です。 
 

[OK]ボタンをクリックすると変更した内容がリストに反映されます。 

 

 

M10シリーズ(M10eを除く)/M100シリーズ(M100を除く)/M300シリーズ(M300を除く)/M500

シリーズ(M500 を除く)/M700 シリーズ(M700 を除く)では、「タイプ」、「リトライ回数」、

「応答タイムアウト時間」および「MIB アクセスモード」が指定できます。 

 

●SNMP ユーザ設定 

 

図 11-6 SNMP ユーザ設定 

 

SNMP ユーザ設定を行います。 

 ユーザ名 

SNMP のユーザ名を指定します。  

ASCII 文字で 31 文字までの文字列を指定可能です。 

 セキュリティレベル 

SNMP のセキュリティレベルを指定します。  

 認証アルゴリズム 

認証を行う場合、認証アルゴリズムを指定します。  
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 認証パスワード 

認証を行う場合、認証パスワードを指定します。  

ASCII 文字で 8 文字以上 63 文字以下の文字列を指定可能です。 

 暗号化アルゴリズム 

暗号化アルゴリズムは変更できません。  

 暗号化パスワード 

暗号化を行う場合、暗号化パスワードを指定します。  

ASCII 文字で 8 文字以上 63 文字以下の文字列を指定可能です。 

 

[OK]ボタンをクリックすると変更した内容がリストに反映されます。 



第 11 章 ディスクアレイ 

 III-225 

11.1.3 監視サーバ設定 

監視を受け付ける iSM サーバの設定を行います。 

監視を受け付ける IP アドレスを設定することにより、意図しない iSM サーバからの監視をガー

ドすることができます。 

監視サーバ設定は、以下の画面から構成されます。 

 監視サーバ設定  

o IPv4 アドレス設定  

o IPv6 アドレス設定 
 

●監視サーバ設定 

 

図 11-7 監視サーバ設定 
 

 任意の IP アドレスからの監視を受け付ける 

すべての IP アドレスからの監視を受け付けます。  

 次の IP アドレスからの監視を受け付ける 

指定された IP アドレスからの監視のみ受け付けます。[追加]、[編集]をクリックすると

IP アドレス設定を開きます。[削除]をクリックすると、選択した IP アドレス設定を削

除します。 
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「次の IP アドレスからの監視を受け付ける」を選択しているのに IP アドレスを一つも指定し

ない場合、外部の iSM サーバからの監視がすべて禁止されます。誤ってすべて禁止する設定を

した場合は、iStorageManager Express にログインして、「監視サーバ設定」画面から設定を

修正してください。 

 

移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

図 11-8 確認ダイアログ 

 

[はい]をクリックすると、監視サーバ設定の処理が実行されます。 

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。 ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

と監視画面表示に移動します。 

 

●IPv4 アドレス設定 

 

図 11-9 IPv4 アドレス設定 
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IP アドレスの設定は単一 IP アドレス形式とネットワークアドレス形式のどちらかを選択でき

ます。ネットワークアドレス形式ではアドレス範囲をネットワークアドレスとサブネットマスクの

指定で行います。 

 IP アドレス 

IPv4 アドレスを指定します。単一 IP アドレス選択時に設定が有効になります。 

 ネットワークアドレス 

IPv4 ネットワークアドレスを指定します。ネットワークアドレス選択時に設定が有効

になります。 

 サブネットマスク 

サブネットマスクを指定します。ネットワークアドレス選択時に設定が有効になります。  

 アドレス範囲 

ネットワークアドレスとサブネットマスクの指定値で対象となるアドレスの範囲が表

示されます。 

 

[OK]ボタンをクリックすると変更した内容がリストに反映されます。 

 

●IPv6 アドレス設定 

 

図 11-10 IPv6 アドレス設定 

 

IPv6 アドレス設定は単一 IP アドレス形式とネットワークアドレス形式のどちらかを選択できま

す。 

ネットワークアドレス形式ではアドレス範囲をネットワークアドレスとサブネットプレフィック

ス長で指定します。 

 IP アドレス 

IPv6 アドレスを指定します。単一 IP アドレス選択時に設定が有効になります。 

 ネットワークアドレス 

ネットワークアドレスを指定します。ネットワークアドレス選択時に設定が有効にな
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ります。 

 サブネットプレフィックス長 

サブネットプレフィックス長を指定します。ネットワークアドレス選択時に設定が有

効になります。 

 アドレス範囲 

ネットワークアドレスとサブネットプレフィックス長の指定値で対象となるアドレス

の範囲が表示されます。 
 

[OK]ボタンをクリックすると変更した内容がリストに反映されます。 
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11.1.4 iSNS サーバ設定 

ディスクアレイ装置が iSCSI ターゲットを登録する iSNS サーバを設定します。 

iSNS サーバ設定は、以下の画面から構成されます。 

 iSNS サーバ設定  

o IP アドレス設定  

 

●iSNS サーバ設定 

 

図 11-11  iSNS サーバ設定 

 

 iSNS サーバ IP アドレス/ポート番号一覧 

iSNS サーバの IP アドレス、ポート番号を登録します。[追加]、[編集]をクリックする

と、IP アドレス設定を開きます。[削除]をクリックすると、選択した iSNS サーバの

IP アドレス、ポート番号設定を削除します。 

iSNS サーバは最大 4 つまで設定できます。 
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移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

図 11-12 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、iSNS サーバ設定の処理が実行されます。 

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。 ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

と監視画面表示に移動します。 

 

●IP アドレス設定 

 

 

図 11-13 IP アドレス設定 

 

iSNS サーバの IP アドレスおよびポート番号を 2 つまで指定できます。 

IP 種別 

IPv4/IPv6 をドロップダウンリストから選択して変更できます。 

使用しているネットワーク環境に応じて値を変更してください。 

 

IP アドレス 

iSNS サーバの IP アドレスを IPv4 では 32bit、IPv6 では 128bit 数値で指定します。 
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ポート番号 

ポート番号を数値で指定します。 

 

[OK]ボタンをクリックすると変更した内容がリストに反映されます。 

 
 

 

iSNS サーバの設定機能は M11e/M110/M310/M510/M710/M310F/M710F 以前の装置でのみ利

用可能です。 
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11.1.5 AC 電源制御設定 

ESMPRO/AutomaticRunningController 連携する電源制御サーバの設定を行います。 

AC 電源制御設定は、以下の画面から構成されます。 

 AC 電源制御設定  

o IP アドレス設定  
 

●AC 電源制御設定 

 

図 11-14  AC 電源制御設定画面 

 

1: ESMPRO/AutomaticRunningController 連携の電源制御サーバの設定 

 AC 電源制御サーバ ポート番号 

電源制御サーバと通信を行うポート番号を指定します。 

 AC 電源制御サーバ設定 

連携する AC 電源制御サーバの IP アドレス、または IP アドレスの範囲を登録します。

[追加]、[編集]をクリックすると、IP アドレス設定を開きます。[削除]をクリックする

と、選択した AC 電源制御サーバの IP アドレス設定を削除します。  
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2: AC 連動モードの設定 

装置への電源供給開始時に、自動的に装置の起動を行うかどうかを指定します。  

 

移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

図 11-15 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、AC 電源制御設定の処理が実行されます。  

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。 ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

と監視画面表示に移動します。 

 

●IP アドレス設定 

 

図 11-16 IP アドレス設定 

 

IP アドレスの設定をします。 

 IP 種別 

IP 種別を指定します。 

 IP アドレス 

単一の IP アドレスまたは IP アドレスの範囲を指定します。 

 

[OK]ボタンをクリックすると変更した内容がリストに反映されます。 
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11.2 ホスト接続ポート 

ホスト接続ポートに関して、以下の操作を行うことができます。 

 ホスト接続ポート  

o ポート設定(FC)  

o ポート設定(SAS) 

o ポート設定(iSCSI)  

o ポート操作ガード(FC)  

o ポート操作ガード(iSCSI)  

o ポート操作ガード(SAS) 

o ポートモード変更  

 

11.2.1 ポート設定(FC) 

FC 対応ディスクアレイに対して、ホスト接続ポートの設定を行います。 

ポート設定(FC)画面は、以下の画面から構成されます。 

1. ホスト接続ポート設定 

FC 対応ディスクアレイのホスト接続ポートの設定を行います。  

2. 内容確認 

設定を行うポートの一覧を表示します。設定内容に問題ないか確認してください。  

3. 完了 

設定の実行結果が表示されます。  
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●ホスト接続ポート設定 

 

図 11-17 ホスト接続ポート設定画面 

 

ポート一覧 

設定を行うポートを選択します。 

以下の条件に当てはまるポートは選択できません。 

 

表 11-1 ポート選択不可理由一覧 

選択不可理由 説明 

ロック ポートに操作ガードが設定されている 

 

編集ボタン 

選択したポートの設定を編集するためのダイアログを表示します。 

 

移動ボタン 

 [次へ] 

内容確認画面に進みます。  
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 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

とウィザードが終了し、監視画面表示に移動します。  

 

●編集ダイアログ 

 

図 11-18 編集ダイアログ 
 

 ポート番号 

ポート固有の番号です。 

 ポート名 

ポートに付ける名称を指定します。 

ポート名には半角英数字と”_”と”/”を使用することができ、最大 32 文字まで入力

可能です。 

 プラットフォーム 

接続するホストのプラットフォームを指定します。 

 データレート 

HBA もしくは HUB が持つデータ転送速度に合わせた値を指定します。 

 サーバとの接続形態 

ディスクアレイとホスト間の接続形態を指定します。 

o 自動認識 

接続形態を自動認識します。 

o サーバ直結(8Gbps 以下)/FC-AL 

ホスト接続ポートと業務サーバを FC ケーブルで直結する場合、または Loop ト

ポロジ FC スイッチを使用する場合に選択してください。 

o FC スイッチ接続(Fabric)/サーバ直結(16Gbps 以上) 

LoopトポロジFCスイッチ以外のFCスイッチを接続する場合に選択してください。 
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 スイッチ ID 

接続形態が FC-AL の場合の、ポートの Loop ID (Switch 値)を指定します。 

設定可能な値は、00h ‐ 7dh です。 

Loop トポロジ FC スイッチ構成で複数の iStorage を接続する場合は、同じ値に重なら

ないように設定してください。 

 ポート種別 

ポートの種別を選択します。 

o ホストポート 

ホストと接続する場合に設定してください。 

o データ移行ポート 

データ移行を利用する場合に設定してください。 

o レプリケーションポート 

遠隔データレプリケーション機能を利用する場合に設定してください。 
 

本設定は、データ移行機能、遠隔データレプリケーション機能のいずれかが 1 つでも利

用可能な場合に、表示されます。 
 

[OK]ボタンをクリックすると変更した内容がリストに反映されます。 

 

 

データレートに 16Gbps を設定する場合、サーバとの接続形態に「サーバ直結(8Gbps 以

下)/FC-AL」を設定できません。これは FC の規格上、16Gbps のデータレートに対して Fabric

のみが定義されているためです。データレートに 16Gbps を設定してサーバと直結する場合に

は、「FC スイッチ接続(Fabric)/サーバ直結(16Gbps 以上)」または「自動認識」を選択してく

ださい。 
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●内容確認 

 

図 11-19 内容確認画面 

ホスト接続ポート設定内容の確認画面です。 

移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

図 11-20 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、ポート設定の処理が実行され、完了画面に進みます。  

 [戻る] 

ホスト接続ポート設定画面に戻ります。  

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。 ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

とウィザードが終了し、監視画面表示に移動します。  
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●完了 

 

図 11-21 完了画面 

ホスト接続ポート設定の結果が表示されます。 

移動ボタン 

 [完了] 

監視画面表示に移動します。 
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11.2.2 ポート設定(iSCSI) 

iSCSI 対応ディスクアレイに対して、ホスト接続ポートの設定を行います。 

ポート設定(iSCSI)画面は、以下の画面から構成されます。 

1. ホスト接続ポート設定 

iSCSI 対応ディスクアレイのホスト接続ポートの設定を行います。  

o 編集ダイアログ  

o 接続テストダイアログ 

2. 内容確認 

設定を行うポートの一覧を表示します。設定内容に問題ないか確認してください。  

3. 完了 

設定の実行結果が表示されます。  

 

●ホスト接続ポート設定 

 

図 11-22 ホスト接続ポート設定画面 
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ポート一覧 

設定を行うポートを選択します。 

以下の条件に当てはまるポートは選択できません。 

 

表 11-2 ポート選択不可理由一覧 

選択不可理由 説明 

ロック ポートに操作ガードが設定されている 

 

編集ボタン 

選択したポートの設定を編集するためのダイアログを表示します。 

接続テストボタン 

選択したポートから ping による接続テストを行うダイアログを表示します。 

 

移動ボタン 

 [次へ] 

内容確認画面に進みます。  

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

とウィザードが終了し監視画面表示に移動します。  

 

●編集ダイアログ 

 

図 11-23 編集ダイアログ 
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ポート番号 

ポート固有の番号です。 

ポート名 

ポートに付ける名称を指定します。 

ポート名には半角英数字と”_”と”/”を使用することができ、最大 32 文字まで入力可能で

す。 

リンク速度とデュプレックス 

ポートに設定されているリンク速度とデュプレックスの値が表示されます。この値は変更す

ることはできません。M11e/M110/M310/M510/M710 以降のシリーズでは iSCSI 10Gbps 

Copper、iSCSI 25Gbps Optical に対して、値の変更ができます。 

MTU 

MTU(Maximum Transmission Unit)サイズをドロップダウンリストから選択して変更できま

す。使用しているネットワーク環境に応じて値を変更してください。デフォルトの値は1500です。  

ポート種別 

ポートの種別を選択します。 

 ホストポート 

通常は本項目を設定してください。 

 ホスト/レプリケーションポート 

遠隔データレプリケーション機能を利用する場合に設定してください。 
 

本設定は遠隔データレプリケーション機能が利用可能な場合に表示されます。 

IP アドレス（IPv4） 

ポートに設定する IP アドレスを指定します。  

サブネットマスク（IPv4） 

ポートに設定するサブネットマスクを指定します。  

デフォルトゲートウェイ（IPv4） 

ポートに設定するゲートウェイアドレスを指定します。  

VLAN ID（IPv4） 

ポートに設定する IPv4 タグ VLAN を指定します。 

VLAN を使用する場合に、チェックを入れてください。1～4094 の範囲で指定可能です。 

IP アドレス（IPv6） 

ポートに設定する IPv6 アドレスを指定します。  

デフォルトゲートウェイ（IPv6） 

ポートに設定するデフォルトゲートウェイを指定します。 

VLAN ID（IPv6） 

ポートに設定する IPv6 タグ VLAN を指定します。 

VLAN を使用する場合に、チェックを入れてください。1～4094 の範囲で指定可能です。 
 

[OK]ボタンをクリックすると変更した内容がリストに反映されます。 
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・ ポート設定(iSCSI)において IP アドレスの設定または変更を行った場合は、処理実行後に

30 秒程度待ってから別の設定を行ってください。 

・ IP アドレス（IPv4）・サブネットマスク（IPv4）・デフォルトゲートウェイ（IPv4）・

VLAN ID(IPv4)・IP アドレス（IPv6）・デフォルトゲートウェイ（IPv6）・VLAN ID(IPv6)

のいずれかを変更すると、変更したポートで一時的に通信が途切れる可能性があります。 

MTU を変更すると、他のポートも含め一時的に通信が途切れる可能性があります。 

・ SFP モジュールの種別が iSCSI(Optical)のホストポートでは、搭載している SFP モジュ

ールの転送速度が 10Gbps の場合は「リンク速度とデュプレックス」を 10Gbps に設定し

てください。また、搭載している SFP モジュールの転送速度が 25Gbps の場合は「リンク

速度とデュプレックス」を 25Gbps に設定してください。 

 

●接続確認ダイアログ 

 

図 11-24 接続確認ダイアログ 

 

ポート番号 

ポート固有の番号です。 

送信元 IP アドレス 

ping 送信元の IP アドレスです。選択されたポートの IP アドレスになります。 

送信先 IP アドレス 

ping 送信先の IP アドレスを指定します。  
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[実行]ボタンをクリックすると接続テストが開始されます。 

 

●内容確認 

 

図 11-25 内容確認画面 

 

ホスト接続ポート設定内容の確認画面です。設定内容に問題が無いか確認してください。 

 

移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

図 11-26 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、ポート設定の処理が実行され、完了画面に進みます。 

 

 [戻る] 

ホスト接続ポート設定画面に戻ります。  

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。 ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

とウィザードが終了し、監視画面表示に移動します。  
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●完了 

 

図 11-27 完了画面 

 

ホスト接続ポート設定の結果が表示されます。 

 

移動ボタン 

 [完了] 

監視画面表示に移動します。 
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11.2.3 ポート設定(SAS) 

SAS 対応ディスクアレイに対して、ホスト接続ポートの設定を行います。 

ポート設定(SAS)画面は、以下の画面から構成されます。 

1. ホスト接続ポート設定 

SAS 対応ディスクアレイのホスト接続ポートの設定を行います。  

2. 内容確認 

設定を行うポートの一覧を表示します。設定内容に問題ないか確認してください。  

3. 完了 

設定の実行結果が表示されます。  

 

●ホスト接続ポート設定 

 

図 11-28 ホスト接続ポート設定画面 
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ポート一覧 

設定を行うポートを選択します。 

以下の条件に当てはまるポートは選択できません。 

 

表 11-3 ポート選択不可理由一覧 

選択不可理由 説明 

ロック ポートに操作ガードが設定されている 
 

編集ボタン 

選択したポートの設定を編集するためのダイアログを表示します。 

 

移動ボタン 

 [次へ] 

内容確認画面に進みます。  

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

とウィザードが終了し、監視画面表示に移動します。  

 

●編集ダイアログ 

 

図 11-29 編集ダイアログ 

 

 ポート番号 

ポート固有の番号です。 

 ポート名 

ポートに付ける名称を指定します。 

ポート名には半角英数字と”_”と”/”を使用することができ、最大 32 文字まで入力

可能です。 

 プラットフォーム 

接続するホストのプラットフォームを指定します。 

 データレート 

SAS ポートおよび接続先ポートが持つデータ転送速度に合わせた値を指定します。 

 

[OK]ボタンをクリックすると変更した内容がリストに反映されます。 
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●内容確認 

 

図 11-30 内容確認画面 

ホスト接続ポート設定内容の確認画面です。 

 

移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

図 11-31 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、ポート設定の処理が実行され、完了画面に進みます。  

 [戻る] 

ホスト接続ポート設定画面に戻ります。  

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。 ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

とウィザードが終了し、監視画面表示に移動します。  
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●完了 

 

図 11-32 完了画面 

ホスト接続ポート設定の結果が表示されます。 

移動ボタン 

 [完了] 

監視画面表示に移動します。 
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11.2.4 ポート操作ガード(FC) 

FC ポートのロック／アンロックができます。 

iSCSI ポートのロック／アンロック操作については「11.2.5 ポート操作ガード(iSCSI)」、SAS ポ

ートのロック／アンロック操作については「11.2.6 ポート操作ガード(SAS)」を参照してください。 

 

 

図 11-33 ポート操作ガード(FC)画面 

 

(a)ポート一覧リストビュー 

 ポート一覧リストビューでは、FC ポートの情報を確認できます。 

 表示項目は以下のようになります。 

①ポート番号 

ポート番号を表示します。 

 

②ポート名 

ポート名を表示します。 

 

③モード 

ポートのモードを表示します。 

表 11-4 モード表示項目一覧 

モード 説明 

WWN WWN モードのポート 

Port Port モードのポート 
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④構成変更 

ポートのロック/アンロック状態を表示します。 

表 11-5 構成変更表示項目一覧 

構成変更 説明 

ロック ロックされているポート 

（空白） ロックされていないポート 

 

⑤選択不可理由 

選択不可理由を表示します。 

 

表 11-6 ポート選択不可理由一覧 

選択不可理由 説明 

異常状態のホスト

に割り当て済み 

異常状態のホストに割り当てられている、LD セット(ホスト)の削除

と再作成が必要 

 

なお、以下の項目は初期状態時、非表示に設定されています。 

ホスト 

表示する場合は項目名の部分で右クリックし、該当項目を表示に設定してください。 

なお、ポートモードについての説明は、「第 2 章 アクセスコントロールの概要」を参照してくだ

さい。 

(b)[ロック(L)]ボタン／[アンロック(U)]ボタン 

 ポートのロック／アンロックを行うことができます。 

 ロック／アンロックを行いたいポートをリストビューで選択し、[ロック(L)]ボタン／[アンロック

(U)]ボタンをクリックします。 

 

ポートをロックすることにより、ホストに割り付いているすべての論理ディスクとポートがロ

ックされた状態になる場合は、ホストをロックするか確認するダイアログが表示され、ホスト

をロックするか選択することができます。 

 

 FC ポートのロックによりガードされる操作は以下の通りです。詳細は各操作の説明を参照して

ください。 
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表 11-7 FC ポートをロックした時にガードされる操作 

機能 ガードされる操作 

LD セット管理 LD セットの削除、LD セットの名称変更、LD セットのプラットフォーム変

更、LD セットの動作モード変更、ポートの削除 

ポート ポートの設定変更、ポートのモード変更 

一括設定 ニックネーム一括設定 

 

 

 ホストがロックされている場合、そのホストに割り付いているポートに対して、個別にア

ンロックすることはできません。 

 構成設定の並列実行が可能な装置において、同時に構成設定や運用の操作を実施している

場合、タイミングによってはロック/アンロック時に構成変更や論理ディスクの初期化、オ

プション機能に関する運用上の指定が同時に実施される場合があります。操作後に関連す

るホストと論理ディスクの情報表示の内容を確認ください。 
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11.2.5 ポート操作ガード(iSCSI) 

iSCSI ポートのロック／アンロックができます。 

FC ポートのロック／アンロック操作については「11.2.4 ポート操作ガード(FC)」、SAS ポート

のロック／アンロック操作については「11.2.6 ポート操作ガード(SAS)」を参照してください。 

 

図 11-34 ポート操作ガード(iSCSI)画面 

 

(a)ポート一覧リストビュー 

 ポート一覧リストビューでは、iSCSI ポートの情報を確認することができます。 

 表示項目は以下のようになります。 

①ポート番号 

ポート番号を表示します。 

 

②ポート名 

ポート名を表示します。 

 

③IP アドレス 

ポートの IP アドレスを表示します。 

 

④VLAN ID 

ポートの VLAN ID を表示します。 
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⑤構成変更 

ポートのロック/アンロック状態を表示します。 

表 11-8 構成変更表示項目一覧 

構成変更 説明 

ロック ロックされているポート 

（空白） ロックされていないポート 
 

⑥選択不可理由 

選択不可理由を表示します。 

 

(b)[ロック(L)]ボタン／[アンロック(U)]ボタン 

 ポートのロック／アンロックを行うことができます。 

 ロック／アンロックを行いたいポートをリストビューで選択し、[ロック(L)]ボタン／[アンロック

(U)]ボタンボタンをクリックします。 

 

 iSCSI ポートのロックによりガードされる操作は以下の通りです。詳細は各操作の説明を参照し

てください。 

表 11-9 iSCSI ポートをロックした時にガードされる操作 

機能 ガードされる操作 

ポート ポートの設定変更 

一括設定 ニックネーム一括設定 
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11.2.6 ポート操作ガード(SAS) 

SAS ポートのロック／アンロックができます。 

FC ポートのロック／アンロック操作については「11.2.4 ポート操作ガード(FC)」、iSCSI ポート

のロック／アンロック操作については「11.2.5 ポート操作ガード(iSCSI)」を参照してください。 

 

 

図 11-35 ポート操作ガード(SAS)画面 

 

(a)ポート一覧リストビュー 

 ポート一覧リストビューでは、SAS ポートの情報を確認できます。 

 表示項目は以下のようになります。 

①ポート番号 

ポート番号を表示します。 

 

②ポート名 

ポート名を表示します。 

 

③モード 

ポートのモードを表示します。 

表 11-10 モード表示項目一覧 

モード 説明 

WWN WWN モードのポート 

Port Port モードのポート 
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④構成変更 

ポートのロック/アンロック状態を表示します。 

表 11-11 構成変更表示項目一覧 

構成変更 説明 

ロック ロックされているポート 

（空白） ロックされていないポート 

 

⑤選択不可理由 

選択不可理由を表示します。 

 

表 11-12 ポート選択不可理由一覧 

選択不可理由 説明 

異常状態のホスト

に割り当て済み 

異常状態のホストに割り当てられている、LD セット(ホスト)の削除

と再作成が必要 

 

なお、以下の項目は初期状態時、非表示に設定されています。 

ホスト 

表示する場合は項目名の部分で右クリックし、該当項目を表示に設定してください。 

なお、ポートモードについての説明は、「第 2 章 アクセスコントロールの概要」を参照してくだ

さい。 

(b)[ロック(L)]ボタン／[アンロック(U)]ボタン 

 ポートのロック／アンロックを行うことができます。 

 ロック／アンロックを行いたいポートをリストビューで選択し、[ロック(L)]ボタン／[アンロック

(U)]ボタンをクリックします。 

 

ポートをロックすることにより、ホストに割り付いているすべての論理ディスクとポートがロ

ックされた状態になる場合は、ホストをロックするか確認するダイアログが表示され、ホスト

をロックするか選択することができます。 

 

 SAS ポートのロックによりガードされる操作は以下の通りです。詳細は各操作の説明を参照して

ください。 
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表 11-13 SAS ポートをロックした時にガードされる操作 

機能 ガードされる操作 

LD セット管理 LD セットの削除、LD セットの名称変更、LD セットのプラットフォーム変

更、LD セットの動作モード変更、ポートの削除 

ポート ポートの設定変更、ポートのモード変更 

一括設定 ニックネーム一括設定 

 

 

 ホストがロックされている場合、そのホストに割り付いているポートに対して、個別にア

ンロックすることはできません。 

 構成設定の並列実行が可能な装置において、同時に構成設定や運用の操作を実施している

場合、タイミングによってはロック/アンロック時に構成変更や論理ディスクの初期化、オ

プション機能に関する運用上の指定が同時に実施される場合があります。操作後に関連す

るホストと論理ディスクの情報表示の内容を確認ください。 
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11.2.7 ポートモード変更 

ディスクアレイの FC または SAS のポートモードを変更できます。 

ポートモードについての説明は、「第 2 章 アクセスコントロールの概要」を参照してください。 

 

 

図 11-36 ポートモード変更画面 

 

(a)ポート一覧リストビュー 

 ポート一覧リストビューでは、ディスクアレイのポート情報を確認できます。 

 ポート番号は、"ディレクタ番号－ポート番号"を表します。 

 表示項目は以下のようになります。 

①ポート番号 

ポート番号を表示します。 

 

②ポート名 

ポート名を表示します。 
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③モード 

ポートのモードを表示します。 

表 11-14 モード表示項目一覧 

モード 説明 

WWN WWN モードのポート 

Port Port モードのポート 
 

④構成変更 

ポートのロック/アンロック状態を表示します。 

表 11-15 構成変更表示項目一覧 

構成変更 説明 

ロック ロックされているポート 

（空白） ロックされていないポート 

 

⑤選択不可理由 

選択不可理由を表示します。 

 

表 11-16 ポート選択不可理由一覧 

選択不可理由 説明 

ロック 操作ガード機能によりロック中のポート 

割り当て済み ホスト（LD セット）に割り当てられているポート 

ACOS4 ACOS4 専用の LD セットに割り当てられているポート 

データ移行設定 ホスト(LD セット)に割り当てられ、かつ関係する論理ディスクがデ

ータ移行中であるポート 

 

なお、以下の項目は初期状態時、非表示に設定されています。 

ホスト 

I/F 種別 

表示する場合は項目名の部分で右クリックし、該当項目を表示に設定してください。 

(b)[WWN モード(W)]/[Port モード(P)]ラジオボタン 

 WWN モード(W)  ポートのモードを WWN モードへ変更します。 

 Port モード(P)  ポートのモードを Port モードへ変更します。 
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(c)[一括変更(B)]ボタン 

 本ボタンをクリックすることにより、すべてのポートが[WWN モード(W)]/[Port モード(P)]で選

択したモードに設定されます。この場合、ポート一覧からポートを選択しておく必要はありません。

ただし、ポート操作ガードによりロックされているポートがある場合、本ボタンによるモードの変

更はできません。構成変更ガード機能により対象業務サーバが稼動中であることを確認した場合は、

Port モードへの変更はできません。対象業務サーバをすべて停止した上で、本操作を行ってくださ

い。 

 

(d)[変更(C)]ボタン 

 ポートを選択して、本ボタンをクリックすることにより、選択したポートを[WWN モード

(W)]/[Port モード(P)]で選択したモードに設定することができます。ポート一覧で、ポートが同一の

モードであれば複数選択して設定が可能です。また、事前内容確認画面が表示されますので、変更

前と変更後のポートのモードを確認してください。ただし、ポート操作ガードによりロックされて

いるポートのモードを変更することはできません。構成変更ガード機能により対象業務サーバが稼

動中であることを確認した場合は、Port モードへの変更はできません。対象業務サーバをすべて停

止した上で、本操作を行ってください。 

 

 

 ポートのモード変更は即時にディスクアレイに反映されます。設定を誤った場合、アクセ

スしていた業務サーバから、論理ディスクにアクセスができなくなる可能性があります。

このため、必要に応じて、業務や業務サーバの計画停止を行ってください。 

 構成設定の並列実行が可能な装置において、同時に構成設定やデータ移行の操作を実施し

ている場合、タイミングによってはポートモード変更時にポートがロックされたりポート

の用途がデータ移行用に変更される場合があります。操作後にポートの構成や情報表示の

内容（コントローラ関連情報一覧画面のホストディレクタのプロパティ）を確認ください。 
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11.3 時刻設定 

ディスクアレイの時刻設定を行います。 

時刻設定は、以下の画面から構成されます。 

 iStorageManager の場合 

o 時刻手動設定 

 iStorageManager Express の場合 

o 時刻設定方法選択  

o NTP 設定  

o 時刻手動設定  

 

●時刻手動設定(iStorageManager) 

 

図 11-37 時刻設定画面 
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日付 

ディスクアレイに設定する日付を指定します。  

時刻 

ディスクアレイに設定する時刻を指定します。  

 

サーバの日時を設定 

現在ディスクアレイを監視しているサーバの日付を設定します。  

 

移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログがでます。 

 

図 11-38 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、時刻設定の処理が実行されます。  

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

とウィザードが終了し、監視画面表示に移動します。  

 

 

 iSM サーバとの時刻同期設定がされていた場合、時刻の設定は行えません。 

 iStorageManager Express で NTP サーバとの同期を設定している場合、時刻を手動設定

すると NTP サーバとの同期設定は解除されます。 
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●時刻設定方法選択(iStorageManager Express) 

 

