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このガイドについて
本書では、Storage Manager を使用してストレージインフラストラクチャを管理および監視する方法について説明します。
必要な Storage Manager コンポーネントのインストールと設定については、「 『Storage Manager Installation Guide』（Storage Manager イン
ストールガイド）」を参照してください。

情報を検索する方法
検索するには アクション

ユーザーインタフェースのフィールドまたはオプション
の説明

Storage Manager で、ヘルプ をクリックします。

ユーザーインタフェースの特定の領域から実行でき
るタスク

1. Storage Manager で、ヘルプ をクリックします。
2. トピックの下部にある関連タスクセクションを参照してください。

.pdf ファイル内の語句 Adobe Acrobat または Adobe Reader を使用して、次の手順を実行します。

• 一致する語句を検索するには、Ctrl を押しながら F を押し、検索語句を入力して、
Enter を押します。

• 一致するすべての語句を検索するには、Ctrl と Shift を押しながら F を押し、検索フィ
ールドに語句を入力して、検索 をクリックします。

Dell へのお問い合わせ
www.dell.com/support にアクセスします。

 

リビジョン履歴
文書番号：680-017-026

リビジョン 日付 説明
A 2017 年 1 月 初版発行
B 2017 年 4 月 Dell Storage Manager 2016 R3.10 のアップデート。
C 2017 年 6 月 SC5020 のアップデート
D 2017 年 8 月 Dell Storage Manager 2016 R3.20 のアップデート。
E 2017 年 10 月 新しいコントローラのリリースのアップデート

対象読者
この文書の対象読者はストレージ管理者です。ストレージとネットワークの概要に関する実務知識がある読者が対象となります。

関連する出版物
Dell を使用して管理する Storage Manager ストレージコンポーネントに関しては、次のマニュアルを使用できます。
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Storage Manager 関連文書
• 『Storage Manager Installation Guide』（Storage Manager インストールガイド）

インストールおよびセットアップに関する情報が含まれています。
• 『Storage Manager Administrator’s Guide』（Storage Manager 管理者ガイド）

詳細な機能の設定および使用方法について説明します。
• 『Storage Manager Web UI Administrator’s Guide』（Storage Manager Web UI 管理者ガイド）

Dell Storage Manager Web UI を使って

Dell ストレージデバイスを管理するための手順と情報が記載されています。
• 『Dell Storage Manager Release Notes』（Dell Storage Manager リリースノート） 

新機能と拡張機能、未解決の問題、および解決済みの問題を含む、Storage Manager リリースに関する情報を示します。
• Dell Storage Manager オンラインヘルプ

Client、Data Collector Manager、および Server Agent のコンテキスト依存のヘルプを提供します。
• 『Dell Storage REST API Getting Started Guide』（Dell Storage REST API はじめに）

Dell Storage REST API に関するコマンドの例と使用手順が含まれています。
• 『Dell Storage API PowerShell SDK Getting Started Guide』（Dell Storage API PowerShell SDK はじめに）

Dell Storage API for PowerShell のセットアップ手順と例が含まれています。

Storage Center 関連文書
• 『Storage Center Release Notes』（Storage Center リリースノート）

特定の製品バージョンに関する機能と、未解決および解決済みの問題に関する情報を示します。
• 『Storage Center』（Storage Center 導入ガイド）

Storage Center コントローラ、スイッチ、およびエンクロージャのケーブル接続手順と、新しい Dell Storage Center.の設定手順を示します。
• 『Storage Center Software Update Guide』（Storage Center ソフトウェアアップデートガイド）

Storage Center ソフトウェアの以前のバージョンから最新バージョンへのアップグレードの方法を説明します。
• 『Storage Center Update Utility Administrator’s Guide』（Storage Center Update Utility 管理者ガイド）

Storage Center コントローラで Storage Center ソフトウェアをアップデートする方法を説明します。Storage Center アップデートユーティリティ
を使用した Storage Center ソフトウェアのアップデートは、Dell Storage Manager.を介して利用できる標準のアップデートオプションによる 
Storage Center のアップデートを行うことができないサイトでのみ使用することを意図しています。

• 『Storage Center Command Utility Reference Guide』（Storage Center コマンドユーティリティリファレンスガイド）

Storage Center コマンドユーティリティの使用手順を示します。コマンドユーティリティは、Windows、Linux、Solaris、および AIX プラットフォー
ムでの Storage Center 機能の管理を有効にするコマンドラインインタフェース（CLI）を提供します。

• 『Storage Center Command Set for Windows PowerShell』（Windows PowerShell 対応 Storage Center コマンドセット）

PowerShell インタラクティブシェル、スクリプト、およびホスティングアプリケーションを介して Storage Center と相互作用する、Windows 

PowerShell コマンドレットおよびスクリプトオブジェクトの使用開始手順について説明します。個々のコマンドレットのヘルプは、オンラインで利
用できます。

FluidFS クラスタ関連文書
• Dell FluidFS バージョン 6.0 FS8600 アプライアンス導入前要件 

現場に到着したデルの設置担当者または認定ビジネスパートナーが FS8600 アプライアンスを設定する前の FS8600 アプライアンス導入準
備に役立つチェックリストを示します。本書の対象読者は、FS8600 アプライアンスの設置を実行するデルの設置担当者および認定ビジネス
パートナーです。

• 『Dell FluidFS Version 6.0 FS8600 Appliance Deployment Guide』（Dell FluidFS バージョン 6.0 FS8600 アプライアンス導入ガイド）
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Storage Center およびネットワークへのアプライアンスの配線、Storage Manager ソフトウェアを使用したアプライアンスの導入など、FS8600 

アプライアンスの導入に関する情報を示します。この文書の対象読者は、FS8600 アプライアンスの設置を行うデルの設置担当者および認
定ビジネスパートナーです。

• 『Dell FluidFS 6.0 FS8600 Appliance CLI Reference Guide』（Dell FluidFS 6.0 FS8600 アプライアンス CLI リファレンスガイド）

FS8600 アプライアンスコマンドラインインタフェースに関する情報を示します。この文書の対象読者はユーザーです。
• 『Dell FS8600 Appliance FluidFS Version 6.0 Software Update Guide』（Dell FS8600 アプライアンス FluidFS バージョン 6.0 ソフトウェア

アップデートガイド） 

FluidFS ソフトウェアをバージョン 2.0 から 3.0 にアップグレードする方法を示します。この文書の対象読者はユーザーです。
• 『Dell FluidFS Version 6.0 Release Notes』（Dell FluidFS バージョン 6.0 リリースノート）

新機能と拡張機能、未解決の問題、および解決済みの問題を含む FluidFS リリースに関する情報を示します。この文書の対象読者はユー
ザーです。

• 『Dell FS8600 Appliance Service Guide』（Dell FS8600 アプライアンスサービスガイド）

FS8600 アプライアンスハードウェア、システム部品の交換、およびシステムトラブルシューティングに関する情報を示します。この文書の対象読
者は、FS8600 アプライアンスハードウェアサービスを実行するデルの設置担当者および認定ビジネスパートナーです。

• 『Dell NAS Appliance SFP+ Replacement Procedure』（Dell NAS アプライアンス SFP+ 交換手順）

非アクティブなシステム上の SFP+ トランシーバの交換に関する情報を示します。この文書の対象読者は、FS8600 アプライアンスハードウェ
アサービスを実行するデルの設置担当者および認定ビジネスパートナーです。

• 『Dell FluidFS FS8600 Appliance 1Gb to 10Gb Upgrade Procedure』（Dell FluidFS FS8600 アプライアンス 1 Gb から 10 Gb へのアップグ
レード手順）

Fibre Channel FS8600 アプライアンスの 1 Gb イーサネットクライアント接続から 10 Gb イーサネットクライアント接続へのアップグレードに関す
る情報を示します。この文書の対象読者は、FS8600 アプライアンスハードウェアサービスを実行するデルの設置担当者および認定ビジネス
パートナーです。

Dell TechCenter

Dell ストレージ製品に関する技術的なホワイトペーパー、ベストプラクティスガイド、およびよくあるお問い合わせ（FAQ）を提供します。http://

en.community.dell.com/techcenter/storage/ にアクセスしてください

このガイドについて 39

http://en.community.dell.com/techcenter/storage/
http://en.community.dell.com/techcenter/storage/


40



パート

I
Storage Manager の概要
このセクションでは、Storage Manager の概要と使用開始方法について説明します。
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1
Storage Manager の概要
Storage Manager を使用すると、集中管理コンソールから Storage Center、FluidFS クラスタ、PS Series グループおよび Fluid Cache クラスタ
を監視、管理、および分析できます。Storage Manager Data Collector は、Storage Center および FluidFS クラスタから収集したデータやアラ
ートを外部データベースまたは組み込み型データベースに保存します。Dell Storage Manager Client は、Data Collector に接続して、監視タス
クや管理タスクを実行します。

Storage Manager のコンポーネント
Storage Manager は、以下のコンポーネントで構成されています。

表 1. Storage Manager のコンポーネント

コンポーネント 説明 セットアップマニュアル

プライマリ Storage Manager 
Data Collector

Storage Center SAN からレポートデータと
アラートを収集するサービス

『Storage Manager Installation Guide』（Storage Manager 

インストールガイド）

Dell Storage Manager Client Storage Manager Data Collector に接続
して、1 つ、または複数のストレージデバイス
用の集中管理コンソールを提供する 
Windows ベースのアプリケーション

『Storage Manager Installation Guide』（Storage Manager 

インストールガイド）

Dell Storage Manager Web UI Storage Manager Data Collector に接続
して、1 つ、または複数のストレージデバイス
用の集中管理コンソールを提供する Web 

アプリケーション

『Storage Manager Installation Guide』（Storage Manager 

インストールガイド）

リモート Storage Manager Data 
Collector

プライマリ Storage Manager Data 

Collector に接続される Storage 

Manager Data Collector。プライマリ 
Storage Manager Data Collector が使用
不可になった場合に、災害復旧サイトをア
クティブ化するために使用できます。

『Storage Manager Administrator’s Guide』（Storage 

Manager 管理者ガイド）

Storage Manager Server 
Agent

Storage Manager が、期限の切れたスナ
ップショットのボリュームストレージ容量を解
放できるようにする Windows のサービス。
解放しないと、Windows によってロックされ
たままになります。

『Storage Manager Administrator’s Guide』（Storage 

Manager 管理者ガイド）

管理互換性
Storage Manager は、Dell ストレージ製品を管理し、Microsoft 製品および VMware 製品の統合管理を提供します。

Storage Manager には、次の表に示されている製品との互換性があります。
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製品 バージョン
Dell Storage Center Storage Center バージョン 6.5 ～ 7.2

PS Series グループファームウェア 7.0～9.1

Dell FluidFS 4.0 ～ 6.0

Microsoft System Center Virtual Machine Manager（SCVMM） 2012、2012 SP1、2012 R2、および 2016

VMware vCenter Site Recovery Manager（SRM） 5.5、5.8、6.0、6.1.1、および 6.5

Dell Storage Replication Adapter（SRA） 16.3.10

CITV 4.0 以降

ソフトウェアおよびハードウェアの要件
以下の項には、Storage Manager Data Collector、Dell Storage Manager Client、および Storage Manager Server Agent の要件がリストさ
れています。

Data Collector の要件
次の表に、Storage Manager Data Collector の要件を示します。

メモ: 最良の結果を得るため、Data Collector は、共有ストレージから供給された従来のボリューム上の Windows サーバ VM にイン
ストールします。Data Collector VM には VVol を使用しないでください。

コンポーネント 要件

オペレーティングシス
テム

最新のサービスパックを搭載した次の 64 ビットオペレーティングシステムのいずれか
• Windows Server 2008 R2

• Windows Server 2012

• Windows Server 2012 R2

• Windows Server 2016

メモ: 32 ビットのオペレーティングシステムはサポートされておらず、Windows Server Core もサポートされてい
ません。

Windows ユーザーグ
ループ

管理者

CPU 2 個以上のコアを搭載した 64 ビット（x64）マイクロプロセッサ
100,000 以上の Active Directory メンバーまたはグループで構成されている環境の場合、Data Collector には 4 コアが
必要になります

メモリ ストレージ環境のサイズに基づいて変わります
• 4 GB：ストレージアレイ 1 ～ 5、またはボリューム合計 1 ～ 3,000

• 8 ～ 32 GB：ストレージアレイ 6 ～ 10、合計ボリューム 3,001 以上、または Active Directory のメンバーまたはグル
ープ 100,000 以上

ディスク容量 20 GB 以上、FluidFS クラスタソフトウェアアップデートを管理するために追加容量が必要

ソフトウェア Microsoft .NET Framework 4.0 Full

ウェブブラウザ 次の Web ブラウザのいずれか
• Internet Explorer 11

• Firefox.

• Google Chrome
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コンポーネント 要件
• Microsoft Edge

メモ: その他のウェブブラウザも動作する可能性がありますが、公式にはサポートされていません。

外部データベース 次データベースのうちのいずれか 1 つ：

• Microsoft SQL Server 2008 R2

• Microsoft SQL Server 2008 R2 Express（10 GB に制限）
• Microsoft SQL Server 2012

• Microsoft SQL Server 2012 Express（10 GB に制限）
• Microsoft SQL Server 2014

• Microsoft SQL Server 2014 Express（10 GB に制限）
• Microsoft SQL Server 2016

• MySQL 5.5

• MySQL 5.6

• MySQL 5.7

メモ: ファイルシステムに保存された組み込み型のデータベースを外部データベースの代わりに使用できます。た
だし、組み込み型のデータベースは 64 GB に制限され、過去 30 日間のデータのみが保持されます。組み込み
型のデータベースは、本番環境には推奨されません。

Dell Storage Manager Client の要件
次の表に、Dell Storage Manager Client の要件を示します。

コンポーネント 要件

オペレーティングシス
テム

最新のサービスパックを搭載した次の 32 ビットまたは 64 ビットオペレーティングシステムのいずれか
• Windows 8

• Windows 8.1

• Windows 10

次の 64 ビットオペレーティングシステムのいずれか

• Windows Server 2008 R2

• Windows Server 2012

• Windows Server 2012 R2

• Windows Server 2016

• Red Hat Enterprise Linux 6.7

• Red Hat Enterprise Linux 7

• Red Hat Enterprise Linux 7.1

• Red Hat Enterprise Linux 7.2

• Red Hat Enterprise Linux 7.3

• SUSE Linux Enterprise 12

• Oracle Linux 6.5

• Oracle Linux 7.0

メモ: Windows Server Core はサポートされません。

CPU 32 ビット（x86）または 64 ビット（x64）マイクロプロセッサ

メモ: Linux 版の Dell Storage Manager Client は、64 ビットのマイクロプロセッサのみをサポートします。

ソフトウェア Microsoft .NET Framework 4.0（Windows のみ）
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コンポーネント 要件
Linux VM Access 
Client

• VMware vSphere Web Client

• Hyper-V マネージャ

ウェブブラウザ 次の Web ブラウザのいずれか
• Internet Explorer 11

• Firefox.

• Google Chrome

• Microsoft Edge

メモ: その他のウェブブラウザも動作する可能性がありますが、公式にはサポートされていません。

Server Agent の要件
次の表に、Windows ベースのサーバ用 Storage Manager Server Agent の要件を示します。

コンポーネント 要件

オペレーティングシス
テム

最新のサービスパックを搭載した次の 64 ビットオペレーティングシステムのいずれか：

• Windows Server 2008 R2（フルまたはコアインストール）
• Windows Storage Server 2008 R2

• Windows Server 2012（フルまたはコアインストール）

• Windows Server 2012 R2（フルまたはコアインストール）

CPU 64 ビット（x64）マイクロプロセッサ

Microsoft .NET 
Framework

4.0（完全）

Storage Manager によって使用されるデフォルトポート
Storage Manager コンポーネントは、ネットワーク接続を使用して、相互に、また他のネットワークリソースと通信します。次の表に、Storage 
Manager Data Collector、Dell Storage Manager Client、および Storage Manager Server Agent　によって使用されるデフォルトのネットワー
クポートを示します。ポートの多くは設定可能です。

メモ: ポートによって構成に不要なポートもあります。詳細については、各表の目的列を参照してください。

Data Collector ポート
次の表に、Storage Manager Data Collector で使用されるポートを示します。

着信 Data Collector ポート
Data Collector は、次のポート上の接続を受け入れます。

ポート プロトコル 名前 目的
514 UDP Syslog Storage Center から転送されたログの受信

3033 TCP ウェブサーバポート 次のデータの受信：

• あらゆるクライアントからの通信（Dell Storage Manager Client および 
Dell Storage Replication Adapter（SRA） を含む）

• FluidFS クラスタからのアラート
• Fluid Cache クラスタからのアラート
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ポート プロトコル 名前 目的
3034 TCP ウェブサーバポート VASA および VVol プロビジョニングと管理の vCenter/ESXi 通信の受信

8080 TCP レガシーウェブサービスポー
ト

次のデータの受信：

• Storage Manager Server Agent 通信
• Storage Center SAN から転送されるアラート

7342 TCP レガシークライアントリスナー
ポート

• リモート Data Collector との通信
• Dell Storage Manager Client の以前のバージョンに自動アップデート機

能を提供

5989 TCP HTTPS 上 SMI-S 暗号化された SMI-S 通信の受信

発信 Data Collector ポート
Data Collector は、次のポートへの接続を開始します。

ポート プロトコル 名前 目的
25 TCP SMTP 電子メール通知の送信

443 TCP SSL • 管理対象の Storage Center SAN との通信
• Dell SupportAssist による診断データの送信

514 UDP Syslog シスログサーバへの Storage Center ログの転送

1199 TCP SIMS RMI 管理対象 PS Series グループとの通信

1433 TCP Microsoft SQL Server 外付けの Microsoft SQL Server データベースへの接続

3033 TCP SSL 管理対象の Storage Center SAN との通信

3306 TCP MySQL 外付けの MySQL データベースへの接続

8080 TCP VMware SDK VMware サーバとの通信

27355 TCP Server Agent ソケットリス
ニングポート

Storage Manager Server Agent 通信

35451 TCP FluidFS 管理対象の FluidFS クラスタとの通信

44421 TCP FluidFS 診断 管理対象の FluidFS クラスタからの診断の取得

Dell Storage Manager Client ポート
次の表に、Dell Storage Manager Client に使用されるポートを示します。

インバウンド Dell Storage Manager Client ポート
Dell Storage Manager Client では、インバウンドポートは使用されません。

アウトバウンド Dell Storage Manager Client ポート
Dell Storage Manager Client は次のポートへの接続を開始します。

ポート プロトコル 名前 目的
3033 TCP ウェブサーバポート Storage Manager Data Collector との通信
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Server Agent ポート
次の表には、Storage Manager Server Agent によって使用されるポートがリストされています。

着信 Server Agent ポート
Server Agent は、次のポート上の接続を受け入れます。

ポート プロトコル 名前 目的
27355 TCP Server Agent ソケットリスニングポート Data Collector からの通信の受信

発信 Server Agent ポート
Server Agent は、次のポートへの接続を開始します。

ポート プロトコル 名前 目的
8080 TCP レガシーウェブサービスポート Data Collector との通信

IPv6 サポート
Storage Manager Data Collector は、IPv6 を使用して Dell Storage Manager Client からの接続の受け入れと管理対象の Storage Center 
SAN との通信を行います。

IPv6 を使用するには、次の表に説明されているとおりに IPv6 アドレスを割り当てます。

IPv6 接続 要件

Dell Storage Manager Client から Data Collector • Dell Storage Manager Client コンピュータには IPv6 アドレスが必
要です。

• Data Collector サーバには、IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレスの
両方が必要です。

Data Collector から Storage Center • Data Collector サーバには、IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレスの
両方が必要です。

• Storage Center SAN には、管理インタフェースの IPv4 アドレスお
よび IPv6 アドレスの両方が必要です。

Storage Manager の機能
Storage Manager は、次の機能を提供します。

ストレージ管理の機能
Storage Manager は、次のストレージ管理機能を提供します。

Storage Center の管理
Storage Manager を使用すると、Dell Storage Center を集中管理できます。Storage Center ごとに、ボリューム、スナップショットプロファイル、お
よびストレージプロファイルを設定することができます。また、サーバオブジェクトを定義して、それらにボリュームをマップすることによって、設定済みの
ストレージをサーバに提供することもできます。
関連リンク

Storage Center の管理
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VVol

Storage Manager は VMware 仮想ボリューム（VVol）フレームワークをサポートしています。VMware 管理者は vCenter を使って、仮想マシン
と VVol を作成します。適切に設定すると、Storage Manager を使って、VVol、ストレージコンテナ、データストア、および VMware インフラストラク
チャのその他の側面を管理および表示することができます。

関連リンク
Storage Manager を使用した仮想ボリュームの管理

PS グループ管理
Storage Manager を使用して PS グループを一元管理します。各 PS グループについて、PS グループと Storage Center に、ボリューム、スナップ
ショット、ューム、レプリケーションを設定できます。ホストへのアクセス権をボリュームに付与するため、アクセスポリシーを設定することもできます。

FluidFS クラスタの管理
Storage Manager では、FluidFS クラスタを集中的に管理して FluidFS クラスタのステータスおよびパフォーマンスを監視できます。FluidFS クラス
タは、FS8600 NAS アプライアンス、Fluid File System（FluidFS）、および Storage Center からなるスケールアウト NAS ソリューションです。スケ
ールアウト型ファイルシステムである FluidFS は、Windows、UNIX、および Linux クライアントに対応する高性能で拡張性が高く、効率的なファイ
ルストレージを提供します。Storage Center と組み合わせることにより、FluidFS は統合型のブロックおよびファイルストレージソリューションを実現
します。
関連リンク

FluidFS v5 クラスタの管理

Dell Fluid Cache for SAN クラスタの管理
Storage Manager を使用して Dell Fluid Cache for SAN クラスタを集中管理し、Dell Fluid Cache for SAN クラスタのステータスとパフォーマン
スを監視します。Dell Fluid Cache for SAN はサーバー側のキャッシングアクセラレータであり、高速 PCIe SSD を共有の分散型キャッシュリソース
にします。Fluid Cache が、SAN 内の PowerEdge サーバーからなるクラスタに導入され、RoCE が有効なネットワークアダプタによって接続されま
す。Storage Center と組み合わせることにより、Dell Fluid Cache for SAN の IO が削減されます。
関連リンク

Dell Fluid Cache for SAN クラスタの管理

サーバー
Storage Manager は、各サーバーに割り当てられたストレージを管理して、Storage Center と Windows サーバーおよび VMware サーバーとの
統合を実現します。サーバーの管理方法には、サーバーを Storage Center に追加する方法と、サーバーを Storage Manager Data Collector 
に登録する方法の ２ 通りがあります。
関連リンク

Storage Center サーバー管理

SMI-S

Storage Manager では、Storage Networking Industry Association（SNIA）によって開発された標準インタフェース仕様の Storage 
Management Initiative Specification（SMI-S）をサポートしています。SMI-S は、Storage Manager と、他のベンダーが提供するストレージ管
理ソフトウェアおよびハードウェアとの相互操作を可能にします。
関連リンク

SMI-S

災害復旧の機能
Storage Manager の利用により、Storage Center ボリュームの災害復旧プランを立て、実装することができます。

リモート Storage Center および Quality of Service

Storage Center は、Fiber Channel または iSCSI を使用して相互に接続され、それらの間のデータのコピーを可能にします。Storage Manager 
を使用すると、データのコピーがリモートサイトに配布されるよう、接続された Storage Center を調整して、1 つのサイトがダウンした場合でも確実
にデータを保護し、使用可能にすることができます。
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レプリケーションサービス品質（QoS）の定義によって、帯域幅が Storage Center 間の通信に使用されるタイミングと量を制御できます。

関連リンク
リモート Storage Center およびレプリケーション QoS

レプリケーションと Live Volume

全体的な災害復旧プランの一環として、レプリケーションによって 1 つの管理対象ストレージシステムから、別の管理対象ストレージシステムにボリ
ュームデータをコピーし、ローカルまたはリージョナルなデータ障害からデータを保護します。ソースストレージシステムまたはソースサイトが使用可能
になったら、宛先ボリュームをアクティブ化することで、データへのアクセスを回復します。
Live Volume は、マッピングとアクティブ化を同時にすることができる複製ボリュームのペアです。標準的なレプリケーションと同様に、プライマリストレ
ージシステムのプライマリ（ソース）ボリュームは、セカンダリストレージシステムのセカンダリ（宛先）ボリュームに複製されます。ただし、プライマリボ
リュームとセカンダリボリュームの両方で書き込みを受け入れることができます。

関連リンク
Storage Center レプリケーションと Live Volume

災害回復のアクティブ化
レプリケーション、Live Volume、またはその両方を設定する場合は、Storage Manager を使用して災害復旧を準備し、実行できます。Storage 
Manager を使用すると、リカバリボリュームがマップされるサーバーを含め、災害復旧プランを事前定義できます。実際の災害が発生した場合は、
Storage Manager を使用して災害復旧プランをアクティブ化し、できるだけ早急に必要なリソースでデータを使用可能にすることができます。
関連リンク

Storage Center DR の準備とアクティブ化

リモート Data Collector

リモート Data Collector は、プライマリ Data Collector が使用不可能な場合に、災害復旧オプションにアクセスできるように、リモートサイトに取り
付け、プライマリ Data Collector に接続します。プライマリ Data Collector がダウンした場合、別のサイトのリモート Data Collector に接続して災
害復旧を実行できます。
関連リンク

リモート Data Collector

Dell Storage Replication Adapter for VMware SRM

Storage Manager には、Dell Storage Replication Adapter（SRA）が搭載されており、それによってサイトでは、VMware vCenter Site 
Recovery Manager を使用した VMware インフラストラクチャの災害復旧の管理が可能になります。
関連リンク

VMware SRM 向けストレージレプリケーションアダプタ

監視とレポートの機能
Storage Manager は、次のレポート機能および監視機能を備えています。

しきい値アラート
しきい値アラート機能は、しきい値アラートの定義の集中化管理と監視を可能にします。監視できる使用状況メトリックのタイプは IO、ストレー
ジ、およびレプリケーションの使用状況です。Storage Manager は、管理対象の Storage Center から使用状況データを収集します。Storage 
Center 上のストレージオブジェクトはしきい値の定義に割り当てられ、各しきい値の定義には 1 つまたは複数のしきい値が含まれます。監視対象
メトリックの値がしきい値に到達すると、アラートが生成されます。
関連リンク

Storage Center しきい値アラート

レポート
レポート機能を使用することで、ユーザーは Storage Manager によって生成された Storage Center レポートとチャージバックレポートを表示でき
ます。Storage Manager は、スケジュールに基づいてレポートを生成するように設定できます。
関連リンク

Storage Center レポート
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チャージバック
チャージバック機能は、ストレージの消費を監視し、データストレージの運用コストを計算します。チャージバックは、割り当てられた容量または設
定されている容量に基づいて、ストレージに対する課金を行うように設定できます。コストが割り当てられた容量に基づく場合、チャージバックは、
ストレージ使用状況（使用される容量）またはストレージの消費（最後にチャージバックが実行されてから使用された容量の差）に基づいて課
金が行われるように設定できます。
関連リンク

Storage Center Chargeback

ログの監視
ログ監視機能を使用すると、Storage Manager Data Collector により収集された Storage Center アラート、通知、およびログと、Storage 
Manager によりログに記録されたシステムイベントを一元的に表示できます。
関連リンク

Storage Manager ログの監視

パフォーマンスの監視
パフォーマンスの監視機能は、管理対象の Storage Center の概要情報と過去 / 現在の IO パフォーマンス情報へのアクセスを可能にします。こ
の情報を使用して、Storage Center の健全性とステータスを監視します。
関連リンク

Storage Center 情報の表示

Dell Storage Manager Client の概要
Dell Storage Manager Client は、Storage Manager Data Collector に接続し、Storage Center、PS グループ、FluidFS クラスタを集中管理
できるようにする Windows ベースのプログラムです。

図 1. Dell Storage Manager Client ウィンドウ

ビュー ペインおよびビューで構成された左ペインは、右側の境界を左右にドラッグすることでサイズを変更できます。

次の表では、Dell Storage Manager Client のプライマリ要素について説明します。

番号 クライアント要素 説明
1 上部ペイン 次のオプションが用意されています。

• Data Collector 設定の編集：クリックすると、Data Collector の設定の表示と変更を可能
にするダイアログボックスが開きます。
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番号 クライアント要素 説明
• ユーザー設定の編集：クリックするとダイアログボックスが開き、アカウントの設定の表示と変

更が可能になります。
• ヘルプ：クリックすると、ウェブブラウザに Storage Manager のオンラインヘルプが表示されま

す。
• サポート：クリックすると、ウェブブラウザに Dell サポートのウェブサイトが表示されます。
• バージョン情報：クリックすると、Dell Storage Manager Client のソフトウェアバージョンを表

示するダイアログボックスが開きます。

2 ビュー ペイン 現在選択されているビューに固有のオプションを表示します。たとえば、ストレージ ビューが選択
されていると、ビューペインには、Storage Manager.に追加された Storage Center、PS グルー
プ、FluidFS クラスタが表示されます。

3 ビュー ビューのボタンが表示されます。このビューは次のとおりです。
• ストレージ：このビューを選択すると、管理対象の Storage Center、PS グループ、および 

FluidFS クラスタの表示、監視、および設定が可能になります。
• サーバ：このビューを選択すると、Data Collector へのサーバの登録と、容量リカバリなどの

サーバアクションの実行が可能になります。
• レプリケーションと Live Volume：このビューを選択すると、レプリケーション、Live Volume、

Quality of Service の定義の設定と、災害復旧の管理が可能になります。
• 監視：このビューを選択すると、アラート、通知、ログの表示と確認が可能になります。
• しきい値アラート：このビューを選択すると、しきい値クエリの実行としきい値アラートの定義