図 11-39 時刻選択方法画面 
 

状態 

現在ディスクアレイに設定されている日時と、NTP サーバとの同期状態を表示します。  

設定方法選択 

ディスクアレイへの時刻の設定方法を選択します。  

 時刻を NTP サーバと同期させる 

外部の NTP サーバと時刻同期を行う場合に選択してください。 

 時刻を手動で設定する 

ディスクアレイの時刻を手動で設定する場合に選択してください。 
 

移動ボタン 

 [次へ] 

 [時刻をNTPサーバと同期させる]が選択されていた場合、NTP設定画面に進みます。 

 [時刻を手動で設定する]が選択されていた場合、時刻手動設定画面に進みます。  

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

とウィザードが終了し、監視画面表示に移動します。  
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●NTP 設定(iStorageManager Express) 

 

図 11-40 NTP 設定画面 

 

NTP サーバと時刻同期する場合の設定を行います。NTP サーバの IP アドレスを 3 つまで指定で

きます。 

IP 種別 

IPv4/IPv6 をドロップダウンリストから選択して変更できます。 

使用しているネットワーク環境に応じて値を変更してください。 

IP アドレス 

NTP サーバの IP アドレスを IPv4 では 32bit、IPv6 では 128bit 数値で指定します。 
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移動ボタン 

 [戻る] 

時刻設定方法選択画面へ戻ります。  

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

図 11-41 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、時刻設定の処理が実行されます。  

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

とウィザードが終了し、監視画面表示に移動します。  

 

 

ディスクアレイと NTP サーバ間の時刻同期方式は、ディスクアレイ装置が自動的に選択してお

り、利用者は選択することができません。 

ディスクアレイと NTP サーバとの時刻差がほとんど無い場合は、SLEW 方式で動作し、時刻

差がある場合は STEP 方式で動作します。 

 

 

NTP サーバとの同期を設定していても、iSM サーバでディスクアレイを監視している場合は、

ディスクアレイの時刻は、iSM サーバを起動しているサーバとの同期が優先されるため、NTP

サーバとの同期設定は自動的に解除されます。 

また、ディスクアレイの時刻を手動設定した場合も NTP サーバとの同期設定は自動的に解除さ

れます。 
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●時刻手動設定(iStorageManager Express) 

 

図 11-42 時刻手動設定画面 

 

日付 

ディスクアレイに設定する日付を指定します。  

時刻 

ディスクアレイに設定する時刻を指定します。  

 

移動ボタン 

 [戻る] 

時刻設定方法選択画面へ戻ります。  
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 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

  

図 11-43 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、時刻設定の処理が実行されます。  

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

とウィザードが終了し、監視画面表示に移動します。  

 

 

NTP サーバとの同期設定がされていた場合、時刻を手動設定すると NTP サーバとの同期設定

は解除されます。 
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11.4 ライセンス解除 

ディスクアレイのライセンス解除を行います。 

プログラムプロダクトに対応するライセンスキーでライセンスを解除することにより、プログラ

ムプロダクトの機能が使用可能になります。 

ライセンス解除は、以下の画面から構成されます。 

 

 ライセンス解除  

 

●ライセンス解除 

 

図 11-44 ライセンス解除画面 

 

解除済みライセンスキーを非表示にする 

すでに解除済みのライセンス一覧および履歴のリストを非表示にします。 

ライセンスキー入力 

ライセンスキーを入力し[追加]をクリックすると、ライセンスキー一覧に登録されます。 
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ライセンスキー一覧 

入力されたライセンスキー一覧です。[削除]をクリックすると選択したライセンスが一覧より

削除されます。 

 

移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

図 11-45 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、ライセンス解除の処理が実行されます。  

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。 ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

と監視画面表示に移動します。 

 

 

 プロダクトによっては、1 つのライセンスキーで、複数のプロダクトのライセンスを解除

します。 

 WebSAM Storage PerforMate のライセンスが解除された場合、ディスクアレイの統計情

報の蓄積が自動で開始します。蓄積が不要な場合は手動で停止してください。蓄積を停止

する方法については、マニュアル「iStorage ソフトウェア 性能監視機能利用の手引」

（IS025）を参照してください。 
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11.5 サービスセキュリティ 

下記の画面（構築メニュー→ディスクアレイ→サービスセキュリティ）にてディスクアレイの「サ

ービスセキュリティ」画面が表示されます。表示されている情報は、現在のディスクアレイのサービ

スセキュリティの設定です。「サービスセキュリティ」画面では、ネットワークマネジメントサービ

スの接続設定を行うことができます。 

M12e、M120、M320、M320F、A5200、A3200、M520、M720、720F 以降のモデルの初期値で

は、telnet、rsh が無効になっています。ssh、ftp が有効になっています。 

M10e、M100、M300、M500、M700、M11e、M110、M310、M510、M710、M5000、A5000、

A3000 の初期値では、ssh、telnet、ftp、rsh が有効になっています。 

 

図 11-46 サービスセキュリティ画面 

 

[編集]チェックボックス：サービスセキュリティの設定を変更したい場合は、まず編集状態にな 

らなければなりません。この画面にて[編集]にチェックを入れると編集状態になります。他のユーザ

が設定している場合は、「他のユーザにより環境設定中です」というメッセージが表示されます。 

 

図 11-47 他のユーザにより環境設定中の提示メッセージ 
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編集状態になると以下の画面が表示されます。ユーザから装置内の各ネットワークマネジメント

サービスへの接続の有効・無効が変更できます。オプションを以下の何れかで表示します。 

 有効：そのプロトコルを用いて装置内への接続が可能になります。 

 無効：そのプロトコルを用いて装置内への接続は不可能になります。 

なお、SSH 接続を有効に設定した場合は SSH/SFTP による装置内への接続が可能になります。

SSH 接続を無効に設定した場合は SSH/SFTP による装置内への接続が不可能になります。 

 

図 11-48  サービスセキュリティの編集状態 

 

[実行]ボタン：本ボタンをクリックすると下記のような確認メッセージが表示されます。[はい]を

選択するとサービスセキュリティの設定に変更処理が行われ、結果が表示されます。 

 

図 11-49 サービスセキュリティ設定の実行確認メッセージ 

 

[キャンセル]ボタン：ボタンをクリックすると、以下の問い合わせメッセージが表示され、キャン

セルの確認が行われます。[はい]を選択すると監視を再開して状態監視画面に戻ります。 

 

図 11-50 画面遷移前の確認ダイアログ 
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[ヘルプ]ボタン：本ボタンをクリックすることにより、「サービスセキュリティ」画面に関するヘ

ルプ画面が表示されます。 

 

 

1. rexec 接続と rlogin 接続の設定を変更しようとする場合、コマンドから実施してください。

コマンドの詳細は「iStorageManager コマンドリファレンス」（IS052）の「第Ⅳ編 リ

ファレンス編」「iSMenv setfw」の項を参照してください。 

2. 以下の条件では設定を実施することができません。 

・他のユーザから環境設定が実行されている。 

3. SFTP を利用する場合は、SSH 接続と FTP 接続を有効に変更してください。 
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11.6 管理ソフトウェア設定 

下記の画面（構築メニュー→ディスクアレイ→管理ソフトウェア設定）にてディスクアレイの管

理ソフトウェア設定を行うことができます。 

 

 

図 11-51 管理ソフトウェア設定画面 

 

[キャンセル]ボタン：ボタンをクリックすると、以下の問い合わせメッセージが表示され、キャ

ンセルの確認が行われます。[はい]を選択すると監視を再開して状態監視画面に戻ります。 

 

図 11-52 画面遷移前の確認ダイアログ 

 

[ヘルプ]ボタン：本ボタンをクリックすることにより、「管理ソフトウェア設定」画面に関するヘ

ルプ画面が表示されます。 
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11.6.1 管理ソフトウェアサーバ関連 

管理ソフトウェアサーバの設定が変更できます。 

[ダウンロード]ボタン：本ボタンをクリックすると下記のようなダイアログが表示されます。 

格納先フォルダを選択して管理ソフトウェア設定環境ファイル（iSM サーバの環境定義ファ 

イル)を保存してください。 

 

図 11-53 ファイル保存ダイアログ 

 

ファイルを保存した後で、「保存に成功しました」というメッセージが表示されます。そして、

ユーザは、保存したファイルを編集できます。具体的な設定項目については、付録 F.1 を参照してく

ださい。 

 

図 11-54 ファイル保存成功のメッセージ 
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[登録]ボタン：本ボタンをクリックすることにより、下記のような問い合わせ画面が表示されます。 

 

図 11-55 登録前の確認ダイアログ 

 

[はい]ボタンをクリックすることにより、登録ファイルの選択ダイアログが表示されます。ユーザ

は、登録したい管理ソフトウェア設定環境ファイル（iSM サーバの環境定義ファイル）を登録して

ください。 

 

図 11-56 登録ファイルの選択ダイアログ 

 

登録に成功すると、以下の完了メッセージが表示されます。 

 

図 11-57 登録成功のメッセージ 
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ファイルを登録する操作をした後は、必ず運用ログのメッセージを確認してください。 

 

すでに他のユーザが設定している場合は以下のメッセージが表示されます。 

 

図 11-58 他のユーザ環境設定中メッセージ 

 

 

以下の条件では設定を実施することができません。 

1. 他のユーザにより環境設定が実行されている。 
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11.6.2 事象連携設定 

事象連携に関する設定を変更することができます。 

 

① 連携定義ファイル 

[ダウンロード]ボタン：本ボタンをクリックするとファイル保存ダイアログが表示されます。 

格納先フォルダを選択して連携定義ファイルを保存してください。 

ファイルを保存した後で、「保存に成功しました」というメッセージが表示されます。 

そして、ユーザは、保存したファイルの編集が可能です。具体的な設定項目については、 

付録 G.1 を参照してください。 

[登録]ボタン：本ボタンをクリックすることにより、登録ファイルの選択ダイアログが表示さ

れます。ユーザは登録したい連携定義ファイルを登録してください。登録に成功すると、以

下の完了メッセージが表示されます。 

 

 

図 11-59 登録成功のメッセージ 

 

他のユーザが設定している場合は、「他のユーザが設定中です」というメッセージが表示さ

れます。 

② メールテンプレートファイル 

[ダウンロード]ボタン：本ボタンをクリックするとファイル保存ダイアログが表示されます。 

格納先フォルダを選択してメールテンプレートファイルが保存できます。 

ファイルを保存した後で、「保存に成功しました」というメッセージが表示されます。 

そして、ユーザは、保存したファイルの編集が可能です。具体的な設定項目については、付

録 G.2 を参照してください。 

[登録]ボタン：本ボタンをクリックすることにより、登録ファイルの選択ダイアログが表示

されます。ユーザは登録したいメールテンプレートファイルを登録してください。 

登録に成功すると、登録成功のメッセージが表示されます。 

他のユーザが設定している場合は、「他のユーザが設定中です」というメッセージが表示さ

れます。 
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メール通知の機能を利用している場合、メールサーバと接続できなかったなどの理由でメール

送信に失敗すると、メッセージ iSM06062 を出力します。この場合、事象連携のメール通知の

機能が閉塞してメールが送信されなくなります。 

メッセージ iSM06062 が出力された場合は、送信を再開するため、コマンド「iSMsvr update -m」

を実行して事象連携の機能を再開してください。 
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11.6.3 業務サーバ稼動時の構成変更ガード設定 

業務サーバ稼動時の構成変更ガード設定ファイルを変更することができます。 

[ダウンロード]ボタン：本ボタンをクリックするとファイル保存ダイアログが表示されます。 

格納先フォルダを選択して業務サーバ稼動時の構成変更ガード設定ファイルを保存してくだ

さい。具体的な設定項目については、付録 H を参照してください。 

ファイルを保存した後で、「保存に成功しました」というメッセージが表示されます。そして、

ユーザは、保存したファイルを編集できます。 

[登録]ボタン：本ボタンをクリックすることにより、登録ファイルの選択ダイアログが表示さ

れます。ユーザは、登録したい業務サーバ稼動時の構成変更ガード設定ファイルを登録してく

ださい。 

登録に成功すると、登録成功のメッセージが表示されます。 

他のユーザが設定している場合は、「他のユーザが設定中です」というメッセージが表示され

ます。 

 

 

以下の場合には、登録することができません。 

1. 登録ファイルのサイズが上限を超えています。以下のメッセージが表示されます。 

 

2. 登録ファイルにはフォーマットチェックが行われます。登録ファイルの内容に誤りがある

場合は、以下のようなメッセージが表示されます。 
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11.7 一括設定 

一括設定に関して、以下の操作を行うことができます。 

 一括設定  

o ニックネーム設定  

o レプリケーション設定  

 

11.7.1 ニックネーム設定 

ニックネームの一括設定を行います。 

ニックネーム設定は、以下の画面から構成されます。 

 ニックネーム設定  

 

●ニックネーム設定 

 

図 11-60 ニックネーム設定画面 
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ニックネーム一括設定とは、定義ファイルによる一括名称（ディスクアレイ名、ポート名、形式

／論理ディスク名）設定のことで、以下の手順で行います。 

 

(1) ユーザ定義ファイルによる設定を行う場合は[テキストファイルを読み込む]を選択して、入力

ダイアログより任意のファイルを読み込みます。一括設定時のユーザ定義ファイルのフォーマ

ットについては「付録 E.1 ニックネーム設定ファイル」を参照してください。 

(2) ファイル読み込み後、読み込んだ情報がエディット画面上に展開されますので、修正が必要な

場合はこの画面上にて修正を行います。最初から手で入力する場合は、すべての行で先頭に","

を記述する必要があります。  

(3) 「ニックネーム一括設定をカーソル行から実行」にチェックした場合、エディットボックス内

のカーソル行から実行します。  

(4) 内容確認の後、[実行]をクリックします。  

 

  [監視]-[画面表示]画面で選択しなかった装置(*)に対して、ニックネーム（ディスクア

レイ名、ポート名、形式／論理ディスク名）を変更する場合、変更対象の装置の監視状態は「実

行中」である必要があります。 

*：M11e/M110/M310/M310F/M510/M710/M710F 以前の装置の場合のみ、本対応が必要です。 

 

(5) 個々の設定結果（下記参照）がステータス領域に表示されます。 

success 実行結果が正常 

success(already) 実行結果が正常（すでに処理済み） 

failure(invalid) パラメータエラー 

failure(i/o error) アクセスエラー 

failure(same name) 同一名称が存在 

failure(RPL pair) レプリケーションディスクへの設定 

failure(busy) 他処理の実行中 

failure(communication) 通信エラー 

failure(protected) 実行権不正*1 

failure(not monitoring) 監視停止中の装置への設定 

failure(SDV) スナップショットデータボリュームへの形式設定 

failure(SYV) システムボリュームへの形式設定 

failure(RSV) レプリケーションリザーブドボリュームへの形式設定 

failure(MSV) データ移行リザーブドボリュームへの形式設定 

failure(SSV) ソリューションリザーブドボリュームへの形式設定 

failure(BV/SV/LV) BV,SV,LV への形式変更 



第 11 章 ディスクアレイ 

 III-282 

failure(EBV/ESV) EBV,ESV への形式変更 

failure(MPV/DPV)  MPV,DPV への形式変更 

failure(FEV/FCV) ボリュームクローン設定済みの論理ディスクへの形式設定 

failure(RPL Port) レプリケーションポートへの設定 

failure(Conf.Chg Lock) 構成変更がロックされているディスクアレイ、論理ディスクま

たはポートへの設定 

failure(QuickFormatted) 形式変更不正*2 

failure(not supported) iSM からの設定が行えない装置への設定 

failure(nnh) その他のエラー（nnh：内部エラーコード） 

 

*1 実行権不正エラーには以下のケースがあります。 

 ACOS-4 資源保護エラー 

 パーティション管理ユーザによる管理外リソースに対する設定エラー 

 パーティション管理ユーザによるシステムボリュームに対する名称変更エラー 

*2 形式変更不正エラーには以下のケースがあります。 

 クイックフォーマットされた論理ディスクに対する形式変更エラー 

 ブロックサイズが 4,096byte の論理ディスクに対する A4 の形式への変更エラー 

 

(6) 処理終了後、[実行後のエラー行を抽出する]ボタンをクリックすることにより、エラー終了し

た設定のみエディット画面内に抽出されます。  

(7) 定義ファイルを保存する場合はダイアログ中の[テキストファイルへ保存する]を選択し、任意

のファイル名を指定してください。  

 

移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

図 11-61 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、ニックネーム設定の処理が実行されます。  

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。 ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

と監視画面表示に移動します。 
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11.7.2 レプリケーション設定 

レプリケーション情報を一括して設定します。 

レプリケーション設定は、以下の画面から構成されます。 

 レプリケーション設定 

 

●レプリケーション設定 

 

図 11-62 レプリケーション設定画面 

 

テキストファイルを読み込む 

設定ファイルの読み込みを行います。 

設定ファイルの詳細は「付録 E.2 ペア設定ファイル」を参照してください。 

 

エディット画面 

設定項目の編集を直接行うことができます。 

直接編集を行う場合にはペア設定ファイルに記載されている形式に加え、実行結果を表示する

ための領域として、行の始めに","(カンマ)が必要です。 

[実行]ボタンをクリックすると、実行結果が各行の先頭に表示されます。 
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ファイル保存時に、一行につき 127 文字を越える場合は切り捨てられます。(行頭の実行結果表

示フィールドは除きます。) 

 

実行後のエラー行を抽出する 

ディスクアレイ設定後にエラーが発生した行のみ表示します。 

ディスクアレイ設定後にエラーがない場合、および設定前に行った場合には、現在表示中の内

容がすべてクリアされます。 

 

テキストファイルへの保存する 

現在表示中の内容をファイルへ保存します。 

 

レプリケーション一括設定をカーソル行から実行する 

カーソル行から実行するにチェックした場合は、カーソル行より下に出現するセクション以降

の行のみ実行されます。 

 

実行結果 

success ------------------------------------------------------------ 成功しました。 

failure(invalid) ------------------------------------------------- 一括設定ファイルの記述が不正のため、失敗

しました。 

failure(LINK path) ------------------------------------------- 装置間のリンクパスがすべて障害のため、失

敗しました。 

success(already) ----------------------------------------------- すでに設定済みです。 

failure(ATgroup over) ---------------------------------------- これ以上 AT グループを作成できないため、

失敗しました。 

failure(Vol to ATgroup over) ------------------------------- これ以上 AT グループにボリュームを登録で

きないため、失敗しました。 

failure(ATgroup not exist) --------------------------------- AT グループが存在しないため、失敗しまし

た。 

failure(same name) ------------------------------------------- 同一 AT グループ名が存在するため、失敗し

ました。 

failure(already) ------------------------------------------------  ボリュームがすでに他の AT グループに登録

済みのため、失敗しました。 

failure(not managed) ----------------------------------------- ディスクアレイが管理外であるため、失敗し

ました。 
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failure(MV not managed) ----------------------------------- MV が管理外であるため、失敗しました。 

failure(monitoring stop) ------------------------------------- ディスクアレイが監視停止中であるため、失

敗しました。 

failure(MV is monitoring stop)---------------------------- MV が監視停止中であるため、失敗しました。 

failure(RV is monitoring stop) ---------------------------- RV が監視停止中であるため、失敗しました。 

failure(Freeze) ------------------------------------------------- ディスクアレイがフリーズであるため、失敗

しました。 

failure(MV is freeze) ----------------------------------------- MV がフリーズであるため、失敗しました。 

failure(RV is freeze) ------------------------------------------ RV がフリーズであるため、失敗しました。 

failure(DDR not supported) -------------------------------- DynamicDataReplication をサポートしてい

ないため、失敗しました。 

failure(RDR not supported) --  ----------------------------- RemoteDataReplication をサポートしてい

ないため、失敗しました。 

failure(DDR/RDR not supported) ----------------------- DynamicDataReplication/RemoteDataRepl

ication をサポートしていないため、失敗しま

した。 

failure(DDR license locked) -------------------------------- DynamicDataReplication ライセンスが解除

されていないため、失敗しました。 

failure(RDR license locked) -------------------------------- RemoteDataReplication ライセンスが解除

されていないため、失敗しました。 

failure(DDR/RDR license locked) ----------------------- DynamicDataReplication/RemoteDataRepl

ication ライセンスが解除されていないため、

失敗しました。 

failure(DR not supported) ---------------------------------- RemoteDataReplication/DisasterRecovery

をサポートしていないため、失敗しました。 

failure(DR license locked) ---------------------------------- RemoteDataReplication/DisasterRecovery

ライセンスが解除されていないため、失敗し

ました。 

failure(Pair over when limit RDR Asyn license) 

               ---------------------------- 廉価版 RDR ライセンスにおいてペア数の上

限に達したため、失敗しました。 

failure(RPL not supported vol when RDR Asyn license) 

               ---------------------------- 廉価版 RDR ライセンスにおいてサポートし

ていない容量のボリュームであるため、ペア

設定に失敗しました。 

failure(Pair over) ---------------------------------------------- MV にこれ以上ペア設定できないか、または

ペア数の上限に達したため、失敗しました。 

failure(MV remainder capacity is insufficient without RSV) 
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               ---------------------------- レプリケーションリザーブドボリュームが未

構築であり、ペア可能な残容量が不足してい

るため、ペアを設定できません。 

failure(RV remainder capacity is insufficient without RSV) 

               ---------------------------- レプリケーションリザーブドボリュームが未

構築であり、ペア可能な残容量が不足してい

るため、ペアを設定できません。 

failure(MV is Secure Erase Volume) -------------------- MV はセキュアイレース用論理ディスクで 

す。 

failure(RV is Secure Erase Volume) -------------------- RV はセキュアイレース用論理ディスクで 

す。 

failure(The amount of pairs has reached the upper limit) 

               ---------------------------- データレプリケーションのペアの合計容量が

上限値に達しました。 

failure(MV maximum capacity exceed.) --------------- ペア可能な残容量が不足しているため、ペア

を設定できません。 

failure(RV maximum capacity exceed.) ---------------- ペア可能な残容量が不足しているため、ペア

を設定できません。 

failure(Vol not exist) ----------------------------------------- ボリュームが存在していないため、失敗しま

した。 

failure(MV not exist) ----------------------------------------- ボリューム(MV)が存在していないため、失敗

しました。 

failure(RV not exist) ----------------------------------------- ボリューム(RV)が存在していないため、失敗

しました。 

failure(MV Conf.Chg Lock) -------------------------------- ボリューム(MV)がロックされているため、失

敗しました。 

failure(RV Conf.Chg Lock) --------------------------------- ボリューム(RV)がロックされているため、失

敗しました。 

failure(MV is protected) ------------------------------------- ボリューム(MV)が保護されているため、失敗

しました。 

failure(RV is protected) ------------------------------------- ボリューム(RV)が保護されているため、失敗

しました。 

failure(MV is System Volume) ---------------------------- ボリューム(MV)がシステムボリュームであ

るため、失敗しました。 

failure(RV is System Volume) ---------------------------- ボリューム(RV)がシステムボリュームであ

るため、失敗しました。 

failure(MV is not accessible) ------------------------------ MV がパーティション管理外であるため、失
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敗しました。 

failure(RV is not accessible) ------------------------------- RV がパーティション管理外であるため、失

敗しました。 

failure(MV is set with Direct Data Shadow) --------- MV は HS 連携設定済みです。 

failure(MV is set pre-executing of Direct Data Shadow) 

           ---------------------------------------- MV は HS 連携設定準備中です。 

failure(MV is unset pre-executing of Direct Data Shadow) 

           ---------------------------------------- MV は HS 連携設定解除中です。 

failure(Disk array not exist) ------------------------------- ディスクアレイが存在していないため、失敗

しました。 

failure(several same ATgroups) -------------------------- ATグループが複数あるため、失敗しました。 

failure(Vol not pair) ------------------------------------------ ペアが強制削除済みであるため、失敗しまし

た。 

failure(MV not pair) ------------------------------------------  ペア設定されていないボリュームであるた

め、失敗しました。 

failure(different disk array(RV)) ------------------------- ATグループに登録できるRDRペアとペア先

が違うため、失敗しました。 

failure(RV registered ATgroup) -------------------------- RV がすでに AT グループに登録されている

ため、失敗しました。 

failure(ATgroup over[distributor]) ---------------------- 接続先ディスクアレイと設定できる AT グル

ープ数の制限を超えるため、失敗しました。 

failure(not separated) ---------------------------------------- セパレート完了以外の状態であるため、失敗

しました。 

failure(Link paths are not normal state) -------------- リンク状態が正常ではありません。 

failure(The SV count of distributor's RV is not 1) 

               ---------------------------- ディストリビュータ側の RV に SV が一つで

はありません。 

failure(The resync DDR pair of distributor's RV is not 1) 

               ---------------------------- ディストリビュータ側の RV に自動再同期専

用の DDR ペアが一つではありません。 

failure(several RDR pairs) --------------------------------- AT グループに登録されているボリュームに

対し、新たなディスクアレイ間のペア設定は

できないため、失敗しました。 または、複

数の RDR ペアを持つボリュームは AT グル

ープに登録できないため、失敗しました。 

failure(MV not RDR) ----------------------------------------- 指定 MV は RDR ペアでないため、失敗しま

した。 
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failure(MV not primary vol) ------------------------------- 指定 MV は PV(MV)でないため、失敗しまし

た。 

failure(ATgroup invalid) ------------------------------------ AT グループ名が不正であるため、失敗しま

した。 

failure(ATgroup is not accessible) ----------------------- AT グループにパーティション管理外のボリ

ュームを登録しようとしたため、失敗しまし

た。 

failure(ATgroup not separated) -------------------------- AT グループがセパレート完了状態以外のた

め、失敗しました。 

failure(Vol OS type unmatch) ----------------------------- ボリューム形式が不一致のため、失敗しまし

た。 

failure(Vol capacity unmatch) ---------------------------- ボリューム容量が不一致のため、失敗しまし

た。 

failure(Pair loop) ---------------------------------------------- ペア階層がループとなるため、失敗しました。 

 

failure(RV is DDR MV)-------------------------------------- RV がすでに DDR の MV のため、失敗しま

した。 

failure(MV is reserved vol) --------------------------------- MV は予約グループのため、失敗しました。 

failure(RV is reserved vol) --------------------------------- RV は予約グループのため、失敗しました。 

failure(MV is dRV)-------------------------------------------- MV がすでに DDR の RV のため、DDR のペ

ア設定に失敗しました。 

failure(already RV) ------------------------------------------- RV としてすでに他の MV とペア設定済みの

ため、失敗しました。 

failure(Vol block size unmatch) -------------------------- ボリューム間でブロックサイズが一致しませ

ん。 

failure(MV is SV) ---------------------------------------------- MV は SV 属性のため、失敗しました。 

failure(RV is SV) ---------------------------------------------- RV は SV 属性のため、失敗しました。 

failure(MV is SDV) ------------------------------------------- MV は SDV 属性のため、失敗しました。 

failure(RV is SDV) -------------------------------------------- RV は SDV 属性のため、失敗しました。 

failure(MV is LV) --------------------------------------------- MV は LV 属性のため、失敗しました。 

failure(RV is LV) ---------------------------------------------- RV は LV 属性のため、失敗しました。 

failure(MV is BV) --------------------------------------------- MV は BV 属性のため、失敗しました。 

failure(RV is BV) ---------------------------------------------- RV は BV 属性のため、失敗しました。 

failure(MV is FEV) ------------------------------------------- MV は FEV 属性のため、失敗しました。 

failure(RV is FEV) -------------------------------------------- RV は FEV 属性のため、失敗しました。 

failure(MV is FCV) ------------------------------------------- MV は FCV 属性のため、失敗しました。 

failure(RV is FCV) -------------------------------------------- RV は FCV 属性のため、失敗しました。 
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failure(MV is EBV) ------------------------------------------- MV は EBV 属性のため、失敗しました。 

failure(RV is EBV) -------------------------------------------- RV は EBV 属性のため、失敗しました。 

failure(MV is ESV) ------------------------------------------- MV は ESV 属性のため、失敗しました。 

failure(RV is ESV) -------------------------------------------- RV は ESV 属性のため、失敗しました。 

failure(MV is CRV) ------------------------------------------- MV は CRV 属性のため、失敗しました。 

failure(RV is CRV) -------------------------------------------- RV は CRV 属性のため、失敗しました。 

failure(MV is MPV)  ----------------------------------------- MV は MPV 属性のため、失敗しました。 

failure(RV is MPV)  ------------------------------------------ RV は MPV 属性のため、失敗しました。 

failure(MV is DPV)  ------------------------------------------ MV は DPV 属性のため、失敗しました。 

failure(RV is DPV)  ------------------------------------------ RV は DPV 属性のため、失敗しました。 

failure(not linked) --------------------------------------------- 指定されたディスクアレイはリンクされてい

ないため、失敗しました。 

failure(RPL not supported Vol) --------------------------- レプリケーション機能がサポートしていない

容量のボリュームであるため、ペア設定に失

敗しました。 

failure(MV:RPL not supported Vol) --------------------- レプリケーション機能がサポートしていない

ボリューム(MV)容量であるため、ペア設定に

失敗しました。 

failure(RV:RPL not supported Vol) ---------------------- レプリケーション機能がサポートしていない

ボリューム(RV)容量であるため、ペア設定に

失敗しました。 

failure(link disk array name not specified) ----------- リンク先ディスクアレイ名が指定されていな

いため、失敗しました。 

failure(RV is CV) ---------------------------------------------- RV は CV 属性のため、失敗しました。 

failure(MV is swapping) ------------------------------------ MV が SWAP 中のため、失敗しました。 

failure(RV is swapping) ------------------------------------- RV が SWAP 中のため、失敗しました。 

failure(Thin Provisioning function is only support IV(MV)) 

               ---------------------------- ThinProvisioning 機能が IV のみをサポート

しているため MV にできません。 

failure(Thin Provisioning function is only support IV(RV)) 

               ---------------------------- ThinProvisioning 機能が IV のみをサポート

しているため RV にできません。 

failure(MV is L2 Cache Volume)  -----------------------  二次キャッシュ用論理ディスクのためMVに

できません。 

failure(RV is L2 Cache Volume) --------------------------  二次キャッシュ用論理ディスクのため RV に

できません。 

failure(MV has resync DDR pair already) ------------ MV には自動再同期専用の DDR ペアが設定

済みです。 

failure(Not support resync DDR) ------------------------ 自動再同期機能(DDR 方式)は未サポートで
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す。 

failure(Not DDR pair) --------------------------------------- ペアが DDR ペアではありません。 

failure(DDR license version error) ---------------------- DynamicDataReplication ライセンスの必要

なバージョンが導入されていないため、失敗

しました。 

failure(RDR license version error) ----------------------- RemoteDataReplication ライセンスの必要

なバージョンが導入されていないため、失敗

しました。 

failure(DSV license version error) ----------------------- DynamicSnapVolume ライセンスの必要な