が可能になります。
• チャージバック：このビューを選択すると、ストレージの使用状況に基づいて組織に請求す

るためのチャージバックの設定と実行が可能になります。
• レポート：このビューを選択すると、自動化レポートとチャージバックレポートの表示が可能に

なります。

4 右側ペイン ビューペインで選択されたビューの管理オプションおよび監視オプションが表示されます。
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2
はじめに
Dell Storage Manager Client を起動し、Data Collector に接続します。完了したら、提案されている次の手順を考慮してください。
新しい Storage Center のセットアップ方法については、Storage Center の導入を参照してください

クライアントを使用した Data Collector への接続
Dell Storage Manager Client を起動し、Data Collector に接続するために使用します。デフォルトでは、ローカルの Storage Manager ユーザー
としてログインできます。Data Collector が外部ディレクトリサービスを使用するように設定されている場合、Active Directory または OpenLDAP 
ユーザーとしてログオンできます。Kerberos 認証が設定されている場合は、Windows セッションの資格情報を手動で入力せずに、これを使用し
て自動的にログオンできます。Dell Storage Manager Client を使用して Storage Center に直接接続することもできます。詳細については、
『DellStorage Center Storage Client Administrator’s Guide』（Dell Storage Center Storage Client 管理者ガイド）（Storage Center 6.6 以
降）を参照してください。
前提条件
• Dell Storage Manager Client は、使用しているコンピュータに取り付ける必要があります。取り付け手順については、『Storage 

ManagerInstallation Guide』（Enterprise Manager 取り付けガイド）を参照してください。
• Data Collector が外部の Active Directory または OpenLDAP ディレクトリサービスを使用するように設定されていない場合は、ローカルの 

Storage Manager ユーザーアカウントのユーザー名とパスワードを知っておく必要があります。
• Active Directory ユーザーまたは OpenLDAP ユーザーとしてログオンする場合、Data Collector は外部の Active Directory または 

OpenLDAP ディレクトリサービスを使用するように設定されている必要があり、自分のディレクトリユーザーアカウントまたはディレクトリユーザー
グループを Storage Manager ユーザーグループに追加する必要があります。

• Windows セッションの資格情報を使用して自動的にログインする場合、Data Collector は、外部の Active Directory または OpenLDAP 
ディレクトリサービスによる Kerberos 認証を使用するように設定する必要があります。

手順
1. Storage Manager Client アプリケーションを起動します。Dell Storage Manager Client が表示されます。
2. Dell Storage Manager Client のようこそ画面が表示された場合、表示言語 ドロップダウンメニューから言語をクリックして、Storage Center 

または Data Collector にログイン をクリックします。
Dell Storage Manager Client ログインページが表示されます。
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図 2. Dell Storage Manager Client ログイン

3. Dell Storage Manager Client に表示される言語を変更するには、表示言語 ドロップダウンメニューから言語を選択します。
4. ユーザー名 フィールドと パスワード フィールドにユーザー名とパスワードを入力します。
5. ユーザーの資格情報を指定します。

• ローカル Storage Manager ユーザー、Active Directory ユーザー、または OpenLDAP ユーザーとしてログオンする場合は、ユーザー名 
フィールドと パスワード フィールドにユーザー名とパスワードを入力します。

– OpenLDAP の場合は、ユーザー名の形式がサポートされます（例：user）。
– Active Directory には、ユーザー名（例：user）、ユーザープリンシパル名（例：user@domain）、および NetBIOS ID（例：

domain\user）ユーザー名の形式がサポートされます。
• Windows セッションの資格情報を使用して自動的にログインする場合、Windows 資格情報を使用する チェックボックスをオンにしま

す。
6. ホスト /IP フィールドに、Data Collector をホストするサーバのホスト名または IP アドレスを入力します。Data Collector とクライアントが同一

システムにインストールされている場合、代わりに localhost を入力することができます。
7. インストール時にウェブサーバポートを変更した場合は、ウェブサーバポート フィールドにアップデートされたポートを入力します。
8. ログイン をクリックします。クライアントが Data Collector に接続し、ストレージ ビューを表示します。

メモ: 表示言語 がユーザーの希望言語と一致しない場合、警告メッセージが表示されます。
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図 3. Dell Storage Manager Client ストレージ ビュー

関連リンク
外部ディレクトリサービスを使用したユーザーの認証
Data Collector Manager を使用したローカルユーザーの管理

次の手順
本項では、Storage Manager に最初にログインした後に実行が必要になる可能性のある基本的なタスクを示します。これらのタスクは設定によっ
て異なり、すべてのサイトですべてのタスクが必要になるわけではありません。

Storage Manager ユーザーの追加
Data Collector は、ユーザーに割り当てられている権限（レポーター、ボリュームマネージャ、またはシステム管理者に基づいて、Storage Manager 
機能と関連する Storage Center へのユーザーアクセスを制御します。新規ユーザーと、関連する Storage Center は、Data Collector 
Manager のみによって作成され、管理されます。組織の他のメンバーに対して Storage Manager の使用を許可するには、Data Collector 
Manager を使用して対象者にアクセス権を付与します。次のいずれかの方法を使用して、アクセス権を付与できます。

• ローカル Storage Manager ユーザーを作成します。
• 外部 Active Directory または OpenLDAP ディレクトリサービスを使用してユーザーの認証を行うように Data Collector を設定してから、特

定のディレクトリユーザーまたはユーザーグループにアクセス権限を付与します。

関連リンク
Storage Manager のユーザー管理

Storage Manager への Storage Center の追加
Dell Storage Manager Client クライアントを使用して、Storage Center を Storage Manager に追加します。
関連リンク

Storage Center の追加と整理

Storage Center ボリュームの設定
Storage Center を Storage Manager に追加した後は、ボリュームの作成と管理を始めることができます。スナップショットプロファイルとストレージ
プロファイルも管理できます。
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関連リンク
ボリュームの管理
スナップショットプロファイルの管理
ストレージプロファイルの管理

Storage Center へのサーバーの追加
Storage Manager を使用して、Storage Center ボリュームを使用するサーバを Storage Center に追加します。オペレーティングシステムおよび
接続情報を表示する機能や、サーバにマップされるボリュームやデータストアを管理する機能などの追加機能を有効にするには、これらのサーバを 
Storage Manager Data Collector に登録します。Windows サーバを登録する前に、最初に Storage Manager Server Agent をインストール
する必要があります。
関連リンク

Storage Center サーバー管理

Storage Manager への PS グループの追加
Dell Storage Manager Client を使用して、PS グループを Storage Manager に追加します。

Storage Manager への FluidFS クラスタの追加
1 つまたは複数の FluidFS クラスタがある場合は、FluidFS クラスタ展開プロセス時にそれらのクラスタを Storage Manager に追加します。
関連リンク

Storage Manager での FluidFS クラスタの追加と削除

電子メール通知の設定
Storage Manager は、しきい値アラートを超えたとき、自動レポートの準備が完了したとき、および Storage Manager のイベントが発生したとき
に通知する電子メールを送信できます。電子メール通知を有効にするには、Data Collector に SMTP を設定し、所有する Storage Manager 
ユーザーアカウントに電子メールアドレスを追加して、通知を受けるイベントを選択します。
関連リンク

Storage Manager イベントの電子メール警告の設定
しきい値アラートの電子メール通知の設定
電子メールによるレポートのための Storage Manager の設定

リモート Storage Center およびレプリケーション QoS の設定
Storage Center 間でボリュームを複製することによってデータを保護するには、Storage Center 間の接続を設定します。各 Storage Center で
レプリケーションサービス品質（QoS）の定義を作成して、リモート Storage Center へのデータ送信に使用される帯域幅を制御します。
関連リンク

リモート Storage Center およびレプリケーション QoS

レプリケーションと Live Volume の設定
1 つのサイトが停止しても確実にデータが保護されるようにするには、ボリュームをリモート Storage Center にミラーするようにレプリケーションと Live 
Volume を設定します。
関連リンク

Storage Center レプリケーションと Live Volume

災害復旧の準備
レプリケーションまたは Live Volume を設定する場合は、災害復旧プロセスを簡略化するよう、災害復旧設定を事前定義できます。また、別の
サイトにリモート Data Collector をインストールして、プライマリ Data Collector が使用できないときに Storage Manager の災害復旧オプションへ
のアクセスを可能にすることもできます。
関連リンク

障害回復の準備
リモート Data Collector
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パート

II
ストレージ管理
このセクションでは、Storage Manager を使用して Storage Center と PS Series グループを管理、保守、および監視する方法について説明しま
す。
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3
Storage Center の概要
Storage Center は、一元化されたブロックレベルのストレージを提供する Storage Area Network（SAN）であり、Fibre Channel、iSCSI、また
は Serial Attached SCSI（SAS）からのアクセスが可能です。

ストレージ仮想化の動作の仕組み
Storage Center では、データの小さなチャンク（ページ）を保持するストレージタイプと呼ばれるストレージのプールにディスクをグループ化してスト
レージを仮想化します。ボリュームを定義し、サーバーにマッピングすることにより、ブロックレベルのストレージが使用目的で割り当てられます。ボリュ
ームに関連付けられているストレージタイプとストレージプロファイルによって、ボリュームがストレージをどのように使用するかが決定されます。
Storage Center では、次の機能が組み合わされて、仮想化ストレージが提供されます。

• ディスク管理：ディスクをディスクフォルダにソートし、ディスクタイプに基づいてストレージタイプを割り当てます。
• ボリューム：使用するストレージを割り当てます。
• ストレージタイプ：ディスクフォルダのデータページサイズおよび冗長性レベルを定義します。
• Data Progression：ティアとドライブタイプ間、および同じティア内の複数の RAID レベル間でページを移動します。
• ストレージプロファイル：Data Progression によってティア間でどのようにページを移動するかを定義します。

Storage Center ハードウェアコンポーネント
DellStorage Center は 1 つまたは 2 つの コントローラ、スイッチ、および 1 つまたは複数のディスクエンクロージャから構成されます。

コントローラ
Storage Center コントローラは、Storage Center オペレーティングシステムおよび RAID ストレージ管理に一元的な処理機能を提供します。
Storage Center は、単一のコントローラ、またはコントローラのペアで構成することができます。デュアルコントローラの Storage Center 構成では、
2 台のコントローラのモデルが同じである必要があります。
コントローラ 内の IO カードは、ストレージを使用するディスクエンクロージャとサーバーとの通信を提供します。コントローラには、次の 2 タイプの IO 

ポートがあります。

• フロントエンドポート： ホスト、サーバー、またはネットワーク接続ストレージ（NAS）アプライアンスは、1 台または複数のネットワークスイッチ
経由でコントローラ FibreChannel IO カード、FCoE IO カード、または iSCSI IO に接続することによってストレージにアクセスします。フロントエ
ンドポートとして指定された SAS ポートは、SCv2000 シリーズストレージシステム上のサーバーに直接接続することができます。これらの接続
用のポートは、コントローラ背面にありますが、フロントエンドポートとして設定されています。

• バックエンドポート： バックエンドストレージを提供する物理ドライブを格納するエンクロージャは、コントローラに直接接続します。Fiber 
Channel と SAS トランスポートは、バックエンドポートとして指定されているポートでサポートされます。バックエンドポートは、コントローラとドライ
ブエンクロージャ間のプライベートネットワーク内にあります。

スイッチ
スイッチにより、サーバへの堅牢な接続が提供され、複数のコントローラと冗長トランスポートパスを使用できるようになります。コントローラの IO カ
ード、スイッチ、およびサーバー間をケーブル接続することは、フロントエンド接続と呼ばれます。

エンクロージャ
エンクロージャは、ストレージを提供するドライブを収納し、制御します。エンクロージャは、コントローラ IO カードに直接接続されます。これらの接
続は、バックエンド接続と呼ばれます。
Fiber Channel Switched Bunch of Disks（SBOD）および Serial Advanced Technology Attachment（SATA）のエンクロージャは、既存の 
Storage Center およびコントローラの移行に対してのみサポートされます。
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ディスクの管理
Storage Center は、物理的なディスクと仮想ディスクプール内のデータ移動の両方を管理します。ディスクは物理的、論理的、および仮想的に
整理されます。

• 物理的：エンクロージャ フォルダに表示されているとおり、ディスクはそれが配置されているエンクロージャごとに分類されます。
• 論理的：ディスクはディスクフォルダでクラス別に分類されます。Storage Center のエンクロージャには、任意の組み合わせのディスククラスを含

めることができます。
• 仮想的：すべてのディスク容量が各ティアに割り当てられます。最も高速なディスクはティア 1 に、パフォーマンスが低い低速ドライブはティア 3 

に配置されます。頻繁にアクセスされるデータはティア 1 に残り、過去 12 回のプログレッションサイクルでアクセスされなかったデータはティア 2、
その後ティア 3 へと段階的に移行されます。アクティビティが 3 日間続行した後に、データは高いティアに昇格されます。ストレージタイプを選
択すると、ディスクティアが表示されます。

ディスクフォルダ
ディスクフォルダには、管理対象ドライブとスペアドライブの両方が格納されます。管理対象ドライブはデータストレージに使用されます。スペアドライ
ブは、ドライブが故障した場合に自動的にドライブを交換するための予備として保持されます。デフォルトでは、すべてのドライブの親ディスクフォル
ダは Assigned ディスクフォルダです。下位フォルダでは、ドライブがクラス別に分類されます。

ディスククラス
ディスクはパフォーマンス特性に基づいて分類されます。各クラスは、割り当て済み ディスクフォルダ内の別個のフォルダに表示されます。

• ハードディスクドライブ（HDD）：HDD の場合、ディスクの分類はスピンドル速度を示し、次の 3 つのディスクタイプのいずれかになります。

– 7K（7200 RPM）

– 10K

– 15K

• ソリッドステートドライブ（SSD）：SSD は読み取りまたは書き込みの最適化によって区別されます。

– 書き込み多用向け（SLC SSD）

– 用途の混在（MU SSD）

– 読み取り多用向け（MLC SSD）

SC7020、SC5020、および SCv3000 のディスク管理
Storage Center は、SC7020、SC7020F、SC5020、SC5020F および SCv3000 ストレージシステムのディスクを自動的に管理します。いずれ
かのストレージシステムを設定する際、Storage Center は、ディスクの機能に基づいてディスクをフォルダに整理します。FIPS 機能を持つドライブ
は、他のディスクとは別に個別のフォルダに管理されます。Storage Center によって新しいディスクが検出されると、そのディスクは適切なフォルダで
管理されます。
Storage Center は、ユーザーが新しいディスクフォルダを作成すると、自動ディスク管理機能を無効にします。ユーザーが作成したディスクフォルダ
を削除すると、自動ディスク管理機能が有効になります。自動ディスク管理機能は、Storage Center によって以前にリリースされたディスクを自動
的に管理することはありません。以前にリリースされたディスクを管理しようとしている場合は、そのディスクを手動で適切なフォルダに管理する必要
があります。

SCv2000 ストレージシステムでのディスク管理
SCv2000 シリーズコントローラを使用する Storage Center はディスクを自動的に管理し、ディスク管理オプションが制限されます。ディスクの追加
後、Storage Center が新しいディスクを認識し、必要に応じて新しいディスクフォルダを作成してから、そのディスクフォルダ内のディスクを管理しま
す。ディスクがテスト目的で意図的にダウン状態にされた後で削除された場合は、そのディスクを復元し、再びディスクフォルダで管理することができ
ます。
次のディスク管理オプションは、SCv2000 ストレージシステムでは使用できません。

• ディスクフォルダの作成
• ディスクのディスクフォルダへの追加
• ディスクスペアの管理
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関連リンク
ディスクの復元

ドライブスペア
ドライブスペアは、故障したドライブを交換するために Storage Center が予約するドライブです。ドライブが故障すると、Storage Center は故障し
たドライブの交換用スペアドライブを使用して、残りのドライブ間でデータを再ストライピングします。
Storage Center は、各ディスククラス用のドライブスペアを少なくとも 1 台指定します。SCv2000 シリーズ、SC7020、SC7020F、SC5020、
SC5020F および SCv3000 ストレージシステムの場合、Storage Center は 21 台未満のグループにドライブを分けます。Storage Center は、各
ドライブのグループで 1 台のドライブをスペアドライブとして指定します。たとえば、21 台のドライブを含むディスククラスには、20 台の管理対象ドライ
ブと 1 台のスペアドライブがあります。また、22 台のドライブがあるディスククラスには、20 台の管理対象ドライブと 2 台のスペアドライブがあります。
Storage Center は、1 台の追加ドライブをスペアドライブとして指定します。また、Storage Center は、ディスククラス内の最大サイズのドライブをス
ペアドライブとして指定します。

ボリューム
Storage Center ボリュームは、Storage Center で物理的に使用可能な容量を超える論理容量を表すことができるストレージの論理的な単位
です。ボリュームにデータを書き込む前に、ボリュームをサーバにマップし、ドライブとしてフォーマットする必要があります。サーバの構成に応じて、デー
タは iSCSI または Fiber Channel を介してボリュームに書き込むことができます。
ボリュームの作成時に選択したストレージタイプとストレージプロファイルによって、ボリュームの動作が決定されます。ストレージタイプにより、データ
ページサイズと冗長性レベルが設定されます。ストレージプロファイルにより、Data Progression によってティアと RAID レベル間でボリュームのページ
がどのように移動するかが決定されます。

ストレージタイプ 
ストレージタイプは、単一のデータページサイズおよび指定の冗長レベルのストレージのプールです。Storage Center は、ディスクフォルダ内で使用
可能なディスクを評価し、該当するストレージタイプオプションを提示します。ストレージタイプオプションが決定されると、ディスクタイプが変わった場
合でも、Dell Technical Support のサポートなしでは変更できません。

メモ: SCv2000 シリーズコントローラは、各ディスククラスを新しいストレージタイプに割り当てることによってストレージタイプを自動的
に管理します。SSD ストレージタイプには 512 K のデータページサイズ、HDD ストレージタイプには 2 MB のデータページサイズがあり
ます。

ディスクタイプ

Storage Center に存在するディスクのタイプは、システムが標準または Flash Optimized のどちらとみなされるかを定義します。この分類は、さらに 
Data Progression がティア間でデータを移動させる方法も決定します。

Flash Optimized アレイには、最低 6 台の SSD が必要です。2 種類の SSD がある場合、アレイにはタイプごとに最低 6 台の SSD が必要で
す。

ストレージタイプ ディスククラス

標準 • 書き込み多用向け SSD + HDD

• HDD（7K、10K、15K）

フラッシュ最適化 • 書き込み集中型 SSD

• 書き込み多用向け + 読み取り多用向け SSD

• 書き込み多用向け SSD + 読み取り多用向け SSD + HDD

データページサイズ
デフォルトでは、データはティアおよび RAID レベル間を 2 MB のブロック単位で移動します。個々のアプリケーションの要件に合わせて、データをこ
れよりも小さい、または大きいブロックで移動することもできます。これらのブロックはデータページと呼ばれます。

• 2 MB：デフォルトのデータページサイズ。この選択はほとんどのアプリケーションに適しています。
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• 512 KB： 高いパフォーマンスが要求されるアプリケーションや、IO の負荷が高いスナップショットが頻繁に取得される環境に適しています。この
サイズを選択するとオーバーヘッドが増加し、ストレージタイプで使用できる最大容量は減少します。Flash Optimized ストレージタイプはデフ
ォルトで 512 KB を使用します。

• 4 MB：スナップショットの頻度が低く、大容量のディスク領域を使用するシステムに適しています。

注意: データページ設定を変更する前に、Dell Technical Support に連絡し、パフォーマンスに対する影響について話し合い、シス
テムリソースのバランスを保つ方法についてアドバイスを受けてください。

冗長性
冗長性レベルにより、ドライブの障害に対するフォールトトレランスが提供されます。

• 非冗長：すべてのクラスとティアで RAID 0 を使用します。データはストライピングされますが、冗長性はありません。１ 台のドライブが故障する
と、すべてのデータが失われます。データを別の場所にバックアップしていない限り、ボリュームに非冗長ストレージを使用しないでください。

• シングル冗長： いずれか 1 台のドライブ喪失に対する保護を提供します。シングル冗長ティアでは、次の RAID ストレージタイプのいずれかを
使用できます。

– RAID 10（各ドライブをミラーリング）

– RAID 5-5（5 台のドライブ間でストライピング）

– RAID 5-9（9 台のドライブ間でストライピング）

• デュアル冗長：任意の 2 台のドライブの喪失に対する保護を提供します。デュアル冗長ティアでは、次の RAID ストレージタイプのいずれかを
使用できます。

– RAID 10 デュアルミラー（データが 3 台の個別ドライブに同時に書き込まれる）

– RAID 6-6（ストライプごとにデータセグメント 4、パリティセグメント 2）

– RAID 6-10（ストライプごとにデータセグメント 8、パリティセグメント 2）

冗長性オプションは、ドライブのサイズによって制限される場合があります。たとえば、特定の階層がデュアル冗長性でなければならず、非冗長また
はシングル冗長化であってはならない場合があります。これらの制限は「冗長性レベルの推奨事項および要件」で説明されています。

冗長性レベルの推奨事項および要件 
ドライブのティアに適用する冗長性レベルを判別するために、ドライブのサイズを使用します。
ティア内の任意のドライブがしきい値サイズを超えた場合、そのドライブを含むティアに特定の冗長性レベルを適用できます。次の表では、Storage 

Center 7.1 の HDD と SSD の冗長レベルのデフォルトおよび要件について説明します。冗長性レベルが必要な場合は、Storage Center オペレー
ティングシステムによりレベルが設定され、変更できません。

メモ: デュアル冗長性は、SCv3000 シリーズ、SC7020、SC7020F、SC5020 および SC5020F ストレージシステムにある全ドライブ
のデフォルト冗長性レベルです。Storage Center の他のモデルでは、デフォルトの冗長性レベルは単一冗長性になっています。

表 2. HDD の冗長性の推奨事項および要件

ドライブのサイズ 冗長性レベル

最大 966 GB Storage Center のほとんどのモデルでは、このサイズのドライブを新規ま
たは既存のページプールに追加するときには、シングル冗長性がデフォ
ルトです。

メモ: このサイズのドライブの場合、SCv3000 シリーズ、
SC7020、SC7020F、SC5020 および SC5020F ストレージ
システムのデフォルト冗長性レベルはデュアル冗長です。

967 GB、最大 1.93 TB このサイズのドライブを新規または既存のページプールに追加するとき
は、デュアル冗長性がデフォルトです。

1.94 TB 以上 このサイズのドライブを、新しいページプールに追加するにはデュアル冗
長性が必要です。
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ドライブのサイズ 冗長性レベル

メモ: SCv3000 シリーズ、SC7020、SC7020F、SC5020 およ
び SC5020F ストレージシステムでは、このサイズのドライブ
を、新規または既存のページプールに追加するにはデュアル冗
長性が必要です。

2.79 TB 以上 このサイズのドライブを、既存のページプールに追加するにはデュアル冗
長性が必要です。

表 3. SSD の冗長性の推奨事項および要件

ドライブのサイズ 冗長性レベル

最大 1.7 TB（WI および RI 用） Storage Center のほとんどのモデルでは、このサイズのドライブを新規ま
たは既存のページプールに追加するときには、シングル冗長性がデフォ
ルトです。

メモ: このサイズのドライブの場合、SCv3000 シリーズ、
SC7020、SC7020F、SC5020 および SC5020F ストレージ
システムのデフォルト冗長性レベルはデュアル冗長です。

1.8 TB、最大 3.9 TB（WI および RI 用） このサイズのドライブを新規または既存のページプールに追加するとき
は、デュアル冗長性がデフォルトです。

4 TB 以上（WI および RI 用） このサイズのドライブを、新規または既存のページプールに追加するに
はデュアル冗長性が必要です。

Data Progression

Storage Center は Data Progression を使用して、仮想化ストレージ環境でデータを移動します。Data Progression は、ティア間、ドライブタイ
プ間、および同じティア内の複数の RAID レベル間でデータを移動し、パフォーマンスとコストをバランスよく維持します。

Data Progression の動作
Storage Center は、24 時間ごとにディスクの使用状況を評価し、データの使用状況に対してより効率的なディスク容量にデータを移動させま
す。デフォルトでは、Data Progression は毎日システム時間の午後 7 時に実行されますが、実行のタイミングは Storage Center 設定で変更す
ることができます。Data Progression の動作は、各ボリュームに適用された Storage Profile によって決定されます。

メモ: SCv2000 シリーズコントローラを使用すると、Data Progression が RAID タイプ間でデータを移動させ、RAID の再ストライプ
を行いますが、ストレージティア間ではデータを移動させません。

Data Progression およびスナップショット
Storage Center では、スナップショットの移動に Data Progression も使用します。スケジュール通り、または手動によってスナップショットが作成さ
れると、データが凍結し、スナップショットを保持するようにストレージプロファイルで指定されたティアに移動されます。

スナップショットは、スナップショットプロファイルに準じてスケジュールされたイベントとして、スナップショットを手動で作成することによって、または 
Storage Center が Flash Optimized ストレージタイプのティア 1 からデータを移動させるためにオンデマンドで行われる場合があります。

低容量モード
Storage Center は、空き容量が著しく低下すると節約モードに入り、空き容量が不足してシステムが動作できなくなると緊急モードに入ります。

節約モード
Storage Center は、空き容量が著しく低下すると節約モードに入ります。緊急モードに入るのを防ぐためには迅速なアクションが必要です。

メモ: 節約モードのしきい値が緊急モードの値に近くなっているため、これをツールとして使用してストレージを管理したり、Storage 
Center にディスクを追加することを計画したりすることはできません。
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節約モードでは、Dell Storage Manager Client は次のアクションで応答します。

• 節約モードのアラートを生成します。
• 通常よりも早くスナップショットを期限切れにします。
• 新しいボリュームの作成を禁止します。

緊急モード
Storage Center は、空き容量が不足してシステムが動作できなくなると緊急モードに入ります。
緊急モードでは、Dell Storage Manager Client は次のアクションで応答します。

• 緊急モードのアラートを生成します。
• 通常よりも早くスナップショットを期限切れにします。
• 新しいボリュームの作成を禁止します。
• ボリュームがオフラインになります。データの書き込みとボリュームからの読み取りは実行できません。

リカバリ作業をサポートするため、ボリュームはサーバまたは Storage Manager からの容量リカバリの要求に応答し、未使用のデータブロックを解
放できます。

注意: 緊急モードでは、すべてのサーバ IO が防止されるので、緊急モードはサービスに影響します。管理者は、Storage Center 上の
空き容量を継続的に監視し、必要に応じて容量を追加または解放することで、緊急モードのしきい値に達しないよう特に気を付ける
必要があります。

節約モードまたは緊急モードのトラブルシューティング
節約モードまたは緊急モードを解消するには、消費されるディスク容量を再利用します。
このタスクについて
各手順を実行し、数分待ってから使用可能なディスク容量を確認します。
手順
1. 不要なボリュームを削除し、ごみ箱を空にします。
2. 不要なスナップショットを失効させます。
3. 該当する場合は、Windows サーバボリュームで容量リカバリを手動で実行します。

次の手順
これらの手順を実行しても節約モードまたは緊急モードが解消されない場合は、Dell Technical Support にお問い合わせください。

低容量モードの防止
ディスク容量を管理して Storage Center が節約モードまたは緊急モードに入るのを防止します。
次のヒントを使用して低容量の問題を防止します。

• ごみ箱を定期的に空にします。
• スナップショットの頻度を低くするか、またはスナップショットがより早く失効するように設定します。
• ストレージプロファイルを容量効率に優れたプロファイルに変更します。使用可能なプロファイルに、低優先度（ティア 3）と効率の最大化が含

まれる場合があります。
• 容量が低下し始めたらアラートを作成するように、しきい値の定義を設定します。
• Storage Manager Server Agent を介して、Windows ボリュームで容量リカバリを実行します。
• 完全なティアを持つページプールから、空き容量がより大きな別のページプールにボリュームを移行します。
• 不要なボリュームを削除します。
• データ削減がライセンスされている場合は、一部のボリュームの圧縮または重複排除と圧縮を有効にします。
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関連リンク
ごみ箱を空にする
1 つ、または複数のボリュームに対する Replay Profile の適用
しきい値の定義の設定
Windows での容量リカバリ

Storage Center 動作モード
Storage Center は、インストール、事前本番環境、通常、メンテナンスという 4 つのモードで動作します。

名前 説明
インストール Storage Center は、Storage Center のセットアップウィザードを完了するまではインストールモードになって

います。セットアップを完了すると、Storage Center は事前本番環境モードに切り替わります。

事前本番環境 事前本番環境モードでは、Storage Center は、テストで引き起こされる予想したテストシナリオに対するア
ラートがサポートに送信されないようにします。本番環境にする前に、事前本番環境モードを使用して 
Storage Center でテストを実行します。テストに合格したら、動作モードを事前本番環境から通常モード
に手動で変更します。

正常 通常モードは、Storage Center が本番環境に置かれたときに使用する動作モードです。このモードでは、
Storage Center はアラートを抑制しません。

メンテナンス Storage Center がメンテナンスモードになっているときは、事前本番環境モードと同様に、サポートにはアラ
ートが送信されません。サポートへのアラートをトリガする可能性がある Storage Center でのメンテナンスを
実施する前に、メンテナンスモードに切り替えます。

関連リンク
Storage Center の動作モードの変更

ストレージプロファイル
ストレージプロファイルは、Storage Center がボリュームデータを管理する方法を制御します。特定のボリュームについて選択したストレージプロファ
イルにより、初期書き込みを受け入れるディスクティアのほか、パフォーマンスとコストのバランスを取るために Data Progression がデータをティア間
で移動させる方法が決定します。事前定義されたストレージプロファイルは、Storage Center でデータを管理する最も効果的な手段です。使用
可能なストレージプロファイルは、ストレージタイプによって決まります。
ストレージプロファイルを選択する機能はユーザー設定によって制御されます。ストレージプロファイルはすべてのユーザーに表示されないことがあり
ます。お使いのユーザーボリュームのデフォルトでストレージプロファイルを選択できる場合は、ストレージ タブの ストレージプロファイル ノード 下に
それらが表示されます。

標準ストレージタイプのストレージプロファイル
下の表に、標準ストレージタイプに使用できるストレージプロファイルの概要を示します。各プロファイルの詳細については、表の後で説明します。

名前 初期書き込みティア ティア（T）および RAID レベル Progression

推奨（全ティア） 1 書き込み：T1 RAID 10 スナップシ
ョット：RAID 5/RAID 6

はい - すべてのティアに対して

高優先度（ティア 1） 1 書き込み：T1 RAID 10 スナップシ
ョット：T1 RAID 5/RAID 6

いいえ

中優先度（ティア 2） 2 書き込み：T2 RAID 10 スナップシ
ョット：T2 RAID 5/RAID 6

いいえ

低優先度（ティア 3） 3 書き込み：T3 RAID 10 スナップシ
ョット：T3 RAID 5/RAID 6

いいえ

メモ: フラッシュ最適化ストレージタイプには、推奨、高優先度、および中優先度のプロファイルを使用できません。
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推奨（全ティア）

推奨 ストレージプロファイルは、Data Progression がライセンスされている場合のみ使用できます。すべてのボリュームで 推奨 ストレージプロファイ
ルを使用すると、コストとパフォーマンスが最適化されます。推奨 プロファイルでは、データタイプと使用状況に基づいて、ストレージティア間および
全ストレージティアに及ぶ自動 Data Progression を実行できます。

ボリュームに推奨プロファイルを使用している場合、すべての新規データはティア 1 RAID レベル 10 ストレージに書き込まれます。Data Progression 

は、データへのアクセス頻度に基づいて、アクティブでないデータをティア 1 RAID 5/RAID 6 または低速のティアに移動します。このようにして、最も
アクティブなデータブロックは高性能ドライブに保持され、アクティブでないブロックは自動的に低コスト、高容量の SAS ドライブに移動されます。

SSD は自動的にストレージティア 1 に割り当てられるので、ストレージティア 1 を含むプロファイルでは、ボリュームに SSD ストレージを使用すること
ができます。頻繁にアクセスされないデータを含むボリュームがあり、ティア 1 SSD のパフォーマンスを必要としない場合は、中優先度または低優先
度のプロファイルを使用するか、ストレージティア 1 を含まない新規のプロファイルを作成して適用します。

高優先度（ティア 1）

高優先度 ストレージプロファイルは、ティア 1 にデータを保存することにより、最も高いパフォーマンスを提供します。これは、RAID 5 または 6 の使
用という点では効率的ですが、データの保存に高価なメディアを使用します。高優先度 プロファイルを使用して作成したボリュームは、書き込みデ
ータをティア 1 RAID 10 に保存します。スナップショットデータは、ティア 1 RAID 5/RAID 6 に保存されます。ティア 1 ストレージが満杯にならない限
り、Storage Center は下位のストレージティアにデータを移行しません。

Data Progression がライセンスされていない場合、デフォルトのストレージプロファイルは 高優先度 となります。Data Progression がない場合は、
ティア間でデータが移行されないので、特定のストレージのティアを使用するようにボリュームを設定する必要があります。

中優先度（ティア 2）

中優先度 ストレージプロファイルは、パフォーマンスとコスト効率をバランスよく維持します。中優先度 プロファイルを使用して作成されたボリューム
は、書き込みデータをティア 2 RAID 10 に保存します。スナップショットデータはティア 2 RAID 5/RAID 6 に保存されます。ティア 2 のストレージが
満杯にならない限り、Storage Center はデータを他のストレージティアに移行しません。

低優先度（ティア 3）

低優先度 プロファイルは、最もコスト効率の高いストレージを提供します。低優先度 プロファイルを使用するボリュームを作成すると、ティア 3 

RAID 10 に書き込みデータが保存されます。スナップショットデータは、ティア 3 RAID 5/6 に保存されます。Storage Center は、ティア 3 ストレー
ジが満杯にならない限り、データを高位のティアに移行しません。

フラッシュ最適化ストレージのストレージプロファイル
下の表に、フラッシュ最適化ストレージタイプに使用できるストレージプロファイルの概要を示します。各プロファイルの詳細については、表に続いて
説明します。

名前 初期書き込みティア ティア（T）および RAID レベル Progression

低優先度（ティア 3） 3 書き込み：T3 RAID 10 スナップシ
ョット：T3 RAID 5/6

いいえ

Progression によるフラッシュ最適
化（ティア 1 からすべてのティア）

1 書き込み：T1 RAID 10 スナップシ
ョット：T2/T3 RAID 5/6

はい、すべてのティアに対して

書き込み集中型（ティア 1） 1 書き込み：T1 RAID 10 スナップシ
ョット：T1 RAID 10

いいえ

Progression によるフラッシュ最適
化（ティア 1 からティア 2）

1 書き込み：T1 RAID 10 スナップシ
ョット：T2 RAID 5

はい、ティア 2 に対してのみ

Progression による低優先度（テ
ィア 3 からティア 2）

3 書き込み：T3 RAID 10 スナップシ
ョット：T3 RAID 5/6 または T2 
RAID 5

はい、ティア 2 に対してのみ
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低優先度（ティア 3）

低優先度 プロファイルは、最もコスト効率の高いストレージを提供します。低優先度 プロファイルを使用するボリュームを作成すると、ティア 3 

RAID 10 に書き込みデータが保存されます。スナップショットデータは、ティア 3 RAID 5/6 に保存されます。Storage Center は、ティア 3 ストレー
ジが満杯にならない限り、データを高位のティアに移行しません。

Progression によるフラッシュ最適化（ティア 1 からすべてのティア）

Progression によるフラッシュ最適化 ストレージプロファイルは、読み取り集中型 SSD と書き込み集中型 SSD の両方が搭載されたエンクロー
ジャで最も効率的なストレージを実現できます。ストレージタイプにこのプロファイルを使用すると、すべての新しいデータは書き込み集中型ティア 1 

ドライブに書き込まれ、スナップショットデータはティア 2、アクティブでないデータはティア 3 に移動されます。

ティア 1 の使用量が容量の 95 % に達すると、Storage Center は容量管理スナップショットを作成し、それをただちにティア 2 へ移動してティア 1 

の領域を解放します。容量管理スナップショットは、スケジュールされている Data Progression を待たずに即座に移動されます。容量管理スナッ
プショットは オンデマンドで作成 とマークされ、手動での変更や、ビューボリュームの作成に使用することはできません。容量管理スナップショット
は、次回にスケジュールされているスナップショットまたは手動のスナップショットに結合されます。Storage Center は、1 ボリュームにつき 1 度に 1 つ
だけオンデマンドスナップショットを作成します。

書き込み集中型（ティア 1）

書き込み集中型 ストレージプロファイルは、すべての初期書き込みをティア 1（RAID 10）の書き込み集中型 SSD に行います。このデータは、他
のティアに移動しません。このプロファイルは、トランザクションログおよび一時データベースファイルを保存するのに役立ちます。

Progression によるフラッシュ最適化（ティア 1 からティア 2）

フラッシュのみの Progression ストレージプロファイルは、ハイパフォーマンスなティア 1 ドライブで初回の書き込みを行います。アクティブでないデー
タはティア 2 に移動されますが、SSD 上にはそのまま留め置かれます。このプロファイルは、ゴールデンイメージ、リンクされたクローン、一部のデータ
ベースなど最適な読み取りパフォーマンスを必要とするデータがあるボリュームを保存するのに役立ちます。

Progression による低優先度（ティア 3 からティア 2）

Progression による低優先度 ストレージプロファイルは、低価なティア 3（RAID 10）ドライブに初回の書き込みを行います。その後、頻繁にアク
セスされるデータをティア 2 に移動することができます。このプロファイルは、ティア 1 SSD をオーバーロードさせずに大量のデータを Storage Center 

へ移行する場合に役立ちます。

SCv2000 シリーズコントローラのストレージ仮想化
SCv2000 シリーズコントローラは、多くのストレージ仮想化オプションを自動的に管理します。

SCv2000 ストレージシステムでのディスク管理
SCv2000 シリーズコントローラを使用する Storage Center はディスクを自動的に管理し、ディスク管理オプションが制限されます。ディスクの追加
後、Storage Center が新しいディスクを認識し、必要に応じて新しいディスクフォルダを作成してから、そのディスクフォルダ内のディスクを管理しま
す。ディスクがテスト目的で意図的にダウン状態にされた後で削除された場合は、そのディスクを復元し、再びディスクフォルダで管理することができ
ます。
次のディスク管理オプションは、SCv2000 ストレージシステムでは使用できません。

• ディスクフォルダの作成
• ディスクのディスクフォルダへの追加
• ディスクスペアの管理

関連リンク
ディスクの復元

SCv2000 シリーズコントローラのストレージタイプ
SCv2000 シリーズコントローラは、各ディスククラス用にストレージタイプを作成し、ストレージタイプを自動的に管理します。
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SCv2000 シリーズコントローラは、次の方法でストレージタイプを自動的に管理します。

• 各ディスククラスに対してストレージタイプが自動的に作成されます。
• ストレージタイプのページサイズは 2 MB です。
• ストレージタイプを変更することはできません。
• 冗長性のないストレージタイプは使用できません。

SCv2000 シリーズコントローラの RAID 階層化
SCv2000 シリーズコントローラの RAID 階層化は、データを RAID 10 と RAID 5/6 間で移動させます。ストレージティア間でのデータの移動は行
いません。RAID 階層化は、毎日午後 7 時に行われます。Data Progression は、完了するか、最大実行時間に達するまで実行されます。

SCv2000 シリーズコントローラのストレージプロファイル
次の表は、SCv2000 シリーズコントローラに使用できるストレージプロファイルの概要です。

名前 初期書き込みティア ティア（T）および RAID レベル RAID 階層化

バランス 1 書き込み：T1 RAID 10

スナップショット：T1 RAID 5/6

RAID タイプ間でのみ

パフォーマンスの最大化 1 書き込み：T1 RAID 10

スナップショット：T1 RAID 10

いいえ

効率の最大化 1 書き込み：T1 RAID 5/6

スナップショット：T1 RAID 5/6

いいえ

バランス
バランス ストレージプロファイルは、そのストレージプロファイルを使用しているすべてのボリュームの効率と性能のバランスを取ります。

ボリュームが バランス ストレージプロファイルを使用する場合、すべての新規データがティア 1 に書き込まれます。Storage Center がスナップショット
を作成すると、Data Progression は スナップショットデータを RAID 10 から RAID 5/6 に移動させます。

パフォーマンスの最大化
パフォーマンス最大化 では、パフォーマンス向上のために RAID 10 上に新しいデータとスナップショットデータを維持します。パフォーマンス最大化 
は、重要かつ頻繁に使用されるデータがあるボリュームに役立ちます。

効率の最大化
効率性最大化 では、新しいデータを RAID 5/6 に書き込み、スナップショットデータを RAID 5/6 上に維持します。効率性最大化 は、重要性が
低く、頻繁に使用されることのないデータがあるボリュームで使用します。

Storage Center の管理用ユーザーインタフェース
個々の Storage Center のストレージの設定および管理の大半は、Dell Storage Manager Client の ストレージ ビューで行います。ストレージ 
ナビゲーションペインで、表示および管理する Storage Center を選択します。
Storage Center を選択すると、表示ペインに次のタブが表示されます。

• サマリ タブ
• ストレージ タブ
• ハードウェア タブ
• IO 使用状況 タブ
• チャート タブ
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サマリ タブ
サマリ タブに、Storage Center 情報をまとめたカスタマイズ可能なダッシュボードが表示されます。サマリ タブは、Storage Center がストレージ ナ
ビゲーションツリーからを選択されたときにデフォルトで表示されます。

図 4. サマリ タブ

関連リンク
Storage Center 設定の管理
サマリ情報の表示

ストレージ タブ
ストレージ ビューの ストレージ タブで、Storage Center 上のストレージを表示および管理できます。このタブは、ナビゲーションペインと右側ペイン
で構成されています。

図 5. ストレージ タブ

コールアウト 名前
1 ナビゲーションペイン
2 右側ペイン
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ナビゲーションペイン
ストレージ タブのナビゲーションペインには、次のノードが表示されます。

• Storage Center：選択した Storage Center の現在および過去のストレージ使用状況の概要が表示されます。
• ボリューム：選択した Storage Center でボリュームおよびボリュームフォルダを作成および管理し、ボリュームのスナップショットからローカルリカバ

リも作成されます。仮想ボリュームで使用されるストレージコンテナを作成できます。
• サーバ：選択した Storage Center で物理サーバ、仮想サーバ、サーバクラスタ、およびサーバフォルダの作成と管理を行います。
• リモート Storage Center：ユーザーがアクセス権限を持つリモート Storage Center への iSCSI 接続を作成および表示します。
• ディスク：選択した Storage Center で、ディスクとディスクフォルダを表示および管理できます。
• Portable Volume ：Portable Volume を表示および管理します。このボリュームは、リモート Storage Center への初期レプリケーションデータ

の転送に使用されます。このオプションは、初期レプリケーションデータのネットワーク転送が非常に低速である場合に使用すると便利です。
• ストレージタイプ：選択した Storage Center で準備したストレージタイプを表示します。
• スナップショットプロファイル：選択した Storage Center のスナップショットプロファイルを表示、変更、作成します。また、1 つ以上のボリューム

にスナップショットプロファイルを適用します。
• ストレージプロファイル：選択した Storage Center で定義されているストレージプロファイルの表示と作成をすることができます。このノードは、

Storage Center ユーザープリファレンスで、ストレージプロファイルの選択の許可 がオンの場合にのみ表示されます。
• QoS プロファイル：選択した Storage Center にボリュームまたはボリュームのグループのサービス品質プロファイルを定義します。このノードが

表示されるのは、Storage Center のユーザープリファレンスで QoS プロファイルの選択を許可 が有効になっている場合だけです。

右側ペイン
右側のペインに、ナビゲーションペインで選択したノードまたはオブジェクトの情報や設定オプションが表示されます。各ノードで表示される情報と設
定オプションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

関連リンク
Storage Center の追加と整理
Storage Center 設定の管理
ボリュームの管理
スナップショットプロファイルの管理
Storage Center でのサーバ管理
ストレージプロファイルの管理
QoS プロファイルの管理

ハードウェア タブ
ストレージ ビューの ハードウェア タブには、Storage Center ハードウェアのステータス情報が表示されます。また、ハードウェアに関連するタスクを
実行できます。
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図 6. ハードウェア タブ

関連リンク
Storage Center ハードウェアの監視
ディスクエンクロージャの管理
Storage Center のシャットダウンと再起動

IO 使用状況 タブ
ストレージ ビューの IO 使用状況 タブには、選択した Storage Center と、関連するストレージオブジェクトの過去の IO パフォーマンス統計情報
が表示されます。

図 7. IO 使用状況 タブの ストレージ ビュー

関連リンク
過去の IO パフォーマンスの表示

グラフ タブ
ストレージ ビューの チャート作成 タブには、選択したストレージオブジェクトの IO パフォーマンスに関するリアルタイム統計データが表示されます。
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図 8. グラフ タブ

関連リンク
現在の IO パフォーマンスの表示

アラート タブ
アラート タブには Storage Center のアラートが表示されます。

図 9. アラート タブ

ログ タブ
ログ タブには Storage Center のログが表示されます。
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図 10. ログ タブ

Storage Center の概要 73



74



4
Storage Center の導入
初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードまたは Storage Center の設定 ウィザードを使用し、ボリュームの作成とストレージ
管理の準備を整えるために Storage Center をセットアップします。Storage Center の設定後、ローカルホスト、VMware vSphere ホスト、また
は vCenter ホストをセットアップすることが可能になります。

Storage Center 自動セットアップをサポートするオペレーティングシステム 
Storage Center の設定には、次の 64 ビットバージョンのオペレーティングシステムがインストールされている必要があります。

• Red Hat Enterprise Linux 6 以降
• SUSE Linux Enterprise 12 以降
• Windows Server 2008 R2 以降

初期化されていない SCv2000 シリーズの Storage Center の検出と設定
（iSCSI）

システムをセットアップする場合は、初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードを使用して新しい SCv2000 シリーズ Storage 
Center を見つけます。このウィザードでは、ボリュームを作成できるよう Storage Center をセットアップできます。
Dell Storage Manager Client ようこそ 画面から、または Dell Storage Manager Client からウィザードを開きます。

Dell Storage Manager Client の ようこそ 画面から、初期化されていない Storage Center の検出と設
定 ウィザードを開く
ようこそ 画面から直接ウィザードを開き、Storage Center を検出および設定します。
前提条件
• クライアントは、64 ビットのオペレーティングシステムを使用したシステムで実行されている必要があります。
• Dell Storage Manager Client は、Windows 管理者権限を使用して実行する必要があります。

手順
1. Dell Storage Manager Client の ようこそ 画面を開きます。
2. 初期化されていない Storage Center の検出と設定 をクリックします。

初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードが開きます。

初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードを Dell Storage Manager Client から開
く
Dell Storage Manager Client からウィザードを開き、Storage Center を検出および設定します。
前提条件
• Dell Storage Manager Client は、64 ビットのオペレーティングシステムを使用したシステムで実行されている必要があります。
• Dell Storage Manager Client は、Windows 管理者権限を使用して実行する必要があります。
• クライアントは、Storage Manager Data Collector に接続されている必要があります。
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手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center をクリックします。
3. サマリ タブで、初期化されていない Storage Center の検出と設定 をクリックします。

初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードが表示されます。

初期化されていない Storage Center の検出と選択
初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードの最初のページには、Storage Center をセットアップする前に必要となる前提条
件アクションと情報のリストが表示されます。
前提条件
• Storage Manager ソフトウェアがインストールされているホストサーバは、Storage Center と同じサブネットまたは VLAN 上にある必要があり

ます。
• Storage Manager を実行しているホストサーバで、ファイアウォールを一時的に無効にします。
• ネットワークでは、レイヤ 2 マルチキャストが許可されている必要があります。
• Storage Center に接続されるスイッチのポートでは、IGMP スヌーピングが無効になっていることを確認してください。

手順
1. ウィザードの最初のページにリストされている必要な情報が手元にあることを確認します。この情報は Storage Center の設定に必要となり

ます。
2. 次へ をクリックします。初期化する Storage Center の選択 ページが表示され、ウィザードによって検出された、初期化されていない 

Storage Center がリストされます。

メモ: 初期化したい Storage Center がウィザードによって検出されない場合は、次のアクションのいずれかを実行します。
• Storage Center ハードウェアが必要なすべてのネットワークに物理的に接続されていることを確認します。
• 再検出 をクリックします。
• Storage Center ハードウェアの問題のトラブルシューティング をクリックして、Storage Center が検出できない理由を理解しま

す。
• ダイレクト接続方式での Storage Center の展開の手順に従います。

3. 初期化する Storage Center を選択します。

4. （オプション）Storage Center インジケータを有効にする をクリックして、選択した Storage Center のインジケータライトを点灯させます。こ
のインジケータは、正しい Storage Center を選択したことを確認するために使用することができます。

5. Next（次へ） をクリックします。
6. Storage Center が部分的に設定されている場合、Storage Center のログインペインが表示されます。Storage Center の管理 IPv4 アドレ

スと管理者パスワードを入力し、次へ をクリックして続行します。

ダイレクト接続方式での Storage Center の展開
Storage Center が検出できない場合は、ダイレクト接続方式で Storage Center を手動で展開します。

1. イーサネットケーブルを使用して、Storage Center System Manager を実行しているコンピュータを上部コントローラの管理ポートに接続しま
す。

2. 下部コントローラを管理ネットワークスイッチに接続します。
3. 初期化されていない Storage Center の検出と設定 をクリックします。初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードが

開きます。
4. 初期設定ページに情報を入力し、設定の確認 ページが表示されたら入力は終了です。
5. この時点で、上部コントローラの管理ポートと管理ネットワークを再びケーブルで接続します。
6. コンピュータを Storage Center と同じサブネットまたは VLAN に接続します。

a. 次へ をクリックします。
b. ケーブルが正しく接続されていない場合、またはホストがコントローラにアクセスできない場合、接続設定のエラー メッセージが表示され

ます。接続を修正し、OK をクリックします。
c. 展開ウィザードが閉じている場合は、初期化されていない Storage Center の検出と設定 をクリックして、展開ウィザードを再起動しま

す。
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d. ユーザー名 フィールドに Admin と入力し、パスワード フィールドには 管理者情報の設定 ページで入力したパスワードを入力して、次
へ をクリックします。

システム情報の設定
システム情報の設定 ページでは、Storage Manager を使用して Storage Center に接続するときに使用する、Storage Center およびストレー
ジコントローラの設定情報を入力することができます。

1. Storage Center 名 フィールドに、Storage Center のわかりやすい名前を入力します。
2. 仮想管理 IPv4 アドレス フィールドに、Storage Center のシステム管理 IPv4 アドレスを入力します。

管理 IPv4 アドレスは、Storage Center の管理に使用する IP アドレスであり、ストレージコントローラの IPv4 アドレスとは異なります。
3. 各ストレージコントローラの管理ポートの IPv4 アドレスを入力します。

メモ: ストレージコントローラの IPv4 アドレスと管理 IPv4 アドレスは、同じサブネット内にある必要があります。
4. サブネットマスク フィールドに、管理ネットワークのサブネットマスクを入力します。
5. ゲートウェイ IPv4 アドレス フィールドに、管理ネットワークのゲートウェイアドレスを入力します。
6. ドメイン名 フィールドに、管理ネットワークのドメイン名を入力します。
7. DNS サーバ フィールドおよび セカンダリ DNS サーバ フィールドに、管理ネットワークの DNS サーバアドレスを入力します。
8. Next（次へ） をクリックします。

管理者情報の設定
管理者情報の設定 ページでは、管理者ユーザーの新規パスワードと電子メールアドレスを設定できます。

1. 新しい管理者パスワード フィールドと パスワードの確認 フィールドに、デフォルトの Storage Center 管理者ユーザーの新しいパスワードを
入力します。

2. 管理者の電子メールアドレス フィールドに、デフォルトの Storage Center 管理者ユーザーの電子メールアドレスを入力します。
3. 次へ をクリックします。

• Fibre Channel システムまたは SAS ストレージシステムでは、設定の確認 ページが表示されます。
• iSCSI ストレージシステムでは、 iSCSI フォールトドメインの設定 ページが表示されます。

iSCSI フォールトドメインの設定
iSCSI フロントエンドポートを搭載した Storage Center では、フォールトトレランスの設定 ページを使用して、フォールトドメインとポートのネットワー
ク情報を入力します。

1. （オプション）フォールトトレランスの設定 ページで、フォールトドメインの詳細 または iSCSI ネットワークの設定方法 をクリックして、これら
のトピックの詳細を学びます。

2. 次へ をクリックします。

メモ: いずれかの iSCSI ポートがダウンしている場合は、そのポートの設定を解除できるダイアログボックスが表示されます。ダウ
ンしている iSCSI ポートの設定を解除することにより、不要なアラートを防ぐことができます。

3. iSCSI HBA フォールトドメイン 1 の設定 ページで、フォールトドメインとそのポートのネットワーク情報を入力します。

メモ: iSCSI フォールトドメイン 1 のすべての IP アドレスが同じサブネット内にあることを確認してください。
4. 次へ をクリックします。
5. iSCSI HBA フォールトドメイン 2 の設定 ページで、フォールトドメインとそのポートのネットワーク情報を入力します。次へ をクリックします。

メモ: iSCSI フォールトドメイン 2 のすべての IP アドレスが同じサブネット内にあることを確認してください。

6. 次へ をクリックします。
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Storage Center 設定の確認
続行する前に、設定の確認 ページに表示されている設定情報が正しいことを確認してください。

1. Storage Center の設定が正しいことを確認します。
2. 設定情報が正しい場合は、設定の適用 をクリックします。

設定情報が正しくない場合は、戻る をクリックして正しい情報を指定します。

メモ: 設定の適用 ボタンをクリックした後は、Storage Center が完全に設定されるまで設定を変更することはできません。

Storage Center の初期化
Storage Center は、前のページで入力された情報を使用してコントローラをセットアップします。

1. Storage Center がシステムセットアップタスクを実行します。Storage Center の初期化 ページにこれらのタスクのステータスが表示されま
す。
初期化プロセスの詳細を表示するには、初期化の詳細 をクリックします。
• 1 つまたは複数のシステムセットアップタスクが失敗する場合は、初期化エラーのトラブルシューティング をクリックして問題を解決する方

法を学びます。
• ディスクの設定タスクが失敗する場合は、ディスクの表示 をクリックして、Storage Center によって検知されたドライブのステータスを表示

します。
• Storage Center フロントエンドポートのいずれかがダウンしている場合は、Storage Center フロントエンドポートのダウン ダイアログボッ

クスが開きます。ストレージネットワークに接続されていないポートを選択し、OK をクリックします。
2. すべての Storage Center のセットアップタスクが完了したら、次へ をクリックします。

設定の継承
設定の継承 ページを使用して、すでに設定されている Storage Center から設定をコピーします。
前提条件
Data Collector 経由で接続する必要があります。
手順
1. コピーする設定がある Storage Center を選択します。
2. 継承する各設定の横にチェックを付けるか、すべて選択 をクリックしてすべての設定を継承します。
3. Next（次へ） をクリックします。

別の Storage Center から時刻および SMTP の設定を継承する場合、時刻の設定 および SMTP サーバの設定 ページはウィザードで省
略されます。

時刻の設定
NTP サーバを設定して時刻を自動的に設定、または日付と時刻を手動で設定します。

1. 地域 および タイムゾーン のドロップダウンメニューから、時刻の設定に使用する地域とタイムゾーンを選択します。
2. NTP サーバの使用 を選択して NTP サーバのホスト名または IPv4 アドレスを入力するか、現在時刻の設定 を選択して時刻と日付を手

動で設定します。
3. 次へ をクリックします。
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SMTP サーバの設定
SMTP サーバがある場合は、Storage Center からエラー、警告、およびイベントに関する情報を受信するように SMTP 電子メールを設定しま
す。

1. デフォルトでは、SMTP 電子メールを有効にする チェックボックスが選択され、有効になっています。SMTP サーバがない場合は、SMTP 電
子メールを有効にする チェックボックスをクリアして SMTP 電子メールを無効にすることができます。

2. あるいは、SMTP サーバがある場合に、SMTP サーバを設定します。
a. 受信者電子メールアドレス フィールドに、情報の送信先となる電子メールアドレスを入力します。
b. SMTP メールサーバ フィールドに、SMTP メールサーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名を入力します。サーバのテスト をクリック

して、SMTP サーバへの接続を検証します。
c. （オプション）バックアップ SMTP メールサーバ フィールドに、バックアップ SMTP 電子メールサーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン

名を入力します。サーバのテスト をクリックして、バックアップ SMTP サーバへの接続を検証します。
d. SMTP サーバで電子メールに 送信者 アドレスを含める必要がある場合は、送信者の電子メールアドレス フィールドに電子メールアド

レスを指定します。
e. （オプション）共通の件名 フィールドに、Storage Center から送信されるすべての電子メールに使用する件名を入力します。
f. SMTP サーバに対して Storage Center をどのように識別するかを設定します。

• SMTP を使用するには、ハローメッセージ（HELO）フィールドに Storage Center の完全修飾ドメイン名を入力します。
• ESMTP を使用するには、Extended Hello（EHLO）を送信する チェックボックスをオンにし、拡張ハローメッセージ（EHLO）フィ

ールドに Storage Center の完全修飾ドメイン名を入力します。
g. SMTP サーバでクライアントが電子メールを送信する前に認証する必要がある場合は、認証されたログイン（AUTH LOGIN）を使用

する チェックボックスをオンにし、ログイン ID フィールドと パスワード フィールドにユーザー名とパスワードを入力します。
3. 次へ をクリックします。

SupportAssist のシステム状態情報の収集およびストレージの契約内容の確認
SupportAssist のシステム状態情報の収集およびストレージ ページでは、SupportAssist データ契約のテキストが表示され、SupportAssist 
に同意する、またはオプトアウトすることができます。

1. 診断データの収集、およびこの情報の Dell Technical Support への送信を SupportAssist に許可するには、このボックスにチェックを入れ
ることにより、上記の条件に同意します を選択します。

2. 次へ をクリックします。
3. このボックスにチェックを入れることにより、上記の条件に同意します を選択しなかった場合は、SupportAssist 推奨 ペインが開きます。

• SupportAssist のデータ収集および保管 ページに戻って契約に同意するには、いいえ をクリックします。
• SupportAssist の使用をオプトアウトし、Storage Center のアップデート ページに進むには、はい をクリックします。

連絡先情報の提供
SupportAssist からサポート関連の通信を送信するときにテクニカルサポートが使用する連絡先情報を入力します。

1. 連絡先情報を指定します。
2. SupportAssist 電子メールメッセージを受信するには、はい。ハードウェア障害の通知などの問題が発生した場合に、SupportAssist か

らの電子メールを受信します を選択します。
3. 希望する連絡方法、言語、および時間帯を選択します。
4. Storage Center の交換用コンポーネントを郵送できる配送先住所を入力します。
5. 次へ をクリックします。

Storage Center のアップデート
Storage Center は、SupportAssist アップデートサーバと通信してアップデートをチェックしようとします。SupportAssist を使用していない場合は、
続行する前に Storage Center アップデートユーティリティ使用して Storage Center オペレーティングシステムをアップデートする必要があります。