バージョンが導入されていないため、失敗し

ました。 

failure(MV is rotation stopped) --------------------------- MV が稼動停止のため、失敗しました。 

failure(RV is rotation stopped) --------------------------- RV が稼動停止のため、失敗しました。 

failure(communication) ------------------------------------- サーバクライアント間の通信エラーとなった

ことを表します。 

failure(nnh) ----------------------------------------------------- その他のエラー(nnh：内部エラーコード）。 

 

ペア設定／解除の実行条件  

詳細はデータレプリケーションのマニュアルを参照してください。 

 

移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

図 11-63 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、レプリケーション設定の処理が実行されます。  

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。 ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

と監視画面表示に移動します。 
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11.8 ディスクアレイ操作 

ディスクアレイ操作に関して、以下の操作を行うことができます。 

 ディスクアレイ操作  

o 増設エンクロージャ組込 

o 構成情報取得  

o 操作ガード  

o アップデート 

o 予防交換 

o 設定変更  

 

11.8.1 増設エンクロージャ組込 

増設したディスクエンクロージャ(DE)をディスクアレイに組み込みます。 

1. 増設エンクロージャ組込 

増設エンクロージャの接続確認を行います。  

2. 検出確認 

検出された増設エンクロージャを表示します。内容に問題ないか確認してください。  

3. 完了 

実行結果が表示されます。  
 

補足 

 ディスクエンクロージャ(DE)はディスクアレイと接続しただけでは認識されないため、

本機能を利用してディスクアレイに認識させる必要があります。  

 ディスクアレイが稼動中のまま、ディスクエンクロージャ(DE)を増設し、組み込むこ

とができます。  

 増設エンクロージャは複数台まとめて組み込むこともできますが、障害時の被疑個所

の特定が困難となる場合や、万が一結線ミスがあった場合に問題の特定に時間がかか

ることがあるため、1 台ずつ行うことを推奨します。  
 

組み込み手順 

増設エンクロージャの組み込みは以下の手順で行います。 

1. ディスクエンクロージャ(DE)をディスクアレイに増設し、接続します  

2. メニューから「増設エンクロージャ組込」を選択します  

3. 増設エンクロージャの検出を実行します  

4. 接続が正しければ、増設エンクロージャが検出されます  

5. 正常終了および組み込まれた増設エンクロージャ台数と番号を確認し、増設エンクロージ

ャ組込を終了します  
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6. メイン画面にて、組み込まれた増設エンクロージャが正常に監視されていることを確認し

ます  
 

●増設エンクロージャ組込 

  

図 11-64 増設エンクロージャ組み込み画面 

画面の接続例を参考して、増設したディスクエンクロージャ(DE)の接続を確認してください。 

 

移動ボタン 

 [次へ] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

図 11-65 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、増設エンクロージャ検出処理が実行され、検出確認画面に進

みます。 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

とウィザードが終了し、監視画面表示に移動します。 
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●検出確認 

 

図 11-66 検出確認画面 

 

画面に検出した増設エンクロージャが表示されます。実際に増設作業を行ったディスクエンクロ

ージャ(DE)と画面表示内容(増設エンクロージャ台数と番号)を比較してください。 

接続などを見直した場合には、[再検出]をクリックしてください。再度検出を行います。 

 

 

組み込んだ増設エンクロージャを切り離すことはできませんので、組み込みには十分注意して

ください。  

ディスクエンクロージャ(DE)の増設には、組み込み完了まで、1 つのディスクエンクロージャ

(DE)あたり最長 4 分掛かります。 
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移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

 

図 11-67 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、増設エンクロージャ組み込み処理が実行され、完了画面に進

みます。  
 

 [戻る] 

増設エンクロージャ組込画面に戻ります。  
 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。 ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

とウィザードが終了し、監視画面表示に移動します。  
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●完了 

 

図 11-68 完了画面 
 

増設エンクロージャ組み込み処理の結果が表示されます。 
 

移動ボタン 

 [完了] 

監視画面表示に移動します。 
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11.8.2 構成情報取得 

ディスクアレイの構成情報を取得して、クライアント側にファイルとして保存します。 

 

図 11-69 構成情報取得 

 

ファイル形式 

取得する構成情報のファイル形式を指定します。 

以下の形式を選択できます。 

 テキスト形式 

 CSV 形式 

 構成情報ファイル形式 

取得先 

ファイルを保存するフォルダを表示する欄です。 

参照 

ボタンをクリックすると、取得先ファイルもしくはフォルダ(Linux の場合はディレクトリ)を指

定するダイアログが表示されます。 
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テキスト形式の場合はファイルを指定してください。 

 指定されたファイル名で、テキストファイルが保存されます。 

 

CSV 形式の場合はファイルを保存するためのフォルダを指定してください。 

 指定されたフォルダ内に、保存が完了した日付、時刻から生成される、数字 12 文字 

 のフォルダ名をもつフォルダが作成されます。 

 作成されたフォルダの中に CSV ファイルが保存されます。 

 

構成情報ファイル形式の場合はファイルを指定してください。 

 指定されたファイル名で、構成情報ファイルが保存されます。 

 

ダイアログで取得先を確定すると、「取得先」欄にパスが表示されます。 

 

図 11-70 構成情報取得 
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移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

図 11-71 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、構成情報取得の処理が実行されます。 

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

と監視画面表示に移動します。 
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11.8.3 構成情報インポート 

構成情報ファイルを利用して、ディスクアレイに構成情報をインポートします。 

 

 

図 11-72 構成情報インポート 

 

参照ボタン 

構成情報ファイルの読み込みを行います。 

構成情報ファイルは、構成情報取得の構成情報ファイル形式を利用して保存したファイルを指

定してください。 
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移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

図 11-73 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、構成情報インポート処理が実行されます。 

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

と監視画面表示に移動します。 

 

 

 構成情報ファイルのインポートは、初期設定まで完了した装置に対して実行してくださ

い。 

 構成情報ファイルのインポートは構成によっては数時間かかります。 

 構成情報ファイルのインポート中は監視下の全装置について構成設定が実施できなくなる

ため、監視する装置を最小限にすることを推奨します。 

 コピー先のストレージ装置とコピー元のストレージ装置のハードウェア構成が一致してい

ないとコピーできません。 

 コピー先のストレージ装置に、コピー元のストレージ装置と同じライセンスが解除さ 

れていないとコピーできません。 

 コピー元に物理ディスクを 60 個以上利用して構築したプールが存在する場合にはコピー

できません。 
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11.8.4 ディスクアレイ操作ガード 

ディスクアレイのロック／アンロックができます。 

 

 

図 11-74 ディスクアレイ操作ガード画面 

 

(a)構成変更： 

 ディスクアレイのロック状態が表示されます。 

 ディスクアレイがロックされている場合は、構成変更に「ロック」と表示されます。ディスクア

レイがアンロックされている場合は、構成変更に「-」と表示されます。 

 

(b)[ロック(L)]ボタン／[アンロック(U)]ボタン 

 本ボタンをクリックすることにより、ディスクアレイをロック／アンロックすることができます。 

 ディスクアレイをロックすると、以下の操作がガードされます。  

 ディスクアレイ名の設定  

 ネットワーク設定  

 スペアディスク解除  
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11.8.5 アップデート 

ディスクアレイのアップデートを行います。 

 

 

この「アップデート画面」を使用したアップデートは、M10e/M100/M300/M500/M700 でのみ

サポートされています。これ以外のディスクアレイ装置のアップデートについては、アップデ

ートツールまたは iSMCLI を使用してください。 

 

アップデート画面は、以下の画面から構成されます。 

1. アップデート画面 

アップデートパッケージとアップデート方法を選択します。 

2. 内容確認 

実行するアップデートの情報を表示します。内容に問題ないか確認してください。 

3. 完了 

アップデートの実行結果が表示されます。  

 

●アップデート 

 

図 11-75 アップデート画面 
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装置状態 

アップデートを行う装置の状態が以下に示すとおりになっていることを確認してください。 

 装置の状態が正常であること 

 各コントローラの処理段階が「運用中」であること 

 

アップデート方法選択 

アップデート方法を無停止アップデート／停止アップデートから選択します。 

無停止アップデートは、I/O パス冗長状態がすべて冗長な場合のみ実行可能です。 

 

アップデートパッケージ指定 

クライアント側からアップデートパッケージのパスを指定します。予めクライアント側にアッ

プデートパッケージを取得しておく必要があります。 

 

移動ボタン 

 [次へ] 

内容確認画面に進みます。 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

とウィザードが終了し、監視画面表示に移動します。 
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●内容確認 

 

図 11-76 内容確認画面 

画面に実行するアップデートの情報が表示されます。また、無停止アップデートを実行する場合

には、ホストの情報が表示されます。 

 

情報再取得ボタン 

  ホスト情報を再取得して、ホスト情報が更新します。 

 

 

アップデートには時間がかかりますが、実行途中での強制終了は絶対に行わないでください。

ディスクアレイ装置の運用形態および装置構成により、目安時間が異なります。 
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移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

図 11-77 確認ダイアログ 
 

[はい]をクリックすると、アップデート処理が実行され、処理完了後に完了画面に進みま

す。  
 

 [戻る] 

アップデート画面に戻ります。  
 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。 ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

とウィザードが終了し、監視画面表示に移動します。  
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●完了 

 

図 11-78 完了画面 
 

アップデートが完了した場合、以下のリンクが表示されます。 

 「別のアップデートを行う」 

別のアップデートを行うために、再度「アップデート」画面を開きます。 
 

移動ボタン 

 [完了] 

監視画面表示に移動します。 
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11.8.6 予防交換 

ディスクアレイの予防交換を行います。 

 

SSD は書き込み回数に制限があります。このため、iStorage ディスクアレイでは、 

書き込み回数のしきい値を超えた SSD 物理ディスクについて、安全に交換作業を行うための 

予防交換機能を提供しています。 

ディスク交換作業前に、予防交換の操作を行い、既存のホットスペアディスクを使用して 

RAID を再構成することにより、安全にデータを維持することができます。 

 

予防交換作業が必要な物理ディスクかどうかの確認方法については、マニュアル 

「iStorage ソフトウェア iStorageManager 利用の手引」(IS050) 

を参照してください。 

 

予防交換は、以下の画面から構成されます。 

1．予防交換 

2．完了 

 

 

 スワップ可能なスペアディスクが存在しない場合、予防交換は失敗となります。 

 複数の SSD に対して連続して予防交換を行う際は、予防交換後に SSD を交換して正常に

認識することを確認してから、次の SSD に対する予防交換を実施してください。 
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●予防交換 

予防交換の設定を行います。 

 

図 11-79 予防交換画面 

 

予防交換する物理ディスクを選択 

予防交換を行う物理ディスクに対してチェックボックスにチェックをつけます。 

物理ディスク選択欄には、リスト表示とビジュアル表示があります。 

上のタブにて表示を切り替えることができます。 

 

 

複数の SSD を同時に交換する場合は、1 プールにつき 1 SSD ずつ行ってください。 

 

 



第 11 章 ディスクアレイ 

 III-309 

リスト表示 

 

図 11-80 リスト表示 

 

リスト表示を選択した場合、予防交換の対象として該当するディスクのみが表示されます。 
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ビジュアル表示 

 

図 11-81 ビジュアル表示 

 

ビジュアル表示を選択した場合、下記の条件をすべて満たすと、チェックボックスが有効にな

ります。 

 対象物理ディスクが SSD かつ寿命到達状態である。 

 プールを構成する SSD である。 

 予防交換対象の SSD が構成するプールの状態が“正常”である。 

 SSD 二次キャッシュを構成する SSD ではない。 

 対象 SSD が構成するプールで予防交換が行われていない。 

 予防交換対象の SSD と同じ PD タイプで、同容量以上のスペアディスクが設定されている。 
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●完了 

予防交換の結果が表示されます。 

 

図 11-82 完了画面 

 

成功した場合、以下のリンクが表示されます。 

 「別の物理ディスクの予防交換を行う」 

別の物理ディスクの予防交換を行うために、再度「予防交換」画面を開きます。 

 

移動ボタン 

 [完了] 

[監視]-[画面表示]に移動します。 
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11.8.7 設定変更 

ディスクアレイの設定を変更します。 

設定変更画面は、以下の画面から構成されます。 

 ディスクアレイ設定変更  

 

●ディスクアレイ設定変更 

 

図 11-83 ディスクアレイ設定変更画面 

 

ディスクアレイ名の変更 

ディスクアレイ名を変更する場合、「新しいディスクアレイ名」に名称を入力してください。 

 

 

 ディスクアレイ名を設定・変更する場合は、他のディスクアレイ名と重複しないようにし

てください。 

 ディスクアレイの構成変更がロックされている場合には名称の変更は行えません。  
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Write Cache 設定 

Write Cache 設定を有効にする場合はチェックを付けてください。 

 

チェックすると Write Cache 動作を有効とし、ホストからのデータに対して性能重視の動作

を行います。チェックしない場合は、Write Cache 動作を無効とし、信頼性重視の動作を行い

ます。 

 

 

Write Cache 設定は、シングルコントローラモデル、または Write Cache 設定が可能な 2 コン

トローラモデルでのみ設定可能です。 

 

SSD 拡張アクセス 

SSD 拡張アクセス設定を有効にする場合は有効を選択してください。 

 

チェックすると SSD 拡張アクセスを有効にすることで、高速な SSD を複数台搭載した構成に

おける SPC1 性能（TAT）を上げることができます。 

 

 

SSD 拡張アクセス設定は、Flash 専用モデルのみ設定可能です。 

 

移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。 

 

図 11-84 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、ディスクアレイの設定変更の処理が実行されます。  

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。ダイアログの[OK]ボタンをクリックする

と監視画面表示に移動します。 
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11.9 省電力設定 

ディスクアレイの省電力設定を行います。 

省電力設定は、以下の画面から構成されます。 

 省電力設定  

 

●省電力設定 

 

図 11-85 省電力設定画面 

 

プールの省電力設定 

省電力モードの設定変更をプール単位に行えます。 

省電力モードを有効にする場合、「省電力モード」にチェックを付けてください。 

 

 

稼動停止中のプールに対して、省電力モードを無効にする操作はできません。 
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<プールの省電力モード> 

プールの省電力モードの有効／無効を指定します。以下の省電力モードを指定することができま

す。 

 

チェックボックス 説明 

ON 省電力モードが有効 

該当プールの稼動停止／開始、ボリュームの使用停止／開始を許可 

OFF(デフォルト) 省電力モードが無効 

該当プールの稼動停止、ボリュームの使用停止を抑止 

稼動停止中のプールに対する OFF 設定が不可 

 

物理ディスクの省電力設定 

未使用物理ディスクおよびホットスペアに対して省電力モードを有効にできます。 

 

本機能を有効にした場合、構成設定を終了するときに稼動中の未使用物理ディスク/ホットスペ

アを自動的に停止します。本機能を有効にしておけば、常に未使用物理ディスク/ホットスペアを

停止させておくことができます。 

無効を指定した場合は上記で示した自動停止機能が動作しなくなります。全物理ディスクを稼

動状態とするモードとなるため、モードの変更と共に現在停止中の未使用物理ディスク/ホットス

ペアの稼動を開始します。  

 

 

以下の番号の物理ディスクについては、ディスクアレイの構成情報が保存されるため停止され

ません。 

 00h-0000h～00h-0003h 
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移動ボタン 

 [実行] 

確認ダイアログが表示されます。  

 

図 11-86 確認ダイアログ 

[はい]をクリックすると、省電力設定処理が実行されます。 

 

 [キャンセル] 

終了の問い合わせダイアログを表示します。ダイアログの［はい］ボタンをクリック

すると監視画面表示に移動します。 

 

 

 



第 12 章 業務サーバ稼動時の構成変更ガード 

 III-317 

第12章 業務サーバ稼動時の構成変更ガード 

第 12 章では、業務サーバ稼動時の構成変更ガードについて説明します。 

 

12.1 本機能について 

業務サーバ稼動時の構成変更ガード(以後、構成変更ガード)は、ディスクの解除や割り当ての削除

など、業務サーバが使用する論理ディスクのアクセスに関係する操作を、業務サーバが稼動状態の場

合にガードすることで、操作や手順誤りによるストレージ上のデータ破壊を防止する機能です。 

本機能の概要は以下となります。 

 

1. 業務サーバのアドレスとホスト(LD セット)・装置の対応を設定ファイルに記載する。 

2. ガード対象の操作を実行するときに、業務サーバに Ping を実行して稼動状態を確認する。 

3. Ping に反応があった場合、業務サーバは稼動状態なので、ガード対象の操作を中止する。 

反応がない場合は、停止状態なので、ガード対象操作を実行する。 

 

 

図 12-1 構成変更ガードの概要 

 

本機能を使用すると、操作や手順の誤りによるデータ破壊を防ぐことができますが、以下の影響が

あります。 

 業務サーバの稼動確認を行うため、ガード対象の操作の待ち時間が長くなります。 

 iSM 管理サーバから業務サーバに Ping が実行できるネットワーク環境が必要になります。 

 業務サーバに DNS 名を使用する場合、iSM 管理サーバが名前解決できる必要があります。 

 iSM 管理サーバが自身の名前解決ができる必要があります。 

 稼動確認は Ping で行うので、ネットワーク障害時は稼動確認を正常に行えません。 

業務サーバ業務サーバ

ディスクアレイ

LD1

LU2LU1

削除
LD2

LD2LD1 LD2

LU2LU1

サーバ
停止

停止状態を
確認して削除

業務運用中
は構成変更を

ガード

削除

iSM管理サーバ

Ping

サーバの稼動

状態を管理
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12.2 ガード対象となる操作 

構成変更ガードのガード対象となる操作は、アクセスコントロールの開始／停止で異なります。こ

れはアクセスコントロールの開始／停止で、論理ディスクへのアクセス制御の方法が異なるためです。 

  

アクセスコントロール開始／停止については、「10.3.3.4 アクセスコントロールの詳細設定」を参

照してくだい。なお、iSCSI 専用装置は、アクセスコントロールを開始した装置として動作します。 

 

アクセスコントロールの開始／停止におけるガード対象操作は、それぞれ以下の通りです。 

 

アクセスコントロール開始時のガード対象操作 

 論理ディスクの割り当て解除 

 ホスト(LD セット)の削除 

 パスの削除 

 ホスト(LD セット)の名称変更 

 ポートのモード変更(WWN モード → Port モード) 

 iSCSI の認証設定 

 iSCSI の割り当て済みイニシエータの削除 

 iSCSI のポータル削除 

 

アクセスコントロール停止時のガード対象操作 

 プールの解除*1 

 論理ディスク解除 

 アクセスコントロールの開始 

*1 ：解除するプールに論理ディスクが存在する場合に動作します。 
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12.3 事前準備 

業務サーバ稼動時の構成変更ガード設定ファイル（以後、設定ファイル）を作成し、稼動チェック

を行う業務サーバの IP アドレス、ホスト名又は FQDN（以後、まとめてアドレスと記載）を記載し

ます。 

 

1. 設定ファイルを以下のパスにテキストで作成します。 

 

 iSM 管理サーバが Windows の場合 

 

 

 

 iSM 管理サーバが Linux または HP-UX の場合 

 

 

※ iStorageManager Express を使用している場合は、「11.6.3 業務サーバ稼動時の構成変更 

ガード設定」を参照してください。 

 

2. 設定ファイルに稼動確認を行う業務サーバのアドレスを記載します。 

 

 アクセスコントロールを使用する装置の場合 

業務サーバのパスが設定されている装置名とホスト(LD セット)のセクションを作成して、そこ

に業務サーバのアドレスを設定します。 

 

例：ディスクアレイ「StorageA」のホスト(LD セット)「WN:ldset1」に 

業務サーバのアドレス「10.0.0.1、www.hostname2.com」を設定 

 

 

 

 

 

 アクセスコントロールを使用しない装置の場合 

ディスクアレイ装置に接続する業務サーバすべてから、論理ディスクが見える状態になってい

ます。装置名のセクションを作成して、そこに業務サーバのアドレスを記載します。 

 

 

<iSMサーバのインストールパス>/conf/iSMsvr/iSMchgGrd.conf 

[StorageA,WN:ldset1] 

10.0.0.1 

www.hostname2.com 

/etc/iSMsvr/iSMchgGrd.conf 
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例：ディスクアレイ「StorageB」に業務サーバのアドレス「192.168.3.3」を設定 

 

 

 

※詳細は「付録 H 業務サーバ稼動時の構成変更ガード設定ファイル」を参照してください。 

 

 

1. 設定ファイルに記載したアドレスは、稼動確認で Ping が実行されます。多数のアドレスを

設定した場合、稼動確認が長時間になりますので、1 つのセクションにつき設定するアドレ

スは 10 個程度としてください。 

2. 業務サーバが VMware ESX Server のゲスト OS となっている場合、ホスト OS が稼動確認

対象となり、ゲスト OS を個別に稼動確認することはできません。VMware ESX Server の

アドレスを設定ファイルに記載してください。 

 

3. Ping の実行確認 

構成変更ガードの業務サーバの稼動確認は、2 で設定したアドレスに Ping を実行します。設

定ファイルに記載したアドレスに対して、iSM 管理サーバから Ping が実行できることを確認して

ください。 

 

[StorageB] 

192.168.3.3 
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12.4 設定ファイルの読み込み 

前項で設定した、設定ファイルは構成設定の開始で読み込まれます。設定ファイルの内容を変更し

た場合は、構成設定を開始しなおしてください。 

 

設定ファイルの読み込みが問題ない場合は、ダイアログは表示されません。問題がある場合は以下

のエラーダイアログが表示されます。エラーダイアログが表示された場合でも、構成設定の操作はで

きますが、ガード対象の操作はすべてガードされてしまいますので、エラーに応じた対処を行ってく

ださい。 

 

 

図 12-2 管理ファイル読み込みエラーメッセージ 

 

上記ダイアログが表示された場合、設定ファイルへのアクセスに問題があります。設定ファイルの

アクセス権限やファイルの排他状態などを確認してください。 

 

 

図 12-3 管理ファイル構文エラーメッセージ 

 

上記ダイアログが表示された場合、設定ファイルの記載に問題があります。「付録 H 業務サーバ

稼動時の構成変更ガード設定ファイル」を参照して、記載を修正してください。なお、構文エラーの

箇所はこのダイアログの表示と同時に出力される運用ログ iSM14544に問題の行番号が出力されます。 
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12.5 構成変更ガード 

事前準備が完了した状態で、ガード対象となる操作を実行すると、業務サーバの稼動確認が行われ

ます。稼動確認中は以下のダイアログが表示されます。 

 

図 12-4 稼動確認表示 

 

稼動確認の結果、稼動中の業務サーバが存在しない場合は、ガード対象の操作が実行されます。そ

れ以外の場合は、以下のダイアログが表示され、操作が実行されません。操作を実行するには、それ

ぞれのダイアログの対処をしてください。 

 

 

図 12-5 業務サーバ稼動中メッセージ 

 

 

図 12-6 業務サーバ稼動中メッセージ 

 

設定ファイルに記載したアドレスから Ping の応答があり、業務サーバが稼動しています。ダイア

ログに表示されているアドレスの業務サーバを停止してから、操作を再実施してください。 
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図 12-7 iSM 管理サーバと業務サーバのアドレス同一メッセージ 

 

iSM 管理サーバのアドレスが、設定ファイルに記載されている場合上記のダイアログが表示されま

す。iSM 管理サーバはディスクアレイへの操作を行うのに必要で、停止することはできないので、設

定ファイルにアドレスを記載しないようにしてください。操作を実行するには、設定ファイルからダ

イアログに表示されているアドレスを削除して、構成設定を再起動してから、操作を実行してくださ

い。 

 

 

図 12-8 業務サーバアドレス不正メッセージ 

 

設定ファイルに記載されているアドレスが、Ping が実行できない不正なアドレスの場合上記のダイ

アログが表示されます。設定ファイルに iSM 管理サーバから Ping 実行できる業務サーバのアドレス

に修正して、構成設定を再起動後に操作を実行してください。 

 

 

図 12-9 管理ファイル読み込みエラーメッセージ 

 

構成設定開始の時の設定ファイルの読み込みに失敗している状態で、ガード対象の操作を行うと表

示されます。読み込みに失敗した場合は、ガード対象の操作がすべてガードされますので、設定ファ

イルの内容を見直してください。 
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図 12-10 稼動確認失敗メッセージ 

 

稼動確認を実行中に iSM 管理サーバとの通信で異常が発生した場合に表示されます。ネットワーク

状態と iSM 管理サーバの状態を確認してください。 
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第13章 構成コピー 

第 13 章では、構成コピーについて説明します。 

 

13.1 本機能について 

構成コピーは、構築済みであるストレージ装置の構成情報を使用して、他のストレージ装置に構成

をコピーする機能です。 

本機能の概要は以下となります。 

 

1. 構築済みであるストレージ装置の構成情報をファイルに出力する(エクスポート機能)。 

2. エクスポートしたファイルの構成を新規ストレージ装置に適用する機能(インポート機能)。 

 

 

図 13-1 構成コピーの概要 
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13.2 コピー対象となる項目 

構成コピーのコピー対象となる項目は以下の通りです。 

表 13-1 構成コピー対象項目一覧 

リソース コピー対象項目 

プール プール番号、プール名、プール種別(※1、※6)、RAID 種別、PD 種

別(※2)、修復時間、拡張時間、省電力モード、組込 PD、仮想容量、

実容量しきい値、実容量しきい値(予告)、ブロックサイズ（※5） 

論理ディスク LD 番号、LD 形式、LD 名、所属するプール番号、用途(※3、※4)、

容量割当、LD 容量、LD 容量クォータ、LD 容量しきい値、容量不

足発生時の応答動作、ブロックサイズ（※5） 

ホットスペア PD 番号、PD 種別 

LD セット 

(ホスト)（※7）(FC)  

プラットフォーム、LD セット名、動作モード、LUN、LDN 

LD セット 

(ホスト)（※7）(iSCSI)  

プラットフォーム、LD セット名、動作モード、ターゲットモード、

ポータル、LUN、LDN 

LD セット 

(ホスト)（※7）(SAS)  

プラットフォーム、LD セット名、動作モード、LUN、LDN 

ディスクアレイ 未使用 PD およびスペアの省電力モード 

※1：プール種別が以下の場合、そのプールは構成コピーの対象となりません。 

 二次キャッシュ専用プール 

 Read 専用の二次キャッシュ専用プール 

 階層プール 

 圧縮プール 

※2：暗号化 HDD を利用している場合、プール構築は実施しますが暗号鍵の設定は実施しません。 

※3：論理ディスクが以下の用途の場合、その論理ディスクは構成コピーの対象とはなりません。 

 スナップショットを構成する論理ディスク(SRA, SV, ESV.LV, SDV)  

 スナップショットの複製元となる論理ディスク(BV, EBV, MV/BV, RV/BV) 

 Fast Clone ボリューム(FCV) 

 レプリケーションリザーブドボリューム(RSV) 

 データ移行リザーブドボリューム(MSV) 

 ソリューションリザーブドボリューム(SSV) 

 クローンリザーブドボリューム(CRV) 

 VVOL 関連ボリューム（プロトコルエンドポイント(PE)、VVOL） 

 データ圧縮関連のボリューム（圧縮論理ディスク、MPV、DPV） 

※4：論理ディスクが以下の用途の場合、用途が設定されていない一般の論理ディスクとして構築

します。 

 Fast Clone のマスタ側のボリューム(FEV) 

 レプリケーション 

 データ改ざん防止 

※5：4,096byte のブロックサイズの論理ディスクを構築可能なストレージ装置のみコピー対象と 

なります。 

※6：プールが以下の用途の場合、用途が設定されていない一般のプールとして構築します。 

 ストレージコンテナ 

※7：接続先ホストを特定するための情報(FC/SAS の場合は HBA の WWpn、iSCSI の場合はイニ

シエータ名)、およびディスクアレイのホストポート割り当て情報はコピーされません。構成
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コピーを実行後、手動で設定する必要があります。 

※8：コピー対象外の設定内容は、構成コピー後に再設定を行ってください。 

 

 

13.3 構成情報のエクスポート 

コピー元となる構築済みストレージ情報の構成情報をファイルに出力し、インポート時に使用する

構成情報ファイルを作成します。 

 

構成情報ファイルの作成方法については、「11.8.2 構成情報取得」を参照してください。 

 

 

13.4 構成情報のインポート 

コピー先となるストレージ装置に、前項で作成した構成情報ファイルを適用して構成をコピーしま

す。 

コピー先となるストレージ装置は、事前に以下の作業を実施してください。 

 ネットワーク設定ツールによるネットワーク設定 

 環境設定 GUI による監視設定(外部 iSM サーバ利用時のみ) 

 iSM クライアントによる初期設定 

 

構成情報ファイルのインポートについては、「11.8.3 構成情報インポート」を参照してください。 

 

構成情報のインポートに失敗した場合は以下の点について確認してください。 

 コピー先のストレージ装置とコピー元のストレージ装置のハードウェア構成が一致している

こと 

 コピー先のストレージ装置に、コピー元のストレージ装置と同じライセンスが解除されてい

ること 

 コピー先のストレージ装置が正常状態であること 

 

失敗した原因を取り除いた後、コピー先のストレージ装置に一部構成がコピーされている場合は、

実行前の状態に戻してから構成情報のインポートを再度実施してください。 
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第14章 RemoteDataReplication の設定 

本章では、iStorage RemoteDataReplication を使用するうえでの iStorage の設定方法について説明します。 

 

14.1 RDR 接続確認 

 

筐体間パス設定／削除注意事項 

1. 本機能を利用する際は、操作対象の装置を選択し、Shift キーを押したまま[構築]メニュー

を開くことにより RDR の設定機能が利用可能となります。なお、この操作を行うと、「RDR

設定」以外に保守員向けの機能が表示されますが、  RDR 設定以外のメニューは操作しな

いようにしてください。 

筐体間論理接続の Online/Offline の切り替え機能は、十分な注意が必要です。誤った操作

をしないように十分な注意をお願いします。 

また、設定完了後も続けて iSM クライアントを利用する場合は、iSM へログインし直して

ください。 

2. RemoteDataReplication(RDR)のプロダクトを有効化(ライセンス解除)してください。 

3. 筐体間に遠隔機器を入れて接続する場合は遠隔機器の仕様を確認してください。 
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14.2 全体の流れ 

RemoteDataReplication(RDR)を使用する場合には筐体間のパス接続処理が必要となります。その

ための手順は下記のようになります。 

 

表 14-1 筐体間のパス接続処理手順 

項番 手順 

1 事前確認 

2 Replication Port の設定 

3 筐体間論理接続 

 

上記の 1～3 の設定を、RDR のホスト側およびレプリケーション側の 2 筐体にそれぞれ実行してく

ださい。 

 

下記のように 2 筐体で双方向となるように物理ポートおよび RDR パスを設定してください。 

設定例 

M310#0 の設定：接続先装置 M310#1 の SAA、自装置(M310#0)の接続するポートは HD#0 Port#3

と HD#1 Port#3 

M310#1 の設定：接続先装置 M310#0 の SAA、自装置(M310#1)の接続するポートは HD#0 Port#2

と HD#1 Port#2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14-1 ポートの設定例 

パス接続に使用する各プロトコルにおける 2,3 の手順については、下表に示す章番号を参照してく

ださい。 

 