• 利用可能なアップデートがない場合は、「Storage Center Up to Date（最新の Storage Center）」ページが表示されます。「Next（次
へ）」をクリックします。
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• 利用できるアップデートがある場合は、Storage Center の現在のバージョンと利用可能なバージョンがリストされます。

a. 最新バージョンにアップデートするには、「インストール（Install）」をクリックします。
b. アップデートに失敗した場合は、「Retry Update（アップデートを再試行）」をクリックして、もう一度アップデートを試みます。
c. アップデートが完了したら、「Next（次へ）」をクリックします。

• SupportAssist データ収集とストレージ契約に同意されなかった場合、Storage Center はアップデートのチェックをできません。

– アップデートを確認せずに進むには、「Next（次へ）」をクリックします。
– 契約に同意して、アップデートを確認するには:

a. 「Accept SupportAssist Data Collection and Storage Agreement（SupportAssist のデータ収集とストレージ契約に同意す
る）」をクリックして、契約内容を確認します。

b. 「By checking this box you accept the above terms（このボックスを選択して、上記の条項に同意する）」を選択します。
c. 「Next（次へ）」をクリックします。Storage Center は、SupportAssist アップデートサーバに接続してアップデートがないか確認します。

• Storage Center が Dell SupportAssist アップデートサーバに接続できない場合は、「Setup SupportAssist Proxy Settings
（SupportAssist プロキシ設定のセットアップ）」ダイアログボックスが表示されます。サイトがインターネットに直接アクセスせず、Web プロキシ
を使用している場合は、プロキシ設定を行います。

a. 有効 を選択します。
b. プロキシ設定を入力します。
c. 「OK」をクリックします。Storage Center は、SupportAssist アップデートサーバに接続してアップデートがないか確認します。

Storage Center Update Utility の設定
Storage Center Update Utility は、SupportAssist アップデートサーバーに接続されていない Storage Center をアップデートするために使用され
ます。SupportAssist が有効になっていない場合には、Storage Center Update Utility を使用するように Storage Center を設定します。
前提条件
SupportAssist を無効にする必要があります。
このタスクについて
Storage Center がアップデートをチェックできない場合は、アップデートをチェックできません ページが表示されます。
手順
1. Update Utility サーバーを使用して設定をセットアップする をクリックします。

Update Utility の設定 ダイアログボックスが表示されます。
2. Update Utility のホストまたは IP アドレス フィールドに、Storage Center Update Utility のホスト名または IP アドレスを入力します。
3. Update Utility ポート フィールドに、Storage Center Update Utility のポートを入力します。

Storage Center が Storage Center Update Utility でアップデートをチェックし、必要に応じてアップデートを適用します。

メモ: Storage Center が Update Utility への接続に失敗した場合は、アップデートユーティリティ設定の編集 ダイアログボックス
が表示されます。

デフォルトのストレージプロファイルの設定（SCv2000 シリーズのコントローラのみ）

ストレージプロファイルによって、ボリューム作成時に使用される RAID タイプが決まります。

1. デフォルトのストレージプロファイル ドロップダウンメニューからプロファイルを選択します。

メモ: データを Storage Center にインポートする予定がある場合は、効率の最大化 ストレージプロファイルを使用することをお
勧めします。

2. （オプション）ボリューム作成時に別のストレージプロファイルを選択できるようにするには、ボリューム作成時にストレージプロファイルの選択
を許可 の横にあるチェックマークを押します。

3. Next（次へ） をクリックします。
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設定の完了と次の手順の実行
これで Storage Center が設定されました。設定完了 ページには、Dell Storage Manager Client のチュートリアルへのリンクと、次のセットアップタ
スクを実行するためのウィザードが表示されます。

1. （オプション）次の手順 のいずれかをクリックして、ローカルホストの設定、VMware ホストの設定、またはボリュームの作成を行います。
この手順を完了すると、設定完了 ページが表示されます。ウィザードを終了したら、手順 2 に進みます。

2. 終了 をクリックしてウィザードを終了します。

関連リンク
ローカルホストからのサーバの作成
VMware vSphere ホストからのサーバーの作成
VMware vCenter ホストからのサーバーの作成
ボリュームの作成

内蔵 iSCSI ポートの設定
Storage Center の内蔵イーサネットポートを iSCSI ポートとしての使用のために設定します。
前提条件
ストレージシステムは SC4020 にする必要があります。
手順
1. フォールトドメインおよびポート（embedded fault domain 1（内蔵されたフォールトドメイン 1） または Flex Port Domain 1（Flex Port ド

メイン 1））を設定します。

メモ: Flex Port 機能により、Storage Center システム管理トラフィックおよび iSCSI トラフィックの両方を同じ物理ネットワーク
ポートで使用することができます。ただし、Storage Center システム管理ポートが他のデバイスからのネットワークトラフィックと混
在している環境の場合は、iSCSI トラフィックを管理トラフィックから VLAN を使用して切り離してください。

a. フォールトドメインのターゲット IPv4 アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力します。
b. フォールトドメイン内の各ポートの IPv4 アドレスを入力します。

メモ: フォールトドメインのすべての IP アドレスが同じサブネット内にあることを確認してください。
2. フォールトドメインおよびポート（embedded fault domain 2（内蔵されたフォールトドメイン 2） または Flex Port Domain 2（Flex Port 

ドメイン 2））を設定します。
a. フォールトドメインのターゲット IPv4 アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力します。
b. フォールトドメイン内の各ポートの IPv4 アドレスを入力します。

メモ: フォールトドメインのすべての IP アドレスが同じサブネット内にあることを確認してください。
3. OK をクリックします。

初期化されていない SCv2000 シリーズの Storage Center の検出と設定
（Fiber Channel / SAS）

システムをセットアップする場合は、初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードを使用して新しい SCv2000 シリーズ Storage 
Center を見つけます。このウィザードでは、ボリュームを作成できるよう Storage Center をセットアップできます。
Dell Storage Manager Client ようこそ 画面から、または Dell Storage Manager Client からウィザードを開きます。

Dell Storage Manager Client の ようこそ 画面から、初期化されていない Storage Center の検出と設
定 ウィザードを開く
ようこそ 画面から直接ウィザードを開き、Storage Center を検出および設定します。
前提条件
• クライアントは、64 ビットのオペレーティングシステムを使用したシステムで実行されている必要があります。
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• Dell Storage Manager Client は、Windows 管理者権限を使用して実行する必要があります。

手順
1. Dell Storage Manager Client の ようこそ 画面を開きます。
2. 初期化されていない Storage Center の検出と設定 をクリックします。

初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードが開きます。

初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードを Dell Storage Manager Client から開
く
Dell Storage Manager Client からウィザードを開き、Storage Center を検出および設定します。
前提条件
• Dell Storage Manager Client は、64 ビットのオペレーティングシステムを使用したシステムで実行されている必要があります。
• Dell Storage Manager Client は、Windows 管理者権限を使用して実行する必要があります。
• クライアントは、Storage Manager Data Collector に接続されている必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center をクリックします。
3. サマリ タブで、初期化されていない Storage Center の検出と設定 をクリックします。

初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードが表示されます。

初期化されていない Storage Center の検出と選択
初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードの最初のページには、Storage Center をセットアップする前に必要となる前提条
件アクションと情報のリストが表示されます。
前提条件
• Storage Manager ソフトウェアがインストールされているホストサーバは、Storage Center と同じサブネットまたは VLAN 上にある必要があり

ます。
• Storage Manager を実行しているホストサーバで、ファイアウォールを一時的に無効にします。
• ネットワークでは、レイヤ 2 マルチキャストが許可されている必要があります。
• Storage Center に接続されるスイッチのポートでは、IGMP スヌーピングが無効になっていることを確認してください。

手順
1. ウィザードの最初のページにリストされている必要な情報が手元にあることを確認します。この情報は Storage Center の設定に必要となり

ます。
2. 次へ をクリックします。初期化する Storage Center の選択 ページが表示され、ウィザードによって検出された、初期化されていない 

Storage Center がリストされます。

メモ: 初期化したい Storage Center がウィザードによって検出されない場合は、次のアクションのいずれかを実行します。
• Storage Center ハードウェアが必要なすべてのネットワークに物理的に接続されていることを確認します。
• 再検出 をクリックします。
• Storage Center ハードウェアの問題のトラブルシューティング をクリックして、Storage Center が検出できない理由を理解しま

す。
• ダイレクト接続方式での Storage Center の展開の手順に従います。

3. 初期化する Storage Center を選択します。

4. （オプション）Storage Center インジケータを有効にする をクリックして、選択した Storage Center のインジケータライトを点灯させます。こ
のインジケータは、正しい Storage Center を選択したことを確認するために使用することができます。

5. Next（次へ） をクリックします。
6. Storage Center が部分的に設定されている場合、Storage Center のログインペインが表示されます。Storage Center の管理 IPv4 アドレ

スと管理者パスワードを入力し、次へ をクリックして続行します。
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システム情報の設定
システム情報の設定 ページでは、Storage Manager を使用して Storage Center に接続するときに使用する、Storage Center およびストレー
ジコントローラの設定情報を入力することができます。

1. Storage Center 名 フィールドに、Storage Center のわかりやすい名前を入力します。
2. 仮想管理 IPv4 アドレス フィールドに、Storage Center のシステム管理 IPv4 アドレスを入力します。

管理 IPv4 アドレスは、Storage Center の管理に使用する IP アドレスであり、ストレージコントローラの IPv4 アドレスとは異なります。
3. 各ストレージコントローラの管理ポートの IPv4 アドレスを入力します。

メモ: ストレージコントローラの IPv4 アドレスと管理 IPv4 アドレスは、同じサブネット内にある必要があります。
4. サブネットマスク フィールドに、管理ネットワークのサブネットマスクを入力します。
5. ゲートウェイ IPv4 アドレス フィールドに、管理ネットワークのゲートウェイアドレスを入力します。
6. ドメイン名 フィールドに、管理ネットワークのドメイン名を入力します。
7. DNS サーバ フィールドおよび セカンダリ DNS サーバ フィールドに、管理ネットワークの DNS サーバアドレスを入力します。
8. Next（次へ） をクリックします。

管理者情報の設定
管理者情報の設定 ページでは、管理者ユーザーの新規パスワードと電子メールアドレスを設定できます。

1. 新しい管理者パスワード フィールドと パスワードの確認 フィールドに、デフォルトの Storage Center 管理者ユーザーの新しいパスワードを
入力します。

2. 管理者の電子メールアドレス フィールドに、デフォルトの Storage Center 管理者ユーザーの電子メールアドレスを入力します。
3. 次へ をクリックします。

• Fibre Channel システムまたは SAS ストレージシステムでは、設定の確認 ページが表示されます。
• iSCSI ストレージシステムでは、 iSCSI フォールトドメインの設定 ページが表示されます。

Storage Center 設定の確認
続行する前に、設定の確認 ページに表示されている設定情報が正しいことを確認してください。

1. Storage Center の設定が正しいことを確認します。
2. 設定情報が正しい場合は、設定の適用 をクリックします。

設定情報が正しくない場合は、戻る をクリックして正しい情報を指定します。

メモ: 設定の適用 ボタンをクリックした後は、Storage Center が完全に設定されるまで設定を変更することはできません。

Storage Center の初期化
Storage Center は、前のページで入力された情報を使用してコントローラをセットアップします。

1. Storage Center がシステムセットアップタスクを実行します。Storage Center の初期化 ページにこれらのタスクのステータスが表示されま
す。
初期化プロセスの詳細を表示するには、初期化の詳細 をクリックします。
• 1 つまたは複数のシステムセットアップタスクが失敗する場合は、初期化エラーのトラブルシューティング をクリックして問題を解決する方

法を学びます。
• ディスクの設定タスクが失敗する場合は、ディスクの表示 をクリックして、Storage Center によって検知されたドライブのステータスを表示

します。
• Storage Center フロントエンドポートのいずれかがダウンしている場合は、Storage Center フロントエンドポートのダウン ダイアログボッ

クスが開きます。ストレージネットワークに接続されていないポートを選択し、OK をクリックします。
2. すべての Storage Center のセットアップタスクが完了したら、次へ をクリックします。
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冗長パスの確認
Fibre Channel または SAS フロントエンドポートを備えた Storage Center では、コントローラの数とフロントエンドポートのタイプに基づいたフォール
トドメイントポロジの例が、フォールトトレランス ページに表示されます。冗長パスの確認 ページには、Storage Center によって作成されたフォール
トドメインに関する情報が表示されます。

1. （オプション）フォールトドメインの詳細について学ぶには、フォールトトレランス ページで フォールトドメインに関する詳細 をクリックします。
2. 次へ をクリックします。

メモ: ダウンしている SAS ポートまたは Fibre Channel HBA ポートがある場合、ダウンしているポートの設定を解除することがで
きるダイアログボックスが表示されます。ダウンしている SAS ポートまたは Fibre Channel HBA ポートの設定を解除することによ
り、不要なアラートを防ぐことができます。

3. 冗長パスの確認 ページで、フォールトドメインに関するすべての情報が正しいことを確認します。
4. 次へ をクリックします。

設定の継承
設定の継承 ページを使用して、すでに設定されている Storage Center から設定をコピーします。
前提条件
Data Collector 経由で接続する必要があります。
手順
1. コピーする設定がある Storage Center を選択します。
2. 継承する各設定の横にチェックを付けるか、すべて選択 をクリックしてすべての設定を継承します。
3. Next（次へ） をクリックします。

別の Storage Center から時刻および SMTP の設定を継承する場合、時刻の設定 および SMTP サーバの設定 ページはウィザードで省
略されます。

時刻の設定
NTP サーバを設定して時刻を自動的に設定、または日付と時刻を手動で設定します。

1. 地域 および タイムゾーン のドロップダウンメニューから、時刻の設定に使用する地域とタイムゾーンを選択します。
2. NTP サーバの使用 を選択して NTP サーバのホスト名または IPv4 アドレスを入力するか、現在時刻の設定 を選択して時刻と日付を手

動で設定します。
3. 次へ をクリックします。

SMTP サーバの設定
SMTP サーバがある場合は、Storage Center からエラー、警告、およびイベントに関する情報を受信するように SMTP 電子メールを設定しま
す。

1. デフォルトでは、SMTP 電子メールを有効にする チェックボックスが選択され、有効になっています。SMTP サーバがない場合は、SMTP 電
子メールを有効にする チェックボックスをクリアして SMTP 電子メールを無効にすることができます。

2. あるいは、SMTP サーバがある場合に、SMTP サーバを設定します。
a. 受信者電子メールアドレス フィールドに、情報の送信先となる電子メールアドレスを入力します。
b. SMTP メールサーバ フィールドに、SMTP メールサーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名を入力します。サーバのテスト をクリック

して、SMTP サーバへの接続を検証します。
c. （オプション）バックアップ SMTP メールサーバ フィールドに、バックアップ SMTP 電子メールサーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン

名を入力します。サーバのテスト をクリックして、バックアップ SMTP サーバへの接続を検証します。
d. SMTP サーバで電子メールに 送信者 アドレスを含める必要がある場合は、送信者の電子メールアドレス フィールドに電子メールアド

レスを指定します。
e. （オプション）共通の件名 フィールドに、Storage Center から送信されるすべての電子メールに使用する件名を入力します。
f. SMTP サーバに対して Storage Center をどのように識別するかを設定します。
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• SMTP を使用するには、ハローメッセージ（HELO）フィールドに Storage Center の完全修飾ドメイン名を入力します。
• ESMTP を使用するには、Extended Hello（EHLO）を送信する チェックボックスをオンにし、拡張ハローメッセージ（EHLO）フィ

ールドに Storage Center の完全修飾ドメイン名を入力します。
g. SMTP サーバでクライアントが電子メールを送信する前に認証する必要がある場合は、認証されたログイン（AUTH LOGIN）を使用

する チェックボックスをオンにし、ログイン ID フィールドと パスワード フィールドにユーザー名とパスワードを入力します。
3. 次へ をクリックします。

SupportAssist のシステム状態情報の収集およびストレージの契約内容の確認
SupportAssist のシステム状態情報の収集およびストレージ ページでは、SupportAssist データ契約のテキストが表示され、SupportAssist 
に同意する、またはオプトアウトすることができます。

1. 診断データの収集、およびこの情報の Dell Technical Support への送信を SupportAssist に許可するには、このボックスにチェックを入れ
ることにより、上記の条件に同意します を選択します。

2. 次へ をクリックします。
3. このボックスにチェックを入れることにより、上記の条件に同意します を選択しなかった場合は、SupportAssist 推奨 ペインが開きます。

• SupportAssist のデータ収集および保管 ページに戻って契約に同意するには、いいえ をクリックします。
• SupportAssist の使用をオプトアウトし、Storage Center のアップデート ページに進むには、はい をクリックします。

連絡先情報の提供
SupportAssist からサポート関連の通信を送信するときにテクニカルサポートが使用する連絡先情報を入力します。

1. 連絡先情報を指定します。
2. SupportAssist 電子メールメッセージを受信するには、はい。ハードウェア障害の通知などの問題が発生した場合に、SupportAssist か

らの電子メールを受信します を選択します。
3. 希望する連絡方法、言語、および時間帯を選択します。
4. Storage Center の交換用コンポーネントを郵送できる配送先住所を入力します。
5. 次へ をクリックします。

Storage Center のアップデート
Storage Center は、SupportAssist アップデートサーバと通信してアップデートをチェックしようとします。SupportAssist を使用していない場合は、
続行する前に Storage Center アップデートユーティリティ使用して Storage Center オペレーティングシステムをアップデートする必要があります。

• 利用可能なアップデートがない場合は、「Storage Center Up to Date（最新の Storage Center）」ページが表示されます。「Next（次
へ）」をクリックします。

• 利用できるアップデートがある場合は、Storage Center の現在のバージョンと利用可能なバージョンがリストされます。

a. 最新バージョンにアップデートするには、「インストール（Install）」をクリックします。
b. アップデートに失敗した場合は、「Retry Update（アップデートを再試行）」をクリックして、もう一度アップデートを試みます。
c. アップデートが完了したら、「Next（次へ）」をクリックします。

• SupportAssist データ収集とストレージ契約に同意されなかった場合、Storage Center はアップデートのチェックをできません。

– アップデートを確認せずに進むには、「Next（次へ）」をクリックします。
– 契約に同意して、アップデートを確認するには:

a. 「Accept SupportAssist Data Collection and Storage Agreement（SupportAssist のデータ収集とストレージ契約に同意す
る）」をクリックして、契約内容を確認します。

b. 「By checking this box you accept the above terms（このボックスを選択して、上記の条項に同意する）」を選択します。
c. 「Next（次へ）」をクリックします。Storage Center は、SupportAssist アップデートサーバに接続してアップデートがないか確認します。

• Storage Center が Dell SupportAssist アップデートサーバに接続できない場合は、「Setup SupportAssist Proxy Settings
（SupportAssist プロキシ設定のセットアップ）」ダイアログボックスが表示されます。サイトがインターネットに直接アクセスせず、Web プロキシ
を使用している場合は、プロキシ設定を行います。
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a. 有効 を選択します。
b. プロキシ設定を入力します。
c. 「OK」をクリックします。Storage Center は、SupportAssist アップデートサーバに接続してアップデートがないか確認します。

Storage Center Update Utility の設定
Storage Center Update Utility は、SupportAssist アップデートサーバーに接続されていない Storage Center をアップデートするために使用され
ます。SupportAssist が有効になっていない場合には、Storage Center Update Utility を使用するように Storage Center を設定します。
前提条件
SupportAssist を無効にする必要があります。
このタスクについて
Storage Center がアップデートをチェックできない場合は、アップデートをチェックできません ページが表示されます。
手順
1. Update Utility サーバーを使用して設定をセットアップする をクリックします。

Update Utility の設定 ダイアログボックスが表示されます。
2. Update Utility のホストまたは IP アドレス フィールドに、Storage Center Update Utility のホスト名または IP アドレスを入力します。
3. Update Utility ポート フィールドに、Storage Center Update Utility のポートを入力します。

Storage Center が Storage Center Update Utility でアップデートをチェックし、必要に応じてアップデートを適用します。

メモ: Storage Center が Update Utility への接続に失敗した場合は、アップデートユーティリティ設定の編集 ダイアログボックス
が表示されます。

デフォルトのストレージプロファイルの設定（SCv2000 シリーズのコントローラのみ）

ストレージプロファイルによって、ボリューム作成時に使用される RAID タイプが決まります。

1. デフォルトのストレージプロファイル ドロップダウンメニューからプロファイルを選択します。

メモ: データを Storage Center にインポートする予定がある場合は、効率の最大化 ストレージプロファイルを使用することをお
勧めします。

2. （オプション）ボリューム作成時に別のストレージプロファイルを選択できるようにするには、ボリューム作成時にストレージプロファイルの選択
を許可 の横にあるチェックマークを押します。

3. Next（次へ） をクリックします。

設定の完了と次の手順の実行
これで Storage Center が設定されました。設定完了 ページには、Dell Storage Manager Client のチュートリアルへのリンクと、次のセットアップタ
スクを実行するためのウィザードが表示されます。

1. （オプション）次の手順 のいずれかをクリックして、ローカルホストの設定、VMware ホストの設定、またはボリュームの作成を行います。
この手順を完了すると、設定完了 ページが表示されます。ウィザードを終了したら、手順 2 に進みます。

2. 終了 をクリックしてウィザードを終了します。

関連リンク
ローカルホストからのサーバの作成
VMware vSphere ホストからのサーバーの作成
VMware vCenter ホストからのサーバーの作成
ボリュームの作成

初期化されていない SCv3000 シリーズの Storage Center の検出と設定
システムをセットアップする場合は、初期化されていない Storage Center の検出と設定ウィザードを使用して、新しい SCv3000 シリーズの 
Storage Center を見つけます。このウィザードでは、ボリュームを作成できるよう Storage Center をセットアップできます。
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Dell Storage Manager Client の ようこそ 画面から、初期化されていない Storage Center の検出と設
定 ウィザードを開く
ようこそ 画面から直接ウィザードを開き、Storage Center を検出および設定します。
前提条件
• クライアントは、64 ビットのオペレーティングシステムを使用したシステムで実行されている必要があります。
• Dell Storage Manager Client は、Windows 管理者権限を使用して実行する必要があります。

手順
1. Dell Storage Manager Client の ようこそ 画面を開きます。
2. 初期化されていない Storage Center の検出と設定 をクリックします。

初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードが開きます。

初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードを Dell Storage Manager Client から開
く
Dell Storage Manager Client からウィザードを開き、Storage Center を検出および設定します。
前提条件
• Dell Storage Manager Client は、64 ビットのオペレーティングシステムを使用したシステムで実行されている必要があります。
• Dell Storage Manager Client は、Windows 管理者権限を使用して実行する必要があります。
• クライアントは、Storage Manager Data Collector に接続されている必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center をクリックします。
3. サマリ タブで、初期化されていない Storage Center の検出と設定 をクリックします。

初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードが表示されます。

初期化されていない Storage Center の検出と選択
初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードの最初のページには、Storage Center をセットアップする前に必要となる前提条
件アクションと情報のリストが表示されます。
前提条件
• Storage Manager ソフトウェアがインストールされているホストサーバは、Storage Center と同じサブネットまたは VLAN 上にある必要があり

ます。
• Storage Manager を実行しているホストサーバで、ファイアウォールを一時的に無効にします。
• ネットワークでは、レイヤ 2 マルチキャストが許可されている必要があります。
• Storage Center に接続されるスイッチのポートでは、IGMP スヌーピングが無効になっていることを確認してください。

手順
1. ウィザードの最初のページにリストされている必要な情報が手元にあることを確認します。この情報は Storage Center の設定に必要となり

ます。
2. 次へ をクリックします。初期化する Storage Center の選択 ページが表示され、ウィザードによって検出された、初期化されていない 

Storage Center がリストされます。
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メモ: 初期化したい Storage Center がウィザードによって検出されない場合は、次のアクションのいずれかを実行します。
• Storage Center ハードウェアが必要なすべてのネットワークに物理的に接続されていることを確認します。
• 再検出 をクリックします。
• Storage Center ハードウェアの問題のトラブルシューティング をクリックして、Storage Center が検出できない理由を理解しま

す。
• ダイレクト接続方式での Storage Center の展開の手順に従います。

3. 初期化する Storage Center を選択します。

4. （オプション）Storage Center インジケータを有効にする をクリックして、選択した Storage Center のインジケータライトを点灯させます。こ
のインジケータは、正しい Storage Center を選択したことを確認するために使用することができます。

5. Next（次へ） をクリックします。
6. Storage Center が部分的に設定されている場合、Storage Center のログインペインが表示されます。Storage Center の管理 IPv4 アドレ

スと管理者パスワードを入力し、次へ をクリックして続行します。

ダイレクト接続方式での Storage Center の展開
Storage Center が検出できない場合は、ダイレクト接続方式で Storage Center を手動で展開します。

1. イーサネットケーブルを使用して、Storage Center System Manager を実行しているコンピュータを上部コントローラの管理ポートに接続しま
す。

2. 下部コントローラを管理ネットワークスイッチに接続します。
3. 初期化されていない Storage Center の検出と設定 をクリックします。初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードが

開きます。
4. 初期設定ページに情報を入力し、設定の確認 ページが表示されたら入力は終了です。
5. この時点で、上部コントローラの管理ポートと管理ネットワークを再びケーブルで接続します。
6. コンピュータを Storage Center と同じサブネットまたは VLAN に接続します。

a. 次へ をクリックします。
b. ケーブルが正しく接続されていない場合、またはホストがコントローラにアクセスできない場合、接続設定のエラー メッセージが表示され

ます。接続を修正し、OK をクリックします。
c. 展開ウィザードが閉じている場合は、初期化されていない Storage Center の検出と設定 をクリックして、展開ウィザードを再起動しま

す。
d. ユーザー名 フィールドに Admin と入力し、パスワード フィールドには 管理者情報の設定 ページで入力したパスワードを入力して、次

へ をクリックします。

システム情報の設定
システム情報の設定 ページでは、Storage Manager を使用して Storage Center に接続するときに使用する、Storage Center およびストレー
ジコントローラの設定情報を入力することができます。

1. Storage Center 名 フィールドに、Storage Center のわかりやすい名前を入力します。
2. 仮想管理 IPv4 アドレス フィールドに、Storage Center のシステム管理 IPv4 アドレスを入力します。

管理 IPv4 アドレスは、Storage Center の管理に使用する IP アドレスであり、ストレージコントローラの IPv4 アドレスとは異なります。
3. 各ストレージコントローラの管理ポートの IPv4 アドレスを入力します。

メモ: ストレージコントローラの IPv4 アドレスと管理 IPv4 アドレスは、同じサブネット内にある必要があります。
4. サブネットマスク フィールドに、管理ネットワークのサブネットマスクを入力します。
5. ゲートウェイ IPv4 アドレス フィールドに、管理ネットワークのゲートウェイアドレスを入力します。
6. ドメイン名 フィールドに、管理ネットワークのドメイン名を入力します。
7. DNS サーバ フィールドおよび セカンダリ DNS サーバ フィールドに、管理ネットワークの DNS サーバアドレスを入力します。
8. Next（次へ） をクリックします。
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管理者情報の設定
管理者情報の設定 ページでは、管理者ユーザーの新規パスワードと電子メールアドレスを設定できます。

1. 新しい管理者パスワード フィールドと パスワードの確認 フィールドに、デフォルトの Storage Center 管理者ユーザーの新しいパスワードを
入力します。

2. 管理者の電子メールアドレス フィールドに、デフォルトの Storage Center 管理者ユーザーの電子メールアドレスを入力します。
3. 次へ をクリックします。

• Fibre Channel システムまたは SAS ストレージシステムでは、設定の確認 ページが表示されます。
• iSCSI ストレージシステムでは、 iSCSI フォールトドメインの設定 ページが表示されます。

Storage Center 設定の確認
続行する前に、設定の確認 ページに表示されている設定情報が正しいことを確認してください。

1. Storage Center の設定が正しいことを確認します。
2. 設定情報が正しい場合は、設定の適用 をクリックします。

設定情報が正しくない場合は、戻る をクリックして正しい情報を指定します。

メモ: 設定の適用 ボタンをクリックした後は、Storage Center が完全に設定されるまで設定を変更することはできません。

Storage Center の初期化
Storage Center は、前のページで入力された情報を使用してコントローラをセットアップします。

1. Storage Center がシステムセットアップタスクを実行します。Storage Center の初期化 ページにこれらのタスクのステータスが表示されま
す。
初期化プロセスの詳細を表示するには、初期化の詳細 をクリックします。
• 1 つまたは複数のシステムセットアップタスクが失敗する場合は、初期化エラーのトラブルシューティング をクリックして問題を解決する方

法を学びます。
• ディスクの設定タスクが失敗する場合は、ディスクの表示 をクリックして、Storage Center によって検知されたドライブのステータスを表示

します。
• Storage Center フロントエンドポートのいずれかがダウンしている場合は、Storage Center フロントエンドポートのダウン ダイアログボッ

クスが開きます。ストレージネットワークに接続されていないポートを選択し、OK をクリックします。
2. すべての Storage Center のセットアップタスクが完了したら、次へ をクリックします。

キー管理サーバの設定の入力
キー管理サーバ設定（ホスト名とポートなど）を指定します。

1. ホスト名 フィールドに、キー管理サーバのホスト名または IP アドレスを入力します。
2. ポート フィールドに、キー管理サーバとの通信が開かれているポートの番号を入力します。
3. タイムアウト フィールドに、Storage Center がキー管理サーバへの再接続に失敗してから試みを停止するまでの秒数を入力します。
4. 別のキー管理サーバを追加するには、代替ホスト名 領域で別のキー管理サーバのホスト名または IP アドレスを入力し、追加 をクリックしま

す。
5. Storage Center の証明書を検証するために、キー管理サーバでユーザー名が必要とされる場合は、ユーザー名 フィールドに名前を入力し

ます。
6. Storage Center の証明書を検証するために、キー管理サーバでパスワードが必要とされる場合は、パスワード フィールドにパスワードを入

力します。
7. ルート CA 証明書 の横にある 参照 をクリックします。コンピュータ上の CA 証明書の場所に移動して証明書を選択します。
8. コントローラの証明書フィールドの横にある 参照 をクリックします。お使いのコンピュータのコントローラ証明書の場所に移動し、その証明書を