M310#0 

HD0 
Port0 

Port1 

Port2 

Port3 

HD1 
Port0 

Port1 

Port2 

Port3 

M310#1 

HD0 

HD1 

Port0 

Port1 

Port2 

Port3 

Port0 

Port1 

Port2 

Port3 
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表 14-2 プロトコル・設定方法ごとの手順章番号 

プロトコル 手順 章番号 

FC 
Replication Port の設定 14.4.1 

筐体間論理接続 14.4.2 

iSCSI 
Replication Port の設定 14.5.1 

筐体間論理接続 14.5.2 

 

RDR 設定後、GUI からパスの接続テストを実行できます。接続テストは「14.6 RDR 接続テスト」

を参照してください。 

 

 

14.3 事前確認 

iSM より RemoteDataReplication のライセンスの解除が必要ですので事前に iSM より確認します。 

 

[CLI で確認する場合] 

iSMview -rdrlink を実行すると下記が表示されます。 

ライセンスの解除が必要な場合の表示です。 

 

表示 

  --- Product Information --- 

  Product                             State 

  省略 

 RemoteDataReplication             : not available 

                                      (Product is needed) 

 

[iSM クライアント(GUI)で確認する場合] 

構成・状態監視画面でディスクアレイ装置を選択し、右クリック→「プロパティ」で、ディスク

アレイ詳細情報画面を開きます。「ライセンス状況」タブで、RemoteDataReplication の行の「状

態」列が「利用可能」であることを確認してください。 

RemoteDataReplication のライセンスが解除されていない場合、ライセンスを解除してください。

ライセンス解除は「11.4 ライセンス解除」を参照してください。 
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14.4 FC RDR の GUI からの設定 

 

 FC ポートで Replication Port を設定するときは以下の項も確認してください。 

 Replication Port 設定するときのプラットフォームは空白を指定してください。 

 Replication Port のスイッチ値は接続先筐体と重複させないでください。 

 設定完了後、接続テストを実施してください。 

 

14.4.1 Replication Port の設定 

RemoteDataReplication を使用する場合には、レプリケーションポートの設定を行う必要があります。 

以下の手順でホスト接続ポートの設定画面を開いてください。 

(1) iSM クライアントを起動して”administrator”の役割を持つ利用者でログインしてください。 

(2) [構築]-[ディスクアレイ]-[ホスト接続ポート]の下に[ポート設定(FC)]というメニューが表示さ

れるのでクリックします。以下の画面が表示されます。 
 

 

図 14-2 ポート設定画面(FC) 
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(3) レプリケーションポートの設定を行うポートを選択し、[編集]ボタンをクリックしてください。

以下のダイアログが表示されます。 

 

 

図 14-3 ポート詳細設定ダイアログ(FC) 

 

(4) 下記の設定を行ってください。 

 

ポート名 ポートに付ける名称を指定します。 

プラットフォーム 空白に設定 

データレート RDR の接続機器に合った値を設定してください。 

サーバとの接続形態 データレート 16Gbps を設定している場合は、「FC スイッ

チ接続(Fabric)/サーバ直結(16Gbps 以上)」を設定してくだ

さい。 

それ以外の場合は、RDR の接続機器に合った値を設定して

ください。 

iStorage 間直結 : サーバ直結(8Gbps 以下)/FC-AL 

WB614x : サーバ直結(8Gbps 以下)/FC-AL 

WB7800  : FC スイッチ接続(Fabric)/ 

    サーバ直結(16Gbps 以上) 

スイッチ ID 「表 14-3 参考スイッチ値」「表 14-4 参考スイッチ値」を

参照して、接続先筐体と重複しない値で指定してください。 

ポート種別 レプリケーションポート 

 

(5) [OK]をクリックしダイアログを閉じてください。 

(6) 複数ポートをレプリケーションポートに設定する場合は、(3)～(5)の手順を繰り返してくださ

い。 

(7) 利用するすべてのポートをレプリケーションポートとして指定を終えたら、[次へ]をクリック

してください。 

(8) 確認画面が表示されるので、設定内容が正しい事を確認した後、[実行]をクリックし、設定を
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反映してください。 

 

 

図 14-4 ポート設定内容確認画面(FC) 
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○ M100 および M300  

表 14-3 参考スイッチ値 

 筐体 1 筐体 2 筐体 3 筐体 4 筐体 5 筐体 6 筐体 7 筐体 8 筐体 9 

CONT0 

Port#0 00 10 20 30 40 50 60 70 06 

Port#1 01 11 21 31 41 51 61 71 16 

Port#2 02 12 22 32 42 52 62 72 26 

Port#3 03 13 23 33 43 53 63 73 36 

CONT1 

Port#0 08 18 28 38 48 58 68 78 0E 

Port#1 09 19 29 39 49 59 69 79 1E 

Port#2 0A 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 2E 

Port#3 0B 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 3E 

筐体 1 から筐体 9 は RDR を構成する装置群で全装置を任意に割り当てる 

 

設定例 

2 台のディスクアレイ装置を接続する例を以下に示します。それぞれ異なるスイッチ値を設定し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

M300  

 

 

 

CONT0 Port#3 

スイッチ値=03 

筐体１ 筐体 2 

CONT1 Port#3 

スイッチ値=0B 

M300  

 

 

 

CONT0 Port#3 

スイッチ値=13 

CONT1 Port#3 

スイッチ値=1B 
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○ M500 および M700 

表 14-4 参考スイッチ値 

 筐体 1 筐体 2 筐体 3 筐体 4 筐体 5 筐体 6 筐体 7 筐体 8 筐体 9 

HPE#0 

または 

HPE#2 

Port#0 00 10 20 30 40 50 60 70 06 

Port#1 01 11 21 31 41 51 61 71 16 

Port#2 02 12 22 32 42 52 62 72 26 

Port#3 03 13 23 33 43 53 63 73 36 

HPE#1 

または 

HPE#3 

Port#0 08 18 28 38 48 58 68 78 0E 

Port#1 09 19 29 39 49 59 69 79 1E 

Port#2 0A 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 2E 

Port#3 0B 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 3E 

筐体 1 から筐体 9 は RDR を構成する装置群で全装置を任意に割り当てる 

重複した場合は未使用の箇所のスイッチ値を使用する 

 

設定例 

2 台のディスクアレイ装置を接続する例を以下に示します。それぞれ異なるスイッチ値を設定します。 

 

 

 

 

 

 

  

M500  

 

 

 

HPE#2 Port#3 

スイッチ値=03 

筐体 1 筐体 2 

HPE#3 Port#3 

スイッチ値=0B 

M500  

 

 

 

HPE#2 Port#3 

スイッチ値=13 

HPE#3 Port#3 

スイッチ値=1B 
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14.4.2 筐体間論理接続 

 

 RemoteDataReplication のリンクパスを設定する際は、コントローラごとに 1 パス以上の

設定を行い、冗長化することを推奨します。冗長化することにより、レプリケーション処

理の可用性が高まります。 

 冗長化せずに 1 パスのみの設定でも RemoteDataReplication の利用は可能ですが、リンク

パス障害時にレプリケーション処理を継続できなくなるリスクがあります。 

 iSM クライアントの RDR 設定画面からパス追加、変更、削除を行う際、MV 側または RV

側のディスクアレイがフリーズ状態の場合、パス追加、変更、削除することができません。 

 

GUI で RemoteDataReplication のリンクパス設定を行います。以下の手順で設定を行ってくださ

い。 

(1) iSM クライアントを起動して“administrator”の役割を持つ利用者でログインしてください。 

(2) Shift キーを押したまま[構築]メニューを開いてください。 

(3) [構築]-[保守員機能]の下に[RDR 設定]というメニューが表示されるのでクリックします。以下

の画面が表示されます。 

 

 

図 14-5  RDR 設定画面 
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※メニューが表示されない場合は、｢14.1 RDR 接続確認｣の注意事項の内容を確認してくださ

い。 

※Online/Offline のボタンを操作すると、そのパス上の I/O が強制的に遮断される恐れがあり

ます。誤って操作しないように十分注意してください。 

 

(4) [追加]をクリックしてください。以下の画面が表示されます。 

 

 

図 14-6  リンクパス設定画面 

 

(5) SAA を入力してください。入力する SAA の値は、RDR ペアとなる接続先の装置側の値を設定

します。RDR ペア設定対象の装置のプロパティから概要タブの SAA を参照してください。ま

た、初期値の"0200"に続けて WWN を入力する事でも設定が可能です。SAA の末尾に連続す

る 0 は入力しなくても自動的に補完されます。 

※入力値はコピー(ctrl+c)＆ペースト(ctrl+v)などを利用し、誤りがないように注意してください。 

(6) プロトコルから FC のラジオボタンを選択してください。 

(7) LD コピーRDR パス利用方式を選択してください。 

本項目は、ストレージ制御ソフト iStorageManager Ver9.2 以降でのみ表示/設定が可能となり

ます。シングルパスの場合は、RV のオーナーコントローラに接続される RDR パスが正常で

あれば、そのパスを利用して LD コピーを実施します。RV のプールが 1 つしかない場合や、

回線の転送レートが小さく複数パスを使用したい場合は、マルチパスを選択してください。マ

ルチパス選択時はラウンドロビンコピーとなるため、装置の Busy 率が上がることがあります。 
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(8) RDR/DR 利用時のセミ同期順序保証モード転送レートの設定を選択してください。 

本項目は、ストレージ制御ソフト iStorageManager Ver9.2 以降でのみ表示/設定が可能となり

ます。RDR/DR を利用中のみ表示されます。保守員が設定を行うものであるため、設定は変更

しないでください。 

(9) [追加]をクリックしてください。以下のダイアログが開きます。 

 

図 14-7  パス設定ダイアログ(FC) 

 

(10) 設定対象ポートを選択してください。レプリケーションポートに設定されているポートのみ表

示されます。 

(11) 転送レートを指定してください。リストからの選択の他、1～255 までの任意の整数が指定可

能ですが 1～9Mbps は非推奨です。256Mbps 以上の転送レートで利用する場合は Over 

256Mbps を選択してください。 

※ 回線帯域に合った設定を行ってください。帯域保証の無い回線（ベストエフォート回線）

を使用する場合 10[Mbps]から 30[Mbps]未満の設定値としてください。（一時的な回線帯

域縮小を考慮すると小さな設定値とすることを推奨します） 

中継機器を経由しない直結接続の場合は、Over 256Mbps を選択してください。 

(12) ロック設定は、遠隔機器によって以下のように設定してください。 

WB614x : Unlock 

WB7800 : Lock 

直結 : Unlock 
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(13) ロック設定を Lock に指定した際には相手筐体のポート ID(N_PortID)を入力してください。相

手筐体の N_PortID 取得方法は、以下の表を参照してください。 

表 14-5 相手筐体の N_PortID 値の取得方法 

項番 概要 詳細 

1 iSM CLI で 

Port 情報採取 

相手筐体側で、以下のコマンドを実行します。 

iSMview -dpi 

2 N_PortID 確認 実行結果の  --- Host Director/Host Port Information --- 

の該当 Port No.(h)部の 「N_Port_ID/Switch」行の右側６桁 

が、コマンドを実行した筐体の N_PortID 値です。 

例： 

N_Port_ID/Switch   : 010200h/1fh の場合、 

010200 が、N_PortID 値です。 

値が FFFFFF の場合、リンクアップしていません。 

接続を確認し、再度実行してください。 

(14) [OK]をクリックしてダイアログを閉じてください。 

(15) 複数のポートをパス設定する際には、(6)～(14)の手順をパス数の回数繰り返してください。パ

スは最大４つまで追加可能です。 

(16) パスをすべて登録し終えたら画面の[OK]をクリックしてください。以下のダイアログが開きま

す。 

 

図 14-8  リンクパス設定確認ダイアログ 
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(17) [はい]をクリックし、設定を反映してください。 

 

設定が完了すると、RDR 設定画面に戻ります。 

 

Link 情報の一覧から Link 情報を選択すると、パスの Online/Offline 切り替えのパネル中で、[対

象パス情報 No]でパスを選択可能になります。 

 

図 14-9  パスの Online/Offline 切り替えパネル 

 

[パス状態]の項目において、選択したパスの状態が確認できます。 

両方の装置上で Link 情報の設定が完了したのちに、互いの装置上でパス状態が”ONLINE”となっ

ていることを確認してください。 

“ONLINE”となっていない場合には、下記を確認してください。 

- [RDR 設定]メニューを再度選択し、最新の状態を確認する。 

- 設定内容を確認する。 

- 結線状態を確認する。 

 

   

リンクパスを Offline にすると、そのパス上の I/O が強制的に遮断される恐れがあります。誤っ

て操作しないように十分注意してください。  
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14.4.3 筐体間論理解除 

 リンクパスを削除する場合は事前に RDR ペアを解除してください。 

 

GUI で RemoteDataReplication のリンクパス解除を行います。以下の手順で設定を行ってください。 

 

(1) iSM クライアントを起動して“administrator”の役割を持つ利用者でログインしてください。 

(2) Shift キーを押したまま[構築]メニューを開いてください。 

(3)  [構築]-[保守員機能]の下に[RDR 設定]というメニューが表示されるのでクリックします。以下

の画面が表示されます。 

 

図 14-10  RDR 設定画面 
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(4) Link 情報の一覧から削除したい Link 情報を選択して[削除]をクリックしてください。以下の

ダイアログが表示されます。 

 

図 14-11  リンクパス設定削除確認画面 

 

(5) [はい]をクリックし、削除を実行してください。 

 

iStorageManager Ver7.4 を使用している場合は、1 対多のような複数筐体との RDR 構成では、筐

体を削除するときに、Link 番号に空き番号が発生しますので、詰めなおしが必要となります。 

 同時使用している他装置の RDR 運用も停止する必要があります。 

 いったん Link 情報の全削除を行います。 

 その後、詰めなおした番号で再設定を行います。 
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14.5 iSCSI RDR の設定 

14.5.1 Replication Port の設定 

GUI でレプリケーションポートの設定を行います。以下の手順で設定を行ってください。 

 

(1) iSM クライアントを起動して“administrator”の役割を持つ利用者でログインしてください。 

(2)  [構築]-[ディスクアレイ]-[ホスト接続ポート]の下に[ポート設定(iSCSI)]というメニューが表

示されるのでクリックします。以下の画面が表示されます。 

 

 

図 14-12  ポート設定画面(iSCSI) 
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(3) テーブルからレプリケーションポートの設定を行うポートを選択し、[編集]ボタンをクリック

してください。以下のダイアログが表示されます。 

 

 

図 14-13  ポート詳細設定ダイアログ(iSCSI) 

 

(4) ポート種別からホスト/レプリケーションポートを選択してください。 

(5) MTU、IP アドレス、サブネットマスクおよびデフォルトゲートウェイを設定してください。

詳細は「11.2.2 ポート設定(iSCSI)」を参照してください。 

(6) 設定を終えたら[OK]をクリックしダイアログを閉じてください。 

(7) 複数ポートを設定する場合は、(3)～(6)の手順を繰り返してください。 
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(8) RDR に利用するすべてのポートをホスト/レプリケーションポートとして指定を終えたら、 

[次へ]をクリックしてください。以下の確認画面が表示されるので、設定内容が正しい事を確

認した後、[実行]をクリックし、設定を反映してください。 

 

 

図 14-14  ポート設定内容確認画面(iSCSI) 
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14.5.2 筐体間論理接続 

○Target 作成 

GUI で LD セット(iSCSI RDR)作成を行います。 

※1 台のディスクアレイ装置で作成可能な LD セット(iSCSI RDR)は 1 つとなります。 

 複数の LD セット(iSCSI RDR)は作成できません。 

 

以下の手順で設定を行ってください。 

(1) iSM クライアントを起動して“administrator”の役割を持つ利用者でログインしてください。 

(2) Shift キーを押したまま[構築]メニューを開いてください。 

(3)  [構築]-[ホスト]-[ホスト管理]の下に[LD セット管理]というメニューが表示されるのでクリッ

クします。以下の LD セット管理画面が表示されます。 

 

 

図 14-15  LD セット管理画面 
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(4) [新規作成]をクリックしてください。以下の LD セット新規設定画面が表示されます。 

 

図 14-16  LD セット新規作成画面 

 

(5) ホストとのインタフェースに、[iSCSI RDR]を選択してください。 

※[iSCSI RDR]ラジオボタンが表示されない場合は、｢14.1 RDR 接続確認｣の注意事項の内容

を確認してください。 

※“LD セット名”はデフォルトで“rdrlink---------”となります。 

ホスト接続用 LD セットの名称として既に“DF:rdrlink---------”（LD セット名:

“rdrlink---------”、形式:DF）が使用されている場合は、別の“LD セット名”を指定して

ください。 

※[iSCSI RDR]を選択した場合、“プラットフォーム”と“動作モード”は変更できません。 
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(6) [追加]をクリックしてください。以下の RDR 接続先ディスクアレイの SAA 指定画面が表示さ

れます。 

 

図 14-17  RDR 接続先ディスクアレイの SAA 指定画面 

 

(7) RDR 接続先ディスクアレイの SAA を入力し、[OK]をクリックしてください。LD セット新規

設定画面に戻ります。 

 

※入力する SAA の値は RDR ペア設定対象の装置のプロパティから概要タブの SAA を参照し 

 てください。入力値はコピー(ctrl+c)＆ペースト(ctrl+v)などを利用し、誤りがないよ 

 うに注意してください。 

※SAA の末尾に連続する 0 は自動補完されません。 

※RDR 接続先ディスクアレイが複数ある場合は、(5)～(6)を繰り返し実施してください。 
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(8) “LD セット新規設定画面”の“LD セット(ホスト)に割り当てるイニシエータ一覧”に、(6)

で指定した SAA を含むイニシエータ名(*1)が表示されていることを確認し、[次へ]をクリック

してください。以下の「内容確認」画面が表示されます。 

 (*1)イニシエータ名は、RDR 接続先ディスクアレイの SAA 指定画面にて指定された SAA よ

り、以下のフォーマットで自動生成されます。 

    iqn.2001-03.jp.nec:storage01:saa-[SAA] 

 

 

図 14-18  内容確認画面 
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(9) [CHAP 認証設定]をクリックしてください。以下の CHAP 認証設定画面が表示されます。 

 

 

図 14-19  CHAP 認証設定画面 

 

(10) [イニシエータの CHAP を有効にする]にチェックを入れ、Target の役割のためにこの装置に

設定する CHAP シークレットを入力後、[OK]をクリックしてください。「内容確認」画面に

戻ります。 

※[イニシエータの CHAP を有効にする]設定は必須です。 

※CHAP シークレットに入力可能な文字は、任意の英数字または"!#$%&'*+~/=?{|}_.-"の 12～

16 文字です。 

※ここで入力した CHAP シークレットは、相手側の装置の「パス設定」の[CHAP シークレッ

ト(Target 用)]に使用します。 

※双方向の CHAP 認証を使用する場合は、[双方向の CHAP 認証を有効にする]にチェックを

入れてください。2 番目の[CHAP シークレット]には、Initiator の役割のために相手の装置

の「パス設定」の[CHAP シークレット(Initiator 用)]に指定するものと同じ CHAP シークレ

ットを入力してください。 
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(11) ポータル単位のアクセス制限をする場合は、[ポータル単位のアクセス制限設定]をクリックし

てください。以下の「ポータル単位のアクセス制限設定」画面が表示されます。 

※ポータル単位のアクセス制限は、デフォルトで [制限しない]に設定されるため、 

 すべてのホスト/レプリケーションポートからリンクパス設定が可能となります。 

※ホストポートは表示されません。 

 

図 14-20  ポータル単位のアクセス制限設定画面 

 

[ポータル単位のアクセス制限を行う]にチェックを入れ、“割り当て可能 IP アドレス一覧” 

からアクセス許可するホスト/レプリケーションポートのポータルを選択後、[追加]をクリックしてく

ださい。選択したポータルが“割り当て済み IP アドレス一覧”に表示されていることを確認後、[OK]

をクリックしてください。“内容確認画面”に戻ります。 

 

 

当該手順を実施する場合は、リンクパスで使用するすべてのポータルを追加してください。リン

クパスで使用するすべてのポータルを追加していないと Online となりません。 
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(12) 「内容確認」画面にて設定内容を確認後、[実行]をクリックしてください。設定完了後、以下

の「完了」画面が表示されます。 

 

 

図 14-21  完了画面 
 

(13) [完了]をクリックしてください。状態監視メイン画面に戻ります。 

 

後で実施する「リンクパス設定」において、接続先装置上に設定されている Target 名と Target に

登録されている Initiator 名が必要になるため、事前に確認します。 

装置にて iSMview -rdrlink を実行すると下記が表示されます。 

本情報は、設定を行った装置ごとに採取してください。 接続先の装置の RDR 設定画面で使用します。 

 

表示 

 --- iSCSI RDR Target Information --- 

 省略 

 Target Name    : iqn.2001-03.jp.nec:storage01:ist-m000-sn-0000000000090004. 

    df-rdrlink---------.target0000 

 省略 

 Initiator List    : iqn.2001-03.jp.nec:storage01:saa-02002000000991010003 

    000000000000000000000000000000000000 
 

次のリンクパス設定を実施する前に、RDR を利用したい各装置それぞれに対し、14.5.1 Replication 

Port の設定 から 14.5.2 筐体間論理接続の Target 作成までをすべて実施してから、各装置のリンク

パス設定に進んでください。 
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○リンクパス設定 

 

 RemoteDataReplication のリンクパスを設定する際は、コントローラごとに 1 パス以上の

設定を行い、冗長化することを推奨します。冗長化することにより、レプリケーション処

理の可用性が高まります。 

 冗長化せずに 1 パスのみの設定でも RemoteDataReplication の利用は可能ですが、リンク

パス障害時にレプリケーション処理を継続できなくなるリスクがあります。 

 iSM クライアントのＲＤＲ設定画面からパス追加、変更、削除を行う際、MV 側または RV

側のディスクアレイがフリーズ状態の場合、パス追加、変更、削除することができません。 

 

各装置に対する Target の設定まで完了を確認してから、GUI で RemoteDataReplication のリンク

パス設定を行います。以下の手順で設定を行ってください。 

 

(1) iSM クライアントを起動して”administrator”の役割を持つ利用者でログインしてください。 

(2) Shift キーを押したまま[構築]メニューを開いてください。 

(3) [構築]-[保守員機能]の下に[RDR 設定]というメニューが表示されるのでクリックします。以下

の画面が表示されます。 

 

 

図 14-22  RDR 設定画面 
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※Online/Offline のボタンを操作すると、そのパス上の I/O が強制的に遮断される恐れがあります。

誤って操作しないように十分注意してください。 

 

(4) [追加]をクリックしてください。以下の画面が表示されます。 

 

 

図 14-23  リンクパス設定画面 

 

(5) SAA を入力してください。入力する SAA の値は RDR ペア設定対象の装置のプロパティから

概要タブの SAA を参照してください。また、初期値の"0200"に続けて WWNN を入力する事

でも設定が可能です。SAA の末尾に連続する 0 は入力しなくても自動的に補完されます。 

(6) プロトコルから iSCSI のラジオボタンを選択してください。 

(7) LD コピーRDR パス利用方式を選択してください。 

本項目は、ストレージ制御ソフト iStorageManager Ver9.2 以降でのみ表示/設定が可能となり

ます。シングルパスの場合は、RV のオーナーコントローラに接続される RDR パスが正常で

あれば、そのパスを利用して LD コピーを実施します。RV のプールが 1 つしかない場合や、

回線の転送レートが小さく複数パスを使用したい場合は、マルチパスを選択してください。マ

ルチパス選択時はラウンドロビンコピーとなるため、装置の Busy 率が上がることがあります。 

(8) RDR/DR 利用時のセミ同期順序保証モード転送レートの設定を選択してください。 

本項目は、ストレージ制御ソフト iStorageManager Ver9.2 以降でのみ表示/設定が可能となり

ます。RDR/DR を利用中のみ表示されます。保守員が設定を行うものであるため、設定は変更

しないでください。 
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(9) [追加]をクリックしてください。以下のダイアログが開きます。 

 

 

図 14-24  パス設定ダイアログ(iSCSI) 

 

(10) 設定対象ポートには、リンクパスを設定したいポートを選択してください。ホスト/レプリケー

ションポートに設定されているポートのみ表示されます。 

(11) 転送レートを指定してください。リストからの選択の他、1～255 までの任意の整数が指定可

能ですが 1～9Mbps は非推奨です。256Mbps 以上の転送レートで利用する場合は Over 

256Mbps を選択してください。 

※ 回線帯域に合った設定を行ってください。帯域保証の無い回線（ベストエフォート回線）

を使用する場合 10[Mbps]から 30[Mbps]未満の設定値としてください。（一時的な回線帯

域縮小を考慮すると小さな設定値とすることを推奨します） 

中継機器を経由しない直結接続の場合は、Over 256Mbps を選択してください。 

(12) TCP ポートに 3260 を設定してください。 

(13) 認証 CHAP Type を単方向・双方向から選択してください。 

(14) IP Type を IPv4・IPv6 から選択し、IP アドレスを入力してください。 

(15) CHAP シークレット(Target 用)を入力してください。指定する値は RDR ペア設定対象の装置

で Target を作成する際に指定したイニシエータの CHAP キーを入力してください。入力可能

な文字は、任意の英数字または"!#$%&'*+~/=?{|}_.-"の 12～16 文字です。 

(16) 認証CHAP Typeに双方向を選択した場合はCHAPシークレット(Initiator用)を入力してくだ

さい。指定する値は RDR ペア設定対象の装置で Target を作成する際に指定した双方向の

CHAP キーを入力してください。 
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(17) 接続先装置 iSCSI Target Name に接続先装置の Target Name を指定してください。Target 

Name は接続先装置に対して iSMview -rdrlink コマンドで事前に確認しておいた Target 

Name を入力してください。 

      --- iSCSI RDR Target Information --- 

      Platform : DF 

      LD Set Name : rdrlink--------- 

      Target Name : iqn.2001-03.jp.nec:storage01:ist-m000- 

    sn-0000000000090004.df-rdrlink---------.target0000 

 

(18) 自装置 iSCSI Initiator Name には、接続先装置にて実行した iSMview -rdrlink コマンドで出

力される、「--- iSCSI RDR Target Information ---」セクションの「Initiator List」に表示さ

れる文字列を入力してください。「Initiator list」欄には、接続先装置の Target 側設定に登録

された対向側 Initiator として、自装置の Initiator 名が出力されています。「Initiator list」

欄にある Initiator 名のうち、“saa-”以降の部分が自装置の SAA と同じものが存在するのを

確認し、それを指定してください。Initiator 名は“saa-”以前の部分を含めて全体を指定して

ください。 

※入力値はコピー(ctrl+c)＆ペースト(ctrl+v)などを利用し、誤りがないように注意してください。 

      --- iSCSI RDR Target Information --- 

      Platform : DF 

      省略 

      Initiator List : iqn.2001-03.jp.nec:storage01:saa-02002000000991010003 

     000000000000000000000000000000000000 

 

(19) [OK]をクリックしてダイアログを閉じてください。 

 

(20) 複数のポートをパス設定する際には、(7)～(17)の手順を繰り返してください。パスは最大４つ

まで追加可能です。 

 

(21) パスをすべて登録し終えたら画面の[OK]をクリックしてください。以下のダイアログが開きま

す。 

 

 

図 14-25  リンクパス設定確認ダイアログ 
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(22) [はい]をクリックし、設定を反映してください。 

 

設定が完了すると、RDR 設定画面に戻ります。 

Link 情報の一覧から Link 情報を選択すると、パスの Online/Offline 切り替えのパネル中で、[対

象パス情報 No]でパスを選択可能になります。 

 

 

図 14-26  パスの Online/Offline 切り替えパネル 

 

[パス状態]の項目において、選択したパスの状態が確認できます。 

両方の装置上で Link 情報の設定が完了したのちに、互いの装置上でパス状態が”ONLINE”となっ

ていることを確認してください。 

“ONLINE”となっていない場合には、下記を確認してください。 

 [RDR 設定]メニューを再度選択し、最新の状態を確認する。 

 設定内容を確認する。 

 結線状態を確認する。 

 

   

リンクパスを Offline にすると、そのパス上の I/O が強制的に遮断される恐れがあります。誤っ

て操作しないように十分注意してください。  
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14.5.2.1 ウィンドウスケールの変更 
 

iSCSI によるホストとのデータ転送において、TCP のウィンドウサイズ（一度に送信できるセグメ

ント数に相当する）は既定値が 64KB となります。 

遠距離で RemoteDataReplication の運用を行う場合には、回線遅延・パケットロスによる性能低

下が発生する可能性があります。 

利用環境に合わせてウィンドウスケール値（64KB よりも大きなウィンドウサイズを表すためのオ

プション設定）を変更してウィンドウサイズを拡大してください。 

※ネットワークの設定変更となるため、ネットワーク管理者に相談の上設定を行ってください。 

 

まず、ネットワークの遅延状態と、使用しているネットワークの有効帯域を調査してください。 

必要なバッファサイズは以下の計算により求めることができます。 

有効帯域(バイト換算) × ネットワーク遅延(秒) = 必要バッファサイズ(バイト) 

この値に近くなる値を、下記の表から選択してください。 

ウィンドウサイズは既定値の 64KB のままとし、ウィンドウスケールを適切な値に設定することを

推奨します。（表の緑色部分） 

表 14-6  ウィンドウサイズとウィンドウスケールの推奨値 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 2 4 8 16 32 64 128 256 

2 2 4 8 16 32 64 128 256 512 

3 3 6 12 24 48 96 192 384 768 

4 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 

5 5 10 20 40 80 160 320 640 1280 

6 6 12 24 48 96 192 384 768 1536 

7 7 14 28 56 112 224 448 896 1792 

8 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 

9 9 18 36 72 144 288 576 1152 2304 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

58 58 116 232 464 928 1856 3712 7424 14848 

59 59 118 236 472 944 1888 3776 7552 15104 

60 60 120 240 480 960 1920 3840 7680 15360 

61 61 122 244 488 976 1952 3904 7808 15616 

62 62 124 248 496 992 1984 3968 7936 15872 

63 63 126 252 504 1008 2016 4032 8064 16128 

64 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 

サイズ 

(KB) 

スケール 
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＜設定例＞ 

例として 20msec の往復遅延がある 1Gbps の回線について考えます。有効帯域（バイト換算)は、

回線の帯域が 1000Mbps なので、秒間約 100MB のデータ転送ができる計算となります。ネットワー

ク遅延は 20msec であり、秒で表すと 1/50 秒です。 

これを前述の必要バッファサイズを計算する式にあてはめると、100MB×1/50 となるため、

2048KB のバッファサイズが必要となります。 

よってウィンドウサイズは 64、ウィンドウスケールは 5 とすればよいことになります。 

 