選択します。
9. Next（次へ） をクリックします。
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ストレージタイプの作成
Storage Center のデータページサイズと冗長レベルを選択します。

1. データページサイズを選択します。
• 標準（2 MB データページサイズ）：デフォルトのデータページサイズ。この選択はほとんどのアプリケーションに適しています。
• 高パフォーマンス（512 KB データページサイズ）：高いパフォーマンスが要求されるアプリケーションや、IO の負荷が高いスナップショット

が頻繁に取得される環境に適しています。このサイズを選択するとオーバーヘッドが増加し、ストレージタイプで使用できる最大容量は
減少します。Flash Optimized ストレージタイプはデフォルトで 512 KB を使用します。

• 高密度（4 MB データページサイズ）：大量のディスク容量を使用し、スナップショットを頻繁に行わないシステムに適しています。
2. 必要に応じて、各ティアの冗長性を変更します。

• シングル冗長 RAID レベルの場合は、冗長 を選択します。
• デュアル冗長 RAID レベルの場合は、デュアル冗長 を選択します。

3. 新しいドライブを追加したときに既存のドライブが同じ冗長レベルで維持されるようにするには、ディスクの追加時または取り外し時に冗長
性の維持を試みる チェックボックスを選択します。

4. 次へ をクリックします。

ポートの設定
ファイバチャネル、iSCSI、および SAS ポートをセットアップします。

1. 設定する各タイプのポートでチェックボックスをオンにします。続行するには、少なくとも 1 つのタイプを選択する必要があります。

メモ: ポートタイプがグレー表示になっている場合、そのタイプのポートは検知されていません。
2. 次へ をクリックします。

Fibre Channel ポートの設定
ファイバチャネルフロントエンドポートを備えた Storage Center の場合、フォールトドメインをレビュー ページには、Storage Center で作成されたフ
ォールトドメインに関する情報が表示されます。
前提条件
同じフォールトドメイン内の各コントローラで 1 つのポートをケーブル接続する必要があります。

メモ: Storage Center がケーブルで正しく接続されていないため、フォールトドメインが作成されている場合は、ケーブルポート ページ
が開いて、問題の説明が表示されます。さらにケーブルをポートに接続した後、更新 をクリックします。

手順
1. 作成されたフォールトドメインを確認します。
2. （オプション）クリップボードにコピー をクリックして、フォールトドメイン情報をコピーします。
3. （オプション）ゾーニング、ハードウェア、および ケーブル配線ダイアグラム タブで情報を確認します。

メモ: ポートはすでにゾーニングされている必要があります。
4. 次へ をクリックします。

iSCSI ポートの設定
iSCSI フロントエンドポートを備えた Storage Center の場合は、フォールトドメインとポートのネットワーク情報を入力します。
前提条件
同じフォールトドメイン内の各コントローラで 1 つのポートをケーブル接続する必要があります。

メモ: Storage Center がケーブルで正しく接続されていないため、フォールトドメインが作成されている場合は、ケーブルポート ページ
が開いて、問題の説明が表示されます。さらにケーブルをポートに接続した後、更新 をクリックします。

手順
1. iSCSI フォールトドメイン 1 の IPv4 アドレスの設定 ページで、フォールトドメインとそのポートのネットワーク情報を入力します。
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メモ: iSCSI フォールトドメイン 1 のすべての IP アドレスが同じサブネット内にあることを確認してください。
2. 次へ をクリックします。
3. iSCSI フォールトドメイン 2 の IPv4 アドレスの設定 ページで、フォールトドメインとそのポートのネットワーク情報を入力します。次へ をクリッ

クします。

メモ: iSCSI フォールトドメイン 2 のすべての IP アドレスが同じサブネット内にあることを確認してください。
4. 次へ をクリックします。
5. フォールトドメインの情報を確認します。
6. （オプション）クリップボードにコピー をクリックして、フォールトドメイン情報をコピーします。
7. （オプション）ハードウェア、および ケーブル配線ダイアグラム タブで情報を確認します。
8. 次へ をクリックします。

SAS ポートの設定
SAS フロントエンドポートを備えた Storage Center の場合、フォールトドメインをレビュー ページには、Storage Center で作成されたフォールトドメ
インに関する情報が表示されます。
前提条件
• 同じフォールトドメイン内の各コントローラで 1 つのポートをケーブル接続する必要があります。
• 各フォールトドメインのポートを同じサーバにケーブル接続する必要があります。

メモ: Storage Center がケーブルで正しく接続されていないため、フォールトドメインが作成されている場合は、ケーブルポート ページ
が開いて、問題の説明が表示されます。さらにケーブルをポートに接続した後、更新 をクリックします。

手順
1. 作成されたフォールトドメインを確認します。
2. （オプション）クリップボードにコピー をクリックして、フォールトドメイン情報をコピーします。
3. （オプション）ハードウェア、および ケーブル配線ダイアグラム タブで情報を確認します。
4. 次へ をクリックします。

設定の継承
設定の継承 ページを使用して、すでに設定されている Storage Center から設定をコピーします。
前提条件
Data Collector 経由で接続する必要があります。
手順
1. コピーする設定がある Storage Center を選択します。
2. 継承する各設定の横にチェックを付けるか、すべて選択 をクリックしてすべての設定を継承します。
3. Next（次へ） をクリックします。

別の Storage Center から時刻および SMTP の設定を継承する場合、時刻の設定 および SMTP サーバの設定 ページはウィザードで省
略されます。

時刻の設定
NTP サーバを設定して時刻を自動的に設定、または日付と時刻を手動で設定します。

1. 地域 および タイムゾーン のドロップダウンメニューから、時刻の設定に使用する地域とタイムゾーンを選択します。
2. NTP サーバの使用 を選択して NTP サーバのホスト名または IPv4 アドレスを入力するか、現在時刻の設定 を選択して時刻と日付を手

動で設定します。
3. 次へ をクリックします。
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SMTP サーバの設定
SMTP サーバがある場合は、Storage Center からエラー、警告、およびイベントに関する情報を受信するように SMTP 電子メールを設定しま
す。

1. デフォルトでは、SMTP 電子メールを有効にする チェックボックスが選択され、有効になっています。SMTP サーバがない場合は、SMTP 電
子メールを有効にする チェックボックスをクリアして SMTP 電子メールを無効にすることができます。

2. あるいは、SMTP サーバがある場合に、SMTP サーバを設定します。
a. 受信者電子メールアドレス フィールドに、情報の送信先となる電子メールアドレスを入力します。
b. SMTP メールサーバ フィールドに、SMTP メールサーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名を入力します。サーバのテスト をクリック

して、SMTP サーバへの接続を検証します。
c. （オプション）バックアップ SMTP メールサーバ フィールドに、バックアップ SMTP 電子メールサーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン

名を入力します。サーバのテスト をクリックして、バックアップ SMTP サーバへの接続を検証します。
d. SMTP サーバで電子メールに 送信者 アドレスを含める必要がある場合は、送信者の電子メールアドレス フィールドに電子メールアド

レスを指定します。
e. （オプション）共通の件名 フィールドに、Storage Center から送信されるすべての電子メールに使用する件名を入力します。
f. SMTP サーバに対して Storage Center をどのように識別するかを設定します。

• SMTP を使用するには、ハローメッセージ（HELO）フィールドに Storage Center の完全修飾ドメイン名を入力します。
• ESMTP を使用するには、Extended Hello（EHLO）を送信する チェックボックスをオンにし、拡張ハローメッセージ（EHLO）フィ

ールドに Storage Center の完全修飾ドメイン名を入力します。
g. SMTP サーバでクライアントが電子メールを送信する前に認証する必要がある場合は、認証されたログイン（AUTH LOGIN）を使用

する チェックボックスをオンにし、ログイン ID フィールドと パスワード フィールドにユーザー名とパスワードを入力します。
3. 次へ をクリックします。

SupportAssist のシステム状態情報の収集およびストレージの契約内容の確認
SupportAssist のシステム状態情報の収集およびストレージ ページでは、SupportAssist データ契約のテキストが表示され、SupportAssist 
に同意する、またはオプトアウトすることができます。

1. 診断データの収集、およびこの情報の Dell Technical Support への送信を SupportAssist に許可するには、このボックスにチェックを入れ
ることにより、上記の条件に同意します を選択します。

2. 次へ をクリックします。
3. このボックスにチェックを入れることにより、上記の条件に同意します を選択しなかった場合は、SupportAssist 推奨 ペインが開きます。

• SupportAssist のデータ収集および保管 ページに戻って契約に同意するには、いいえ をクリックします。
• SupportAssist の使用をオプトアウトし、Storage Center のアップデート ページに進むには、はい をクリックします。

連絡先情報の提供
SupportAssist からサポート関連の通信を送信するときにテクニカルサポートが使用する連絡先情報を入力します。

1. 連絡先情報を指定します。
2. SupportAssist 電子メールメッセージを受信するには、はい。ハードウェア障害の通知などの問題が発生した場合に、SupportAssist か

らの電子メールを受信します を選択します。
3. 希望する連絡方法、言語、および時間帯を選択します。
4. Storage Center の交換用コンポーネントを郵送できる配送先住所を入力します。
5. 次へ をクリックします。

Storage Center のアップデート
Storage Center は、SupportAssist アップデートサーバと通信してアップデートをチェックしようとします。SupportAssist を使用していない場合は、
続行する前に Storage Center アップデートユーティリティ使用して Storage Center オペレーティングシステムをアップデートする必要があります。

• 利用可能なアップデートがない場合は、「Storage Center Up to Date（最新の Storage Center）」ページが表示されます。「Next（次
へ）」をクリックします。
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• 利用できるアップデートがある場合は、Storage Center の現在のバージョンと利用可能なバージョンがリストされます。

a. 最新バージョンにアップデートするには、「インストール（Install）」をクリックします。
b. アップデートに失敗した場合は、「Retry Update（アップデートを再試行）」をクリックして、もう一度アップデートを試みます。
c. アップデートが完了したら、「Next（次へ）」をクリックします。

• SupportAssist データ収集とストレージ契約に同意されなかった場合、Storage Center はアップデートのチェックをできません。

– アップデートを確認せずに進むには、「Next（次へ）」をクリックします。
– 契約に同意して、アップデートを確認するには:

a. 「Accept SupportAssist Data Collection and Storage Agreement（SupportAssist のデータ収集とストレージ契約に同意す
る）」をクリックして、契約内容を確認します。

b. 「By checking this box you accept the above terms（このボックスを選択して、上記の条項に同意する）」を選択します。
c. 「Next（次へ）」をクリックします。Storage Center は、SupportAssist アップデートサーバに接続してアップデートがないか確認します。

• Storage Center が Dell SupportAssist アップデートサーバに接続できない場合は、「Setup SupportAssist Proxy Settings
（SupportAssist プロキシ設定のセットアップ）」ダイアログボックスが表示されます。サイトがインターネットに直接アクセスせず、Web プロキシ
を使用している場合は、プロキシ設定を行います。

a. 有効 を選択します。
b. プロキシ設定を入力します。
c. 「OK」をクリックします。Storage Center は、SupportAssist アップデートサーバに接続してアップデートがないか確認します。

設定の完了と次の手順の実行
これで Storage Center が設定されました。設定完了 ページには、Dell Storage Manager Client のチュートリアルへのリンクと、次のセットアップタ
スクを実行するためのウィザードが表示されます。

1. （オプション）次の手順 のいずれかをクリックして、ローカルホストの設定、VMware ホストの設定、またはボリュームの作成を行います。
この手順を完了すると、設定完了 ページが表示されます。ウィザードを終了したら、手順 2 に進みます。

2. 終了 をクリックしてウィザードを終了します。

関連リンク
ローカルホストからのサーバの作成
VMware vSphere ホストからのサーバーの作成
VMware vCenter ホストからのサーバーの作成
ボリュームの作成

初期化されていない SC5020 および SC7020 Storage Center の検出と設
定
システムをセットアップする場合は、初期化されていない Storage Center の検出と設定ウィザードを使用して、新しい SC5020、SC5020F、
SC7020、または SC7020F Storage Center を見つけます。このウィザードでは、ボリュームを作成できるよう Storage Center をセットアップできま
す。

Dell Storage Manager Client の ようこそ 画面から、初期化されていない Storage Center の検出と設
定 ウィザードを開く
ようこそ 画面から直接ウィザードを開き、Storage Center を検出および設定します。
前提条件
• クライアントは、64 ビットのオペレーティングシステムを使用したシステムで実行されている必要があります。
• Dell Storage Manager Client は、Windows 管理者権限を使用して実行する必要があります。
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手順
1. Dell Storage Manager Client の ようこそ 画面を開きます。
2. 初期化されていない Storage Center の検出と設定 をクリックします。

初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードが開きます。

初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードを Dell Storage Manager Client から開
く
Dell Storage Manager Client からウィザードを開き、Storage Center を検出および設定します。
前提条件
• Dell Storage Manager Client は、64 ビットのオペレーティングシステムを使用したシステムで実行されている必要があります。
• Dell Storage Manager Client は、Windows 管理者権限を使用して実行する必要があります。
• クライアントは、Storage Manager Data Collector に接続されている必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center をクリックします。
3. サマリ タブで、初期化されていない Storage Center の検出と設定 をクリックします。

初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードが表示されます。

初期化されていない Storage Center の検出と選択
初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードの最初のページには、Storage Center をセットアップする前に必要となる前提条
件アクションと情報のリストが表示されます。
前提条件
• Storage Manager ソフトウェアがインストールされているホストサーバは、Storage Center と同じサブネットまたは VLAN 上にある必要があり

ます。
• Storage Manager を実行しているホストサーバで、ファイアウォールを一時的に無効にします。
• ネットワークでは、レイヤ 2 マルチキャストが許可されている必要があります。
• Storage Center に接続されるスイッチのポートでは、IGMP スヌーピングが無効になっていることを確認してください。

手順
1. ウィザードの最初のページにリストされている必要な情報が手元にあることを確認します。この情報は Storage Center の設定に必要となり

ます。
2. 次へ をクリックします。初期化する Storage Center の選択 ページが表示され、ウィザードによって検出された、初期化されていない 

Storage Center がリストされます。

メモ: 初期化したい Storage Center がウィザードによって検出されない場合は、次のアクションのいずれかを実行します。
• Storage Center ハードウェアが必要なすべてのネットワークに物理的に接続されていることを確認します。
• 再検出 をクリックします。
• Storage Center ハードウェアの問題のトラブルシューティング をクリックして、Storage Center が検出できない理由を理解しま

す。
• ダイレクト接続方式での Storage Center の展開の手順に従います。

3. 初期化する Storage Center を選択します。

4. （オプション）Storage Center インジケータを有効にする をクリックして、選択した Storage Center のインジケータライトを点灯させます。こ
のインジケータは、正しい Storage Center を選択したことを確認するために使用することができます。

5. Next（次へ） をクリックします。
6. Storage Center が部分的に設定されている場合、Storage Center のログインペインが表示されます。Storage Center の管理 IPv4 アドレ

スと管理者パスワードを入力し、次へ をクリックして続行します。
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ダイレクト接続方式での Storage Center の展開
Storage Center が検出できない場合は、ダイレクト接続方式で Storage Center を手動で展開します。

1. イーサネットケーブルを使用して、Storage Center System Manager を実行しているコンピュータを上部コントローラの管理ポートに接続しま
す。

2. 下部コントローラを管理ネットワークスイッチに接続します。
3. 初期化されていない Storage Center の検出と設定 をクリックします。初期化されていない Storage Center の検出と設定 ウィザードが

開きます。
4. 初期設定ページに情報を入力し、設定の確認 ページが表示されたら入力は終了です。
5. この時点で、上部コントローラの管理ポートと管理ネットワークを再びケーブルで接続します。
6. コンピュータを Storage Center と同じサブネットまたは VLAN に接続します。

a. 次へ をクリックします。
b. ケーブルが正しく接続されていない場合、またはホストがコントローラにアクセスできない場合、接続設定のエラー メッセージが表示され

ます。接続を修正し、OK をクリックします。
c. 展開ウィザードが閉じている場合は、初期化されていない Storage Center の検出と設定 をクリックして、展開ウィザードを再起動しま

す。
d. ユーザー名 フィールドに Admin と入力し、パスワード フィールドには 管理者情報の設定 ページで入力したパスワードを入力して、次

へ をクリックします。

システム情報の設定
システム情報の設定 ページでは、Storage Manager を使用して Storage Center に接続するときに使用する、Storage Center およびストレー
ジコントローラの設定情報を入力することができます。

1. Storage Center 名 フィールドに、Storage Center のわかりやすい名前を入力します。
2. 仮想管理 IPv4 アドレス フィールドに、Storage Center のシステム管理 IPv4 アドレスを入力します。

管理 IPv4 アドレスは、Storage Center の管理に使用する IP アドレスであり、ストレージコントローラの IPv4 アドレスとは異なります。
3. 各ストレージコントローラの管理ポートの IPv4 アドレスを入力します。

メモ: ストレージコントローラの IPv4 アドレスと管理 IPv4 アドレスは、同じサブネット内にある必要があります。
4. サブネットマスク フィールドに、管理ネットワークのサブネットマスクを入力します。
5. ゲートウェイ IPv4 アドレス フィールドに、管理ネットワークのゲートウェイアドレスを入力します。
6. ドメイン名 フィールドに、管理ネットワークのドメイン名を入力します。
7. DNS サーバ フィールドおよび セカンダリ DNS サーバ フィールドに、管理ネットワークの DNS サーバアドレスを入力します。
8. Next（次へ） をクリックします。

管理者情報の設定
管理者情報の設定 ページでは、管理者ユーザーの新規パスワードと電子メールアドレスを設定できます。

1. 新しい管理者パスワード フィールドと パスワードの確認 フィールドに、デフォルトの Storage Center 管理者ユーザーの新しいパスワードを
入力します。

2. 管理者の電子メールアドレス フィールドに、デフォルトの Storage Center 管理者ユーザーの電子メールアドレスを入力します。
3. 次へ をクリックします。

• Fibre Channel システムまたは SAS ストレージシステムでは、設定の確認 ページが表示されます。
• iSCSI ストレージシステムでは、 iSCSI フォールトドメインの設定 ページが表示されます。
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Storage Center 設定の確認
続行する前に、設定の確認 ページに表示されている設定情報が正しいことを確認してください。

1. Storage Center の設定が正しいことを確認します。
2. 設定情報が正しい場合は、設定の適用 をクリックします。

設定情報が正しくない場合は、戻る をクリックして正しい情報を指定します。

メモ: 設定の適用 ボタンをクリックした後は、Storage Center が完全に設定されるまで設定を変更することはできません。

Storage Center の初期化
Storage Center は、前のページで入力された情報を使用してコントローラをセットアップします。

1. Storage Center がシステムセットアップタスクを実行します。Storage Center の初期化 ページにこれらのタスクのステータスが表示されま
す。
初期化プロセスの詳細を表示するには、初期化の詳細 をクリックします。
• 1 つまたは複数のシステムセットアップタスクが失敗する場合は、初期化エラーのトラブルシューティング をクリックして問題を解決する方

法を学びます。
• ディスクの設定タスクが失敗する場合は、ディスクの表示 をクリックして、Storage Center によって検知されたドライブのステータスを表示

します。
• Storage Center フロントエンドポートのいずれかがダウンしている場合は、Storage Center フロントエンドポートのダウン ダイアログボッ

クスが開きます。ストレージネットワークに接続されていないポートを選択し、OK をクリックします。
2. すべての Storage Center のセットアップタスクが完了したら、次へ をクリックします。

キー管理サーバの設定の入力
キー管理サーバ設定（ホスト名とポートなど）を指定します。

1. ホスト名 フィールドに、キー管理サーバのホスト名または IP アドレスを入力します。
2. ポート フィールドに、キー管理サーバとの通信が開かれているポートの番号を入力します。
3. タイムアウト フィールドに、Storage Center がキー管理サーバへの再接続に失敗してから試みを停止するまでの秒数を入力します。
4. 別のキー管理サーバを追加するには、代替ホスト名 領域で別のキー管理サーバのホスト名または IP アドレスを入力し、追加 をクリックしま

す。
5. Storage Center の証明書を検証するために、キー管理サーバでユーザー名が必要とされる場合は、ユーザー名 フィールドに名前を入力し

ます。
6. Storage Center の証明書を検証するために、キー管理サーバでパスワードが必要とされる場合は、パスワード フィールドにパスワードを入

力します。
7. ルート CA 証明書 の横にある 参照 をクリックします。コンピュータ上の CA 証明書の場所に移動して証明書を選択します。
8. コントローラの証明書フィールドの横にある 参照 をクリックします。お使いのコンピュータのコントローラ証明書の場所に移動し、その証明書を

選択します。
9. Next（次へ） をクリックします。

ストレージタイプの作成
Storage Center のデータページサイズと冗長レベルを選択します。

1. データページサイズを選択します。
• 標準（2 MB データページサイズ）：デフォルトのデータページサイズ。この選択はほとんどのアプリケーションに適しています。
• 高パフォーマンス（512 KB データページサイズ）：高いパフォーマンスが要求されるアプリケーションや、IO の負荷が高いスナップショット

が頻繁に取得される環境に適しています。このサイズを選択するとオーバーヘッドが増加し、ストレージタイプで使用できる最大容量は
減少します。Flash Optimized ストレージタイプはデフォルトで 512 KB を使用します。
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• 高密度（4 MB データページサイズ）：大量のディスク容量を使用し、スナップショットを頻繁に行わないシステムに適しています。
2. 必要に応じて、各ティアの冗長性を変更します。

• シングル冗長 RAID レベルの場合は、冗長 を選択します。
• デュアル冗長 RAID レベルの場合は、デュアル冗長 を選択します。

3. 新しいドライブを追加したときに既存のドライブが同じ冗長レベルで維持されるようにするには、ディスクの追加時または取り外し時に冗長
性の維持を試みる チェックボックスを選択します。

4. 次へ をクリックします。

ポートの設定
フォールトトレランスの設定 ページを使用して、システムのポートを設定します。

1. Fibre Channel、SAS、または iSCSI の横にある フォールトドメインの設定 を選択して、これらのポートにフォールトドメインをセットアップしま
す。Fibre Channel ポートと iSCSI ポートの両方がシステムにある場合、両方のポートタイプの横にある フォールトドメインの設定 を選択し
ます。

2. 次へ をクリックします。

Fibre Channel ポートの設定（Storage Center の設定 ウィザード）

Fibre Channel フォールトドメインを作成して、フェールオーバーのための FC ポートをグループ化します。

1. Fibre Channel フォールトトレランスの設定 の最初のページで、トランスポートモードを選択します。仮想ポート または レガシー を選択しま
す。

2. フォールトドメインを作成するための方法を選択します。
• フォールトドメイン設定の生成：選択したシステム設定とモードに応じて、次のフォールトドメインのいずれかが作成されます。

トランスポートモード 1 つのコントローラ 2 つのコントローラ

仮想ポート 2 つのコントローラポート 各コントローラに 1 つずつ、2 つのコントローラポート
レガシー 1 つのコントローラポート 各コントローラに 2 つずつ、4 つのコントローラポート

• フォールトドメインの数の指定：作成するフォールトドメインの数を設定します。
3. 次へ をクリックします。

メモ: フォールトドメイン設定の生成 が選択されている場合は、手順 5 に進みます。
4. フォールトドメインの数の指定 が選択されている場合は、各フォールトドメインを設定します。

a. 名前 フィールドに、フォールトドメインの名前を入力します。
b. （オプション）メモ フィールドに、フォールトドメインのメモを入力します。
c. ポート テーブルで、フォールトドメインに追加する Fibre Channel ポートを選択します。フォールトドメイン内のすべての FC ポートは、同じ 

FC ファブリックに接続する必要があります。
d. 次へ をクリックします。複数のフォールトドメインを設定する場合は、各ドメインに、上記の手順を繰り返します。

5. Fibre Channel フォールトトレランスの設定 の最後のページで、フォールトドメインの設定を確認します。
6. （オプション）フォールトドメインの設定を変更するには、次のいずれかのオプションを選択します。

• フォールトドメインの作成 をクリックして、新規のフォールトドメインを作成します。
• フォールトドメインの編集 をクリックして、現在のフォールトドメインを編集します。
• 削除 をクリックして、フォールトドメインを削除します。

7. 次へ をクリックします。
• iSCSI フォールトドメインを設定している場合は、iSCSI フォールトドメインの設定 ページが表示されます。
• iSCSI フォールトドメインではなく SAS バックエンドポートを設定している場合は、バックエンドポートの設定 ページが表示されます。
• iSCSI フォールトドメインも SAS バックエンドポートも設定しない場合は、設定の継承　または 時刻の設定 ページが表示されます。
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iSCSI ポートの設定（Storage Center の設定 ウィザード）

iSCSI フォールトドメインを作成して、フェールオーバーのためのポートをグループ化します。

1. iSCSI フォールトトレランスの設定 の最初のページで、作成するフォールトドメインの数を選択し、次へ をクリックします。
2. iSCSI フォールトトレランスの設定 の 2 番目のページで、最初のフォールトドメインを設定します。

a. 名前 フィールドに、フォールトドメインの名前を入力します。
b. （オプション）メモ フィールドに、フォールトドメインのメモを入力します。
c. ターゲット IPv4 アドレスフィールドに、iSCSI 制御ポートに割り当てる IP アドレスを入力します。
d. サブネットマスク フィールドに、IP アドレスのサブネットマスクを入力します。
e. ゲートウェイ IPv4 アドレス フィールドに、iSCSI ネットワークのデフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。
f. ポート テーブルで、フォールトドメインに追加する iSCSI ポートを選択します。フォールトドメイン内のすべての iSCSI ポートは、同じイーサ

ネットネットワークに接続する必要があります。
g. 次へ をクリックします。複数のフォールトドメインを設定する場合は、各フォールトドメインに、上記の手順を繰り返します。

3. iSCSI フォールトトレランスの設定 の最後のページで、フォールトドメインの設定を確認します。
4. （オプション）フォールトドメインの設定を変更するには、次のいずれかのオプションを選択します。

• フォールトドメインの作成 をクリックして、新規のフォールトドメインを作成します。
• フォールトドメインの編集 をクリックして、現在のフォールトドメインを編集します。
• 削除 をクリックして、フォールトドメインを削除します。

5. 次へ をクリックします。
• SAS バックエンドポートを設定する場合は、バックエンドポートの設定 ページが表示されます。
• SAS バックエンドポートを設定しない場合は、設定の継承 または 時刻の設定 ページが開きます。

SAS ポートの設定
SAS フロントエンドポートを備えた Storage Center の場合、フォールトドメインをレビュー ページには、Storage Center で作成されたフォールトドメ
インに関する情報が表示されます。
前提条件
• 同じフォールトドメイン内の各コントローラで 1 つのポートをケーブル接続する必要があります。
• 各フォールトドメインのポートを同じサーバにケーブル接続する必要があります。

メモ: Storage Center がケーブルで正しく接続されていないため、フォールトドメインが作成されている場合は、ケーブルポート ページ
が開いて、問題の説明が表示されます。さらにケーブルをポートに接続した後、更新 をクリックします。

手順
1. 作成されたフォールトドメインを確認します。
2. （オプション）クリップボードにコピー をクリックして、フォールトドメイン情報をコピーします。
3. （オプション）ハードウェア、および ケーブル配線ダイアグラム タブで情報を確認します。
4. 次へ をクリックします。

設定の継承
設定の継承 ページを使用して、すでに設定されている Storage Center から設定をコピーします。
前提条件
Data Collector 経由で接続する必要があります。
手順
1. コピーする設定がある Storage Center を選択します。
2. 継承する各設定の横にチェックを付けるか、すべて選択 をクリックしてすべての設定を継承します。
3. Next（次へ） をクリックします。
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別の Storage Center から時刻および SMTP の設定を継承する場合、時刻の設定 および SMTP サーバの設定 ページはウィザードで省
略されます。

時刻の設定
NTP サーバを設定して時刻を自動的に設定、または日付と時刻を手動で設定します。

1. 地域 および タイムゾーン のドロップダウンメニューから、時刻の設定に使用する地域とタイムゾーンを選択します。
2. NTP サーバの使用 を選択して NTP サーバのホスト名または IPv4 アドレスを入力するか、現在時刻の設定 を選択して時刻と日付を手

動で設定します。
3. 次へ をクリックします。

SMTP サーバの設定
SMTP サーバがある場合は、Storage Center からエラー、警告、およびイベントに関する情報を受信するように SMTP 電子メールを設定しま
す。

1. デフォルトでは、SMTP 電子メールを有効にする チェックボックスが選択され、有効になっています。SMTP サーバがない場合は、SMTP 電
子メールを有効にする チェックボックスをクリアして SMTP 電子メールを無効にすることができます。

2. あるいは、SMTP サーバがある場合に、SMTP サーバを設定します。
a. 受信者電子メールアドレス フィールドに、情報の送信先となる電子メールアドレスを入力します。
b. SMTP メールサーバ フィールドに、SMTP メールサーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名を入力します。サーバのテスト をクリック

して、SMTP サーバへの接続を検証します。
c. （オプション）バックアップ SMTP メールサーバ フィールドに、バックアップ SMTP 電子メールサーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン

名を入力します。サーバのテスト をクリックして、バックアップ SMTP サーバへの接続を検証します。
d. SMTP サーバで電子メールに 送信者 アドレスを含める必要がある場合は、送信者の電子メールアドレス フィールドに電子メールアド

レスを指定します。
e. （オプション）共通の件名 フィールドに、Storage Center から送信されるすべての電子メールに使用する件名を入力します。
f. SMTP サーバに対して Storage Center をどのように識別するかを設定します。