○ポート 00h-01h のウィンドウサイズを 64に、ウィンドウスケール値に 5 を設定する場合のコマンド

イメージ 

iSMcfg setiscsiport -portnumber 00h-01h -windowsize 64 

iSMcfg setiscsiport -portnumber 00h-01h -windowscale 5 

 

操作方法の詳細については「iStorageManager コマンドリファレンス」（IS052）の「第Ⅳ編 リ

ファレンス編」「iSMcfg setiscsiport」の項を参照してください。 
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14.5.3 筐体間論理解除 

 リンクパスを削除する場合は事前に RDR ペアを解除してください。 

 

○リンクパス設定解除 

GUI で RemoteDataReplication のリンクパス設定を解除します。以下の手順で設定を行ってくだ

さい。装置間でペア設定済み(MV-RV 設定済み)の場合、ペア解除を事前に行ってください。 

 

(1) iSM クライアントを起動して“administrator”の役割を持つ利用者でログインしてください。 

(2) Shift キーを押したまま[構築]メニューを開いてください。 

(3)  [構築]-[保守員機能]の下に[RDR 設定]というメニューが表示されるのでクリックします。以下

の画面が表示されます。 

 

 

図 14-27  RDR 設定画面 
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(4) Link 情報の一覧から削除したい Link 情報を選択して[削除]をクリックしてください。以下の

ダイアログが表示されます。 

 

 

図 14-28  リンクパス設定削除確認画面 

 

(5) [はい]をクリックし、削除を実行してください。 

 

iStorageManager Ver7.4 を使用している場合は、1 対多のような複数筐体との RDR 構成では、

筐体を削除するときに、Link 番号に空き番号が発生しますので、詰めなおしが必要となります。 

 同時使用している他装置の RDR 運用も停止する必要があります。 

 いったん Link 情報の全削除を行います。 

 その後、詰めなおした番号で再設定を行います。 

 

○Target 削除 

GUI で LD セット(iSCSI RDR)削除を行います。 

以下の手順で設定を行ってください。 

(1) iSM クライアントを起動して”administrator”の役割を持つ利用者でログインしてください。 

(2) Shift キーを押したまま[構築]メニューを開いてください。 

(3)  [構築]-[ホスト]-[ホスト管理]の下に[LD セット管理]というメニューが表示されるのでクリッ

クします。以下の LD セット管理画面が表示されます。 

 

 

図 14-29  LD セット管理画面 
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(4) 削除対象の LD セットを右クリックし、[プロパティ]をクリックしてください。以下の 

LD セットプロパティ画面が表示されます。 

 

 

図 14-30  LD セットプロパティ画面 

 

(5) [I/F 種別]に[iSCSI RDR]が表示されていることを確認し、[閉じる]をクリックしてください。

「LD セット管理」画面に戻ります。 

 

(6) 削除対象の LD セットを選択し、[削除]をクリックしてください。以下の確認ダイアログが表

示されます。 
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図 14-31  確認ダイアログ 

 

(7) 確認ダイアログにて削除対象の LD セットを確認し、[OK]ボタンをクリックしてください。 

削除後、「LD セット管理」画面に戻ります。 

 

(8) 削除した LD セットが表示されていないことを確認し、[閉じる]をクリックしてください。状

態監視メイン画面に戻ります。 
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14.6 RDR 接続テスト 

GUI で RemoteDataReplication のリンクパスの導通確認を行います。以下の手順で確認を行って

ください。 

 

(1) iSM クライアントを起動して“administrator”の役割を持つ利用者でログインしてください。 

(2) Shift キーを押したまま[構築]メニューを開いてください。 

(3)  [構築]-[保守員機能]の下に[RDR 設定]というメニューが表示されます。 

このメニューをクリックすると、以下の画面が表示されます。 

 

 

図 14-32  RDR 設定画面 

 

(4) Link 情報の一覧から Link 情報を選択してください。「対象パス情報 No」を選択可能になり

ます。 

(5) RDR 設定画面上の「2.対象パスと回数を指定し、Test を実行してください。」(以降、テスト

結果確認画面)で「対象パス情報 No」を選択してください。 

(6) テスト回数を 1～100 の間の整数で指定してください。 

(7) [Test]ボタンをクリックしてください。以下のダイアログが表示されます。 
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図 14-33  接続テスト確認ダイアログ 

 

(8) [はい]をクリックして、接続テストを実行してください。テスト結果が NormalEnd である事

を確認してください。 

 

 

図 14-34  テスト結果確認画面 
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14.7 筐体間論理接続の Online/Offline の切

り替え 

GUI で RemoteDataReplication のリンクパスの Online/Offline の切り替えを行う機能です。 

本機能の利用は、十分な注意が必要です。 

 

 

 リンクパスを Offline にすると、そのパス上の I/O が強制的に遮断される恐れがあります。

誤って操作しないように十分注意してください。  

 ポータル単位のアクセス制限が設定されている場合は、リンクパスで使用するすべてのポ

ータルを追加していないと Online になりません。 

 

(1) iSM クライアントを起動して“administrator”の役割を持つ利用者でログインしてください。 

(2) [構築]-[保守員機能]の下に[RDR 設定]というメニューが表示されるのでクリックします。以下

の画面が表示されます。 

 

 

図 14-35  RDR 設定画面 
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(3) Link 情報の一覧から Link 情報を選択してください。「対象パス情報 No」を選択可能になり

ます。 

(4) 3 番のパネルで「対象パス情報 No」を選択してください。現在のパスの状態が表示されます。 

 

 

図 14-36  パス状態確認画面 

 

(5) [Online]または[Offline]ボタンをクリックしてください。以下のダイアログが表示されます。 

 

 

図 14-37  パス動作設定確認ダイアログ 

 

(6) [はい]をクリックして、設定してください。 

(7) 画面更新後、3 番のパネルよりパス状態が意図した状態であることを確認してください。 
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第15章 構成設定の並列実行 

本章では、構成設定操作の並列実行について説明します。 

 

15.1 並列実行の可否について 

M12e、M120、M320、M320F、M520、M720、M720F 以降のモデルでは、複数の iSM クライア

ントの構成設定操作を並列に実行することが可能です。本機能により、互いに影響のないリソースに

対する操作であれば同時に並列で構成設定を行うことが可能となり、作業時間の効率化を行うことが

できます。また、GUI からの構成設定操作と iSMcfg コマンドの並列実行も可能です。 

 

iStorageManager がサポートするディスクアレイ装置について、並列実行の実施可否は次表の通り

となります。 

 

表 15-1 構成設定系操作間の並列実行の可否 

ディスクアレイ装置の機種 並列実行の可否 

M12e／M120／M320／M320F ○ 

M11e／M110／M310／M310F － 

M10e／M100／M300 － 

M520／M720／M720F ○ 

M510／M710／M710F － 

M500／M700 － 

M5000 － 

A5200／A3200 － 

A3000／A5000 － 

○：並列実行可能、－：並列実行不可 

 

 

 並列実行による構成設定操作は、指示の順番に処理を行います。一度に大量の論理ディス

クを構築するなど、時間がかかる処理を実施していた場合、後続の処理が待たされたり、

タイムアウトとなる場合があります。 

 ディスクアレイ名の変更を他の構成設定操作と並列に実行した場合、他の構成設定操作が

失敗する場合があります。ディスクアレイ名の変更は、他の構成設定操作と並列に実行し
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ないでください。 

 同一リソースに対して構成設定操作を並列に実行しないでください。対象リソースが異常

な状態になる場合があります。また、正常終了した場合でも結果が反映されていない場合

や、意図しない結果が反映される場合があります。 

例えば、同一の LD セットに対してパスの追加、論理ディスクの追加、名前変更操作等の

操作を並列に実行すると、意図しない結果となる場合があります。 

 

 

15.1.1 並列実行可能な操作の組み合わせ 

並列実行が可能な装置の場合、構成設定系の操作を並列で実行可能な組み合わせを次表に示します。 

 

表 15-2 並列実行可能な M シリーズ、A シリーズ装置で操作を実行した場合の動作 

 操作を実行する構成設定操作 

iSM クライアント

（外部 iSM の

WebGUI） 

iStorageManager 

Express

（WebGUI） 

iSMCLI 

先に 

構成設定

中の操作 

iSM クライアント

（外部 iSM の

WebGUI） 

○ × ○ 

iStorageManager 

Express（WebGUI） 
× ※1 ○ ○ 

iSMCLI ○ ○ ○ 

○：可能、×不可 

 

※1 外部 iSM からの監視中は iStorageManager Express からの構成設定操作はできません。

iStorageManager Expressで構成設定操作中に、後から外部の管理サーバ上の iStorageManager

で監視開始すると、先に操作中だった構成設定が失敗します。 
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15.1.2 並列実行が対象外の装置の場合 

M10e、M100、M300、M500、M700、M11e、M110、M310、M310F、M510、M710、M710F、

M5000、A5000、A3000 に対して複数の iSM クライアント・iSMCLI から構成設定を試みると、以

下の様な動作となります。 

 

表 15-3 並列実行不可の M シリーズ、A シリーズ装置で操作を実行した場合の動作 

 
操作を実行する構成設定操作 

iSM クライアント 

(外部 iSM の

WebGUI) 

iStorageManager 

Express 

(WebGUI) 

iSMCLI 

先に 

構成設定

中の操作 

iSM クライアント 

(外部 iSM の

WebGUI) 

× × × 

iStorageManager 

Express(WebGUI) 
× ※1 × × 

iSMCLI × ※1 × ○ ※2 

○：可能、×不可 

 

※1 外部 iSM からの監視中は iStorageManager Express からの構成設定操作はできません。

iStorageManager Express や iSMCLI で構成設定操作中であるときに、後から外部の管理サーバ

上の iStorageManager で監視開始すると、先に操作中だった構成設定が失敗します。 

※2 詳細は「iStorageManager コマンドリファレンス」の「-parallel オプションを利用した並列実行」

の項を参照ください。 

 

 

M10e、M100、M300、M500、M700、M11e、M110、M310、M310F、M510、M710、M710F、

M5000、A5000、A3000 に対する保守員の作業中は、同じ装置への構成設定系の操作を実施で

きません。 
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第16章 データ圧縮機能 

 

16.1 データ圧縮機能について 

データ圧縮機能は、論理ディスク内のデータを圧縮して格納する機能を提供します。これにより、

物理ディスクの容量を効率よく利用することが可能となります。 

 

 

図 16-1 データ圧縮機能 

 

データ圧縮機能の詳細については、「iStorageManager コマンドリファレンス(IS052)」の「デ

ータ圧縮機能」を参照してください。 
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 付-1 

付録A 諸元 

A.1 設定ディスクアレイ数の諸元 

iSMクライアントから同時に設定できるディスクアレイ数の最大は1台です。（論理ディスク名一括設

定、ペア一括設定は除く） 

 

A.2 ディスクアレイに設定できる LD セット

の諸元 

ディスクアレイに設定可能な最大LDセット数を表A-1に示します。 

 

表 A-1 ディスクアレイに設定できる最大 LD セット数 

ディスクアレイ 最大 LD セット数 

M10e 256 

M100 256 

M300 1024 

M500 1024 

M700 1024 

M5000 1024 

M11e 512(FC、SAS) 

1024(iSCSI) 

M110 1024 

M310/M310F 4096 

M510 4096 

M710/M710F 8192 

M12e 1024 

M120 1024 

M320/M320F 4096 

M520 4096 

M720/M720F 8192 

 

 FC、SAS の新規作成可能な LD セット数は、最大 LD セット数から、パスの設定されていな

い LD セット数と、LD セットにリンクされているパス数を引いた値となります。 

iSCSI の新規作成可能な LD セット数は、以下となります。 

 M10e/M100/M300/M500/M700/M5000 

最大 LD セット数から、標準モードの LD セット数と、マルチターゲットモードの LD セ

ットに割り当てられている論理ディスク数と、論理ディスクが割り当てられていないマ

ルチターゲットモードの LD セット数を引いた値となります。 

 M10e/M100/M300/M500/M700/M5000 以外 
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 付-2 

標準モードのLDセットの場合は、最大LD セット数から、標準モードのLDセット数と、

マルチターゲットモードの LD セットに割り当てられている論理ディスク数を引いた値、

もしくは、最大 LD セット数からマルチターゲットモードの LD セット数を引いた値の小

さいほうの値となります。 

マルチターゲットの LD セットの場合は、最大 LD セット数から、標準モードの LD セッ

ト数と、マルチターゲットモードの LD セット数を引いた値となります。 

 iSCSI による遠隔データレプリケーション機能を利用されている場合、iSCSI の新規作成可

能な LD セット数は、上記の LD セット数から 1 を引いた値となります。 

 

A.3 LD セットに設定できるパス数の諸元 

1つのLDセットに設定できるパスの上限は64です。 

iSCSIの場合は、1つのLDセットに設定できるパスの上限は16です。 

 

A.4 ディスクアレイに設定できるパス数の
諸元 

ディスクアレイに設定可能な最大パス数を表A-2に示します。 

 

表 A-2 ディスクアレイに設定できる最大パス数 

ディスクアレイ 最大パス数 

M10e 256 

M100 256 

M300 1024 

M500 1024 

M700 1024 

M5000 1024 

M11e 512(FC、SAS) 

1024(iSCSI) 

M110 1024 

M310/M310F 4096 

M510 4096 

M710/M710F 8192 

M12e 1024 

M120 1024 

M320/M320F 4096 

M520 4096 

M720/M720F 8192 

 

 iSCSI による遠隔データレプリケーション機能を利用されている場合、1 台のディスクアレ

イに設定できるイニシエータ数は、接続先ディスクアレイ数を引いた値となります。 

ただし、同時に接続可能なパス数は以下の制限がありますので、注意してください。  
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 付-3 

 FC 

表 A-3 同時に接続可能なパス数（FC） 

ディスクアレイ 
同時に接続可能な 

パス数/装置 

同時に接続可能な 

パス数/ポート 

M10e 128 32 

M100 256 32 

M300 256 64 

M500 1024 64 

M700 1024 64 

M5000 1024 64 

M11e 512 128 

M110 1024 128 

M310/M310F 2048 256 

M510 4096 256 

M710/M710F 4096 256 

M12e 1024 128 

M120 1024 128 

M320/M320F 4096 256 

M520 4096 256 

M720/M720F 8192 256 

 

 iSCSI 

表 A-4 同時に接続可能なパス数（iSCSI） 

ディスクアレイ 
同時に接続可能な 

パス数/装置 

同時に接続可能な 

パス数/ポート 

M10e 256 64 

M100 256 64 

M300 1024 256 

M500 2048 256 

M700 6144 256 

M5000 8192 256 

M11e 1024 256 

M110 2048 256 

M310/M310F 8192 1024 

M510 16384 1024 

M710/M710F 24576 1024 

M12e 8192 512 

M120 8192 512 

M320/M320F 32768 2048 

M520 114688 2048 

M720/M720F 114688 2048 

 

 SAS 

同時に接続可能なパス数は 8（ポート直結のみ） 
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A.5 LD セットに設定できる LD 数の諸元 

1つのLDセットに設定可能な最大LD数（最大論理ディスク数）とLUNを表A-5に示します。 

 

表 A-5 LD セットに設定できる論理ディスクの諸元 

購入ライセンス アクセスモード ディスクアレイ 設定可能な

最大 LD 数 

設定可能な LUN 

AccessControl WWN モード、

Port モード 

M10e 512 0000h から 01ffh 

M100 512 0000h から 01ffh 

M300 512 0000h から 01ffh 

M500 512 0000h から 01ffh 

M700 512 0000h から 01ffh 

M5000 512 0000h から 01ffh 

M11e 1024 0000h から 03ffh 

M110 1024 0000h から 03ffh 

M310/M310F 1024 0000h から 03ffh 

M510 1024 0000h から 03ffh 

M710/M710F 1024 0000h から 03ffh 

M12e 1024 0000h から 03ffh 

M120 1024 0000h から 03ffh 

M320/M320F 1024 0000h から 0fffh 

M520 8192 0000h から 1fffh 

M720/M720F 8192 0000h から 1fffh 

iSCSI（※） M10e 512 0000h から 01ffh 

M100 512 0000h から 01ffh 

M300 512 0000h から 01ffh 

M500 512 0000h から 01ffh 

M700 512 0000h から 01ffh 

M5000 512 0000h から 01ffh 

M11e 512 0000h から 01ffh 

M110 512 0000h から 01ffh 

M310/M310F 1024 0000h から 03ffh 

M510 1024 0000h から 03ffh 

M710/M710F 1024 0000h から 03ffh 

M12e 1024 0000h から 03ffh 

M120 1024 0000h から 03ffh 

M320/M320F 1024 0000h から 0fffh 

M520 8192 0000h から 1fffh 

M720/M720F 8192 0000h から 1fffh 

 

注：実際に使用できる LD 数は、業務サーバの OS 種別により異なります。 

 

（※）マルチターゲットモードの LD セットに追加できる LD 数には以下の諸元があります。 

 M10e /M100/M300/M500/M700/M5000 

最大 LD セット数から、標準モードの LD セット数と、マルチターゲットモードの LD

セットに割り当てられている論理ディスク数と、論理ディスクが割り当てられていない

マルチターゲットモードの LD セット数を引いた値となります。 
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 M10e /M100/M300/M500/M700/M5000 以外 

最大 LD セット数から、標準モードの LD セット数と、マルチターゲットモードの LD

セットに割り当てられている論理ディスク数を引いた値となります。 
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A.6 LD 数と LUN の諸元 

アクセスコントロールOFFのディスクアレイでは、FC/SAS接続先の全サーバに対して全論理ディス

クがアクセス可能となります。このとき、論理ディスクは論理ディスク番号と同じ番号のLUNに割り

当てられます。 

1台のディスクアレイに構築可能な最大LD数とLUNを表A-6に示します。 

 

表 A-6 ディスクアレイに構築できる LD 数と LUN の諸元 

ディスクアレイ 最大LD数 設定可能な 

論理ディスク番号 

設定可能な LUN 

M10e/M11e 1024 0000h から 03ffh 0000h から 03ffh 

M100/M110 1024 0000h から 03ffh 0000h から 03ffh 

M300/M310/M310F 4096 0000h から 0fffh 0000h から 0fffh 

M500 シリーズ 4096 0000h から 0fffh 0000h から 0fffh 

M700 シリーズ 8192 0000h から 1fffh 0000h から 1fffh 

A3000 シリーズ 4096 0000h から 0fffh 0000h から 0fffh 

A5000 シリーズ 8192 0000h から 1fffh 0000h から 1fffh 

A5200 8192 0000h から 1fffh 0000h から 1fffh 

M5000 シリーズ 8192 0000h から 1fffh 0000h から 1fffh 

M12e 8192 0000h から 1fffh 0000h から 1fffh 

M120 8192 0000h から 1fffh 0000h から 1fffh 

M320/M320F 8192 0000h から 1fffh 0000h から 1fffh 

M520 8192 0000h から 1fffh 0000h から 1fffh 

M720/M720F 8192 0000h から 1fffh 0000h から 1fffh 

 

表 A-7 プールに構築できる LD 数 

ディスクアレイ 最大 LD 数 

M10e/M11e 1024 

M100/M110 1024 

M500 シリーズ 1024 

M700 シリーズ 1024 

M5000 1024 

M300/ M310 1024 

M12e 8192 

M120 8192 

M320/M320F 8192 

M520 8192 

M720/M720F 8192 
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A.7 iSCSI の諸元 

iSCSIの諸元を表A-8に示します。 

 

表 A-8 iSCSI の諸元 

ディスクアレイ セッション数/

装置 

セッション数/ 

ポート 

ポータル数/ 

LD セット 

ログオン履歴数/ 

ポート 

M10e 256 64 4 64 

M100 256 64 4 64 

M300 1024 256 4 64 

M500 2048 256 8 64 

M700 6144 256 24 64 

M5000 8192 256 32 64 

M11e 1024 256 4 64 

M110 2048 256 8 64 

M310/M310F 8192 1024 8 64 

M510 16384 1024 16 64 

M710/M710F 24576 1024 24 64 

M12e 4096 512 16 64 

M120 8192 512 16 64 

M320/M320F 32768 2048 16 64 

M520 114688 2048 56 64 

M720/M720F 114688 2048 56 64 

 

A.8 論理ディスクおよび各種機能用ボリュ

ームの諸元 

作成可能な論理ディスクの最大容量について、M12e/M120/M320/M320F/A5200/M520/M720/M720F

の装置では最大容量は2PBです。 

M10e/M11e/M100/M110/M300/M310/M310F/M500/M510/M700/M710/ M710F/A3000/ 

A5000/M5000の装置では最大容量は256TBです。 

スナップショット機能のベースボリューム(BV)側として設定可能な論理ディスクの最大容量につい

て、M120/M320/M320F以降の装置では最大容量は256TB-1GBです。M100/M110/M300/M310/ 

M310F/M500/M510/M700/M710/M710F/A5000/M5000の装置では最大容量は10TBです。 

 

M12e/M120/M320の装置では、論理ディスク総容量の上限は搭載しているメモリに応じて、構築可能

論理ディスク総容量を制限します。構築可能な論理ディスク総容量を表A-9に示します。 
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表 A-9 メモリ搭載に応じる構築可能論理ディスク総容量 

ディスクアレイ コントローラ

メモリ量(GB) 

構築可能な論理ディスク

総容量(PB)  

M12e 16 4 

32 8 

64 16 

128 24 

M120 32 8 

64 16 

128 24 

M320 48 12 

96 20 

192 28 

M520 128 24 

256 36 

512 48 

M720 128 24 

256 36 

512 48 

 

M11e/M110/M310/M510/M710のディスクアレイ装置内に構築可能な論理ディスク総容量には上限

があります。仮想容量プール利用時など、プールに空き容量がある場合でも総容量の上限を超えて論

理ディスクを構築することはサポートしていません。構築可能な論理ディスク総容量を表A-10に示し

ます。 

 

表 A-10 構築可能な論理ディスク総容量 

ディスクアレイ 構築可能な論理ディスク

総容量(PB) * 

M11e 2.1 

M110 2.1 

M310 6.0 

M510 20.1 

M710 38.8 

＊ プールの構成によっては、論理ディスク構築時に上記を超えた容量の論理ディスク容量を入力で

きる場合がありますが、論理ディスク構築を行うと、指定した容量より小さい論理ディスクが構

築されたり、構築が失敗することがあります。この場合は、構築する論理ディスク容量を見直し

て、再度、構築をしてください。 
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付録B RAID 

B.1 RAID について 

RAID という言葉は、1987 年に米国カリフォルニア大学バークレー校の教授らによって発表された論

文、「A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks」で初めて登場しました。 

「Redundant Arrays of Inexpensive Disks」の頭文字をとった RAID とは直訳すれば、「冗長性

を持った、安価なディスクの集まり」となりますが最近では"Inexpensive"を"Independent" (独立した)

に置き換えて説明するのが一般的になっています。当時、大容量のハードディスクは大変高価であっ

たにも拘わらず、I/O 性能はそれほど高くなく、ディスクアクセスがシステム性能のボトルネックと

なっていました。安価な小容量ディスクを使用する経済性、複数台のディスクを並列アクセスするこ

とによる性能の向上、また冗長データを付加することによる信頼性の向上などを目的として RAID は

考え出されました。 

前述の論文では RAID レベル 1～5 が定義されていますが、ここでは RAID1,3,5 および、厳密にはデ

ータの冗長性がないため RAID の定義から外れるが一般的に広く用いられている RAID0 (ストライピン

グ)、そして RAID0 と RAID1 を組み合わせた RAID10、RAID0 と RAID5 を組み合わせた RAID50、ダ

ブルパリティにより１つの物理ディスクの故障でも冗長性が保たれる RAID6,RAIS60,3DP,RAID1 を

拡張し三重化した RAID-TM について次の表にその特徴を表します。 

各 RAID の番号は、データの分割方法や修復方法の分類のための番号であり、優位性を示すもので

はありません。 

 

RAID レベル 冗長化 
必要物理 

ディスク数 
減少する 

容量 
長所 短所 

RAID0 なし 1 台以上 無 高速リード性能 
単一ディスク故障時でアクセ

ス不可 

RAID1 二重化 2 台 1/2 台分 信頼性が高い コスト的に割高 

RAID3 パリティ 5 台、9 台 1 台分 
高速シーケンシャルアクセス

性能 

ランダムアクセス性能が遅い

縮退時にリード性能低下 

RAID5 パリティ 3 台以上 
1/3,1/5,1/9 台

分 
複数の R/W 命令を並列処理 

可能 

ライト時にパリティデータの

リードが必要 

縮退時にリード性能低下 

RAID3DP 
ダブルパ

リティ 
6 台、10 台 2 台分 

高速シーケンシャルアクセス

性能 

信頼性がもっとも高い（1 つ

の物理ディスク故障でも冗長

性あり） 

ランダムアクセス性能が遅い

縮退時にリード性能低下 

RAID6 
ダブル 

パリティ 
6 台以上 2/6,2/10 台分 

信頼性がもっとも高い（1 つ

の物理ディスク故障でも冗長

性あり） 

ライト時にパリティデータの

リードが必要 

縮退時にリード性能低下 

RAID10 二重化 4 台以上 1/2 台分 
高速リード性能 

高い信頼性 
コスト的に割高 
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RAID レベル 冗長化 
必要物理 

ディスク数 
減少する 

容量 
長所 短所 

RAID50 パリティ 6 台以上 
1/3,1/5,1/9 台

分 

複数の R/W 命令を並列処理

可能 

高速リード性能 

ライト時にパリティデータの

リードが必要 

縮退時にリード性能低下 

RAID60 
ダブルパ

リティ 
12 台以上 2/6,2/10 台分 

信頼性がもっとも高い（1 つ

の物理ディスク故障でも冗長

性あり） 

高速リード性能 

ライト時にパリティデータの

リードが必要 

縮退時にリード性能低下 

RAID-TM 三重化 3 台 2/3 台分 信頼性が非常に高い コスト的には一番高い 

 

 

 

iStorage Mシリーズで構築可能なRAIDについては「付録 C」を参照してください。 
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（１）RAID0 

 

 

ホストから送出されたデータをあるストライピングサイズでスライスし、RAID を構成する物理

ディスクに分散させる方式です。 

 

構成する物理ディスクに対して並列処理を行えば、理論的にはデータ転送時間が、1／(構成台数)

になり、高速アクセスが可能となります。また、冗長データを持たないため、ディスクのデータ容量

を 100％使用することができますが、単一ディスク故障が発生したときにアクセス不可になります。 

 

＜長所＞ 

 高速アクセス性能  

 ディスクの容量に対する使用効率が最も高い 

＜短所＞ 

 冗長データを持たないため、単一物理ディスク故障でアクセス不可 

 複数の物理ディスクを持つため、信頼性は単体物理ディスクの構成台数分の１ 

 

 

RAID0は冗長性を持たないため、単一ディスクが故障することですべてのデータが失われます。 
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（２）RAID1 

 

 

ホストから送出されたデータを 2 つのディスク（あるいは 2 つのディスクグル－プ）両方に記録す

る方式（ミラーリング）です。 

 

同一データを二重化して持つため、ディスク故障が発生しても他方からのアクセスが可能となりま

す。 

単体ディスクに比べると、書き込み性能に関しては同等レベル、読み込み性能に関してはデータを

分割して両方のディスクにアクセスすることで最大 2 倍のスループットとなります。 

データ信頼性は他の RAID レベルに比べ最も高いのですが、ディスク容量の 50％が冗長データと

なります。 

 

＜長所＞ 

 信頼性が高い 

 リード性能は単体ディスクの最大 2 倍のスループット 

＜短所＞ 

 ディスク容量の半分を冗長データとして使用 
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（３）RAID3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホストから送出されたデータをセクタ単位でストライピングし、RAID を構成するすべての物理

ディスクに同時に読み書きします。また、パリティデータは、1 ディスクに格納します。 

 

データをセクタ単位でストライプするため大きなファイルのシーケンシャルアクセス性能は高速

です。逆にランダムアクセス時の性能は低下します。 

このため、ビデオサーバやスーパーコンピュータなど特殊用途で使用されています。また、パリティ

データによりディスク 1 台が故障した場合でもアクセス可能となります。ただし、この場合リード性

能が低下します。 

 

＜長所＞ 

 シーケンシャルアクセス性能が高い  

 ビデオサーバ向き 

＜短所＞ 

 ランダムアクセス性能が低い 

 論理ディスクを構成する物理ディスクが 1 台故障した場合、リード性能が低下 
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（４）RAID5 

 

 

ホストから送出されたデータをあるストライピングサイズでスライスし、RAID を構成する各物理

ディスクに分散格納します。また、パリティデータも各ディスクに分散格納します。 

 

パリティデータを複数のディスクに分散するため、ディスクアクセス時に並列処理が可能となりま

す。このため、サイズが数 KB 以下の小さなファイルを頻繁にランダムアクセスする処理に向いてい

ます。 

また、パリティデータによりディスク 1 台が故障した場合でもアクセス可能となります。ただし、

この場合リード性能が低下します。 

 

＜長所＞ 

 分散パリティにより並列処理が可能  

 頻繁なランダムアクセス処理向き 

＜短所＞ 

 論理ディスクを構成する物理ディスクが 1 台故障した場合、リード性能が低下 
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（５）RAID3DP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホストから送出されたデータをセクタ単位でストライピングし、RAID を構成するすべての物理

ディスクに同時に読み書きします。このとき、1 ブロックに対して 2 つのパリティデータを生成し、2

ディスクに格納します。 

 

パリティデータの二重化によりディスクが 1 台故障した場合でも冗長性は維持され、2 台同時に

ディスクが故障した場合でもアクセス可能です。ただし、この場合リード性能が低下します。 

データをセクタ単位でストライプするため大きなファイルのシーケンシャルアクセス性能は高速

です。逆にランダムアクセス時の性能は低下します。 

このため、ビデオサーバやスーパーコンピュータなど特殊用途で使用されています。また、パリティ

データによりディスク 1 台が故障した場合でもアクセス可能となります。ただし、この場合リード性

能が低下します。 

 

＜長所＞ 

 論理ディスクを構成する物理ディスクが 1 台故障時も冗長性を維持、2 台同時故障に耐えう

る高信頼性、高可用性を実現 

 シーケンシャルアクセス性能が高い  

 ビデオサーバ向き 

＜短所＞ 

 ランダムアクセス性能が低い 

 論理ディスクを構成する物理ディスクが 1 台故障した場合、リード性能が低下、2 台故障し

た場合はより低下 
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（６）RAID6 

 

 

ストライプ１ 

ストライプ３ 

パリティ 1(５，６) 

パリティ 2(N,N+1) 

ストライプ２ 

ストライプＮ 

パリティ 1（３，４） 

ストライプ５ 

ストライプＮ＋１ 

パリティ 1(１，２) 

パリティ２(５,６) 

パリティ２(３，４) 

パリティ２(１，２) 

ストライプ４ 

ストライプ１ ストライプ２ ストライプ３ ストライプ４ ストライプ５ ストライプ６ ストライプＮ … 

パリティ２生成 パリティ１生成 

ホストから送出されたデータ 

物理ディスク１ ２ ３ ４ 

ストライプ６ 

パリティ１(N,N+1) 

ストライピング 

サイズ 

 

 

ホストから送出されたデータをあるストライピングサイズでスライスし、RAID を構成する各物理

ディスクに分散格納します。このとき 1 ブロックに対して 2 つのパリティデータを生成し各ディスク

に分散格納します。 

 

パリティデータの二重化によりディスクが 1 台故障した場合でも冗長性は維持され、2 台同時に 

ディスクが故障した場合でもアクセス可能です。ただし、この場合リード性能が低下します。 

また、パリティデータを複数のディスクに分散するため、ディスクアクセス時に並列処理が可能と

なります。このため、サイズが数 KB 以下の小さなファイルを頻繁にランダムアクセスする処理に向

いています。 

 

＜長所＞ 

 論理ディスクを構成する物理ディスクが 1 台故障時も冗長性を維持、2 台同時故障に耐えう

る高信頼性、高可用性を実現 

 分散パリティにより並列処理が可能 

 頻繁なランダムアクセス処理向き 

＜短所＞ 

 論理ディスクを構成する物理ディスクが 2 台故障した場合、リード性能が低下 
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（７）RAID10 

 

 

ホストから送出されたデータをスライスし、ミラーリング（RAID1）された複数のディスクの組に

分散する（RAID0）方式です。 

※ RAID10 は RAID1 と RAID0 を組み合わせた方式であるため「RAID イチゼロ」と呼ばれます。 

 

データが複数のディスクに分散するため、並列処理が可能で高速アクセス性能が得られます。さら

に、同一データを二重化して持つため、ディスク故障が発生しても他方からのアクセスが可能となり

ます｡ 

信頼性は 2 台のディスクによる RAID1 の約 1／ｎ倍（ｎ：RAID1 の組数）となり、単一の RAID1

よりは劣りますが、十分高い信頼性を持ちます。 

 

＜長所＞ 

 高い信頼性 

 高速アクセス性能 

＜短所＞ 

 ディスク容量の半分を冗長データとして使用 
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（８）RAID50 / RAID60 

 

ストライプ６ 

ストライプ３ 

ストライプ N パリティ（N,N+1） 

パリティ(７，８) 

パリティ(３，４) 

ストライプ８ 

ストライプ１ ストライプ２ ストライプ３ ストライプ４ ストライプ５ ストライプ６ ストライプ７ … 

パリティ生成 

ホストから送出されたデータ 

４ ５ ６ 

ストライプ N+1 ストライピング 
サイズ 

ストライプ１ 

ストライプ５ 

パリティ(９，10) 

ストライプ２ 

物理ディスク１ ２ 

パリティ生成 

ストライプ８ ストライプ９ ストライプ 10 ストライプＮ 

パリティ(１，２) ストライプ４ 

パリティ(５，６) ストライプ７ 

ストライプ９ ストライプ 10 

３ 

 

 

ホストから送出されたデータをスライスし、複数の（RAID5/RAID6）構成の物理ディスクの組に

分散する（RAID0）方式です。（図は RAID50 の例です） 

※ RAID50 は RAID5 と RAID0 を組み合わせた方式であるため「RAID ゴーゼロ」と呼ばれます。 

※ RAID60 は RAID6 と RAID0 を組み合わせた方式であるため「RAID ロクゼロ」と呼ばれます。 

 

データを複数の RAID5/RAID6 に分散するため、さらなる並列処理が可能で高速アクセス性能が得

られます。 

 

＜長所＞ 

 複数の R/W 命令を並列処理可能 

 高速アクセス性能 

＜短所＞ 

 論理ディスクを構成する物理ディスクが 1 台故障した場合、リード性能が低下 
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（９）RAID-TM 

 

 

ホストから送出されたデータを 3 つのディスク（あるいは 3 つのディスクグループ）すべてに記録

する方式（トリプルミラー）です。同一データを三重化して持つため、ディスクが 1 台故障した場合

でも冗長性は維持され、2 台同時に故障した場合でもアクセスが可能となります｡ただし、この場合リ

ード性能が低下します。単体ディスクに比べると、書き込み性能に関しては同等レベル、読み込み性

能に関してはデータを 3 分割して 3 つのディスクにアクセスすることで最大 3 倍のスループットとな

ります。データの信頼性は高いのですが、ディスク容量の 66%が冗長データとなります。 

 

＜長所＞ 

 高い信頼性 

 高速アクセス性能 

＜短所＞ 

 ディスク容量の 66%を冗長データとして使用 

 

ホストから送出されたデータ 

物理ディスク１  ２
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付録C 構築可能 RAID 

 

C.1 構築可能な RAID 一覧 

iStorageManager で構築可能な RAID タイプと物理ディスク数の一覧を示します。 

 

RAID タイプ 選択物理ディスク数 

最小 ストライピング時 

RAID1/10 2 台 4 台以上 

RAID5/50(2+P) 3 台 6 台以上 

RAID5/50(4+P) 5 台 10 台以上 

RAID5/50(8+P) 9 台 18 台以上 

RAID6/60(4+PQ) 6 台 12 台以上 

RAID6/60(8+PQ) 10 台 20 台以上 

RAID-TM 3 台 6 台以上 

 

 

RAID1/10，RAID5/50，RAID6/60はストライピング時の選択物理ディスク数に示された数の物

理ディスクを選択することにより、自動的にRAID10、RAID50、RAID60として動作します。 
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付録D 論理ディスク構築時の留意事項 

ここでは、論理ディスクを構築する際の容量に関する留意事項を述べます。 

 

D.1 論理ディスク容量について 

1. 論理ディスク容量の基本的な考え 

プールに論理ディスクを構築するときにプールを使用する容量（プール占有容量）は、ユーザ

が指定した容量（論理ディスク容量）と、この容量に 1 論理ディスクあたり 2MB のディスク

管理領域を加算した容量になります（管理領域の確保方法の詳細は、「D.2 プールと論理ディ

スク容量の関係」を参照してください）。 

 

 

 

 

 

iSM では、1GB=1024MB で扱います。指定した容量値に 1024 を換算した値を論理ディスク

容量として論理ディスクを構築します。 

   例 

指定値 論理ディスク容量 プール占有容量 

（管理領域[2MB]を含む） 

2GB 2048MB 2050MB 

 

指定した容量（論理ディスク容量） 
管理領域 

(2MB) 

プール占有容量 
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D.2 プールと論理ディスク容量の関係 

ダイナミックプールでの管理領域は、論理ディスク容量とは異なる領域に割り当てられます。この領

域は、256MB 単位で管理されており、 

論理ディスク数が 128 以下の場合、管理領域(256MB) ×1 個 

論理ディスク数が 129～256 まで、管理領域(256MB)×2 個 

 ・・・ 

と、論理ディスク数が 128 の倍数を超える毎に領域を 1 つ消費します。 

プール占有容量は論理ディスク容量と管理領域の容量の総和となります。 

 

・論理ディスク 128 個の場合 

              プール全体容量 

プール占有容量 プール空き容量 

128 個分の論理ディスク容量 256 

MB 

   

                 128 個分の管理領域(2MB)を集約 

・論理ディスク 129 個の場合 

              プール全体容量 

プール占有容量 プール空き容量 

129 個分の論理ディスク容量 256 

MB 

256 

MB 

   

                 129 個分の管理領域(2MB)を集約 

 

(1) 計算式 

  プール占有容量は以下の計算式となります。 

   プール占有容量 = ([(X－1)/256]＋1)×256×Y＋([(Y－1)/128]＋1)×256 

     X ：構築する論理ディスク容量 [MB] 

Y ：論理ディスク個数 

(X,Y＞0) 

      式中の [ A ] は、A の計算値を超えない最大の整数を表す 
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 本計算式はプールにひとつも論理ディスクがない場合です。以下のケースについては、

注意が必要です。 

(1)論理ディスク構築時、既にプール上に論理ディスクが存在する場合、指定する論理 

     ディスク容量と個数によっては、構築できるケース、できないケースがあります。 

     例）構築済み論理ディスク数 127個 

       プール空き容量     2.0GB 

       ・構築できるケース    論理ディスク数   1個 

                    論理ディスク容量  2.0GB 

       ・構築できないケース   論理ディスク数   2個 

                    論理ディスク容量  1.0GB 

 

     ※上記のケースでは、共に指定した論理ディスク容量は合計2.0GBになりますが、 

      構築できないケースでは総論理ディスク数が129個となり、新たな管理領域 

      が確保されるため、論理ディスクを構築できません。 

 

    (2)構築済みの論理ディスクを解除した場合、プールの空き容量の増分が異なる場合が 

     あります。 

     例）構築済み論理ディスク数 129個（管理領域は512MBを使用） 

       論理ディスク容量    1.0GB 

       ・129番目の論理ディスクを解除した場合 

        論理ディスクの解除と共に、管理領域256MBが開放されるため、空き容量の 

        増分は、約1.2GB(1.0GB + 256MB)となります。 

       ・1～128番までの論理ディスクを1個解除した場合 

        管理領域は開放されないため、空き容量の増分は、1.0GBとなります。 
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(2) 計算例 

 2.0GB の論理ディスクを 128 個構築した場合 

X＝2.0GB＝2048MB （1024byte 換算） 

Y＝128 

 ([(2048－1)/256]＋1)×256×128＋([(128－1)/128]＋1)×256 = 212144＋256 = 

262400MB 

 

 2.0GB の論理ディスクを 129 個構築した場合 

 ([(2048－1)/256]＋1)×256×129＋([(129－1)/128]＋1)×256 = 264192＋512 = 

264704MB 

   

構築する論理ディスクの個数によって、プール使用容量に管理領域分が加算されます。 

論理ディスク

容量 

個数 プール占有容量 

計算結果 [GB]換算 iSM 表示 

2.0GB 
128 262400MB 256.25GB 256.2GB 

129 264704MB 258.50GB 258.5GB 

 

D.3 データ圧縮機能利用時の論理ディスク

の管理領域について 

データ圧縮機能を利用する場合、論理ディスクの管理領域は以下となります。 

 

(1) 圧縮論理ディスクは、ディスク管理領域（容量 2MB）を消費しません。 

(2) 1 つの圧縮プールあたり、データプールボリューム（DPV）およびメタデータプールボリュ

ーム（MPV）の管理領域として 256MB が必要となります。 

(3) 1 つの圧縮プールあたりの圧縮論理ディスクの合計容量に対して、16TB あたり 1GB の管理

領域を消費します。 
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付録E 一括設定ファイル 

E.1 ニックネーム設定ファイル 

ニックネーム設定ファイルによって、一括してニックネームの設定を行うことができます。以下に、ニ

ックネーム設定ファイルのフォーマットおよび設定例を示します。なお、本例をニックネーム一括設

定画面のエディットボックスに直接記述する場合は、実行結果を表示するための領域としてすべての

行で先頭に”,”を記述する必要があります。 

 

（ａ）ユーザ定義ファイルのフォーマット 

「ディスクアレイ名」、「形式／論理ディスク名」および「ポート名」の一括設定をユーザ定義フ

ァイルから行う場合のフォーマットについて説明します。 

ユーザ定義ファイル内では、“#”または“;”で始まる行をコメント行として扱います。 

 

［一括設定のユーザ定義ファイルフォーマット］ 

rmon name list ・・・① 

[array] ・・・② 

対象ディスクアレイ名，新ディスクアレイ名・・・③、④ 

[ld] ・・・⑤ 

nnnnh，新論理ディスク形式,新論理ディスク名・・・⑥ 

 ： 

[port]  ・・・⑦ 

mmh-ssh，新ポート名・・・⑧ 

 ： 

# next array data listing. ・・・ ⑨ 

[array] ・・・② 

 ： 

 

①キー情報（ファイル識別情報） 

以降のパラメータが名称設定ファイルであることを示すキー情報として“rmon name list”を記

述します。 

②キー情報（ディスクアレイ） 

設定対象のディスクアレイ名を指定するためのキー情報です。[array]キー以降の情報は次の

[array]キーが現れるまで、当該[array]キーで指定したディスクアレイ名に対して有効です。 

一つの[array]キーで設定できる対象ディスクアレイ名は一つです。複数のディスクアレイ名に対

して設定を行うには、ディスクアレイ名ごとに[array]キーが必要となります。一つの[array]キ

ーで複数の対象ディスクアレイ名を書かれた場合は、先頭の対象ディスクアレイ名のみに対し、

有効となります。 

無効なディスクアレイ名を指定した場合は、次の[array]キーまでの設定内容は無効になります。 
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③対象ディスクアレイ名 

キー情報 [array] に続き、以降のパラメータの対象となるディスクアレイ名（半角英数字 最大

32 文字）を記載します。 

④新ディスクアレイ名 

ディスクアレイの設定を行う場合、対象ディスクアレイ＋‘，(カンマ)’に引き続き設定するディ

スクアレイ名を記述します。ディスクアレイ名の設定を行わない場合（形式／論理ディスク名や

ポート名のみを変更する場合）は指定する必要はありません。 

なお、ディスクアレイ名に半角英数字で 32 文字を超えた名称を記述した場合はエラーになりま

す。 

⑤キー情報（論理ディスク） 

以降のパラメータが論理ディスクに関する設定情報であることを示すキー情報として [ld] を記

述します（ [ld] 以降の情報は次のキー情報"[...]"が現れるまで有効です）。 

⑥新論理ディスク形式／新論理ディスク名 

本パラメータの記述に先立ち記載された対象ディスクアレイ（上記③）上の論理ディスクに対す

る形式および論理ディスク名を設定します。対象となる論理ディスクの識別情報として“nnnnh

（nnnn：論理ディスク番号 16 進 4 ケタ）”を記述し、“，（カンマ）”に引き続き新たに設

定する形式“，（カンマ）”論理ディスク名を記述します。 

なお、論理ディスク名に半角英数字で 24 文字を超えた名称を記述した場合はエラーになります。 

同一ディスクアレイ上の他の論理ディスクに対する設定を行う場合は、同様のフォーマットで 

設定すべき情報を後続行に記述してください。 

 

 

ACOS-4システムでは、ホストでの論理ディスクの識別名と論理ディスク名を一致させてくださ

い。 

 

⑦キー情報（ポート） 

以降のパラメータがポートに関する設定情報であることを示すキー情報として [port] を記述し

ます（ [port] 以降の情報は次のキー情報"[...]"が現れるまで有効です）。 

⑧新ポート名  

本パラメータの記述に先立ち記載された対象ディスクアレイ（上記③）上のポートに対する名称

を設定します。ポートの識別情報として“mmh-ssh（mm：ディレクタ番号 16 進 2 ケタ、ss：

ポート番号 16 進 2 ケタ）”を記載し“，（カンマ）”に引き続き、新たに設定するポート名を

記述します。 

なお、新ポート名に半角英数字で 32 文字を超えた名称を記述した場合はエラーになります。 
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同一ディスクアレイ上の他のポートに対する設定を行う場合は、同様のフォーマットで設定すべ

き情報を後続行に記述してください。 

⑨コメント行 

"#"や";"で始まる行はコメント行として、実際の処理では無視されます。 

 

［初期導入時の一括設定のユーザ定義ファイル例］ 

rmon name list  

[array]   

3000000000000003,Array001 ・・・3000000000000003 のディスクアレイ名を Array001 に設定。 

 以降のパラメータはすべて本ディスクアレイに対する名称設

 定であることを示す。 

[ld]   

0000h,WN,DBmaster001 ・・・論理ディスク番号 0000h の形式を WN に論理ディスク名 

 を DBmaster001 に設定。以下同様。 

0001h,WN,DBmaster002 

0002h,NX,DBmaster003 

0003h,NX,DBmaster004 

0004h,NX,DBmaster005 

0005h,WN,DBmaster006 

0006h,WN,DBmaster007 

0007h,NX,DBmaster008 

[port] 

04h-00h,DBServer01 ・・・ポート番号 04-00 のポート名を DBServer01 に設定。以下 

04h-01h,DBServer02 同様 

06h-00h,DBServer03 

06h-01h,DBServer04 

 

 

［運用開始後の一括設定のユーザ定義ファイル例］ 

rmon name list 

[array] 

Array001 ・・・設定対象のディスクアレイは Array001 であることを示す。 

[ld] 

0000h,WN,DBtest001 ・・・論理ディスク番号 0000h の形式を WN に論理ディスク名 

 を DBtest001 に設定。以下同様。 

0011h,NX,DBtest002 
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E.2 ペア設定ファイル 

ペア設定ファイルによって、一括してペアの設定および AT グループの登録を行うことができます。

以下に、ペア設定ファイルのフォーマットおよび設定例を示します。なお、本例をエディットボックス

に直接記述する場合は、すべての行で先頭に”,”を記述する必要があります。 

 

（１）ペア設定ファイルのフォーマット 

①ファイルは ASCII 文字形式のテキストファイル(*.txt,*.csv)です。 

②';'（セミコロン）または、'#'（シャープ）以降行末まではコメントとして扱います。 

③大文字・小文字の区別をするので、記述には注意してください。 

④ファイルのコメント行を除いた先頭行は、"Pair Name List"と記述してください。 

⑤ペア設定を行う場合は、"[pair]"と記述してください。"[pair]"以降は、以下の形式で記述して

ください。 

"MV ディスクアレイ名","MV OSType","MV LDName",["RV ディスクアレイ名"], 

"RV OSType","RV LDName"[,] 

（[]は省略可能） 

 

＜SYNTAX＞ 

MV ディスクアレイ名 

 Master Volume(MV)が属するディスクアレイのディスクアレイ名を記述します。 

 最大長は 32 文字です。  

MV OSType 

 Master Volume の OS 形式を記述します。  

MV LDName 

 Master Volume の論理ディスク名を記述します。 

 最大長は 24 文字です。  

RV ディスクアレイ名 

 Replication Volume(RV)が属するディスクアレイのディスクアレイ名を記述します。 

 最大長は 32 文字です。 

 省略時には MV と同一ディスクアレイと見なします。  

RV OSType 

 Replication Volume の OS 形式を記述します。  

RV LDName 

 Replication Volume の論理ディスク名を記述します。 

 最大長は 24 文字です。  

⑥AT グループの作成を行う場合は、"[atcreate]"と記述してください。 
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⑦"[atcreate]"以降は、以下の形式で記述してください。 

  "AT グループ名","ディスクアレイ名"[,リンク先ディスクアレイ名"] 

＜SYNTAX＞ 

AT グループ名 

 作成する AT グループの名前を記述します。 

 最大長は 32 文字です。  

ディスクアレイ名 

 AT グループを作成するディスクアレイのディスクアレイ名を記述します。 

 最大長は 32 文字です。  

リンク先ディスクアレイ名 

 リンク先のディスクアレイ名を指定します。 

 最大長は 32 文字です。 

 ディスクアレイ名で指定されたディスクアレイのリンク先ディスクアレイ名指定機能

が ON の場合（データレプリケーションディザスタリカバリシステム導入と運用の手

引の「4.1.2AT グループの構成表示、状態表示」を参照）には必須となりますが、そ

れ以外の場合には無視されます(省略可)。 

⑧作成した AT グループにボリュームを登録する場合は、"[atadd]"と記述してください。 

⑨"[atadd]"以降は、以下の形式で記述してください。 

  "AT グループ名"、" OSType"、"MV LDName" 

＜SYNTAX＞ 

AT グループ名 

 ボリュームを登録する AT グループの名前を記述します。 

 最大長は 32 文字です。  

MV OSType 

 登録する Master Volume の OS 形式を記述します。 

MV LDName 

 登録する Master Volume の論理ディスク名を記述します。 

 最大長は 24 文字です。  

⑩AT グループに登録済みのボリュームを AT グループから削除する場合は、"[atremove]"と記

述してください。 

⑪"[atremove]"以降は、AT グループへのボリューム登録（[atadd]）と同じ形式で記述してくだ

さい。 

  "AT グループ名"、" MV OSType"、"MV LDName" 

⑫AT グループを削除する場合は、"[atdelete]"と記述してください。 
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⑬"[atdelete]" 以降は、以下の形式で記述してください。 

  "AT グループ名" 

＜SYNTAX＞ 

AT グループ名 

 削除する AT グループの名前を記述します。 

 最大長は 32 文字です。  

 

（２）設定例 

Pair Name List ...(a) 

[pair] 

;MV DiskArrayName,MV OSType,MV ExVolName,RV DiskArrayName,RV OSType,RV ExVolName

 ...(b) 

#MV DiskArrayName,MV OSType,MV ExVolName,RV DiskArrayName,RV OSType,RV ExVolName

 ...(b) 

DiskArrayName1,NX,DEV001, DiskArrayName1,NX,DEV101 ...(c) 

DiskArrayName1,NX,DEV001, DiskArrayName2,NX,DEV202 ...(c) 

DiskArrayName1,NX,DEV002, DiskArrayName2,NX,DEV203  

DiskArrayName1,NX,DEV003, DiskArrayName3,NX,DEV301  

DiskArrayName1,NX,DEV004, DiskArrayName3,NX,DEV302  

DiskArrayName1,NX,DEV011,,NX,DEV021 ...(d) 

[atcreate] ...(e) 

#ATgroupName,DiskArrayName ...(b) 

DB_atg1,DiskArrayName1,DiskArrayName2 ...(f) 

[atadd] ...(g) 

#ATgroupName,OSType,ExVolName ...(b) 

DB_atg1,NX,DEV001 ...(h) 

DB_atg1,NX,DEV002 ...(h) 

[atcreate] ...(e) 

#ATgroupName,DiskArrayName ...(b) 

DB_atg2,DiskArrayName1,DiskArrayName3 ...(f) 

[atadd] ...(g) 

#ATgroupName,OSType,ExVolName ...(b) 

DB_atg2,NX,DEV003 ...(h) 

DB_atg2,NX,DEV004 ...(h) 
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Pair Name List ...(a) 

[atremove] ...(i) 

#ATgroupName,OSType,ExVolName ...(b) 

DB_atg1,NX,DEV001 ...(j) 

DB_atg1,NX,DEV002 ...(j) 

[atdelete] ...(k) 

#ATgroupName ...(b) 

DB_atg1 ...(l) 

[atremove] ...(i) 

#ATgroupName,OSType,ExVolName ...(b) 

DB_atg2,NX,DEV003 ...(j) 

DB_atg2,NX,DEV004 ...(j) 

[atdelete] ...(k) 

#ATgroupName ...(b) 

DB_atg2 ...(l) 

 

＜説明＞ 

(a) コメント行を除く先頭行がこの文字列ではないとエラー（「[05254]一括設定用のファイルで

はありません」）になります。 

(b) CSV 形式のテキストファイルでは、行頭に";"もしくは"#"を付けることにより、コメント行と

して扱われます。コメント行は、主に項目のタイトルとして利用します。 

(c) 1 つの MV に複数のペアを組む場合には、ペア単位で各行を作成してください。 

(d) RV のディスクアレイ名が省略時には、MV と同一ディスクアレイとみなします。 

(e) AT グループの作成を宣言します。 

(f) 指定ディスクアレイ上に AT グループを作成します。 

この時、リンク先のディスクアレイ名を指定します。 

(g) AT グループへのボリューム登録を宣言します。 

(h) 指定するボリュームは PV（Primary Volume）であり、ひとつの RDR ペアが設定されていな

ければなりません。また、ひとつの AT グループに複数のボリュームを登録する場合、登録す

る各ボリュームは同じディスクアレイ上に存在している必要があります。また、各登録ボリュ

ームに設定されている RDR ペアボリューム（RV）も同じディスクアレイ上に存在している

必要があります。 

(i) AT グループからのボリューム削除を宣言します。 

(j) 指定 AT グループに登録されているボリュームを指定します。 

(k) AT グループの削除を宣言します。 

(l) AT グループの削除要求前に登録されているボリュームをすべて削除しておいてください。 
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(1) スペースは、半角スペースとしてください。  

(2) 文字列の前後にスペースは記述しないでください。  

(3) ファイルのコメント行を除いた先頭行が、"Pair Name List"でない場合はエラー（[05254]

一括設定用のファイルではありません）になります。  

(4) 文字列の前後にスペースがある場合はエラー（[05254]一括設定用のファイルではありません）

になります。  

(5) 入力するATグループ名が下記に示す規則に従っていない場合には設定することができません。 

・使用可能文字数 1～32文字 

・使用可能文字 アルファベット A～Z（a～z）＊大文字小文字は区別されます 

                      数字 0～9 

                     アンダーバー _ 

                    スラッシュ / 

＊文字はすべて半角でなければなりません 
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付録F iSM サーバの環境定義ファイル 

F.1 環境定義ファイル 

(１) 環境定義ファイル（iSMsvr.conf）への設定情報 

ここでは iStorageManager Express の環境定義ファイル（iSMsvr.conf）に設定可能な情報の説明を

します。iSM サーバ起動中に環境定義ファイルを変更した場合は、iSM サーバの再起動が必要です。 

 

① agent セクション：エージェント管理に関する情報を定義します。 

[agent] 

[remonitoring_interval = 監視の再開可能チェックインターバル ] 

[lan_path_check_interval = 監視パスのチェックインターバル ] 

 

表 F-1 環境定義ファイルで設定する情報（agent セクション） 

セクション名 

パラメータ 
値 内容 

[agent] エージェント管理セク

ション 

エージェントセクションの開始を示します。 

remonitoring_interval 監視の再開可能チェッ

クインターバル 

（数値 1～60） 

障害によりディスクアレイの監視を自動停止

した後の、ディスクアレイの監視を自動再開

することが可能かを判定するインターバルを

指定します。 

 単位 ：分 

 既定値：5 

lan_path_check_interv

al 

監視パスのチェックイ

ンターバル 

（数値 3～60） 

IP 接続で監視する場合、切り替えパスの状態

をチェックするインターバルを指定します。 

 単位 ：分 

 既定値：60 

 

② server セクション：iSM サーバ名に関する情報を定義します。 

[server] 

[iSMsvr_name = iSMサーバ名 ] 

 

表 F-2 環境定義ファイルで設定する情報（server セクション） 

セクション名 

パラメータ 
値 内容 

[server] server セクション server セクションの開始を示します。 
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セクション名 

パラメータ 
値 内容 

iSMsvr_name iSM サーバ名 

（文字列 20 文字以内） 

iSM クライアント（Web GUI）のタイトル

バーに表示する iSM サーバ名を指定します。 

タイトルバーの表示を変更する場合は指定

してください。複数の iSM サーバで運用し

ている場合、iSM クライアント(Web GUI)

のタイトルバーから iSM サーバの識別が

可能となります。なお、client セクション

で｢接続を許可する iSM クライアントの種

類｣が｢web｣の場合に有効となります。大文

字と小文字は区別されます。 

iSM サーバ名に 2 バイト文字、半角カナ、

制御文字、ファイル名として使用できない

文字（¥/:,;*?"<>|）および空白は使用でき

ません。 

 

③ resource セクション：状態監視に関する情報を定義します。 

[resource] 

[watch_interval = 状態監視インターバル ] 
[capacity_watch_interval = 容量監視インターバル]  

[nickname_check] 

[scheduled_report = no] 
[scheduled_report_time = 時:分] 

 

表 F-3 環境定義ファイルで設定する情報（resource セクション） 

セクション名 

パラメータ 
値 内容 

[resource] 状態監視セクション 状態監視セクションの開始を示します。 

watch_interval 状態監視インターバル 

（数値 3～60） 

ディスクアレイの状態を監視するインター

バルを指定します。 

 単位 ：秒 

 既定値：15 
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セクション名 

パラメータ 
値 内容 

capacity_watch_inte

rval 

容量監視インターバル 

（数値 5～1440） 

以下の情報を監視するインターバルを指定

します。 

1)シンプロビジョニング機能 

 プールおよび論理ディスクの割当済み

容量 

 プールの実容量しきい値 

 プールの実容量しきい値(予告) 

 論理ディスクの LD 容量しきい値 

2)スナップショット機能 

 スナップショット使用量 

 スナップショット使用量のしきい値 

シンプロビジョニング機能において、プール

および論理ディスクの容量不足・論理ディス

クの LD 容量クォータは、状態監視インター

バル(watch_interval)で監視します。ただし、

容量監視インターバルが状態監視インター

バルよりも短い場合(*)は、容量監視インター

バルでも監視可能です。 

(*)既定値では、容量監視インターバルは状態

監視インターバルよりも長くなります。 

 単位 ：分 

 既定値：5 

nickname_check なし iStorageManager の全ての管理対象ディス

クアレイに対して、構成要素に付与された識

別名称の重複チェックを行う場合に指定し

ます。 

重複チェックの対象となる識別名称は以下

の通りです。 

M12e/Mx20 シリーズ： 

 ディスクアレイ名 

 

M12e/Mx20 シリーズ以外： 

 ディスクアレイ名 

 論理ディスク名 

 ポート名 

本パラメータが指定された場合、iSM サー

バ起動時およびディスクアレイの監視再開

時に、全ての識別名称の重複チェックを行い

ます。 

本パラメータがない場合は、重複チェックを

行いません。 

 既定値：重複チェックを行います。 

scheduled_report yes 

no 

監視しているディスクアレイ装置に関する

障害情報の定時通報を行うかを指定します。

規定値では定時通報を行いません。 

 単位 ：yes/no 
 既定値：no 
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セクション名 

パラメータ 
値 内容 

scheduled_report_ti

me 

時：分 監視しているディスクアレイ装置に関する

障害情報の定時通報を行う時刻を指定しま

す。障害情報の定時通報を行う場合

（scheduled_report=yes）は、本パラメータ

を必ず設定してください。規定値は「指定な

し(空白)」です。 

 単位 ：時分 

 既定値：指定なし(空白) 

 

④ log セクション：ログ管理に関する情報を定義します。 

[log] 

[modify_no_measures_msg_to_info] 

 

表 F-4 環境定義ファイルで設定する情報（log セクション） 

セクション名 

パラメータ 
値 内容 

[log] ログ管理セクション ログセクションの開始を示します。 

modify_no_measures

_msg_to_info 

なし 運 用 上 注 意 を 必 須 と し な い 、 種 別 が

WARNING のメッセージについて、種別を

INFO に切り替える場合に指定します。種別

の変更対象となるメッセージは iSM04040 と

iSM01006 です。 

指定がない場合は、種別の切り替えは行いま

せん。 

 

 

 

1. modify_no_measures_msg_to_infoパラメータを指定する場合、メッセージの種別が変更さ

れるため、事象連携機能で対象メッセージ（iSM04040、iSM01006）の定義を行っている

場合に連携ができなくなる可能性があります。事象連携定義のメッセージレベルの設定を確

認してください。対象メッセージ（iSM04040、iSM01006）の詳細はIS010「メッセージハ

ンドブック」を参照してください。 

 