• SMTP を使用するには、ハローメッセージ（HELO）フィールドに Storage Center の完全修飾ドメイン名を入力します。
• ESMTP を使用するには、Extended Hello（EHLO）を送信する チェックボックスをオンにし、拡張ハローメッセージ（EHLO）フィ

ールドに Storage Center の完全修飾ドメイン名を入力します。
g. SMTP サーバでクライアントが電子メールを送信する前に認証する必要がある場合は、認証されたログイン（AUTH LOGIN）を使用

する チェックボックスをオンにし、ログイン ID フィールドと パスワード フィールドにユーザー名とパスワードを入力します。
3. 次へ をクリックします。

SupportAssist のシステム状態情報の収集およびストレージの契約内容の確認
SupportAssist のシステム状態情報の収集およびストレージ ページでは、SupportAssist データ契約のテキストが表示され、SupportAssist 
に同意する、またはオプトアウトすることができます。

1. 診断データの収集、およびこの情報の Dell Technical Support への送信を SupportAssist に許可するには、このボックスにチェックを入れ
ることにより、上記の条件に同意します を選択します。

2. 次へ をクリックします。
3. このボックスにチェックを入れることにより、上記の条件に同意します を選択しなかった場合は、SupportAssist 推奨 ペインが開きます。

• SupportAssist のデータ収集および保管 ページに戻って契約に同意するには、いいえ をクリックします。
• SupportAssist の使用をオプトアウトし、Storage Center のアップデート ページに進むには、はい をクリックします。

連絡先情報の提供
SupportAssist からサポート関連の通信を送信するときにテクニカルサポートが使用する連絡先情報を入力します。

1. 連絡先情報を指定します。
2. SupportAssist 電子メールメッセージを受信するには、はい。ハードウェア障害の通知などの問題が発生した場合に、SupportAssist か

らの電子メールを受信します を選択します。
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3. 希望する連絡方法、言語、および時間帯を選択します。
4. Storage Center の交換用コンポーネントを郵送できる配送先住所を入力します。
5. 次へ をクリックします。

Storage Center のアップデート
Storage Center は、SupportAssist アップデートサーバと通信してアップデートをチェックしようとします。SupportAssist を使用していない場合は、
続行する前に Storage Center アップデートユーティリティ使用して Storage Center オペレーティングシステムをアップデートする必要があります。

• 利用可能なアップデートがない場合は、「Storage Center Up to Date（最新の Storage Center）」ページが表示されます。「Next（次
へ）」をクリックします。

• 利用できるアップデートがある場合は、Storage Center の現在のバージョンと利用可能なバージョンがリストされます。

a. 最新バージョンにアップデートするには、「インストール（Install）」をクリックします。
b. アップデートに失敗した場合は、「Retry Update（アップデートを再試行）」をクリックして、もう一度アップデートを試みます。
c. アップデートが完了したら、「Next（次へ）」をクリックします。

• SupportAssist データ収集とストレージ契約に同意されなかった場合、Storage Center はアップデートのチェックをできません。

– アップデートを確認せずに進むには、「Next（次へ）」をクリックします。
– 契約に同意して、アップデートを確認するには:

a. 「Accept SupportAssist Data Collection and Storage Agreement（SupportAssist のデータ収集とストレージ契約に同意す
る）」をクリックして、契約内容を確認します。

b. 「By checking this box you accept the above terms（このボックスを選択して、上記の条項に同意する）」を選択します。
c. 「Next（次へ）」をクリックします。Storage Center は、SupportAssist アップデートサーバに接続してアップデートがないか確認します。

• Storage Center が Dell SupportAssist アップデートサーバに接続できない場合は、「Setup SupportAssist Proxy Settings
（SupportAssist プロキシ設定のセットアップ）」ダイアログボックスが表示されます。サイトがインターネットに直接アクセスせず、Web プロキシ
を使用している場合は、プロキシ設定を行います。

a. 有効 を選択します。
b. プロキシ設定を入力します。
c. 「OK」をクリックします。Storage Center は、SupportAssist アップデートサーバに接続してアップデートがないか確認します。

設定の完了と次の手順の実行
これで Storage Center が設定されました。設定完了 ページには、Dell Storage Manager Client のチュートリアルへのリンクと、次のセットアップタ
スクを実行するためのウィザードが表示されます。

1. （オプション）次の手順 のいずれかをクリックして、ローカルホストの設定、VMware ホストの設定、またはボリュームの作成を行います。
この手順を完了すると、設定完了 ページが表示されます。ウィザードを終了したら、手順 2 に進みます。

2. 終了 をクリックしてウィザードを終了します。

関連リンク
ローカルホストからのサーバの作成
VMware vSphere ホストからのサーバーの作成
VMware vCenter ホストからのサーバーの作成
ボリュームの作成

ローカルホストまたは VMware ホストのセットアップ
Storage Center の構成後、ローカルホスト、VMware vSphere ホスト、または VMware vCenter のブロックレベルのストレージをセットアップする
ことができます。
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初期設定からのローカルホストのセットアップ
Storage Center のブロックレベルストレージにアクセスするようローカルホストを設定します。この手順をホストごとに実行して、Storage Center に
接続することをお勧めします。
前提条件
• クライアントは、64 ビットのオペレーティングシステムを使用したシステムで実行されている必要があります。
• Dell Storage Manager Client は、管理者権限を持つ Dell Storage Manager Client ユーザーによって実行される必要があります。
• Storage Center は、管理者またはボリュームマネージャ権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加する必

要があります。
• Fibre Channel IO ポートがある Storage Center では、Fibre Channel ゾーニングを設定します。

手順
1. Storage Center の検出と設定 ウィザードの 設定完了 ページで、このホストを Storage Center にアクセスするようにセットアップする を

クリックします。
Storage Center でのローカルホストのセットアップ ウィザードが表示されます。

2. Next（次へ） をクリックします。
• Storage Center に iSCSI ポートがあり、ホストが iSCSI インタフェースにも接続されていない場合は、iSCSI 経由での Storage Center 

へのログイン ページが表示されます。ターゲットフォールトドメインを選択し、次へ をクリックします。
• それ以外の場合は ローカルホスト情報の確認 ページが表示されます。

3. 使用可能なポートを選択し、次へ をクリックします。サーバ定義が Storage Center で作成されます。
ホストセットアップ成功 ページには、ウィザードによって設定されたベストプラクティスと、設定されなかったベストプラクティスが表示されます。
設定されなかったベストプラクティスはメモしておいてください。これらのアップデートは、Storage Center への IO を開始する前に手動で適用
することをお勧めします。

4. （オプション）ホストセットアップの終了後にボリュームを作成するには、このホストのボリュームを作成するウィザードを起動する チェックボック
スを選択します。

5. 終了 をクリックします。

初期セットアップからの VMware ホストのセットアップ
Storage Center のブロックレベルストレージにアクセスするよう VMware vSphere ホストを設定します。
前提条件
• クライアントは、64 ビットのオペレーティングシステムを使用したシステムで実行されている必要があります。
• Dell Storage Manager Client は、管理者権限を持つ Dell Storage Manager Client ユーザーによって実行される必要があります。
• Storage Center は、管理者またはボリュームマネージャ権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加する必

要があります。
• Fibre Channel IO ポートがある Storage Center では、この手順を開始する前に Fibre Channel ゾーニングを設定します。
• SAS HBA を搭載した Storage Center でブロックレベルのストレージにアクセスするようにホストを設定するには、Dell Storage Manager 

Data Collector を使用して Storage Center に接続する必要があります。
• ESXi ホスト用の正しい SAS HBA ドライバをダウンロードするには、「www.vmware.com/resources/compatibility」にアクセスして Dell 

mpt3sas 04.00.00.00.1 を検索します。Dell 12 GB/ 秒 HBA 外部 リンクをクリックし、mpt3sas version 04.00.00.00.1vmw ドライ
バをダウンロードします。

• ESXi ホストの SAS HBA ドライバをアップデートするには、「www.dell.com/Support/Article/us/en/19/HOW11081」を参照してください。
• 一度に設定できるのは、1 つの ESXi ホストのみです。

手順
1. Storage Center の検出と設定 ウィザードの 設定完了 ページで、Storage Center にアクセスするように VMware vSphere を設定する 

をクリックします。
Storage Center での VMware ホストのセットアップ ウィザードが表示されます。

2. VMware ホストの IP アドレスまたはホスト名、ユーザー名、およびパスワードを入力します。
3. Next（次へ） をクリックします。
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• Storage Center に iSCSI ポートがあり、ホストがどのインタフェースにも接続されていない場合は、iSCSI 経由での Storage Center へ
のログイン ページが表示されます。ターゲットフォールトドメインを選択し、ログイン をクリックします。

• それ以外の場合は vCenter 情報の確認 ページが表示されます。
4. 使用可能なポートを選択し、次へ をクリックします。サーバ定義が Storage Center で作成されます。

ホストセットアップ成功 ページには、ウィザードによって設定されたベストプラクティスと、設定されなかったベストプラクティスが表示されます。
ウィザードによって設定されなかったベストプラクティスはメモしておいてください。これらのアップデートは、Storage Center への IO を開始する
前に手動で適用することをお勧めします。

5. （オプション）ホストセットアップの終了後にボリュームを作成するには、このホストのボリュームを作成するウィザードを起動する チェックボック
スを選択します。

6. 終了 をクリックします。

初期セットアップからの VMware vCenter ホストのセットアップ
Storage Center のブロックレベルストレージにアクセスするよう VMware vCenter ホストを設定します。
前提条件
• クライアントは、64 ビットのオペレーティングシステムを使用したシステムで実行されている必要があります。
• Dell Storage Manager Client は、管理者権限を持つ Dell Storage Manager Client ユーザーによって実行される必要があります。
• Storage Center は、管理者またはボリュームマネージャ権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加する必

要があります。
• Fibre Channel IO ポートがある Storage Center では、この手順を開始する前に Fibre Channel ゾーニングを設定します。
• SAS HBA を搭載した Storage Center でブロックレベルのストレージにアクセスするようにホストを設定するには、Dell Storage Manager 

Data Collector を使用して Storage Center に接続する必要があります。
• ESXi ホスト用の正しい SAS HBA ドライバをダウンロードするには、「www.vmware.com/resources/compatibility」にアクセスして Dell 

mpt3sas 04.00.00.00.1 を検索します。Dell 12 GB/ 秒 HBA 外部 リンクをクリックし、mpt3sas version 04.00.00.00.1vmw ドライ
バをダウンロードします。

• ESXi ホストの SAS HBA ドライバをアップデートするには、「www.dell.com/Support/Article/us/en/19/HOW11081」を参照してください。
• 一度に設定できるのは、1 つの ESXi ホストまたはサーバオブジェクトのみです。

手順
1. Storage Center の検出と設定 ウィザードの 設定完了 ページで、Storage Center にアクセスするように VMware vSphere を設定する 

をクリックします。
Storage Center での VMware ホストのセットアップ ウィザードが表示されます。

2. vCenter サーバの IP アドレスまたはホスト名、ユーザー名、およびパスワードを入力します。
3. Next（次へ） をクリックします。

vCenter 情報の確認 ページが開き、接続または部分的に接続されている VMware ホストが表示されます。
4. Next（次へ） をクリックします。
5. VMware ホストの IP アドレスまたはホスト名、ユーザー名、およびパスワードを入力します。
6. 使用可能なポートを選択し、次へ をクリックします。サーバ定義が Storage Center で作成されます。

ホストセットアップ成功 ページには、ウィザードによって設定されたベストプラクティスと、設定されなかったベストプラクティスが表示されます。
ウィザードによって設定されなかったベストプラクティスはメモしておいてください。これらのアップデートは、Storage Center への IO を開始する
前に手動で適用することをお勧めします。

7. （オプション）ホストセットアップの終了後にボリュームを作成するには、このホストのボリュームを作成するウィザードを起動する チェックボック
スを選択します。

8. 終了 をクリックします。
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5
Storage Center の管理
Storage Center により、Fibre Channel、iSCSI、または SAS がアクセス可能な一元化されたブロックレベルのストレージが提供されます。

Storage Center の追加と整理
個々の Storage Manager ユーザーが表示および管理できるのは、自身のアカウントにマッピングされた Storage Center だけです。この制限は、1 
人の Storage Manager ユーザーに表示される Storage Center が他のユーザーに必ずしも表示されるわけではないことを意味します。
Storage Manager ユーザーが Storage Center を追加する場合、そのユーザーは Storage Center ユーザーの資格情報を提供する必要があり
ます。Storage Center ユーザーに割り当てられた権限レベルとユーザーグループによって、Dell Storage Manager Client で許可されるアクセスが
決定されます。

• Storage Center を Storage Manager Data Collector に初めて追加する場合は、Administrator 権限を持つ Storage Center ユーザーア
カウントを指定する必要があります。その後で他の Storage Manager ユーザーのために Storage Center を追加する場合は、Storage 
Center ユーザーアカウントにどの権限レベルでも指定できます。

• お使いの Storage Manager ユーザーアカウントにレポーター権限がある場合、レポーター権限のある Storage Center のユーザーアカウントを
指定する必要があります。

メモ: また、Storage Manager Administrator は、Data Collector Manager を使用して、Storage Center アクセスをレポーター
権限がある Storage Manager ユーザーに付与できます。

• Storage Center は 1 つの Data Collector のみを使用して管理します。複数の Data Collector で Storage Center を管理すると、問題が
発生する可能性があります。

Storage Center のユーザー権限とユーザーグループ
Storage Center グループによって、Storage Center ユーザーが表示できるストレージオブジェクトが決定され、権限レベルによってユーザーが実行
できる操作が定義されます。

メモ: Storage Center ユーザー権限と Storage Manager ユーザー権限は同じ名前を共有しますが、これらは同じではありません。
Storage Center ユーザー権限は、Storage Center 機能へのアクセスを制御し、Storage Manager ユーザー権限は Storage 

Manager 機能へのアクセスを制御します。Storage Manager 内と Storage Center 内とでユーザーの役割が異なる場合がありま
す。この役割の違いは、そのユーザーのアクセスの細かい点に影響します。

関連リンク
Storage Manager ユーザー権限

ユーザー特権レベル
各ユーザーには 1 つの権限レベルが割り当てられます。Storage Center には 3 つのユーザー権限レベルがあります。

権限レベル 許可されたアクセス
システム管理者 Storage Center 全体に対する読み書きアクセス（制限なし）。すべて

の管理者は同じ事前定義の権限を持っています。管理者のみがユー
ザーおよびユーザーグループを管理できます。

ボリュームマネージャ 割り当てられたユーザーグループに関連付けられたフォルダへの読み書
きアクセス。この権限レベルのユーザーは、許可されたボリュームフォルダ
内でボリュームを作成し、許可されたサーバーフォルダ内にある既存サ
ーバーにマップすることができます。
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権限レベル 許可されたアクセス
レポーター 割り当てられたユーザーグループに関連付けられているフォルダへの読

み取り専用アクセス。

Storage Center の追加と削除
Dell Storage Manager Client を使用して、Storage Center を追加または削除します。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

Storage Center の追加
Storage Center を Storage Manager に追加して、Dell Storage Manager Client から Storage Center を管理および監視します。
前提条件
• Storage Center ユーザーアカウントのユーザー名およびパスワードが必要です。

– Storage Center を Storage Manager に初めて追加する場合は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーアカウントを指定する
必要があります。その後で他の Storage Manager ユーザーのために Storage Center を追加する場合は、Storage Center ユーザーアカ
ウントにどの権限レベルでも指定できます。

– お使いの Storage Manager ユーザーアカウントにレポーター権限がある場合、レポーター権限のある Storage Center のユーザーアカウン
トを指定する必要があります。

メモ: レポーターレベルの権限を持つ Storage Manager ユーザーは、Storage Manager へのアクセスが制限されます。レポー
ターの Storage Manager ユーザーにさらに権限を付与するには、Storage ManagerData Collector Manager でそのユーザ
ーに Storage Center マッピングを追加します。ユーザーのマッピングを設定できるのは、管理者レベルの Storage Manager 
ユーザーだけです。

• Storage Manager Data Collector は、Storage Center 管理インタフェースとの接続が必要です。
• Storage Center 証明書は、Storage Manager に Storage Center を追加するために使用されるホスト名または管理 IP アドレスを含む必

要があります。SSL 証明書を再生成する手順については、『Storage Center Administrator’s Guide』（Storage Center 管理者ガイド）を
参照してください。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで Storage Center の追加 をクリックします。Storage Center の追加 ウィザードが表示されます。

• 別のユーザーにマッピングされている Storage Center が存在する場合、使用可能な Storage Center が一覧表示されます。

図 11. 使用可能な Storage Center ページ

• 別のユーザーに Storage Center がマッピングされていない場合、ダイアログボックスに新しい Storage Center を入力できます。
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図 12. Storage Center の追加 ページ

4. （条件付き）ダイアログボックスに Storage Center のリストが表示されている場合、リストから Storage Center を選択するか、新しく追加す
ることができます。
• リストに表示されていない Storage Center を追加する場合、新しい Storage Center を Data Collector に追加 チェックボックスにチ

ェックを付けてから 次へ をクリックします。
• リストに表示されている Storage Center を追加する場合、新しい Storage Center を Data Collector に追加 チェックボックスのチェッ

クを外し、適切な Storage Center を選択して、次へ をクリックします。
5. Storage Center のログイン情報を入力します。

• ホスト名または IP アドレス：（新しい Storage Center の場合のみ）Storage Center コントローラのホスト名または IP アドレスを入力
します。デュアルコントローラ構成の Storage Center の場合は、管理 コントローラの IP アドレスまたはホスト名を入力します。

• ユーザー名 および パスワード：Storage Center ユーザーのユーザー名とパスワードを入力します。
メモ: レポーターまたはボリュームマネージャ権限を持つ Storage Center ユーザーを指定する場合、Storage Manager から 
Storage Center へのアクセスは、Storage Center ユーザーに割り当てられている権限およびユーザーグループに基づいて制
限されます。

• フォルダ：Storage Center の親フォルダを選択します。
6. （オプション）既存の Storage Center から設定を継承する チェックボックスをオンにして、別の Storage Center に適用される設定を使用す

るよう Storage Center を設定します。このチェックボックスをオンにすると、ウィザードが閉じた後に、設定の継承 ウィザードが表示されます。
7. 終了 をクリックします。

• 既存の Storage Center から設定を継承する チェックボックスが選択されていない場合、Storage Center は Storage Manager に追
加されます。

• 既存の Storage Center から設定を継承する チェックボックスが選択されている場合、設定の継承 ダイアログボックスが表示されます。
8. （設定の継承のみ）継承する Storage Center 設定を選択します。

a. 設定を継承する Storage Center を選択し、次へ をクリックします。ウィザードの次のページに進みます。
b. 継承する設定の各カテゴリのチェックボックスにチェックを付けます。ユーザーインタフェースリファレンス情報については、ヘルプ をクリックして

ください。
c. 作業が完了したら、完了 をクリックします。

• Dell SupportAssist プロキシ、Secure Console プロキシ、または SMTP サーバーにパスワードが設定されていない場合、ダイアログ
ボックスが閉じます。

• Dell SupportAssist プロキシ、Secure Console プロキシ、または SMTP サーバー用にパスワードが設定されている場合は、必要な
パスワードを再入力するプロンプトが表示されます。

d. 必要なパスワードを入力して、ウィザードを完了します。

関連リンク
レポーターユーザーへの Storage Center マッピングの設定
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Storage Center への再接続
Storage Manager が Storage Center と通信できない、またはログインできない場合、Storage Manager は Storage Center にダウンのマークを
付けます。Storage Center に再接続し、更新された接続情報または資格情報を入力します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで Storage Center への再接続 をクリックします。Storage Center への再接続 ダイアログボックスが表示されます。
4. Storage Center のログイン情報を入力します。

• ホスト名または IP アドレス：Storage Center コントローラのホスト名または IP アドレスを入力します。デュアルコントローラ構成の 
Storage Center の場合は、管理 コントローラの IP アドレスまたはホスト名を入力します。

• ユーザー名 および パスワード：Storage Center ユーザーのユーザー名とパスワードを入力します。
メモ: レポーターまたはボリュームマネージャ権限を持つ Storage Center ユーザーを指定する場合、Storage Manager から 
Storage Center へのアクセスは、Storage Center ユーザーに割り当てられている権限およびユーザーグループに基づいて制
限されます。

5. OK をクリックします。

Storage Center の削除
Storage Manager による管理の必要がなくなった Storage Center を削除します。
このタスクについて

メモ: 管理者またはボリュームマネージャ権限を持つすべての Storage Manager ユーザーから Storage Center が削除されると、この 
Storage Center は、レポーター権限を持つ Storage Manager ユーザーからも自動的に削除されます。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、削除する Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで、削除 をクリックします。オブジェクトの削除 ダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックします。

Storage Center の構成
フォルダを使用して、Dell Storage Manager Client の Storage Center をグループ化します。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

Storage Center フォルダの作成
フォルダを使用して、Storage Center をグループ化し編成します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで、フォルダの作成 をクリックします。フォルダの作成 ダイアログボックスが表示されます。
4. 名前 フィールドに、フォルダの名前を入力します。
5. 親 フィールドで、親フォルダを選択します。
6. OK をクリックします。

Storage Center のフォルダへの移動
Storage Center は、いつでもフォルダに追加できます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、移動する Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで、移動 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示されます。
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4. 親フォルダを選択します。
5. OK をクリックします。

Storage Center フォルダの名前の変更
設定の編集 ダイアログボックスを使用して、Storage Center フォルダの名前を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、変更する Storage Center フォルダを選択します。
3. サマリ タブで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
4. 名前 フィールドに、フォルダの名前を入力します。
5. OK をクリックします。

Storage Center フォルダの移動
設定の編集 ダイアログボックスを使用して、Storage Center フォルダを移動します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、変更する Storage Center フォルダを選択します。
3. サマリ タブで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
4. 親領域で、Storage Center ノードまたは親フォルダを選択します。
5. OK をクリックします。

Storage Center フォルダの削除
必要のない Storage Center フォルダを削除します。
前提条件
Storage Center フォルダは空にする必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、削除する Storage Center フォルダを選択します。
3. サマリ タブで、削除 をクリックします。オブジェクトの削除 ダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックします。

ボリュームの管理
Storage Center ボリュームは、サーバーがネットワークを介してアクセスできるストレージの論理ユニットです。Storage Center で物理的に使用可
能な容量よりも大きい論理的な容量をボリュームに割り当てることができます。

ボリュームの動作を決定する属性
ボリュームが作成される場合は、その動作を制御するために属性がボリュームに関連付けられます。

属性 説明

ストレージタイプ ボリュームが使用するストレージについて、ディスクフォルダ、ティアの冗
長性、およびデータページサイズを指定します。

ストレージプロファイル ボリュームが使用する RAID タイプ、ストレージティア、およびページの 
Data Progression 動作を制御します。

スナップショットプロファイル 1 つまたは複数のボリュームに対して定期的なスナップショット（ポイント
インタイムコピーとも呼ばれます）をいつ取得するかと、スナップショットを
いつ削除（失効）するかを定義します。
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属性 説明

QoS プロファイル ボリュームが実行できる I/O を潜在的に制限するため、ボリュームに適
用するプロファイルを指定します。また、輻輳時の相対的な優先順位
も定義します。

関連リンク
ストレージプロファイルの管理
スナップショットプロファイルの管理
QoS プロファイルの管理

ボリュームアイコン
次の表では、ストレージ タブのナビゲーションペインで表示されるボリュームアイコンを示します。

アイコン 説明

ボリュームは、サーバーにマッピングされていません。

ボリュームは、1 つまたは複数のサーバーにマッピングされています。

ボリュームは、リモート Storage Center へのレプリケーション元です。

メモ: このアイコンは、Storage Center Manager でコピー、ミラー、または移行するために設定されたボリュームに対
しても表示されます。これらの操作は、Dell Storage Manager Client では使用できません。

このボリュームは、リモート Storage Center からのレプリケーションの宛先です。

ボリュームは、現在 Live Volume のプライマリまたはセカンダリボリュームです。

ボリュームは、Live Migration のソースまたは宛先です。

ボリュームは、Secure Data ストレージタイプから作成されました。

ボリュームの作成
ボリュームを作成することにより、Storage Center 上のストレージの論理ユニットをサーバーに提示できます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

シングルステップダイアログを使用したボリュームの作成
少数のボリュームが必要な場合は、一度に 1 つずつ作成することができます。
前提条件
Storage Center のプリファレンスで QoS プロファイルの選択を許可する が選択されている場合にのみ、ダイアログボックスにボリューム QoS プロ
ファイルおよびグループ QoS プロファイルのオプションが表示されます。
手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム を選択します。
4. 右ペインで、ボリュームの作成 をクリックします。ボリュームの作成 ダイアログボックスが表示されます。
5. 名前 フィールドに、ボリュームの名前を入力します。
6. サイズ フィールドに、ボリュームのサイズをキロバイト（KB）、メガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）の単位で入力し

ます。
7. ボリュームフォルダ ペインで、ボリュームの親フォルダを選択します。
8. （オプション）必要に応じて残りのボリューム属性を設定します。
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• ボリュームのスナップショットの作成および失効をスケジュールするには、スナップショットプロファイル から 変更 をクリックして、1 つまたは
複数のスナップショットプロファイルを適用します。

• ボリュームをサーバにマップするには、サーバ から 変更 をクリックします。
• チャージバックが有効になっている場合は、チャージバック部門 から 変更 をクリックして、ボリュームに関連付けられたストレージコストを

課金する部門を選択します。
• Storage Center で データ削減 が有効になっている場合、圧縮 または 重複排除と圧縮 を選択して、ボリューム上のデータ削減を有

効にします。
• ボリュームデータに特定のディスクティアと RAID レベルを使用するには、ストレージプロファイル ドロップダウンメニューから適切なストレー

ジプロファイルを選択します。推奨 ストレージプロファイルを使用すると、Data Progression を最大限に活用することができます。
• 複数のストレージタイプが Storage Center で定義されている場合は、ストレージタイプ ドロップダウンメニューからストレージを提供する 

ストレージタイプ を選択します。
• ボリューム QoS プロファイルを設定するには、デフォルトの QoS プロファイルを使用するか、または ボリューム QoS プロファイル から 変更 

をクリックします。次に、表示されたリストからボリューム QoS プロファイルを選択し、OK をクリックします。

• グループ QoS プロファイルを設定するには、グループ QoS プロファイル から 変更 をクリックします。次に、表示されたリストからグループ 
QoS プロファイルを選択して、OK をクリックします。

• 読み取り / 書き込みキャッシュを調整するには、必要なキャッシュのサイズを入力します。
• レプリケーションと Live Volume がライセンスされている場合にこれらを設定するには、レプリケーションと Live Volume を選択します。

9. OK をクリックします。

マルチステップウィザードを使用したボリュームの作成
マルチステップウィザードは、SCv2000 シリーズコントローラストレージシステムのボリュームを作成するためのデフォルトの方法です。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム を選択します。
4. 右ペインで、ボリュームの作成 をクリックします。

ボリュームの作成 ウィザードが表示されます。
5. ボリュームの識別 ページで、作成するボリュームの名前、メモ、およびフォルダを指定します。

a. 名前 フィールドに、ボリュームの名前を入力します。
b. （オプション）メモ フィールドに、ボリュームに関連するメモを入力します。
c. ボリュームフォルダ ペインで、ボリュームの場所を指定します。
d. （オプション）新しいフォルダを作成するには、フォルダの作成 をクリックします。

ボリュームフォルダの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. Next（次へ） をクリックします。

容量の指定 ページが表示されます。
7. 容量の指定 ページで、ボリュームのサイズを指定します。オプションで、しきい値定義を設定することもできます。

a. サイズ フィールドに、必要なボリュームサイズを入力します。
b. （オプション）しきい値定義を選択するには、しきい値定義の選択 をクリックします。このオプションは SCv2000 シリーズコントローラでは

使用できません。
しきい値アラート定義の設定 ダイアログボックスが表示されます。

8. Next（次へ） をクリックします。
（オプション）ストレージオプション ページが表示されます。使用可能なオプションがない場合、このページにウィザードは表示されません。

9. ストレージオプション ページで、ボリュームのストレージタイプ、ストレージプロファイル、QoS プロファイル、データ削減プロファイル、およびディス
クフォルダを選択します。

メモ: ストレージオプションは、Storage Center がサポートする機能によって異なります。
10. Next（次へ） をクリックします。

スナップショットプロファイルの設定 ページが表示されます。
11. スナップショット のプロファイルを選択します。
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• （オプション）新しいスナップショットプロファイルを作成するには、新しいスナップショットプロファイルの作成 をクリックします。
12. Next（次へ） をクリックします。

サーバへのマップ ページが表示されます。
13. サーバを選択します。サーバの作成 をクリックして新しいサーバを作成し、新しいボリュームにマップします。また、選択した場合は、サーバをマ

ップせずにボリュームを作成することができます。このオプションを選択するには、サーバが指定されていません ダイアログで はい をクリックしま
す。詳細なオプションの一覧から選択するには、マッピングの詳細設定 をクリックします。

14. Next（次へ） をクリックします。
レプリケーションタスク ページが表示されます。このステップは、レプリケーションがライセンスされている場合にのみ表示されます。

15. 新しいボリュームのレプリケーションのオプションを設定します。
• レプリケーションを設定せずにボリュームを作成するには、レプリケーションまたは Live Volume なし を選択します。
• ボリュームをレプリケーションとして作成するには、別の Storage Center へのレプリケーションボリューム を選択します。
• ボリュームを Live Volume として作成するには、Live Volume として作成 を選択します。