⑤ config セクション：構成設定機能に関する情報を定義します。 

[config] 

[no_clock_correction] 

[allow_virtual_capacity_over_max_pd] 

[no_auto_save_config] 

[max_numebr_of_ld_level] 

 

  



付録 F  iSM サーバの環境定義ファイル 

 

 

 付-37 

表 F-5 環境定義ファイルで設定する情報（config セクション） 

セクション名 

パラメータ 
値 内容 

[config] 装置コンフィグセクション コンフィグセクションの開始を示します。 

no_clock_correction 

 

 

なし ディスクアレイ中の時刻をサーバから自動補

正しない場合に指定します。 

指定がない場合は、ディスクアレイ中の時刻

を自動補正します。 

allow_virtual_capaci

ty_over_max_pd 

なし 仮想容量プールが最大物理容量を超えること

を許可する場合に指定します。指定がない場

合は、仮想容量プールの容量を最大物理容量

までに限定します。シンプロビジョニング機

能を利用する場合にのみ有効となります。 

no_auto_save_config  なし 構成設定を行う際に構成情報の自動保存を行

うかどうかを設定します。既定値は指定なし

で、自動保存が行われます。

no_auto_save_config を指定すると、自動保存

が行われなくなります。 

max_number_of_ld_

level 

ディスクアレイに構築可能な

最大 LD 数のレベル 

（数値 1,2） 

ディスクアレイに構築可能な最大 LD 数のレ

ベルを指定します。指定したレベルに応じた

構築可能数を超えて LD を構築することはで

きません。 

本パラメータを指定しない場合、ディスクア

レイに構築可能な最大 LD 数は以下の通りで

す。 

･ M12e/M120  ：1024 

･ M320    ：4096 

本パラメータは、M12e/M120/M320 でのみ有

効です。 

･ 1：構築可能な最大 LD 数は以下です。 

- M12e/M120  ：1024 

- M320    ：4096 

･ 2：構築可能な最大 LD 数を拡大します。 

拡大後の最大 LD 数は以下です。 

- M12e/M120/M320：8192 

･ 既定値：2 

 

⑥ replication セクション：レプリケーションに関する情報を定義します。 

[replication] 

[no_state_monitor] 

[no_replication_info_refresh] 

[auto_resync_interval] 

[resync_start_wait_time] 

[resync_fulltime_ddr_replicate] 
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表 F-6 環境定義ファイルで設定する情報（replication セクション） 

セクション名 

パラメータ 
値 内容 

[replication] 
レプリケーションセクショ

ン 

レプリケーションセクションの開始を示しま

す。 

no_state_monitor なし ReplicationControl コマンド、SnapControl コ

マンドの操作による状態変化のメッセージを抑

止する場合に指定します。 

no_replication_info_r

efresh 

なし iSM クライアントのレプリケーション管理画面

と接続画面を、定期的に更新せず、F5 キーの指

示で更新を行う場合に指定します。 

指定がない場合(既定値)、画面は定期的に更新さ

れます。 

ディスクレイ間の RDR のリンクがベストエフ

ォート回線経由の場合は、指定を行い、定期的

な画面の更新を避けてください。 

詳しくは「データレプリケーション利用の手引

機能編」の低速回線の説明を参照してください。 

auto_resync_interva

l 

アトミックブレークを監視

するインターバル 

(数値１～86400) 

アトミックブレークを監視するインターバルを

指定します。 

 単位 ：秒 

 既定値：60 

resync_start_wait_t

ime 

自動再同期エージェントの

起動待ち時間 

(数値 0～86400) 

自動再同期エージェントの起動待ち時間を指定

します。 

 単位 ：秒 

 既定値：120 

resync_fulltime_ddr

_replicate 

なし 既定値では DDR 方式の自動再同期操作が完了

した後、自動再同期用 DDR ペアはセパレート

状態になります。DDR 方式の自動再同期操作が

完了した後、自動再同期用 DDR ペアをレプリ

ケート状態にしたい場合に指定します。 

 

⑦ data_retention セクション：iSM サーバのデータ改ざん防止機能の情報を定義します。 

[data_retention] 

[protection_check_time = 時:分] 

[expiration_period = 期限切れメッセージ出力期間] 

[premonition_period = 期限切れ予告期間] 
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表 F-7 環境定義ファイルで設定する情報（data_retention セクション） 

セクション名 

パラメータ 
値 内容 

[data_retention] 
データ改ざん防止セクシ

ョン 

データ改ざん防止セクションの開始を示

します。 

protection_check_time 時：分 データ保護されたボリュームの保護状態

をチェックする時刻を指定します。 

時  00 ～ 23 の範囲で指定します。1 桁

の指定も可能です。 

分  00 ～ 59 の範囲で指定します。必ず

2 桁で指定してください。 

既定値：00:10 

expiration_period 期限切れメッセージ出力

期間 

(数値 0～255) 

データ保護されたボリュームの保持期限

が切れた場合に出力する、期限切れの通

知メッセージの出力期間を指定します。

本パラメータに 0 を指定された場合は、

期限切れメッセージは出力されません。 

単  位：日 

既定値：1 

例：3 日を指定した場合、データ保護状態

のチェック時刻毎に 3 日間メッセージを

出力します。 

premonition_period 期限切れ予告期間 

(数値 0～255) 

データ保護されたボリュームの保持期日

が近づいたことを知らせる、期限切れ予

告期間を指定します。 

期限切れ予告期間の最初の日が期限切れ

予告日となります。 

本パラメータに 0 を指定された場合は期

限切れの予告は行いません。 

単  位：日 

既定値：0 

例：3 日を指定した場合、3 日前のデータ

保護状態のチェック時刻に期限切れの予

告メッセージを出力します。 

 

⑧web セクション：web の情報を定義します。 

[web] 

[client_jws_enable] 

[tls_version_disable] 
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表 F-8 環境定義ファイルで設定する情報（web セクション） 

セクション名 

パラメータ 
値 内容 

[web] web セクション web の情報を定義します。 

client_jws_enable 
iSM クライアント表現形

式のモード（数値 0,1） 

Webブラウザから iSMサーバに接続した

際の動作を指定します。 

0：iSM クライアントのインストーラを

ダウンロードできる画面を表示します。

iSM クライアント V10.2 以降は、インス

トール後にショートカットから起動でき

ます。 

1：iSM クライアント V10.1 を起動しま

す (JWS)方式。 

既定値：0 

本パラメータを指定しない場合、 

"1"の指定と同様の動作になります。 

tls_version_disable 
TLSバージョン1.0と1.1

の無効化設定 

iSM クライアント(Web GUI)から iSM サ

ーバに接続する時の TLS バージョン、お

よび iStorage装置管理ポートのTLSバー

ジョンTLS1.0とTLS1.1を無効化するか

どうかを指定します。 

 

本パラメータを指定しない場合、default                 

を指定する場合と同等になります。 

 

default：TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、

TLS1.3 で通信可能です。 

 

1.0：TLS バージョン 1.0 を無効化しま

す。1.0 を設定する場合、TLS1.1~TLS1.3

で通信可能です。 

 

1.0/1.1：TLS バージョン 1.0 と 1.1 を無

効化します。1.0/1.1 を設定する場合、

TLS1.2~TLS1.3 で通信可能です。 

 

既定値：default 

 

 client_jws_enableの値を0から1へ変更しないでください。 

ストレージ制御ソフトiStorageManager Ver10.2以降の機能が利用できなくなることがありま

す。 

例：ストレージ制御ソフトiStorageManager Ver10.2を適用したiSCSI機で、 

client_jws_enable を0から1へ変更すると、iSCSIのアクセスコントロールが利用できなくなり

ます。 
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「TLSバージョン1.0と1.1の無効化設定」により、ディスクアレイ通信ポートのTLSバー

ジョンを設定した後に、ディスクアレイ通信ポートが使用するTLSバージョンを参照することが

できます。操作方法の詳細については「iStorageManagerコマンドリファレンス」（IS052）の

「第Ⅳ編 リファレンス編」の「iSMenv gettls」の項を参照してください。 
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(２)環境定義ファイルの設定例 

以下に、次世代のディスクアレイ用の必要最低限の設定可能なサンプルファイル(iSMsvr.sample)

を元に作成した環境定義ファイルの例を示します。 

 

環境定義ファイル 

############################################################################ 

# This file is a sample to create the iSM server environment definition file. 

# All the parameters of the iSM server are described here. 

# All the settings of the iSM server are accessible by customizing and using  

# this file. 

# A line starting with "#" is a comment line.  

# Remove "#" and use the line if necessary. 

############################################################################ 

 

############################# agent section ################################ 

# Set the environment of the agent function of the iSM server. 

# As the default value is recommended for these information, it is  

# unnecessary to set this section in common use. 

############################################################################ 

[agent] 

 

## remonitoring_interval: 

##                 Specify an interval for checking whether monitoring a  

##                 disk array can be restarted automatically after 

##                 monitoring a disk array is stopped due to a trouble. 

##                 Unit: minute 

##                 Default value: 5 (minutes) 

##                 (Numeric: 1 to 60) 

 

#   remonitoring_interval = 5 

 

## lan_path_check_interval: 

##                 Specify an interval for checking status of switching path  

##                 when using IP connection to monitor. 

##                 Unit: minute 

##                 Default value: 60 (minutes) 

##                 (Numeric: 3 to 60) 

 

#   lan_path_check_interval = 60 

 

############################# server section ############################### 

# Set the iSM server name to be displayed in the Title Bar of iSM  

# client(Web GUI). 

############################################################################ 

[server] 

 

## iSMsvr_name:    Specify an iSM server name to be displayed in the  

##                 Title Bar of iSM client(Web GUI). An iSM server name is     

##                 case-sensitive. To modify the display of the Title Bar,       

##                 please set here. When multiple iSM servers are used, you    

##                 can identify each of them from the Title Bar. 

##                 (Character string: up to 20 characters) 
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#   iSMsvr_name = iSMsvr 

 

  

############################# resource section ############################# 

# Set the environment of the state monitoring function of the iSM server.  

# As the default value is recommended for these information, it is  

# unnecessary to set this section in common use. 

############################################################################ 

[resource] 

 

## watch_interval: Specify an interval for monitoring state of disk arrays. 

##                 Unit: second 

##                 Default value: 15 

##                 (Numeric: 3 to 60) 

 

#   watch_interval = 15 

 

## capacity_watch_interval: 

##                 Specify an interval for monitoring information as follows: 

##                 1)Thin Provisioning function 

##                  (1)Actual Used Capacity of the Pool and Logical Disk 

##                  (2)Actual Capacity Threshold of the Pool 

##                  (3)Actual Capacity Threshold (pre) of the Pool 

##                  (4)LD Capacity Threshold of the Logical Disk 

##                 2)Snapshot function 

##                  (1)Snapshot Used Capacity 

##                  (2)Snapshot Used Capacity Threshold 

##                 For Thin Provisioning function, capacity insufficient of 

##                 pool and logical disk, and LD capacity quota of logical  

##                 disk are monitored by state watch interval (watch_interval). 

##                 However, when capacity watch interval (this parameter) is  

##                 shorter than state watch interval (*), it can be monitored  

##                 even by capacity watch interval.  

##                 (*)As the default, capacity watch interval is longer than  

##                 state watch interval.  

##                 Unit: minute 

##                 Default value: 5 

##                 (Numeric: 5 to 1440) 

 

#   capacity_watch_interval = 5 

 

## nickname_check: Specify this parameter to make a duplication check on 

##                 identifiers that are assigned to components in the disk 

##                 arrays to be managed by the iSM server.  

##                 Components to be checked in a duplicated manner are as  

##                 follows: 

##                 1)Disk Array Name 

##                 If you specify this parameter, all components are checked 

##                 in a duplicated manner when the iSM server starts and 

##                 when the disk array monitoring is resumed. Duplicating  

##                 check is not performed if this parameter is not set. 

 

#   nickname_check 

 

## scheduled_report:  

##                 Specify whether to do the scheduled report of the  
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##                 monitoring disk array's disaster information. 

##                 Default value: no 

##                 yes      Do the scheduled report of the monitoring disk  

##                          array's disater information. 

##                 no       Do not do the scheduled report of the the  

##                          monitoring disk array's disater information. 

 

#   scheduled_report = no 

 

## scheduled_report_time: 

##                 Specify the scheduled report time of the monitoring disk  

##                 array's disaster information. 

##                 If [yes] is specified for the parameter scheduled_report, 

##                 the parameter scheduled_report_time is valid. Otherwise, the 

##                 parameter scheduled_report_time is invalid. 

##                 hour     Specify a value from 00 to 23. 

##                          You can specify only one digit. 

##                 minute   Specify a value from 00 to 59. 

##                          Always specify two digits. 

 

#   scheduled_report_time = 00:00 

 

################################ log section ############################### 

# Set the information about the operation log of the iSM server. 

# The messages of the iSM server are output into the operation log. The  

# default value is recommended for these information, so it is unnecessary  

# to specify this section in common use.  

############################################################################ 

[log] 

 

## modify_no_measures_msg_to_info: 

##                 Specify this parameter to switch the classification to  

##                 INFO for the messages with WARNING classification that do 

##                 not require operational attention. The object messages of  

##                 Classification change are iSM04040 and iSM01006. If this  

##                 parameter is not specified, the classification is not  

##                 switched. 

 

#   modify_no_measures_msg_to_info 

 

############################## config section ############################## 

# Set the information about the configuration setting. 

# The default value is recommended for this information, so it is  

# unnecessary to set this section in common use. 

############################################################################ 

 

[config] 

 

## no_clock_correction: 

##                 Specify this parameter so that the timer of the disk  

##                 array is not automatically corrected by the server. 

##                 If this parameter is not specified, the timer of the disk 

##                 array is automatically corrected. 

 

#   no_clock_correction 
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## allow_virtual_capacity_over_max_pd: 

##                 Specify this parameter if the capacity of virtual capacity 

##                 pool is allowed over maximum physical capacity. If it is 

##                 not specified, the capacity of virtual capacity pool is 

##                 limited to the maximum physical capacity. This parameter  

##                 is available only for Thin Provisioning function. 

 

#   allow_virtual_capacity_over_max_pd 

 

## no_auto_save_config: 

##                Specify this parameter not to save the configuration 

##                information automatically when configuring a disk array. 

##                By default, this parameter is not specified and the  

##                configuration information is automatically saved. 

 

#   no_auto_save_config 

 

## max_number_of_ld_level: 

##                Specify the level of the maximum number of logical disks  

##                which can be created in one disk array.The maximum number  

##                of logical disks which can be created in one disk array is 

##                limited to the number according to the specified level. 

##                If this parameter is not specified, the maximum  

##                number of logical disks which can be created in one disk   

##                array is as follows. 

##                  M12e/M120 : 1024 

##                  M320      : 4096 

##                This parameter is effective only in M12e/M120/M320. 

##                  1: Maximum number of logical disks is as follows. 

##                    - M12e/M120      : 1024 

##                    - M320           : 4096 

##                  2: Maximum number of logical disks is expanded and it is  

##                     as follows. 

##                    - M12e/M120/M320 : 8192 

##                 Default value: 2 

 

max_number_of_ld_level = 2 

 

############################ replication section ########################### 

# Set the environment of the replication function of the iSM server. 

# It is unnecessary to set this section if the replication function is not  

 

# used. And unnecessary to set it in common use too, for the reason that 

# the default value has been recommended for use.  

############################################################################ 

[replication] 

 

## no_state_monitor:  

##                 Specify the parameter when the state change messages,  

##                 which are issued by the ReplicationControl and  

##                 SnapControl command operation, are not output. 

 

#   no_state_monitor 

 

## no_replication_info_refresh:  

##                 Specify the parameter so that the Replication Screen and 
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##                 the Connection Screen of iSM client are not periodically 

##                 refreshed. If this parameter is not specified, the two  

##                 Screens will be periodically refreshed. If the link of  

##                 RDR between the disk equipments is Low Speed, please  

##                 specify this parameter. 

##                 About Low Speed, please refer to [Data Replication User's 

##                 Manual (Function Guide)]. 

 

#   no_replication_info_refresh 

 

 

## auto_resync_interval: 

##                 Specify an interval for monitoring atg ATbreak. 

##                 Unit: second 

##                 Default value: 60 

##                 (Numeric: 1 to 86400) 

 

#   auto_resync_interval = 60 

 

## resync_start_wait_time: 

##                 Specify a waiting time when iSMrplagent start. 

##                 Unit: second 

##                 Default value: 120 

##                 (Numeric: 0 to 86400) 

 

#   resync_start_wait_time = 120 

 

## resync_fulltime_ddr_replicate: 

##                 Specify the parameter for DDR type automatic 

##                 resynchronization. If this parameter is specified, 

##                 automatic resynchronization DDR pair will be 

##                 replicated after automatic resynchronization is 

##                 finished. If this parameter is not specified, 

##                 automatic resynchronization DDR pair is separated 

##                 after automatic resynchronization is finished. 

 

#   resync_fulltime_ddr_replicate 

 

######################### data_retention section ########################### 

# Set the environment of the data retention function of the iSM server. 

# It is unnecessary to set this section if the data retention function is   

# not used. And unnecessary to set it in common use too, for the reason that 

# the default value has been recommended for use.  

 

############################################################################ 

[data_retention] 

 

## protection_check_time: 

##                 Specify the time when the protection status of the volume  

##                 in which data is protected is checked. 

##                 hour    Specify a value from 00 to 23.  

##                         You can specify only one digit. 

##                 minute  Specify a value from 00 to 59.  

##                         Always specify two digits. 
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##                 Default value: 00:10 

 

#   protection_check_time = 00:10 

 

## expiration_period: 

##                 Specify the output period of the message that to notify  

##                 the expiration, when the retention time limit of the   

##                 volume in which data is protected is expired. If 0 is  

##                 specified for this parameter, the expiration message will 

##                 not be output. 

##                 Unit: day 

##                 Default value: 1 

##                 (Numeric: 0 to 255) 

##                 Example: The message is output every time checking the  

##                 data protection status for 3 days if 3 days is specified. 

 

#   expiration_period = 1 

 

## premonition_period: 

##                 Specify the day when to previously notify the expiration  

##                 of the volume in which data is protected. If 0 is  

##                 specified for this parameter, the previous notification 

##                 of expiration will not be performed. 

##                 Unit: day[s] before 

##                 Default value: 0 

##                 (Numeric: 0 to 255) 

##                 Example: The message of previous notice of expiration is  

##                 output at the time to check data protection status 3 days  

##                 before expiration if 3 days is specified. 

 

#   premonition_period = 0 

 

######################### web section ######################################### 

# Specify the mode of iSM Client when connect to the iSM server by browser. 

################################################################################## 

[web] 

 

##client_jws_enable: 

##                 Specify the mode of iSM Client when connect to the iSM server  

##                 by browser.If this parameter is omitted, the action is the same 

##                 as that when 1 is specified. 

##                     0：Open the download page of iSM client. 

##                     1：Open iSM client by JWS. 

##                 Default value: 0 

 

client_jws_enable = 0 

 

## tls_version_disable: 

##                 Specify this parameter to disable Transport Layer Security 

##                 (TLS) version for disk array's transport port and the  

##                 iSM client(Web GUI) connect with iSM server.  

##                 If this parameter is omitted, the operation is the same as  

##                 that when default is specified. 

##                 default 

##                 TLS1.3/TLS1.2/TLS1.1/TLS1.0 can be use. 

##                 1.0 
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##                 TLS1.0 disable,TLS1.3/TLS1.2/TLS1.1 can be use. 

##                 1.1 

##                 TLS1.0/TLS1.1 disable,TLS1.3/TLS1.2 can be use. 

 

#   tls_version_disable = default 
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付録G 事象連携設定ファイル 

G.1 連携定義ファイル 

ここでは連携定義ファイル（msgdrv.conf）に設定可能な情報の説明をします。 

（１）連携定義ファイル 

[SERVER] 

SMTP=192.168.0.1 

SMTP_PORT=25 

POP=192.168.0.1 

POP_PORT=110 

AUTH=POP_before_SMTP 

USER=username 

PASSWORD=password 

[LIMIT] 

MAIL=300 

[LINK00] 

MSGID=ALL 

LEVEL=ERR 

MAIL=a@xxx.com 

 

（２）パラメータ詳細 

[SERVER]  各種共通定義 

SMTP  メールを送信する SMTP サーバを IP アドレスで定義する（1 つのみ） 

SMTP_PORT  SMTP のポート番号を 1～65535 で定義する 

   省略が可能（省略した場合は、既定値として 25 を使用） 

POP  POP before SMTP 認証時に使用する POP サーバを IP アドレスで定義 

   する（1 つのみ） 

   AUTH=NONE または AUTH=SMTP-AUTH の場合は省略可能 

POP_PORT  POP のポート番号を 1～65535 で定義する 

   省略が可能（省略した場合は、既定値として 110 を使用） 

AUTH  認証方式（NONE、POP_before_SMTP、SMTP-AUTH）を定義する 

USER  認証用アカウントを定義する 

   AUTH=NONE の場合は省略可能 

PASSWORD  認証用パスワード（パスワード暗号化）を定義する 

   AUTH=NONE の場合は省略可能 

[LIMIT]  連携処理の上限値定義 

MAIL    メールの送信の上限値（回/分）を 15～1200 で定義する 

            省略が可能(省略した場合は、既定値として 300 を使用)  

[LINKxx]  連携グループの定義（xx は 00～99 で指定する） 
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MSGID  連携対象メッセージを定義する 

LEVEL  連携対象メッセージのレベルを定義する 

MAIL  連携アクションの送り先のメールアドレスを定義する 

 

 

1. 1行を512バイト以内（空白／タブ／改行コードを含む）で記述してください。 

2. 行の先頭にシャープ（“#”）を指定すると、その行はコメントになります。 

3. 先頭行に[SERVER]セクションを記述してください。 

4.  [LINKxx]セクション（xxは00～99の範囲で指定可能）は、連携グループを定義します。

連携グループでは、連携対象メッセージ（MSGID）とレベル（LEVEL）と連携アクショ

ン（MAIL）を指定します。受け取ったメッセージが連携対象メッセージに指定したメッセ

ージ番号であり、レベルに指定したメッセージレベルであった場合に、連携アクションが

実行されます。 

5. [LINKxx]セクションのMSGIDには連携対象メッセージを定義します。メッセージ番号（5

桁の数字（例：02040））、メッセージ番号範囲（メッセージ番号をハイフン（“-”）で

繋いだ範囲（例：10000-10999））、機能単位で指定可能です。機能単位では以下の指定が

可能です。 

表G-1 機能単位と連携対象メッセージ 

機能単位 機能名 連携対象メッセージ
BASE 基本制御 iSM01000～iSM04999

iSM07000～iSM07999

iSM11000～iSM11999

iSM14000～iSM17999

iSM23000～iSM23999

iSM24000～iSM24999

iSM28000～iSM28999

iSM29000～iSM29999

PERFORMANCE 性能 iSM08000～iSM09999

REPLICATION レプリケーション iSM10000～iSM10999

SNAPSHOT スナップショット iSM18000～iSM18999

ALL 全機能 すべてのメッセージ

ALERT 保守メッセージ ALIVE通報の対象（ディスクアレイ装置の障害

通報機構が行うALIVE通報も含む）のメッセー
ジ（メッセージの本文末尾に、キーワード
“[_ALERT_]”が付加されている）です。  

6. [LINKxx]セクションのLEVELにはレベルを定義します。ERR、WARNING、NOTICE、 

INFOとALL(全レベル)を指定できます。 

7. [LINKxx]セクションのMAIL には、連携対象のメッセージを受け取った場合の、メールの

送り先のメールアドレスを定義します。メールアドレスは複数定義できます。メールアド

レスは、同一行に複数定義することも、複数行に分けて定義することもできます。メール

アドレスは、ドメイン名を含んだ完全なものを記述してください。 
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8. 同一連携グループで連携アクションのメールアドレスはそれぞれ最大10まで定義できま

す。 

9. [LINKxx]セクションで、MSGID、LEVEL、MAILの右辺の指定を同一行に複数定義する

場合、カンマ（“,”）で区切って定義します。また、複数行に分けて定義することも可能

です。その場合には、連続した行で定義する必要はありません。ただし、連続した行で定

義した場合でも左辺を省略することはできません。 

10. 同一のメッセージが複数の連携グループで指定された場合、指定された連携グループの連

携アクションが実行されます。ただし、同一のメッセージに対して同一の連携アクション

が複数指定された場合は、連携アクションは1回だけ実行されます。 

11. すべてのメッセージが連携対象となることを避けるため、同一の連携グループでMSGIDと

LEVELの両方にALLを定義することはできません。 

12. 連携を行わない場合、定義ファイルの作成は不要です。 

13. 連携制御ファイルには、Ver3.4までの定義である[LEVEL]セクションとHEADERの定義を

指定することが可能です。既存のユーザをサポートするための機能であるため、通常は、

[LINKxx]セクションを使用してください。 

使用する場合は、以下の点に注意してください。 

 ・[LEVEL]セクションの定義は、[LINKxx]セクションの定義と同時に行うことはでき 

  ません。 

 

（3）定義例 

ERR のメッセージの場合は、a さんにメールで通知します。 

保守メッセージの場合は、a さんと b さんにメールで通知しします。 

クライアントの接続、切断のメッセージ（iSM02040、iSM02041）の場合は、a さんにメールで通

知するという定義の例を以下に紹介します。 

 

連携定義ファイル(msgdrv.conf) 

[SERVER] 

SMTP=192.168.0.1 ←SMTP サーバの IP アドレス 

SMTP_PORT=25 ←SMTP サーバのポート番号 

POP=192.168.0.1 ←POP サーバの IP アドレス 

POP_PORT=110 ←POP サーバのポート番号 

AUTH=POP_before_SMTP ←認証方式（NONE、POP_before_SMTP、SMTP-AUTH） 

USER=username ←認証用アカウント 

PASSWORD=password ←認証用パスワード 

[LIMIT]  
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MAIL=300 ←メールの送信の上限値(回/分) 

[LINK00] ←ERR の時の定義 

MSGID=ALL 

LEVEL=ERR  

MAIL=a@xxx.com  

[LINK01] ←保守メッセージの時の定義 

MSGID=ALERT 

LEVEL=ALL 

MAIL=a@xxx.com,b@xxx.com ←複数行記述可能,複数アドレス記述可能 

[LINK02] ←クライアント接続、切断のメッセージの時の定義 

MSGID=02040,02041 ←“02040-02041”でも指定可能 

LEVEL=ALL 

MAIL=a@xxx.com 
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G.2 メールテンプレートファイル 

メールテンプレートファイルは実際に送信するメールの雛型です。最初の行に “FROM:”を記述し、

メールの送信者のメールアドレスを記述します。送信先のメールアドレスが間違っている場合などに

より、SMTP サーバでメールの送信が失敗すると、送信者のメールアドレスに SMTP サーバのエラ

ーメッセージが送信されることがあります。２行目以降はメール本文としてそのまま送信されますが、

空行までがヘッダ部、空行以降がボディ部となります。また、ボディ部に“$MSG”の記述がある場合

には、“$MSG”を事象連携の契機となった運用ログに出力されるメッセージに置換します。 

FROM: iSMserver@xxx.com 

SUBJECT: iSMserver error report. 

   ←空行 

This is the iSMserver at ドメイン名など. 

Error Reporting. 

$MSG  → 事象連携の契機となった運用ログに出力される 

 メッセージがこの行に展開されます 

 

 

1. “FROM:”に記述するメールアドレスは、ドメイン名を含んだ完全なものを記述してくださ

い。 

2. ヘッダ部は、RFC822に沿った各種ヘッダ行の記述が可能です。 

3. ボディ部には自由な内容が記述できますが、送信時にコード変換はしないので漢字を使う

場合は JISコードで記述してください。 

4. メールテンプレートファイルは、ファイル全体の大きさを1KB以内で記述してください。

また1行を512バイト以内（空白／タブ／改行コードを含む）で記述してください。 

5. ある行の“$MSG”部分のメッセージ内容への置換は、最初に現れた“$MSG”のみで行われま

す。そのため1行に複数記述しても、最初のもののみ置換されます。ただし複数行に記述し

たものは、それぞれ同じメッセージ内容に展開されます。 

 

(1)定義例 

メールテンプレートファイル(mail.tpl) 

FROM: iSMmsgdrv@xxx.com ←差出人アドレス 

SUBJECT: iSMserver error report. ←タイトル（何でも良いが漢字は不可） 

    ←空行 

This is the iSMserver at iSMsystem.xxx.com. ←メール本文（何でも良い） 

ヘッダ部 

 

 

ボディ部 

送信者のメールアドレスを記述します 
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Error Reporting. ←メール本文（何行書いても良いが全体で 1KB 

以内とすること） 

$MSG ←実際のメッセージ内容がこの行に挿入され、 

メールとして送信されます。 

このメールを見たら、注意してください。 ←メール本文（漢字を書くときは JIS コードで 

記述する） 
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付録H 業務サーバ稼動時の構成変更ガード 

設定ファイル 

業務サーバ稼動時の構成変更ガード設定ファイルを作成しておくことで、稼働中の業務サーバが利

用しているボリュームに対して誤った操作をすることがないようにガードすることができます。以下

に、業務サーバ稼動時の構成変更ガード設定ファイルのフォーマットおよび設定例を示します。なお、

ファイルはテキスト形式ですので、任意のエディタを利用して作成編集を行ってください。 

 

（１）業務サーバ稼動時の構成変更ガード設定ファイルのフォーマット 

本ファイルに「ディスクアレイ名」とそのディスクアレイに接続しているサーバの IP アドレス

またはサーバ名(ドメイン名)を記述することで、記述されているサーバの稼動状態を判断し、関

連するボリュームの誤操作を防止します。 

 

［業務サーバ稼動時の構成変更ガード設定ファイルフォーマット］ 

ISMCHGGRDVALID=on   ・・・① 

[ディスクアレイ名(,プラットフォーム名:LDSet 名)]  ・・・② 

サーバアドレス（IP or DNS 名)   ・・・③ 

 ： 

[ディスクアレイ名(,プラットフォーム名:LDSet 名)]  ・・・② 

サーバアドレス（IP or DNS 名)   ・・・③ 

 ： 

 

①業務サーバ稼動時の構成変更ガード設定 有効・無効指定 

iStorageManager Ver. 7.1 以降の場合、業務サーバ稼動時の構成変更ガード設定の有効・無

効を先頭行に記述可能となります。業務サーバ稼動時の構成変更ガード設定を有効にする場

合は設定ファイルの先頭行に” ISMCHGGRDVALID=on”と、無効にする場合は設定ファイル

の先頭行に” ISMCHGGRDVALID=off”と記述してください。=（イコール）の前後に空白を

挿入することはできません。 

なお、本ファイルにこの行が記述されていない場合は、業務サーバ稼動時の構成変更ガード

設定は有効と見なされます。 

 

②セクション(対象ディスクアレイ名(,プラットフォーム名:LD セット名)) 

[]でかこまれた記述をセクションとして扱いますので、対象とするディスクアレイ名をここに

記述します。アクセスコントロールを利用しているディスクアレイではディスクアレイ名に

続いて LDSet を指定することで、LDSet 単位でのガード設定が行えます。LDSet を指定する

場合は、プラットフォーム名と LDSet 名を:（コロン）で区切って指定してください。 
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③サーバアドレス 

セクションで記載したディスクアレイに接続している業務サーバのアドレスまたはホスト名

(ドメイン名)を記述します。業務サーバが複数存在している場合は複数行記述してください。

サーバアドレスの情報は次のセクションが現れるまで有効となります。セクションに対し、

サーバアドレスを最低ひとつは記述する必要があります。 

 

記述するセクション数やサーバアドレス数の制限はありませんが、サーバアドレスの記述数

が多い場合には、関連するボリューム操作時にサーバの稼動状態を確認するための時間が長

くかかります。 

 

（２）業務サーバ稼動時の構成変更ガード設定ファイル例 

［ファイル例］ 

ISMCHGGRDVALID=on  ・・・業務サーバ稼動時の構成変更ガード設定が有効。 

[DiskArrayName1,WG:LDsetName1]  ・・・ディスクアレイ名と LDSet を記述。 

192.168.1.xx 

Hostname1   ・・・IP アドレスまたはホスト名(ドメイン名)を記述 

[DiskArrayName1,LX:LDsetName2]  ・・・別 LDSet を記述。 

192.168.1.xy 

[DiskArrayName2]・・・アクセスコントロールを使用していない場合はディスクアレイ名のみ記述。 

192.168.1.yy 

 

 

(1) 本ファイルについては、asciiコードで記述してください。また、改行コードはWindowsでは

CR+LF、Windows以外ではLFで保存してください。 

(2) サーバアドレスに記述されたアドレスまたはホスト名(ドメイン名)に対して、Pingチェック

を行うことで、サーバの稼動状態を確認します。 

(3) iStorageManager Ver. 6.3を利用している場合、サーバアドレスはIPv4形式のみ指定可能で

す。 

(4) 2バイトコードのホスト名(ドメイン名)については、IPアドレスで記述してください。 

(5) 本ファイルに記載するホスト名(ドメイン名)およびiSMサーバが動作するマシンのホスト名

(ドメイン名)は、名前解決が可能なものを設定してください。 

(6) 同一の[ディスクアレイ名(,プラットフォーム名:LDSet)]セクションが存在する場合は、最初

に記述されたものだけが有効となります。 

(7) iStorageManager Ver.6.3を利用している場合、業務サーバ稼動時の構成変更ガードの使用を

やめる際は本ファイルを削除してください。 

(8) iStorageManager Expressを利用している場合、サーバアドレスにホスト名(ドメイン名)は指

定できません。 
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付録I ライセンス 

I.1 Apache log4j License 

                         Apache License 

                     Version 2.0, January 2004 

                  http://www.apache.org/licenses/ 

  

 TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 

  

 1. Definitions. 

  

    "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, 

    and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. 