16. Next（次へ） をクリックします。
ボリュームサマリ ページが表示されます。

17. 終了 をクリックします。

シングルステップダイアログを使用した複数ボリュームの同時作成
多数のボリュームを作成する必要がある場合は、一度に複数のボリュームを作成することによってプロセスを効率化できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム を選択します。
4. 右ペインで、複数のボリュームの作成 をクリックします。ボリュームの作成 ダイアログボックスが表示されます。
5. ボリュームの作成 ダイアログボックスを使用して、ベースボリュームパラメータを設定します。

a. ボリューム数 フィールドに、作成するボリュームの数を入力します。
b. ベースボリューム名 フィールドに、ボリュームのベース名を入力します。それぞれのボリュームには、ベース名とボリューム番号を組み合わせ

た名前が付けられます。
c. サイズ フィールドに、ボリュームのサイズをキロバイト（KB）、メガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）の単位で入

力します。
d. ボリュームフォルダ ペインで、ボリュームの親フォルダを選択します。
e. メモ フィールドに、これらのボリュームに関連付けるメモを入力します。
f. （オプション）必要に応じて残りのボリューム属性を設定します。

• ボリュームのスナップショットの作成および失効をスケジュールするには、スナップショットプロファイル から 変更 をクリックして、1 つまた
は複数のスナップショットプロファイルを適用します。

• ボリュームをサーバにマップするには、サーバ から 変更 をクリックします。
• チャージバックが有効になっている場合は、チャージバック部門 から 変更 をクリックして、ボリュームに関連付けられたストレージコス

トを課金する部門を選択します。
• Storage Center で データ削減 が有効になっている場合、圧縮 または 重複排除と圧縮 を選択して、ボリューム上のデータ削減を

有効にします。
• ボリュームデータに特定のディスクティアと RAID レベルを使用するには、ストレージプロファイル ドロップダウンメニューから適切なスト

レージプロファイルを選択します。推奨 ストレージプロファイルを使用すると、Data Progression を最大限に活用することができます。
• 複数のストレージタイプが Storage Center で定義されている場合は、ストレージタイプ ドロップダウンメニューからストレージを提供

する ストレージタイプ を選択します。
• ボリューム QoS プロファイルを設定するには、デフォルトの QoS プロファイルを使用するか、または ボリューム QoS プロファイル から 

変更 をクリックします。次に、表示されたリストからボリューム QoS プロファイルを選択し、OK をクリックします。

• グループ QoS プロファイルを設定するには、グループ QoS プロファイル から 変更 をクリックします。次に、表示されたリストからグル
ープ QoS プロファイルを選択して、OK をクリックします。

• 読み取り / 書き込みキャッシュを調整するには、必要なキャッシュのサイズを入力します。
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• レプリケーションと Live Volume がライセンスされている場合にこれらを設定するには、レプリケーションと Live Volume を選択しま
す。

g. OK をクリックします。複数のボリュームを作成 ダイアログボックスが表示され、上記の手順で作成したボリュームが示されます。
6. 複数のボリュームを作成 ダイアログボックスでは、さらに追加のボリュームを作成できます。

• 以前のボリュームに基いてボリュームを追加するには、リストからボリュームを選択し、選択されたボリュームのクローン をクリックします。
• 別のボリュームを手作業で定義するには、ボリュームの追加 をクリックします。
• 個々のボリュームを変更するには、リストからボリュームを選択し、ボリュームの編集 をクリックします。
• 個々のボリュームを削除するには、リストからボリュームを選択し、ボリュームの削除 をクリックします。

7. 完了したら OK をクリックします。

マルチステップウィザードを使用した複数のボリュームの同時作成
多数のボリュームを作成する必要がある場合は、一度に複数のボリュームを作成することで、このプロセスを合理化できます。マルチステップウィザ
ードは、SCv2000 シリーズコントローラのボリュームを作成するためのデフォルトの方法であり、複数のボリュームを同時に作成するために 
SCv2000 シリーズコントローラを直接接続するこたができる唯一の方法です。 

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム を選択します。
4. 右ペインで 複数のボリュームを作成 をクリックします。

複数のボリュームの作成 ウィザードが表示されます。
5. ボリュームの識別 ページで、作成するボリュームの数、ベース名、およびメモを指定し、ボリュームのフォルダを選択します。

a. ボリューム数 フィールドにボリュームの数を入力します。
b. ベースボリューム名 フィールドに、ボリュームのベース名を入力します。それぞれのボリュームには、ベース名とボリューム番号を組み合わせ

た名前が付けられます。
c. （オプション）メモ フィールドに、ボリュームに関連するメモを入力します。
d. ボリュームフォルダ ペインで、ボリュームの場所を指定します。作成されたすべてのボリュームはデフォルトでこのフォルダに格納されます。こ

の設定は、ウィザードで実際にボリュームを作成する前に、サマリページで変更できます。
e. （オプション）新しいフォルダを作成するには、新しいフォルダの作成 をクリックします。

ボリュームフォルダの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. Next（次へ） をクリックします。

容量の指定 ページが表示されます。
7. 容量の指定 ページで、ボリュームのサイズを指定します。オプションで、しきい値定義を設定することもできます。

a. 必要なボリュームサイズを、バイト、キロバイト（KB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）の単位で サイズ フィールドに入力しま
す。

b. （オプション）しきい値定義を選択するには、しきい値定義の選択 をクリックします。このオプションは SCv2000 シリーズコントローラでは
使用できません。
しきい値アラート定義の設定 ダイアログボックスが表示されます。

8. Next（次へ） をクリックします。
ストレージオプション ペインが表示されます。

9. ストレージオプション ページでは、 ボリュームのストレージオプションを指定します。
• ボリュームのスナップショットの作成および失効をスケジュールするには、スナップショットプロファイル から 変更 をクリックして、1 つまたは

複数のスナップショットプロファイルを適用します。
• ボリュームをサーバにマップするには、サーバ から 変更 をクリックします。
• チャージバックが有効になっている場合は、チャージバック部門 から 変更 をクリックして、ボリュームに関連付けられたストレージコストを

課金する部門を選択します。
• Storage Center で データ削減 が有効になっている場合、圧縮 または 重複排除と圧縮 を選択して、ボリューム上のデータ削減を有

効にします。
• ボリュームデータに特定のディスクティアと RAID レベルを使用するには、ストレージプロファイル ドロップダウンメニューから適切なストレー

ジプロファイルを選択します。推奨 ストレージプロファイルを使用すると、Data Progression を最大限に活用することができます。
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• 複数のストレージタイプが Storage Center で定義されている場合は、ストレージタイプ ドロップダウンメニューからストレージを提供する 
ストレージタイプ を選択します。

• ボリューム QoS プロファイルを設定するには、デフォルトの QoS プロファイルを使用するか、または ボリューム QoS プロファイル から 変更 
をクリックします。次に、表示されたリストからボリューム QoS プロファイルを選択し、OK をクリックします。

• グループ QoS プロファイルを設定するには、グループ QoS プロファイル から 変更 をクリックします。次に、表示されたリストからグループ 
QoS プロファイルを選択して、OK をクリックします。

• 読み取り / 書き込みキャッシュを調整するには、必要なキャッシュのサイズを入力します。
• レプリケーションと Live Volume がライセンスされている場合にこれらを設定するには、レプリケーションと Live Volume を選択します。

メモ: ストレージオプションは、Storage Center がサポートする機能によって異なります。
10. Next（次へ） をクリックします。

スナップショットプロファイルの設定 ページが表示されます。
11. スナップショット のプロファイルを選択します。

• （オプション）新しいスナップショットプロファイルを作成するには、新しいスナップショットプロファイルの作成 をクリックします。
12. Next（次へ） をクリックします。

サーバへのマップ ページが表示されます。
13. サーバを選択します。より詳細なオプションについては、詳細マッピング をクリックします。サーバを選択せずにボリュームを作成するには、サー

バが指定されていません ダイアログで はい をクリックします。新しいサーバを作成するには、新規サーバ をクリックします。
14. 次へ をクリックします。レプリケーションタスク ページが表示されます。この手順は、レプリケーションがライセンスされている場合にのみ表示さ

れます。また、Live Volume がライセンスされている場合もこれらのオプションが表示されます。一部のコントローラではこれらの機能は使用で
きません。詳細については、お使いのシステムのレプリケーションライセンス要件を参照してください。
• レプリケーションを設定せずにボリュームを作成するには、レプリケーションまたは Live Volume なし を選択します。
• ボリュームをレプリケーションとして作成するには、別の Storage Center へのレプリケーションボリューム を選択します。
• ボリュームを Live Volume として作成するには、Live Volume として作成 を選択します。

15. Next（次へ） をクリックします。
ボリュームサマリ ペインが表示されます。

16. 新しいボリューム設定の表を確認します。
• 別のボリュームを手作業で定義するには、ボリュームの追加 をクリックします。
• 作成済みのボリュームを変更するには、リストからボリュームを選択して ボリュームの編集 をクリックします。
• 以前のボリュームに基いてボリュームを追加するには、リストからボリュームを選択し、ボリュームのクローン をクリックします。
• 作成済みのボリュームを削除するには、リストからボリュームを選択して ボリュームの削除 をクリックします。

17. 作業が終了したら、終了 をクリックします。

ボリュームの変更
ボリュームは、作成後に名前変更、移動、または拡張できます。また、必要に応じて高度なボリューム属性を変更することもできます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

複数のボリュームの編集
複数のボリュームの編集 ダイアログボックスで、複数のボリュームの設定を編集できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. 右ペインで ボリューム ノードをクリックします。
4. 複数のボリュームの編集 をクリックします。

複数のボリュームの編集 ウィザードが開きます。
5. 編集するボリュームを選択します。
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6. Next（次へ） をクリックします。
7. 必要に応じてボリュームの設定を変更します。

ボリュームの設定について詳しくは、ヘルプ をクリックしてください。
8. Next（次へ） をクリックします。
9. 変更内容を確認します。
10. 終了 をクリックします。

複数のボリュームの編集 ウィザードによりボリュームに変更が加えられ、結果ページが表示されます。
11. 終了 をクリックします。

ボリュームの名前の変更
ボリュームは、その可用性に影響を与えずに変更できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、変更するボリュームを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。ボリュームの編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 名前 フィールドに、ボリュームの新しい名前を入力します。
6. 完了したら OK をクリックします。

異なるボリュームフォルダへのボリュームの移動
ボリュームは、フォルダに格納することにより整理できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、変更するボリュームを選択します。
4. 右ペインで、フォルダへ移動 をクリックします。フォルダへ移動 ダイアログボックスが表示されます。
5. ナビゲーションペインで、新しく親となるボリュームフォルダを選択します。
6. 完了したら OK をクリックします。

異なるボリュームフォルダへの複数ボリュームの移動
選択したボリュームを右クリックして、別のフォルダに移動します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム ノードまたはボリュームが含まれているボリュームフォルダを選択します。
4. 右ペインで、移動するボリュームを選択します。

• ボリュームを連続して選択するには、最初のボリュームを選択し、Shift を押しながら、最後のボリュームを選択します。
• 個々のボリュームを選択するには、Ctrl を押しながらボリュームを選択します。

5. 選択されたボリュームの 1 つを右クリックし、フォルダに移動 を選択します。フォルダに移動 ダイアログボックスが開きます。
6. ナビゲーションペインで、新しく親となるボリュームフォルダを選択します。
7. 完了したら OK をクリックします。

ボリュームの拡張
さらに容量が必要な場合は、ボリュームのサイズを拡張します。
このタスクについて

メモ: Fluid Cache ボリュームは拡張できません。
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手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、拡張するボリュームを選択します。
4. 右ペインで、ボリュームの拡張 をクリックします。ボリュームの拡張 ダイアログボックスが開きます。
5. ボリュームの新しいサイズを入力して OK をクリックします。

関連リンク
Fluid Cache ボリュームの制限事項

ボリュームの読み書きキャッシュの有効化または無効化
一般的に、読み書きキャッシュを使用すると、パフォーマンスが向上します。パフォーマンスを向上させるには、SSD ストレージを使用するボリューム
の書き込みキャッシュを無効にします。
このタスクについて

メモ: Fluid Cache ボリュームの場合は、読み書きキャッシュを有効にできません。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. Storage Center のユーザープリファレンスでボリュームに対して キャッシュ選択の許可 が有効であることを確認します。
a. サマリ タブで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
b. プリファランス タブをクリックします。
c. キャッシュ選択の許可 チェックボックスが選択されていることを確認します。
d. OK をクリックします。

3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、変更するボリュームを選択します。
5. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。ボリュームの編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. 必要に応じてキャッシュオプションを有効または無効にします。これらのオプションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

• 読み取りキャッシュ チェックボックスにチェックを付けるか、チェックを外します。
SSD ストレージを使用するボリュームの場合は、読み取りキャッシュを有効または無効にする前にアプリケーションをテストします。

• 書き込みキャッシュ チェックボックスにチェックを付けるか、チェックを外します。
パフォーマンスを改善するために、ほとんどのアプリケーションに SSD ストレージを使用するボリュームの書き込みキャッシュを無効にしま
す。

7. 完了したら OK をクリックします。

関連リンク
Fluid Cache ボリュームの制限事項

ボリュームへのスナップショットプロファイルの割り当て
自動化スケジュールでスナップショットを作成する場合は、1 つまたは複数のスナップショットプロファイルをボリュームに割り当てます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、変更するボリュームを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。ボリュームの編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 適切なスナップショットプロファイルを選択します。

a. スナップショットプロファイルの横にある 変更 をクリックします。スナップショットプロファイルの選択 ダイアログボックスが開きます。
b. ダイアログボックス上部のペインで、ボリュームに割り当てるスナップショットプロファイルを選択します。
c. 終了したら、OK をクリックします。スナップショットプロファイルの選択 ダイアログボックスが閉じます。

6. OK をクリックし、ボリュームの編集 ダイアログボックスを閉じます。
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複数ボリュームへのスナップショットプロファイルの割り当て
スナップショットプロファイルは、1 回の操作で複数のボリュームに割り当てることができます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、変更するボリュームを選択します。
4. 右ペインで、変更するボリュームを選択します。

• ボリュームを連続して選択するには、最初のボリュームを選択し、Shift を押しながら、最後のボリュームを選択します。
• 個々のボリュームを選択するには、Ctrl を押しながらボリュームを選択します。

5. 選択項目を右クリックし、スナップショットプロファイルの設定 を選択します。スナップショットプロファイルの設定 ダイアログボックスが開きま
す。

6. 表の上部で、ボリュームに適用する各 スナップショットプロファイルのチェックボックスをオンにします。
7. 以前にボリュームに割り当てられていたスナップショットプロファイルを削除するには、既存のスナップショットプロファイルを置換 チェックボックス

をオンにします。
8. 完了したら OK をクリックします。

ボリュームへの異なる Replay Profile の割り当て
ストレージプロファイルによって、ボリュームが使用する RAID タイプとストレージティアが決定されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、変更するボリュームを選択します。
4. 右ペインで、ストレージプロファイル をクリックします。ストレージプロファイルの設定 ダイアログボックスが開きます。
5. ストレージプロファイル ドロップダウンメニューで、ストレージプロファイルを選択します。
6. 完了したら OK をクリックします。

別のストレージプロファイルの複数のボリュームへの割り当て
ストレージプロファイルによって、ボリュームで使用される RAID タイプとストレージティアが決定します。プロファイルは、1 回の操作で複数のボリュー
ムに割り当てることができます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム ノードまたはボリュームが含まれているボリュームフォルダを選択します。
4. 右ペインで、変更するボリュームを選択します。

• ボリュームを連続して選択するには、最初のボリュームを選択し、Shift を押しながら、最後のボリュームを選択します。
• 個々のボリュームを選択するには、Ctrl を押しながらボリュームを選択します。

5. 選択項目を右クリックし、ストレージプロファイルの設定 を選択します。ストレージプロファイルの設定 ダイアログボックスが開きます。
6. ストレージプロファイル ドロップダウンメニューで、ストレージプロファイルを選択します。
7. 完了したら OK をクリックします。

ボリュームの最下位ストレージ層への強制書き込み
最下位ティアへのインポート オプションを使用すると、ボリュームに設定されたストレージの最下位ティアにすべてのデータが書き込まれます。この
オプションを有効にすると、ボリュームのパフォーマンスが低下します。
前提条件
ボリュームは標準ストレージタイプを使用する必要があります。最下位ティアへのインポート オプションは、Flash Optimized ストレージタイプには
使用できません。
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手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、変更するボリュームを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。ボリュームの編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. ボリューム詳細設定の編集 をクリックします。ボリューム詳細設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. 最下位ティアへのインポート チェックボックスをオンにします。
7. OK をクリックして ボリューム詳細設定の編集 ダイアログボックスを閉じ、次に OK をクリックして、ボリュームの編集 ダイアログボックスを閉じ

ます。

ボリュームとチャージバック部門の関連付け
チャージバックが有効になっている場合は、チャージバック部門をボリュームに割り当て、ボリュームが使用するストレージに対して部門が課金される
ようにすることができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center を選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、変更するボリュームを選択します。
5. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。ボリュームの編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. チャージバック部門 の横にある 変更 をクリックします。チャージバック部門の追加 ダイアログボックスが表示されます。
7. 適切な部門を選択し、OK をクリックします。
8. OK をクリックし、ボリュームの編集 ダイアログボックスを閉じます。

ボリュームの使用消費上限の設定
ボリュームで使用可能な最大容量を指定するために、容量消費制限を設定します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、変更するボリュームを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。ボリュームの編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. ボリューム詳細設定の編集 をクリックします。ボリューム詳細設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. 使用容量の上限 オプションを設定します。

a. 有効 を選択します。
b. ボリュームで使用可能な最大容量をキロバイト（KB）、メガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、テラバイト（TB）の単位で入力します。

7. OK をクリックして ボリューム詳細設定の編集 ダイアログボックスを閉じ、次に OK をクリックして、ボリュームの編集 ダイアログボックスを閉じ
ます。

ボリュームのための OpenVMS 固有のディスク ID の設定
OpenVMS オペレーティングシステムが実行されているサーバに対するボリュームを識別するために OpenVMS Unique Disk ID を設定します。ボリ
ュームをスナップショットから復元する場合は、この値をリセットする必要がある場合があります。たとえば、サーバにボリュームをマップし、スナップショ
ットを作成して、サーバに対する新しいビューボリュームをマウントする場合、新しいビューボリュームには新しいディスク ID が割り当てられます。サー
バがこのボリュームを同じボリュームとして認識できるようにするには、元の値と一致するようにディスク ID を変更する必要があります。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、変更するボリュームを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。ボリュームの編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. ボリューム詳細設定の編集 をクリックします。ボリューム詳細設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. OpenVMS 固有のディスク ID フィールドに、新しいディスク ID を入力します。
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7. OK をクリックして ボリューム詳細設定の編集 ダイアログボックスを閉じ、次に OK をクリックして、ボリュームの編集 ダイアログボックスを閉じ
ます。

ボリュームのための関連ビューボリューム最大数の設定
指定されたボリュームに対して、同じスナップショットを共有するボリュームに作成可能なビューボリューム（元のボリュームを含む）の最大数を設定
できます。また、これらのボリュームの最大合計サイズを設定することもできます。
前提条件
これらの制限を変更する前に、Dell Technical Support（）にお問い合わせください。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、変更するボリュームを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。ボリュームの編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. ボリューム詳細設定の編集 をクリックします。ボリューム詳細設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. 最大ボリューム数 フィールドに、ビューボリュームの最大数（オリジナルボリュームを含む）を入力します。この値は、このボリュームと同じスナッ

プショット履歴を共有するボリュームに作成可能なビューボリュームの最大数を示します。
7. 設定済みボリュームの最大容量 に、このボリュームと同じスナップショット履歴を共有するすべてのビューボリュームの総容量（オリジナルボリ

ュームを含む）の上限を指定します。単位は、キロバイト（KB）、メガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、テラバイト（TB）のいずれかで指
定します。この制限を無効にするには、制限なし を選択します。

8. OK をクリックして ボリューム詳細設定の編集 ダイアログボックスを閉じ、次に OK をクリックして、ボリュームの編集 ダイアログボックスを閉じ
ます。

ボリュームのコピー
ボリュームをコピーして、データのバックアップまたは再利用のために同一のボリュームを作成します。
コピー、ミラー、または移行の宛先ボリュームは、次の要件を満たしている必要があります。

• サーバーにマップすることはできません。
• ソースボリュームと同じサイズかそれ以上である必要があります。
• 別のコントローラ上でアクティブにすることはできません。

ボリュームのコピー
ボリュームをコピーすると、ソースボリュームから宛先ボリュームへデータがコピーされます。コピー処理中にソースボリュームに加えられた変更は、宛
先ボリュームにも適用されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
4. 右側のペインで、ローカルコピー → ボリュームのコピー を選択します。ボリュームのコピー ダイアログボックスが開きます。
5. 既存のボリュームを選択するか、宛先ボリュームの新規ボリュームを作成します。

• 既存のボリュームを選択するには、宛先ボリューム の表からボリュームを選択します。
• 宛先ボリュームに対して新しいボリュームを作成するには、ボリュームの作成 をクリックします。

6. （オプション）リストからスナップショットのコピー を選択します
7. 優先度 ドロップダウンメニューから、コピー操作に対する優先度を選択します。
8. （オプション）開始時刻のスケジュールを選択し、コピーの作成時刻を設定します。
9. OK をクリックします。

関連リンク
シングルステップダイアログを使用したボリュームの作成
ボリュームの作成
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ミラーリングボリュームの作成
ミラーリングボリュームは、ソースボリュームに合わせて動的に変更されるボリュームのコピーです。ソースボリュームと宛先ボリュームは常に同期化さ
れます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
4. 右側のペインで、ローカルコピー → ボリュームのミラー を選択します。ボリュームのミラー ダイアログボックスが開きます。
5. 既存のボリュームを選択するか、宛先ボリュームの新規ボリュームを作成します。

• 既存のボリュームを選択するには、宛先ボリューム の表からボリュームを選択します。
• 宛先ボリュームに対して新しいボリュームを作成するには、ボリュームの作成 をクリックします。

6. （オプション）リストからスナップショットのコピー を選択します
7. 優先度 ドロップダウンメニューから、コピー操作に対する優先度を選択します。
8. （オプション）開始時刻のスケジュールを選択し、コピーの作成時刻を設定します。
9. OK をクリックします。

関連リンク
シングルステップダイアログを使用したボリュームの作成
ボリュームの作成

ボリュームの移行
ボリュームを移行すると、ソースボリュームがサーバとボリュームのマッピングとともに宛先ボリュームにコピーされます。ボリュームの移行後に、宛先ボリ
ュームはソースボリュームに以前にマッピングされたすべてのサーバにマッピングされます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
4. 右側のペインで、ローカルコピー → ボリュームの移行 を選択します。ボリュームの移行 ダイアログボックスが開きます。
5. 既存のボリュームを選択するか、宛先ボリュームの新規ボリュームを作成します。

• 既存のボリュームを選択するには、宛先ボリューム の表からボリュームを選択します。
• 宛先ボリュームに対して新しいボリュームを作成するには、ボリュームの作成 をクリックします。

6. （オプション）スナップショット をクリックして、ソースボリュームからスナップショットをコピーすることもできます。
7. 優先度 ドロップダウンメニューから、コピー操作に対する優先度を選択します。
8. （オプション）移行後のアクションを選択します。

• 何もしない – 移行後にアクションを行わずにボリュームを移行します。
• ソースの削除 – 移行後にソースボリュームを削除します。
• 逆方向のミラー – 宛先ボリュームがソースボリュームにミラーリングされます。

9. （オプション）開始時刻のスケジュールを選択し、コピーの作成時刻を設定します。
10. OK をクリックします。

関連リンク
シングルステップダイアログを使用したボリュームの作成
ボリュームの作成

コピー / ミラー / 移行情報の表示
コピー / ミラー / 移行関係にあるボリュームの サマリ タブには、選択したボリュームに関連するコピー、ミラー、または移行の関係に関する情報が
表示されます。コピーおよび移行情報は、コピーまたは移行操作中にのみ サマリ タブに表示されます。
前提条件
このボリュームは、コピー、ミラー、または移行の関係にある必要があります。

118 Storage Center の管理



手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。

ボリュームサマリ タブの コピー / ミラー / 移行 領域には、選択したボリュームに関連するコピー、ミラー、または移行の関係に関する情報が
表示されます。

コピー、ミラー、または移行操作の優先度の変更
コピー、ミラー、または移行操作の優先度によって、操作の重要性が決定し、その操作が他のコピー、ミラー、または移行操作と関連していつ実
行されるかが決定します。
前提条件
ボリュームは、コピー、ミラー、または移行操作のソースボリュームである必要があります。
手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、コピー、ミラー、または移行関係における現在のソースボリュームを選択します。
4. コピー / ミラー / 移行 領域で、コピー、ミラー、または移行関係を右クリックします。
5. 優先度の設定 をクリックします。

優先度の設定 ダイアログボックスが表示されます。
6. 優先度 ドロップダウンメニューから、優先度を選択します。
7. OK をクリックします。

コピー、ミラー、または移行の関係の削除
ソースボリュームが宛先ボリュームにコピーされるのを回避するために、コピー、ミラー、または移行の関係を削除します。関係を削除すると、ソース
ボリュームと宛先ボリュームから関係が削除されます。
前提条件
このボリュームは、コピー、ミラー、または移行の関係にある必要があります。
手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
4. コピー / ミラー / 移行 の表で、コピー、ミラー、または移行の関係を選択します。
5. コピー / ミラー / 移行の削除 をクリックします。

削除 確認ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

Live Migrate によるボリュームの移行
Live Migration では、ある Storage Center から別の Storage Center にボリュームが移動され、ダウン時間はありません。

Live Migration の要件
Live Migration を作成するには、次の表に示された要件を満たしている必要があります。

要件 説明
Storage Center バージョン ソースおよび宛先の Storage Center のバージョンが 7.1 以降である必

要があります。
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要件 説明

メモ: Dell は、両方の Storage Center で同じバージョンの 
Storage Center オペレーティングシステムを実行することを推
奨しています。

Storage Center ライセンス 追加のライセンスは不要です。

Storage Manager の設定 ソースおよび宛先の Storage Center が Storage Manager に追加さ
れている必要があります。

Storage Center 通信 ソースおよび宛先の Storage Center はファイバチャネルまたは iSCSI 
を使用して接続されている必要があり、各 Storage Center は他の 
Storage Center で定義されている必要があります。
• ソース Storage Center で、宛先 Storage Center をリモート 

Storage Center として定義しておく必要があります。
• 宛先 Storage Center で、ソース Storage Center をリモート 

Storage Center として定義しておく必要があります。

レプリケーション QoS の定義 レプリケーションサービス品質（QoS）定義が、ソース Storage Center 
で定義されている必要があります。

サーバ ソースと宛先の Storage Center をサーバにマップする必要があります。

Live Migration の役割
Live Migration には、ソースおよび宛先の ２ つの役割があります。これらの役割は I/O を処理するアクティブなボリュームを決定します。役割は、
自動または手動で一度スワップできます。
次の例で、サーバはソースボリュームを変更する I/O リクエストを送信します。ソースボリュームに対する変更は、ファイバチャネルまたは iSCSI 経由
で宛先 Storage Center に複製されます。

Live Migration の前に
Live Migration の前にサーバは移行するボリュームのみに I/O 要求を送信します。

図 13. Live Migration 前の設定の例

1. サーバ 2. Fibre Channel または iSCSI 経由のボリュームへのサーバ I/O 

要求

3. 移行するボリューム

役割スワップ前のライブ移行
次の図では、ソース Storage Center が左側になり、宛先 Storage Center が右側になっています。
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図 14. 役割スワップ前のライブ移行設定の例

1. サーバ 2. 宛先ボリュームへのサーバの I/O 要求（宛先 Storage Center 

によりソース Storage Center に転送）

3. ソースボリューム 4. Fibre Channel または iSCSI を介したレプリケーション

5. 宛先ボリューム

役割スワップ後の Live Migration 

次の図では、役割のスワップが発生しています。宛先 Storage Center が左側になり、新しいソース Storage Center が右側になっています。

図 15. 役割スワップ後の Live Migration 設定の例

1. サーバ 2. 宛先ボリュームへのサーバの I/O 要求（宛先 Storage Center 

によりソース Storage Center に転送）

3. 宛先ボリューム 4. 新しいソースボリューム

完了後のライブ移行
次の図では、ライブ移行が完了しています。サーバは、移行されたボリュームのみに I/O 要求を送信します。
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図 16. 完了後のライブ移行の設定例

1. サーバ 2. 古い宛先ボリューム

3. 移行されたボリューム 4. Fibre Channel または iSCSI 経由の移行されたボリュームへの
サーバ I/O 要求

ライブ移行の作成
ボリュームを別の Storage Center に移動するには、ライブ移行を作成します。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

単一のボリュームのための Live Migration の作成
限定的なダウンタイムで、またはダウンタイムなしで、1 つの Storage Center から別の Storage Center に 1 つのボリュームを移動するには、Live 
Migration を使用します。
前提条件
• 移行するボリュームをサーバにマップする必要があります。
• このボリュームは、レプリケーション、ライブボリューム、Live Migration の一部であってはなりません。

このタスクについて

メモ: SCv2000 シリーズストレージシステムでは Live Migration はサポートされません。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションツリーで、ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、ボリュームの Live Migrate をクリックします。

• ソース Storage Center に 1 つ、または複数のレプリケーションサービス品質（QoS）定義が存在する場合には、Live Migration の作
成 ウィザードが開きます。

• レプリケーション QoS 定義が作成されていない場合は、レプリケーション QoS の作成 ウィザードが開きます。このウィザードを使用して、
ボリュームの Live Migration を作成する前に QoS 定義を作成します。

5. Live Migration の宛先 Storage Center を選択し、次へ をクリックします。

メモ: Fibre Channel 接続または iSCSI 接続がローカルおよびリモートの Storage Center 間で設定されていない場合は、ダイ
アログボックスが開きます。はい をクリックして、Storage Center 間の iSCSI 接続を設定します。