  

    "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by 

    the copyright owner that is granting the License. 

  

    "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all 

    other entities that control, are controlled by, or are under common 

    control with that entity. For the purposes of this definition, 

    "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the 

    direction or management of such entity, whether by contract or 

    otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the 

    outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. 

  

    "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity 

    exercising permissions granted by this License. 

  

    "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, 

    including but not limited to software source code, documentation 

    source, and configuration files. 

  

    "Object" form shall mean any form resulting from mechanical 

    transformation or translation of a Source form, including but 

    not limited to compiled object code, generated documentation, 

    and conversions to other media types. 

  

    "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or 

    Object form, made available under the License, as indicated by a 

    copyright notice that is included in or attached to the work 

    (an example is provided in the Appendix below). 

  

    "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object 

    form, that is based on (or derived from) the Work and for which the 

    editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications 

    represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes 

    of this License, Derivative Works shall not include works that remain 

    separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, 

    the Work and Derivative Works thereof. 

  

    "Contribution" shall mean any work of authorship, including 
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    the original version of the Work and any modifications or additions 

    to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally 

    submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner 

    or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of 

    the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" 

    means any form of electronic, verbal, or written communication sent 

    to the Licensor or its representatives, including but not limited to 

    communication on electronic mailing lists, source code control systems, 

    and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the 

    Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but 

    excluding communication that is conspicuously marked or otherwise 

    designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution." 

  

    "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity 

    on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and 

    subsequently incorporated within the Work. 

  

 2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of 

    this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, 

    worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 

    copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, 

    publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the 

    Work and such Derivative Works in Source or Object form. 

  

 3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of 

    this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, 

    worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 

    (except as stated in this section) patent license to make, have made, 

    use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, 

    where such license applies only to those patent claims licensable 

    by such Contributor that are necessarily infringed by their 

    Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) 

    with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You 

    institute patent litigation against any entity (including a 

    cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work 

    or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct 

    or contributory patent infringement, then any patent licenses 

    granted to You under this License for that Work shall terminate 

    as of the date such litigation is filed. 

  

 4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the 

    Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without 

    modifications, and in Source or Object form, provided that You 

    meet the following conditions: 

  

    (a) You must give any other recipients of the Work or 

        Derivative Works a copy of this License; and 

  

    (b) You must cause any modified files to carry prominent notices 

        stating that You changed the files; and 

  

    (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works 

        that You distribute, all copyright, patent, trademark, and 

        attribution notices from the Source form of the Work, 

        excluding those notices that do not pertain to any part of 

        the Derivative Works; and 
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    (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its 

        distribution, then any Derivative Works that You distribute must 

        include a readable copy of the attribution notices contained 

        within such NOTICE file, excluding those notices that do not 

        pertain to any part of the Derivative Works, in at least one 

        of the following places: within a NOTICE text file distributed 

        as part of the Derivative Works; within the Source form or 

        documentation, if provided along with the Derivative Works; or, 

        within a display generated by the Derivative Works, if and 

        wherever such third-party notices normally appear. The contents 

        of the NOTICE file are for informational purposes only and 

        do not modify the License. You may add Your own attribution 

        notices within Derivative Works that You distribute, alongside 

        or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided 

        that such additional attribution notices cannot be construed 

        as modifying the License. 

  

    You may add Your own copyright statement to Your modifications and 

    may provide additional or different license terms and conditions 

    for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or 

    for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, 

    reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with 

    the conditions stated in this License. 

  

 5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, 

    any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work 

    by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of 

    this License, without any additional terms or conditions. 

    Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify 

    the terms of any separate license agreement you may have executed 

    with Licensor regarding such Contributions. 

  

 6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade 

    names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, 

    except as required for reasonable and customary use in describing the 

    origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 

  

 7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or 

    agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each 

    Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, 

    WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or 

    implied, including, without limitation, any warranties or conditions 

    of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A 

    PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the 

    appropriateness of using or redistributing the Work and assume any 

    risks associated with Your exercise of permissions under this License. 

  

 8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, 

    whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, 

    unless required by applicable law (such as deliberate and grossly 

    negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be 

    liable to You for damages, including any direct, indirect, special, 

    incidental, or consequential damages of any character arising as a 

    result of this License or out of the use or inability to use the 

    Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, 
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    work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all 

    other commercial damages or losses), even if such Contributor 

    has been advised of the possibility of such damages. 

  

 9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing 

    the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, 

    and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, 

    or other liability obligations and/or rights consistent with this 

    License. However, in accepting such obligations, You may act only 

    on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf 

    of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, 

    defend, and hold each Contributor harmless for any liability 

    incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason 

    of your accepting any such warranty or additional liability. 

  

 END OF TERMS AND CONDITIONS 

  

 APPENDIX: How to apply the Apache License to your work. 

  

    To apply the Apache License to your work, attach the following 

    boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" 

    replaced with your own identifying information. (Don't include 

    the brackets!)  The text should be enclosed in the appropriate 

    comment syntax for the file format. We also recommend that a 

    file or class name and description of purpose be included on the 

    same "printed page" as the copyright notice for easier 

    identification within third-party archives. 

  

 Copyright [yyyy] [name of copyright owner] 

  

 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. 

 

I.2 Flex License 

 The flex manual is placed under the same licensing conditions as the rest of flex:  

  

 Copyright c 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The Flex Project.  

  

 Copyright c 1990, 1997 The Regents of the University of California. All rights reserved.  

  

 This code is derived from software contributed to Berkeley by Vern Paxson.  

  

 The United States Government has rights in this work pursuant to contract no. DE-AC03-76SF00098 

between the United States Department of Energy and the University of California.  
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 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 

provided that the following conditions are met:  

  

 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 

and the following disclaimer.  

 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided 

with the distribution.  

 Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse 

or promote products derived from this software without specific prior written permission.  

  

 THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, 

WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE.  

 

I.3 OpenSSL License 

 This is a copy of the current LICENSE file inside the CVS repository.  

  

  

   LICENSE ISSUES 

   ============== 

  

   The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of 

   the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. 

   See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style 

   Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL 

   please contact openssl-core@openssl.org. 

  

   OpenSSL License 

   --------------- 

  

 /* ==================================================================== 

  * Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project.  All rights reserved. 

  * 

  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

  * modification, are permitted provided that the following conditions 

  * are met: 

  * 

  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright 

  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

  * 

  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in 

  *    the documentation and/or other materials provided with the 

  *    distribution. 

  * 

  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this 

  *    software must display the following acknowledgment: 

  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project 

  *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" 

  * 

  * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to 
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  *    endorse or promote products derived from this software without 

  *    prior written permission. For written permission, please contact 

  *    openssl-core@openssl.org. 

  * 

  * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" 

  *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written 

  *    permission of the OpenSSL Project. 

  * 

  * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following 

  *    acknowledgment: 

  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project 

  *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" 

  * 

  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY 

  * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 

  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

  * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR 

  * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 

  * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 

  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 

  * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 

  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 

  * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 

  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED 

  * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

  * ==================================================================== 

  * 

  * This product includes cryptographic software written by Eric Young 

  * (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim 

  * Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

  * 

  */ 

  

  Original SSLeay License 

  ----------------------- 

  

 /* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 

  * All rights reserved. 

  * 

  * This package is an SSL implementation written 

  * by Eric Young (eay@cryptsoft.com). 

  * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. 

  * 

  * This library is free for commercial and non-commercial use as long as 

  * the following conditions are aheared to.  The following conditions 

  * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, 

  * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation 

  * included with this distribution is covered by the same copyright terms 

  * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

  * 

  * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in 

  * the code are not to be removed. 

  * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution 

  * as the author of the parts of the library used. 

  * This can be in the form of a textual message at program startup or 

  * in documentation (online or textual) provided with the package. 
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  * 

  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

  * modification, are permitted provided that the following conditions 

  * are met: 

  * 1. Redistributions of source code must retain the copyright 

  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 

  *    documentation and/or other materials provided with the distribution. 

  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software 

  *    must display the following acknowledgement: 

  *    "This product includes cryptographic software written by 

  *     Eric Young (eay@cryptsoft.com)" 

  *    The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library 

  *    being used are not cryptographic related :-). 

  * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from 

  *    the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: 

  *    "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)" 

  * 

  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND 

  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 

  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 

  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 

  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 

  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 

  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 

  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 

  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 

  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 

  * SUCH DAMAGE. 

  * 

  * The licence and distribution terms for any publically available version or 

  * derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be 

  * copied and put under another distribution licence 

  * [including the GNU Public Licence.] 

  */ 

 

I.4 Cyrus SASL License 

/* CMU libsasl 

 * Tim Martin 

 * Rob Earhart 

 * Rob Siemborski 

 */ 

/*  

 * Copyright (c) 1998-2003 Carnegie Mellon University.  All rights reserved. 

 * 

 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

 * modification, are permitted provided that the following conditions 

 * are met: 

 * 

 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright 

 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.  

 * 
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 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in 

 *    the documentation and/or other materials provided with the 

 *    distribution. 

 * 

 * 3. The name "Carnegie Mellon University" must not be used to 

 *    endorse or promote products derived from this software without 

 *    prior written permission. For permission or any other legal 

 *    details, please contact   

 *      Office of Technology Transfer 

 *      Carnegie Mellon University 

 *      5000 Forbes Avenue 

 *      Pittsburgh, PA  15213-3890 

 *      (412) 268-4387, fax: (412) 268-7395 

 *      tech-transfer@andrew.cmu.edu 

 * 

 * 4. Redistributions of any form whatsoever must retain the following 

 *    acknowledgment: 

 *    "This product includes software developed by Computing Services 

 *     at Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/computing/)." 

 * 

 * CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO 

 * THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 

 * AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE 

 * FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES 

 * WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN 

 * AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING 

 * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 

 */ 

 

I.5 PuTTY License 

PuTTY is copyright 1997-2015 Simon Tatham. 

 

Portions copyright Robert de Bath, Joris van Rantwijk, Delian Delchev, Andreas Schultz, Jeroen 

Massar, Wez Furlong, Nicolas Barry, Justin Bradford, Ben Harris, Malcolm Smith, Ahmad Khalifa, 

Markus Kuhn, Colin Watson, Christopher Staite, and CORE SDI S.A. 

 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software 

and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, 

including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, 

sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 

furnished to do so, subject to the following conditions: 

 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or 

substantial portions of the Software. 

 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING 

BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 

NONINFRINGEMENT.  

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 

WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,  

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 



 

 1 

索引 

Ａ 

AccessControl .................................................... I-15 

AC 電源制御サーバ設定 ................................ III-232 

AC 連動モード .............................................. III-233 

administrator ................................................. III-40 

agent セクション ............................................. 付-33 

Ｃ 

CHAP 認証 .................................................... III-194 

config セクション ............................................. 付-36 

Ｄ 

data_retention セクション ............. 付-付-38, 39, 40 

Ｈ 

HBA .......................................................... I-17, I-18 

Ｉ 

iSCSI .................................................................. I-24 

iSCSI 簡易設定ツール ..................................... III-37 

iSNS サーバ設定 ............................... III-32, III-229 

Ｌ 

LD セット ................................................. I-21, 付-2 

LD セットの新規作成／設定変更(FC) .......... III-183 

LD セットの新規作成／設定変更(iSCSI) ..... III-190 

LD セットの新規作成／設定変更(SAS) ........ III-200 

LD セット管理 .............................................. III-180 

LD 数 .................................................................. 付-4 

log セクション .................................................. 付-36 

LUN ................................................................... 付-4 

LUN 設定 ...................................................... III-154 

Ｍ 

monitor ........................................................... III-40 

Ｎ 

NTP サーバ ............................ III-18, III-19, III-263 

Ｏ 

operator .......................................................... III-40 

Ｐ 

PD グループ ................................................. I-8, I-10 

Port .................................................................... I-19 

Port モード ........................................................ I-19 

Ｒ 

RAID .................................................................. 付-9 

RAID1/10 ..................................... I-5, I-6, III-50, 20 

RAID5/50 ..................................... I-5, I-6, III-50, 20 

RAID6/60 ..................................... I-5, I-6, III-50, 20 

RAID-TM ..................................... I-5, I-6, III-50, 20 

RAID タイプ ................................................... III-50 

RAID 構成 ........................................................... I-5 

replication セクション .................................... 付-37 

RPL ..................... III-121, III-123, III-129, III-130, 

 III-144, III-161 

Ｓ 

SNMP 設定 ................................................... III-219 

sysadmin ........................................................ III-45 

Ｗ 

WWN .... I-17, I-18, III-27, III-250, III-255, III-259 

WWN モード ..................................................... I-17 

WWPN をクリア .......................................... III-208 

WWPN 追加 ....................... III-174, III-185, III-202 

あ 

アクセス可能領域 .............................................. I-16 

アクセスコントロール ............................ I-21, III-36 

アクセスコントロールの概念 ............................ I-15 

アクセスコントロールの詳細設定 ................ III-207 

アクセスコントロールの設定復元 ................ III-209 



 

 2 

アクセス制御 ...................................................... I-19 

アクセス制限 ............................................. I-18, I-25 

アクセス不可領域 ............................................... I-15 

アップデート ................................................. III-302 

い 

一括設定 ........................................................ III-280 

イニシエータ ...................................................... I-21 

イニシエータ追加 ............................ III-151, III-192 

か 

拡張の優先度 ....................................... III-72, III-79 

仮想媒体 ................................................... I-3, III-93 

環境定義ファイル ............................................. 付-42 

監視サーバ設定 ............................................. III-225 

かんたん設定 ....................................... III-11, III-38 

管理ポート設定 ............................................. III-215 

き 

業務サーバ ...................... I-17, I-18, I-19, I-20, I-25 

業務サーバ稼動時の構成変更ガード ............. III-317 

く 

グループ設定 ................................................. III-120 

こ 

構成コピー .................................................... III-325 

構成情報インポート ...................................... III-299 

構成情報取得 ................................................. III-296 

構成変更ガード設定ファイル ........................... 付-55 

構築可能な RAID 一覧 ..................................... 付-20 

構築の開始 ........................................................ III-7 

構築の優先度 ..................................... III-99, III-107 

コントロールボリューム ............. I-11, I-12, III-103 

さ 

再配置の優先度 ............................................... III-73 

し 

時刻設定 ............................................ III-15, III-261 

システムボリューム ................. I-11, III-57, III-103 

修復の優先度 ....................................... III-56, III-79 

状態監視セクション ......................................... 付-34 

省電力機能 ......................................................... I-14 

省電力設定 .................................................... III-314 

初期設定 .......................................................... III-10 

諸元 .................................................................... 付-1 

す 

ストレージ管理ユーザ .................................... III-40 

ストレージグループ管理ユーザ ...................... III-40 

スナップショット .............................................. I-14 

せ 

制御用論理ディスク ................ I-11, III-102, III-103 

設定項目 ............................................................ III-2 

そ 

増設エンクロージャ組込 .............................. III-291 

た 

ターゲットモード ......................................... III-197 

ダイナミックプール ............................................. I-3 

つ 

通常設定 ............................................... III-11, III-14 

て 

ディスクアレイ ............................................. III-214 

ディスクアレイ設定変更 .............................. III-312 

ディスクアレイ操作 ...................................... III-291 

ディスクアレイ操作ガード ........................... III-301 

ディスクアレイの名称変更 ............................. III-14 

データ改ざん防止 .............................................. I-14 

データ切り戻し ............................................... III-84 

データレプリケーション ................................... I-14 

と 

動作モード ......................... III-184, III-191, III-201 

に 

ニックネーム ..................................................... I-13 

ニックネーム設定 ......................................... III-280 

ニックネーム設定ファイル .............................. 付-25 



 

 3 

ね 

ネットワーク ................................................. III-215 

は 

パーティション管理ユーザ ............................. III-40 

ひ 

表示絞り込み ...................... III-120, III-128, III-143 

ふ 

プール ........................................... I-3, III-47, III-93 

プール解除 ...................................................... III-60 

プール拡張 ............................................... I-5, III-66 

プール拡張の詳細設定 .................................... III-72 

プール構築 ............................................... I-5, III-48 

プール構築の詳細設定 .................................... III-56 

プール再構成 ............................................ I-5, III-72 

プール再配置 ................................ I-6, III-73, III-76 

プール設定変更 ............................................... III-78 

プール操作 ...................................................... III-66 

プールの省電力設定 ...................................... III-314 

プール番号 ...................................................... III-54 

物理ディスク .................... I-3, III-49, III-50, III-67,  

III-83, III-88, 付-13, 付-14 

物理ディスクの省電力設定 ........................... III-315 

プラットフォーム ........................... III-151, III-173,  

III-184, III-191, III-201 

フローティング IP アドレス ......................... III-216 

へ 

ペア設定ファイル ............................................. 付-28 

ベーシックプール ................................................. I-3 

ほ 

ポータル単位のアクセス制限 ........................ III-196 

ポート ........................................................ I-19, I-20 

ポート設定(FC) ............................................. III-234 

ポート設定(iSCSI) ............................ III-29, III-240 

ポート設定(SAS) ........................................... III-246 

ポート操作ガード(FC) .................................. III-250 

ポート操作ガード(iSCSI).............................. III-253 

ポート操作ガード(SAS) ................................ III-255 

ポート追加 ...................................... III-186, III-203 

ポートモード変更 .......................................... III-258 

保管グループ ............. I-15, III-121, III-122, III-129 

ホストからの割り当て解除 ........................... III-116 

ホスト情報取得 ............................................. III-165 

ホスト情報設定(iSCSI) ................................. III-150 

ホスト情報登録(手動) ...................... III-166, III-172 

ホスト情報の自動収集 ..................... III-166, III-168 

ホスト情報のファイル読み込み ....... III-166, III-170 

ホスト接続ポート ......................................... III-234 

ホスト操作 .................................................... III-165 

ホスト操作ガード ......................................... III-177 

ホストへの割り当て ...................................... III-116 

ホストポート設定(SAS) .................................. III-34 

ホットスペア ............................................ I-8, III-82 

ホットスペア解除 ........................................... III-87 

ホットスペア構築 ........................................... III-82 

ホットスペア設定変更 .................................... III-91 

ホットスペア操作 ........................................... III-91 

よ 

用途 ...................... III-124, III-131, III-144, III-161 

予防交換 ........................................................ III-307 

予約グループ ................................... III-121, III-129 

ら 

ライセンス解除 .................................. III-22, III-268 

ライトキャッシュ ......................................... III-136 

り 

リードキャッシュ ......................................... III-136 

利用者種別 ...................................................... III-40 

利用者設定画面 ............................................... III-41 

利用者追加 ...................................................... III-43 

利用者の定義 .................................................. III-41 

利用者編集 ...................................................... III-45 

利用者役割 ...................................................... III-40 

れ 

レプリケーション設定 .................................. III-283 

レプリケーションリザーブドボリューム ......... I-11,  

III-103 

ろ 

ロック ................... III-27, III-124, III-131, III-145, 

 III-157, III-161, III-180, III-251, III-254, III-

256, III-259 

ロック／アンロック .......... III-177, III-178, III-251, 

 III-254, III-256, III-301 

論理ディスク ............................................ I-9, III-93 

論理ディスク(制御用)構築 ............................ III-102 

論理ディスク(制御用)構築の詳細設定 .......... III-107 

論理ディスク解除 ......................................... III-110 



 

 4 

論理ディスク拡張 ................................................. I-7 

論理ディスクグループ .............................. I-18, I-25 

論理ディスク形式 ................. III-99, III-107, III-136 

論理ディスク構築 ..................................... I-6, III-93 

論理ディスク構築の詳細設定 .......................... III-99 

論理ディスク設定変更 .................................. III-135 

論理ディスク操作 .......................................... III-116 

論理ディスクの初期化 .................................. III-125 

論理ディスクの操作ガード ........................... III-128 

論理ディスクの名称 ........................... III-96, III-104 

論理ディスクの割り当て .............................. III-139 

論理ディスクの割り当て解除 ....................... III-156 

論理ディスク番号 ........................................... III-99 

論理ディスク容量 ...... III-94, III-119, 付-21, 付-22 

論理ディスク容量拡張 .................................. III-117 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥付 

 iStorage ソフトウェア 

構成設定の手引（GUI 編）‐M シリーズ 

ＩＳ０５１－２５ 

２０１１年  ６月 初  版 

２０２０年  ７月 第２５版 

日 本 電 気 株 式 会 社 

東京都港区芝五丁目７番１号 

TEL(03)3454-1111（大代表） 

 

 

 

 

 

 

○ＣＮＥＣ Corporation 2011,2020 

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。 

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

 

 


	IS051-25 iStorageソフトウェア 構成設定の手引（GUI編）- Mシリーズ
	はしがき
	目　次
	第I編 概要編
	第1章 ディスクアレイ構成設定の概要
	1.1 プール
	1.2 ホットスペア
	1.3 論理ディスク
	1.4 論理ディスク(制御用)
	1.5 ニックネーム
	1.6 オプション機能

	第2章 アクセスコントロールの概要
	2.1 WWNモード
	2.2 Portモード
	2.3 LDセット
	2.4 iSCSIのアクセスコントロール


	第II編 導入編
	第3章 運用手順
	3.1 初期導入時
	3.2 論理ディスクの構成変更時
	3.3 サーバ増設時
	3.4 論理ディスクの割り当て変更時
	3.5 物理ディスクの増設時
	3.6 サーバ側HBA交換時
	3.7 サーバ側HBA追加時
	3.8 サーバ側HBA削除時


	第III編 操作編
	第4章 設定項目と構築の開始
	4.1 設定項目一覧
	4.2 構築の開始
	4.3 構成情報自動保存の有効化／無効化

	第5章 初期設定
	5.1 通常設定
	5.1.1 名称変更
	5.1.2 時刻設定
	5.1.3 ライセンス解除
	5.1.4 ホストポート設定(FC)
	5.1.5 ポートのモード変更
	5.1.6 ホストポート設定(iSCSI)
	5.1.7 iSNSサーバ設定
	5.1.8 ホストポート設定(SAS)
	5.1.9 初期設定完了
	5.1.10 ホスト情報設定画面

	5.2 かんたん設定

	第6章 利用者設定
	6.1 利用者の種類
	6.2 利用者の定義
	6.2.1 利用者の定義方法
	6.2.2 利用者設定画面


	第7章 プール
	7.1 プール構築
	7.2 プール解除
	7.3 プール操作
	7.3.1 容量拡張
	7.3.2 再配置
	7.3.3 設定変更


	第8章 ホットスペア
	8.1 ホットスペア構築
	8.2 ホットスペア解除
	8.3 ホットスペア操作
	8.3.1 設定変更


	第9章 論理ディスク
	9.1 論理ディスク構築
	9.2 論理ディスク(制御用)構築
	9.3 論理ディスク解除
	9.4 論理ディスク操作
	9.4.1 ホストへの割り当て
	9.4.2 ホストからの割り当て解除
	9.4.3 容量拡張
	9.4.4 グループ設定
	9.4.5 論理ディスクの操作ガード
	9.4.6 構築時間変更
	9.4.7 設定変更


	第10章 ホスト設定
	10.1 論理ディスクの割り当て
	10.1.1 ホスト情報設定(iSCSI)
	10.1.2 LUN設定

	10.2 論理ディスクの割り当て解除
	10.3 ホスト操作
	10.3.1 ホスト情報取得
	10.3.1.1 ホスト情報の自動収集
	10.3.1.2 ホスト情報のファイル読み込み
	10.3.1.3 ホスト情報登録(手動)

	10.3.2 ホスト操作ガード
	10.3.3 LDセット管理
	10.3.3.1 LDセットの新規作成／設定変更(FC)
	10.3.3.2 LDセットの新規作成／設定変更(iSCSI)
	10.3.3.3 LDセットの新規作成／設定変更(SAS)
	10.3.3.4 アクセスコントロールの詳細設定
	10.3.3.5 アクセスコントロールの設定復元



	第11章 ディスクアレイ
	11.1 ネットワーク
	11.1.1 管理ポート設定
	11.1.2 SNMP設定
	11.1.3 監視サーバ設定
	11.1.4 iSNSサーバ設定
	11.1.5 AC電源制御設定

	11.2 ホスト接続ポート
	11.2.1 ポート設定(FC)
	11.2.2 ポート設定(iSCSI)
	11.2.3 ポート設定(SAS)
	11.2.4 ポート操作ガード(FC)
	11.2.5 ポート操作ガード(iSCSI)
	11.2.6 ポート操作ガード(SAS)
	11.2.7 ポートモード変更

	11.3 時刻設定
	11.4 ライセンス解除
	11.5 サービスセキュリティ
	11.6 管理ソフトウェア設定
	11.6.1 管理ソフトウェアサーバ関連
	11.6.2 事象連携設定
	11.6.3 業務サーバ稼動時の構成変更ガード設定

	11.7 一括設定
	11.7.1 ニックネーム設定
	11.7.2 レプリケーション設定

	11.8 ディスクアレイ操作
	11.8.1 増設エンクロージャ組込
	11.8.2 構成情報取得
	11.8.3 構成情報インポート
	11.8.4 ディスクアレイ操作ガード
	11.8.5 アップデート
	11.8.6 予防交換
	11.8.7 設定変更

	11.9 省電力設定

	第12章 業務サーバ稼動時の構成変更ガード
	12.1 本機能について
	12.2 ガード対象となる操作
	12.3 事前準備
	12.4 設定ファイルの読み込み
	12.5 構成変更ガード

	第13章 構成コピー
	13.1 本機能について
	13.2 コピー対象となる項目
	13.3 構成情報のエクスポート
	13.4 構成情報のインポート

	第14章 RemoteDataReplicationの設定
	14.1 RDR接続確認
	14.2 全体の流れ
	14.3 事前確認
	14.4 FC RDRのGUIからの設定
	14.4.1 Replication Portの設定
	14.4.2 筐体間論理接続
	14.4.3 筐体間論理解除

	14.5 iSCSI RDRの設定
	14.5.1 Replication Portの設定
	14.5.2 筐体間論理接続
	14.5.2.1 ウィンドウスケールの変更

	14.5.3 筐体間論理解除

	14.6 RDR接続テスト
	14.7 筐体間論理接続のOnline/Offlineの切り替え

	第15章 構成設定の並列実行
	15.1 並列実行の可否について
	15.1.1 並列実行可能な操作の組み合わせ
	15.1.2 並列実行が対象外の装置の場合


	第16章 データ圧縮機能
	16.1 データ圧縮機能について


	付録A 諸元
	A.1 設定ディスクアレイ数の諸元
	A.2 ディスクアレイに設定できるLDセットの諸元
	A.3 LDセットに設定できるパス数の諸元
	A.4 ディスクアレイに設定できるパス数の諸元
	A.5 LDセットに設定できるLD数の諸元
	A.6 LD数とLUNの諸元
	A.7 iSCSIの諸元
	A.8 論理ディスクおよび各種機能用ボリュームの諸元

	付録B RAID
	B.1 RAIDについて

	付録C 構築可能RAID
	C.1 構築可能なRAID一覧

	付録D 論理ディスク構築時の留意事項
	D.1 論理ディスク容量について
	D.2 プールと論理ディスク容量の関係
	D.3 データ圧縮機能利用時の論理ディスクの管理領域について

	付録E 一括設定ファイル
	E.1 ニックネーム設定ファイル
	E.2 ペア設定ファイル

	付録F iSMサーバの環境定義ファイル
	F.1 環境定義ファイル

	付録G 事象連携設定ファイル
	G.1 連携定義ファイル
	G.2 メールテンプレートファイル

	付録H 業務サーバ稼動時の構成変更ガード 設定ファイル
	付録I ライセンス
	I.1 Apache log4j License
	I.2 Flex License
	I.3 OpenSSL License
	I.4 Cyrus SASL License
	I.5 PuTTY License

	索引
	奥付