6. （オプション） Live Migration のデフォルト設定を変更します。
• レプリケーションの属性 領域で、レプリケーションの動作方法を決定するオプションを設定します。
• 宛先ボリュームの属性 領域で、宛先ボリュームのストレージオプションを設定し、宛先ボリュームをサーバにマッピングします。
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• Live Migration 属性 領域で、自動役割スワップを有効または無効にします。役割の自動スワップが有効になっている場合、Live 
Migrate はボリュームが同期されるとすぐに役割をスワップします。無効の場合には、ボリュームの同期後にいつでも手動で役割をスワップ
できます。

7. 作成 をクリックします
Live Migration は、宛先 Storage Center へのボリュームの移行を開始します。

複数のボリュームのための Live Migration の作成
限定的なダウンタイムで、またはダウンタイムなしで、Storage Center から別の Storage Center に複数のボリュームを移動するには、Live 
Migration を使用します。
前提条件
• 移行するボリュームは、サーバにマップされている必要があります。
• このボリュームは、レプリケーション、ライブボリューム、Live Migration の一部であってはなりません。

このタスクについて

メモ: SCv2000 シリーズストレージシステムでは Live Migration はサポートされません。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム ノードまたはボリュームが含まれているボリュームフォルダを選択します。
4. 右ペインで、移行するボリュームを選択します。
5. ボリュームを右クリックし、ボリュームの Live Migrate を選択します。

• ソース Storage Center に 1 つ、または複数のレプリケーションサービス品質（QoS）定義が存在する場合には、Live Migration の作
成 ウィザードが開きます。

• レプリケーション QoS 定義が作成されていない場合は、レプリケーション QoS の作成 ウィザードが開きます。このウィザードを使用して、
ボリュームの Live Migration を作成する前に QoS 定義を作成します。

6. Live Migration の宛先 Storage Center を選択し、次へ をクリックします。

メモ: Fibre Channel 接続または iSCSI 接続がローカルおよびリモートの Storage Center 間で設定されていない場合は、ダイ
アログボックスが開きます。はい をクリックして、Storage Center 間の iSCSI 接続を設定します。

7. （オプション）Live Migration のデフォルト設定を変更します。
• レプリケーションの属性 領域で、レプリケーションの動作方法を決定するオプションを設定します。
• 宛先ボリュームの属性 領域で、宛先ボリュームのストレージオプションを設定し、宛先ボリュームをサーバにマッピングします。
• Live Migration 属性 領域で、自動役割スワップを有効または無効にします。役割の自動スワップが有効になっている場合、Live 

Migrate はボリュームが同期されるとすぐに役割をスワップします。無効の場合には、ボリュームの同期後にいつでも手動で役割をスワップ
できます。

8. Next（次へ） をクリックします。
9. Live Migration のボリュームおよび属性を確認します。いずれかの属性を変更するには、ボリュームを選択し、設定の編集 をクリックします。
10. 作成 をクリックします

Live Migration は、宛先 Storage Center へのボリュームの移行を開始します。

ライブ移行の変更
プライマリ Storage Center をスワップ、ライブ移行のプロパティを変更、またはライブ移行を削除する場合は、ライブ移行を変更します。

Live Migration のソース Storage Center のスワップ
役割を自動的にスワップすることを選択しなかった場合は、Live Migration を完了する前に役割をスワップする必要があります。
前提条件
Live Migration は、スワップ準備完了の状態である必要があります。
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手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Migration タブで、変更する Live Migration を選択し、ソース Storage Center のスワップをクリックします。

ソース Storage Center のスワップ ダイアログボックスが開きます。
3. OK をクリックして、Live Migration のソース Storage Center をスワップします。

Live Migration ソース Storage Center のスワップのキャンセル
ソース Storage Center のスワップをキャンセルし、現在のソースと宛先の Storage Center を維持します。
前提条件
Live Migration は、スワップ状態にある必要があります。
手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Migration タブで、スワップをキャンセルする Live Migration を選択し、次に ソース Storage Center をクリックします。

ソース Storage Center のスワップのキャンセル ダイアログボックスが開きます。
3. OK をクリックします。

スワップはキャンセルされます。

メモ: スワップが完了している場合には、エラーメッセージが表示されます。 OK をクリックします。

Live Migration に役割の自動スワップを許可
Live Migration では、ボリュームが同期状態にある際に、ソースボリュームと宛先ボリュームを自動的にスワップするように設定できます。
前提条件
Live Migration は、同期中またはスワップ準備完了のいずれかの状態である必要があります。
手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Migration タブで、修正する Live Migration を選択し、設定の編集 をクリックします。

Live Migration の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. 同期後に自動的に役割をスワップ チェックボックスをオンにして、OK をクリックします。

Live Migration の完了
Live Migration を完了し、古いソース Storage Center へのサーバ I/O リクエストを停止し、すべての I/O リクエストを宛先 Storage Center のみ
に送信します。古い宛先 Storage Center が新しいソース Storage Center になります。一度に、単一の Live Migration または複数の Live 
Migration を完了することができます。
前提条件
• Live Migration の役割のスワップを完了する必要があります。
• Live Migration が 完了する準備が整った 状態である必要があります。

手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Migration タブで、完了する Live Migration を選択します。
3. 完了 をクリックします。

Live Migration の完了 ダイアログボックスが開きます。
4. 完了する Live Migration を確認し、終了 をクリックします。

Live Migration が完了します。サーバは、古いソース Storage Center 上のボリュームへの I/O リクエストの送信を停止します。Live 

Migration タブから Live Migration が削除されます。古いソースボリュームに新しいデバイス ID が与えられ、すべてのマッピングが削除されま
す。

Live Migration の重複解除の有効化または無効化
重複解除は、転送されるデータ量を削減し、リモート Storage Center のストレージの効率性を高めます。重複解除では、各スナップショットで取
得されたすべてのデータではなく、ソースボリューム上のスナップショット履歴で変更された部分のみをコピーします。
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前提条件
Live Migration は、同期中またはスワップ準備完了のいずれかの状態である必要があります。
手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Migration タブで、修正する Live Migration を選択し、設定の編集 をクリックします。

Live Migration の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. 重複解除 チェックボックスにチェックを付けるか、チェックを外して、OK をクリックします。

Live Migration のソースレプリケーション QoS ノードの変更
Live Migration で使用する帯域幅を変更するため、別の QoS ノードを選択します。
前提条件
Live Migration は、同期中またはスワップ準備完了のいずれかの状態である必要があります。
手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Migration タブで、修正する Live Migration を選択し、設定の編集 をクリックします。

Live Migration の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ソースレプリケーション QoS ノード ドロップダウンメニューで、ローカルとリモートの Storage Center 間の帯域幅使用をコントロールするため

に使用する QoS 定義を選択します。
4. OK をクリックします。

Live Migration の削除
Live Migration タブを使用して、ソースおよび宛先 Storage Center がスワップされていない Live Migration を削除します。
前提条件
Live Migration は、次のいずれかの状態である必要があります。
• 同期中
• スワップ準備完了
• エラー

このタスクについて

メモ: ソースおよび宛先の両方の Storage Center のステータスがアップと表示され、Dell Storage Manager に接続されている場合
に限り、Live Migration を削除することをお勧めします。

手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Migration タブで、削除する Live Migration を選択します。
3. 削除 をクリックします。

削除 ダイアログボックスが開きます。
4. OK をクリックして Live Migration を削除します。

ライブ移行ボリュームの表示
ボリュームについての詳細情報を確認するには、ストレージ タブまたは IO 使用状況 タブで、ライブ移行のソースボリュームまたは宛先ボリュームを
表示します。

ライブ移行のソースボリュームの表示
ストレージ タブまたは IO 使用状況タブで、ライブ移行のソースボリュームについての詳細情報を確認します。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. ライブ移行 タブで、ソースボリュームを表示するライブ移行を選択します。
3. ソースボリューム をクリックし、次のオプションのいずれかを選択します。

• ストレージ タブで表示 - ストレージ タブにソースボリュームが表示されます。
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• IO 使用状況 タブに表示 - IO 使用状況 タブにソースボリュームが表示されます。

ライブ移行の宛先ボリュームの表示
ストレージ タブまたは IO 使用状況 タブにあるライブ移行の宛先ボリュームについての詳細情報を確認します。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. ライブ移行 タブで、表示する宛先ボリュームのライブ移行を選択します。
3. 宛先ボリューム をクリックし、次のオプションのいずれかを選択します。

• ストレージ タブで表示 - ストレージ タブにソースボリュームが表示されます。
• IO 使用状況 タブに表示 - IO 使用状況 タブにソースボリュームが表示されます。

ボリュームフォルダの作成と管理
ボリュームフォルダを使用して、ボリュームを整理したり、ボリュームへのアクセスを制限したりします。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

ボリュームフォルダの作成
ボリュームを整理するか、ボリュームへのアクセスを制限するために、ボリュームフォルダを作成します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム を選択します。
4. 右ペインで、ボリュームフォルダの作成 をクリックします。ボリュームフォルダの作成 ダイアログボックスが開きます。
5. 名前 フィールドに、フォルダの名前を入力します。
6. 親 フィールドで、親フォルダを選択します。
7. 完了したら OK をクリックします。

ボリュームフォルダの名前の変更
設定の編集 を使用して、ボリュームフォルダの名前を変更します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、名前を変更するボリュームフォルダを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 名前 フィールドに、ボリュームフォルダの新しい名前を入力します。
6. OK をクリックします。

ボリュームフォルダの移動
ボリュームフォルダを移動するには、設定の編集 ダイアログボックスを使用します。フォルダは、他のフォルダ内にネストすることができます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、移動するボリュームフォルダを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 親 フィールドで、親フォルダを選択します。
6. OK をクリックします。
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ボリュームフォルダとチャージバック部門の関連付け
チャージバックが有効になっている場合は、チャージバック部門をフォルダに割り当て、フォルダ内のすべてのボリュームが使用するストレージに対して
部門が課金されるようにすることができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center を選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、変更するボリュームフォルダを選択します。
5. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. チャージバック部門 の横にある 変更 をクリックします。チャージバック部門の追加 ダイアログボックスが表示されます。
7. 適切な部門を選択し、OK をクリックします。
8. OK をクリックして、設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ボリュームスナップショットの作成と管理
スナップショットを使用して、1 つまたは複数のボリュームのポイントインタイムコピー（PITC）を作成します。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

ボリュームのスナップショットの手動作成
この時点のデータのコピーが必要であり、スナップショットスケジュールを作成しない場合は、スナップショットを手動で作成します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、スナップショットの作成 をクリックします。

• スナップショット作成 ダイアログボックスが表示されます。
• ボリュームが 1 つまたは複数の整合スナップショットプロファイルに関連付けられている場合は、確認ダイアログボックスが表示されます。

5. 確認ダイアログボックスが表示されます。
• 整合スナップショットプロファイルに関連付けられたすべてのボリュームのスナップショットを作成する場合は、はい をクリックします。
• 選択したボリュームのスナップショットのみを作成する場合は、いいえ をクリックします。

6. 有効期限 フィールドに、スナップショットを保持する分、時間、日、または週の数を入力します（スナップショットはこれ以降に削除されます）。
スナップショットを失効させない場合は、有効期限なし を選択します。

7. （オプション）説明 フィールドに、スナップショットの説明を入力します。デフォルトの説明テキストは「手動で作成済み」です。
8. OK をクリックします。

ボリュームのスナップショットの表示
スナップショット タブを表示して、フリーズ時間、有効期限、サイズ、説明などのスナップショットに関する情報を表示します。また、ツリービュー内の
ボリュームのスナップショットを表示することもできます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、スナップショット タブをクリックします。
5. ビューの選択 をクリックして、表ビュー または ツリービュー を選択します。

• テーブルビューでは、1 つの画面にスナップショットに関するすべての情報が表示されます。この情報には、フリーズ時間、有効期限、サイ
ズ、ボリュームの作成、およびスナップショットプロファイルが含まれます。
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• ツリービューには、各スナップショットの単一のフィールド（フリーズ時間、有効期限、サイズ、または説明）が表示されます。表示されるフ
ィールドを変更するには、表示フィールドの選択 をクリックし、新しいフィールドを選択します。

ボリュームへのスナップショットプロファイルの割り当て
自動化スケジュールでスナップショットを作成する場合は、1 つまたは複数のスナップショットプロファイルをボリュームに割り当てます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、変更するボリュームを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。ボリュームの編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 適切なスナップショットプロファイルを選択します。

a. スナップショットプロファイルの横にある 変更 をクリックします。スナップショットプロファイルの選択 ダイアログボックスが開きます。
b. ダイアログボックス上部のペインで、ボリュームに割り当てるスナップショットプロファイルを選択します。
c. 終了したら、OK をクリックします。スナップショットプロファイルの選択 ダイアログボックスが閉じます。

6. OK をクリックし、ボリュームの編集 ダイアログボックスを閉じます。

スナップショットからのローカルリカバリボリュームの作成
スナップショットに含まれるデータにアクセスする必要がある場合は、スナップショットから復元ボリュームを作成します。スナップショットから作成された
ボリュームは元のボリュームと同じデータにアクセスします。スナップショット から作成されたボリュームは、元のボリュームの容量を超えるスペースを必
要としません。新しいボリュームに新規データが書き込まれた場合には、より多くの容量が消費されます。
前提条件
QoS プロファイルのオプションが表示されるのは、QoS プロファイル選択を許可 が Storage Center プリファランス ダイアログボックス（Storage 
Center バージョン 7.0 以降）で有効になっている場合のみです。
手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、スナップショット タブをクリックします。
5. ローカルリカバリボリュームを作成するスナップショットを右クリックし、スナップショットからのボリュームの作成 を選択します。スナップショットか

らのボリュームの作成 ダイアログボックスが開きます。
6. ローカルリカバリボリュームを作成するスナップショットを選択し、スナップショットからのボリュームの作成 をクリックします。スナップショットから

のボリュームの作成 ダイアログボックスが開きます。
7. （オプション）必要に応じてリカバリボリュームのデフォルト設定を変更します。

• ボリューム名を変更するには、名前 フィールドを変更します。
• ボリュームの親フォルダを変更するには、ボリュームフォルダ ペインでフォルダを選択します。
• ボリュームのスナップショットの作成および失効をスケジュールするには、スナップショットプロファイル から 変更 をクリックして、1 つまたは

複数のスナップショットプロファイルを適用します。
• ボリュームに適用するボリューム QoS プロファイルを追加するには、ボリューム QoS プロファイル.から 変更 をクリックします。定義済み 

QoS プロファイルのリストが開いたら、プロファイルを選択して OK をクリックします。デフォルトの QoS プロファイルをボリュームに適用するこ
ともできます。

• ボリュームに適用するグループ QoS プロファイルを追加するには、グループ QoS プロファイル.から 変更 をクリックします。定義済み QoS 
プロファイルのリストが開いたら、プロファイルを選択して OK をクリックします。

8. リカバリボリュームを、データをアクセスするサーバに対してマッピングします。
a. サーバ から 変更 をクリックします。サーバの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. サーバを選択し、OK をクリックします。サーバの選択 ダイアログボックスが閉じます。
c. （オプション）詳細マッピング をクリックして、LUN の設定を指定したり、マッピングパスを制限したり、ボリュームを読み取り専用で提供し

たりできます。
9. OK をクリックしてローカルリカバリボリュームを作成します。
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ボリュームのスナップショット作成の一時停止
スナップショットプロファイルによってボリュームの自動スナップショットが作成されるのを一時的に回避するために、ボリュームのスナップショット作成を
一時停止します。スナップショットの作成の一時停止中に Storage Center でいずれかのボリュームを右クリックすると、スナップショットの作成 オ
プションが使用できなくなります。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、一時停止するスナップショットプロファイルを選択します。
4. 右下のペインで、ボリューム タブを選択します。
5. スナップショット作成を一時停止するボリュームを右クリックします。設定の編集 を選択します。ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが表

示されます。
6. スナップショットプロファイル 領域で、スナップショット作成の一時停止 チェックボックスを選択します。
7. OK をクリックします。

ボリュームのスナップショット失効の一時停止
スナップショットプロファイルによってボリュームのスナップショットが失効するのを一時的に回避するために、ボリュームのスナップショット失効を一時停
止します。スナップショット失効の一時停止中に Storage Center でいずれかのボリュームを右クリックすると、スナップショットの作成 オプションと 
削除 オプションが使用できなくなります。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブのナビゲーションペインで、一時停止するスナップショットプロファイルを選択します。
3. 右下のペインで、ボリューム タブを選択します。
4. スナップショットの失効を一時停止するボリュームを右クリックします。設定の編集 を選択します。ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが

表示されます。
5. スナップショットプロファイル 領域で、スナップショット失効の一時停止 チェックボックスを選択します。
6. OK をクリックします。

ボリュームの最新スナップショットの失効を許可
該当するボリュームに対して常に少なくとも 1 つのスナップショットを保持する必要がない場合は、最後のボリュームのスナップショットをスナップショッ
トプロファイルによって失効させることを許可できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。ボリュームの編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. ボリューム詳細設定の編集 をクリックします。ボリューム詳細設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. アクティブなスナップショットスナップショットへの統合を許可 チェックボックスをオンにします。
7. OK をクリックして ボリューム詳細設定の編集 ダイアログボックスを閉じ、次に OK をクリックして、ボリュームの編集 ダイアログボックスを閉じ

ます。

手動でスナップショットを失効させる
スナップショットが不要になり、スナップショットプロファイルに基づいてスナップショットが失効するまで待ちたくない場合は、手動でスナップショットを失
効させることができます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、変更するボリュームを選択します。
4. ストレージ タブをクリックします。
5. ストレージ タブのナビゲーションペインで、失効させるスナップショットのボリュームを選択します。
6. 右ペインで、スナップショット タブをクリックします。
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7. 失効させるスナップショットを右クリックし、失効 を選択します。失効 ダイアログボックスが表示されます。

メモ: 複数のスナップショットを同時に失効させるには、Shift を押した状態でスナップショットを選択し、選択したスナップショットを
右クリックしてから 失効 を選択します。

8. 失効させるスナップショットを選択し、失効 をクリックします。失効 ダイアログボックスが表示されます。
9. OK をクリックすると、選択したスナップショットが失効します。

関連リンク
スナップショットプロファイルの管理

ボリュームのサーバーへのマッピング
ボリュームをサーバーにマッピングすると、サーバーがボリュームにアクセスすることができます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

サーバへのボリュームのマッピング
ボリュームをサーバにマッピングすることにより、そのサーバはストレージのボリュームを使用できるようになります。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、サーバにマッピングするボリュームを選択します。
4. 右ペインで サーバへのボリュームのマッピング をクリックします。サーバへのボリュームのマッピング ウィザードが開きます。
5. ボリュームをマッピングするサーバを選択し、次へ をクリックします。ウィザードの次のページに進みます。
6. （オプション）詳細マッピング をクリックして、LUN の設定を指定したり、マッピングパスを制限したり、ボリュームを読み取り専用で提供したりで

きます。
7. 作業が完了したら、完了 をクリックします。

複数のボリュームのサーバへのマッピング
1 回の操作で、複数のボリュームをサーバにマップすることができます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム ノードまたはボリュームが含まれているフォルダを選択します。
4. 右ペインで、マッピングするボリュームを選択します。

• ボリュームを連続して選択するには、最初のボリュームを選択し、Shift を押しながら、最後のボリュームを選択します。
• 個々のボリュームを選択するには、Ctrl を押しながらボリュームを選択します。

5. 右ペインで サーバへのボリュームのマッピング をクリックします。サーバへのボリュームのマッピング ウィザードが開きます。
6. ボリュームをマッピングするサーバを選択し、次へ をクリックします。ウィザードの次のページに進みます。
7. （オプション）詳細マッピング をクリックして、マッピングパスを制限したり、ボリュームを読み取り専用で提供したりできます。
8. 作業が完了したら、完了 をクリックします。

サーバからのボリュームのマッピングの解除
ボリュームへのアクセスが不要になったサーバからボリュームとのマッピングを解除します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、サーバへのマッピングを削除するボリュームを選択します。
4. 右ペインで、マッピングの削除 をクリックします。マッピングの削除 ダイアログボックスが開きます。
5. ボリュームからマッピングを解除するサーバを選択し、OK をクリックします。ボリュームがレプリケーション先であり、ソース Storage Center への

マッピングを選択した場合は、確認ダイアログボックスが表示されます。
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6. 確認ダイアログボックスが表示されます。
• OK をクリックして、ソース Storage Center へのマッピングを削除します。これにより、レプリケーションとの問題が発生することがあります。
• キャンセル をクリックして、ソース Storage Center へのマッピングを保持します。

サーバーへの複数のボリュームのマッピングの解除
1 回の操作で、複数のボリュームをサーバーからマッピング解除することができます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム ノードまたはボリュームが含まれているフォルダを選択します。
4. 右ペインで、Shift を押しながらクリックするか、Ctrl を押しながらクリックして、複数のボリュームを選択します。
5. 選択項目を右クリックし、マッピングの削除 を選択します。マッピングの削除 ダイアログボックスが表示されます。
6. 削除するボリュームとサーバーのマッピングを選択し、OK をクリックします。ボリュームがレプリケーション先であり、ソース Storage Center への

マッピングを選択した場合は、確認ダイアログボックスが表示されます。
7. 確認ダイアログボックスが表示されます。

• OK をクリックして、ソース Storage Center へのマッピングを削除します。これにより、レプリケーションとの問題が発生することがあります。
• キャンセル をクリックして、ソース Storage Center へのマッピングを保持します。

ボリュームマッピングのサーバからサーバクラスタへの昇格
サーバクラスタに属するサーバに対してボリュームがマッピングされている場合は、サーバクラスタへのマッピングを昇格させて、ボリュームをクラスタ内
のすべてのサーバマッピングすることができます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
4. 右ペインで マッピング タブをクリックします。
5. 右ペインで、マッピングを昇格させたいサーバを選択し、クラスタに昇格 をクリックします。クラスタに昇格 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

マッピングのサーバクラスタからサーバへの降格
ボリュームがサーバクラスタにマッピングされている場合は、マッピングを降格して、クラスタに属しているいずれかのサーバにボリュームをマッピングでき
ます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
4. 右ペインで マッピング タブをクリックします。
5. 右ペインで、マッピングを降格させたいサーバを選択し、クラスタから降格 をクリックします。クラスタから降格 ダイアログボックスが開きます。
6. OK をクリックします。

ブータブルボリュームイメージの新規サーバへの導入
起動可能なボリュームイメージをコピーし、新しいサーバにマッピングして、サーバ導入プロセスを合理化します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、コピーするボリュームを選択します。
4. 右ペインで、SAN コピーからのブートの作成 をクリックします。SAN コピーからのブートの作成 ダイアログボックスが開きます。
5. （オプション）必要に応じてボリュームコピーのデフォルト設定を変更します。

• ボリューム名を変更するには、名前 フィールドを変更します。
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• ボリュームの親フォルダを変更するには、ボリュームフォルダ ペインでフォルダを選択します。
• ボリュームのスナップショットの作成および失効をスケジュールするには、スナップショットプロファイル から 変更 をクリックして、1 つまたは

複数のスナップショットプロファイルを適用します。
6. リカバリボリュームを、そのボリュームから起動するサーバに対してマッピングします。

a. サーバ から 変更 をクリックします。サーバの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. サーバを選択し、OK をクリックします。サーバの選択 ダイアログボックスが閉じます。
c. （オプション）詳細マッピング をクリックして、LUN の設定を指定したり、マッピングパスを制限したり、ボリュームを読み取り専用で提供し

たりできます。
7. 完了したら OK をクリックします。

ボリュームとサーバのマッピングで使用されている LUN の変更
論理ユニット番号により、サーバのオペレーティングシステムに対するボリュームを識別します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
4. 右ペインで マッピング タブをクリックします。
5. 右ペインで、マッピング設定を変更したいサーバを選択し、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ウィザードが開きます。
6. 続行 をクリックします。ウィザードの次のページに進みます。
7. LUN の設定：

• 特定の LUN 番号を指定するには、次に利用可能な LUN の使用 チェックボックスをオフにし、LUN を ボリュームへのマッピングに使用
する LUN フィールドに入力します。

• 次の未使用の LUN をサーバに割り当てるには、次に利用可能な LUN の使用 チェックボックスをオンにします。
• ボリュームを起動可能にするには、LUN 0 を使用してボリュームをマッピング チェックボックスをオンにします。

8. 完了したら OK をクリックします。

ボリュームとサーバーのマッピングの IO を処理するコントローラの指定
デュアルコントローラ構成の Storage Center の場合は、ボリュームとサーバーの IO を処理するコントローラを手動で指定できます。デフォルトで
は、Storage Center によりコントローラは自動的に選択されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
4. 右ペインで マッピング タブをクリックします。
5. 右ペインで、マッピング設定を変更したいサーバーを選択し、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ウィザードが表示されます。
6. 続行 をクリックします。ウィザードの次のページに進みます。
7. Storage Center がボリュームをアクティブ化する最適なコントローラを自動的に決定できるようにする チェックボックスをオフにします。
8. コントローラでボリュームをアクティブ化 ドロップダウンメニューから、ボリュームとサーバーのマッピングの IO を処理するコントローラを選択しま

す。
9. 完了したら OK をクリックします。

ボリュームとサーバのマッピングに使用可能なパスの数の制限
マルチパス IO をサポートしているサーバで使用されるパスの最大数を指定できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
3. 右ペインで マッピング タブをクリックします。
4. 右ペインで、マッピング設定を変更したいサーバを選択し、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ウィザードが開きます。
5. 続行 をクリックします。ウィザードの次のページに進みます。
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6. サーバあたりのパスの最大数 の横にある矢印を使用して、パスの制限を増減します。
7. 完了したら OK をクリックします。

ボリュームとサーバのマッピングを読み取り専用に変更
サーバによるボリュームへの書き込みを回避するために、ボリュームとサーバのマッピングを読み取り専用に変更します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
3. 右ペインで マッピング タブをクリックします。
4. 右ペインで、マッピング設定を変更したいサーバを選択し、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ウィザードが開きます。
5. 続行 をクリックします。ウィザードの次のページに進みます。
6. ボリュームを読み取り専用としてサーバに提供する チェックボックスをオンにします。
7. 完了したら OK をクリックします。

ボリュームとボリュームフォルダの削除
不要になったボリュームとボリュームフォルダを削除します。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

ボリュームの削除
デフォルトで、削除されたボリュームはごみ箱に移動されます。
このタスクについて

注意: ボリュームはごみ箱から復元可能ですが、ごみ箱を空にすると、そのボリュームのデータは復元できなくなります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、削除するボリュームを選択します。
4. 右ペインで、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが開きます。

注意: メタデータをごみ箱に保存せずにボリュームをすぐに削除しない限り、ごみ箱を省略してボリュームを永久的に削除する を
選択しないでください。この操作を実行すると、ボリュームが恒久的に削除され、データを復元できなくなります。

5. OK をクリックしてボリュームを削除します。ボリュームに削除のマークが付き、ボリュームはごみ箱に移動されます。

ごみ箱からのボリュームの復元
ボリュームを削除せずに保持する必要がある場合は、ごみ箱からボリュームを復元します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、復元したいボリュームをごみ箱で選択します。
4. 右ペインで、ボリュームの復元 をクリックします。ボリュームは、ごみ箱から元の場所に移動します。

ごみ箱を空にする
リサイクルされたボリュームを削除する場合は、ごみ箱を空にします。
このタスクについて

注意: ごみ箱を空にすると、リサイクルされたボリューム上のデータは復元できなくなります。
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手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ごみ箱 を選択します。
4. 右ペインで、ごみ箱を空にする をクリックします。ごみ箱を空にする ダイアログボックスが開きます。
5. OK をクリックし、ごみ箱内のすべてのボリュームを完全に削除することを確認します。

ボリュームフォルダの削除
ボリュームフォルダは削除する前に空にする必要があります。フォルダから削除されたボリュームがごみ箱にある場合、ボリュームフォルダは空とは見
なされず、削除できません。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center を選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、移動するボリュームフォルダを選択します。
5. 右ペインで、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが開きます。
6. OK をクリックしてフォルダを削除します。

データ削減の管理
データ削減は、圧縮と重複排除を使用して、ボリュームデータで使用されるディスク容量を削減します。圧縮を使用すると、データをエンコードする
ことにより、ボリュームによって使用される容量を削減します。重複排除は、重複ページを検出して削除することにより、追加のコピーで使用される
ディスク領域を節約します。重複排除を使用すると、ボリュームに対して圧縮も適用されます。

メモ: データ削減は、Storage Center バージョン 7.0 以降で使用できます。

データ削減の対象となるデータ
読み取りおよび書き込み操作でデータ削減の影響を抑制するには、圧縮および重複排除の対象となるデータ量を制限することです。データ削減
入力は、データ削減の対象となるデータのタイプを制限します。データ削減入力では、次のオプションが使用できます。

• アクセスできないスナップショット ページ – データ削減で、スナップショットにより凍結され、スナップショット内の元のデータが新しいデータで上
書きされてアクセス不可能になっているデータの処理が許可されます。

• すべてのスナップショットページ – データ削減で、スナップショットによって凍結されたデータの処理が許可されます。

データ削減入力の変更
圧縮と重複排除の削減対象となるデータのタイプを変更するボリュームのデータ削減入力を変更します。
前提条件
ボリュームにデータ削減を適用する必要があります。
手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。ボリュームの編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 詳細なボリューム設定の編集 をクリックします。

詳細なボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. データ削減入力 ドロップダウンメニューから、データ削減入力 を選択します。

• アクセスできないスナップショットページ – スナップショットによって凍結され、他のデータに上書きされたためにアクセスができないデータ
• すべてのスナップショットページ – スナップショットによって凍結されたデータ

7. OK をクリックして、詳細なボリューム設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。
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8. OK をクリックします。

サポートされるハードウェアプラットフォーム
次のコントローラシリーズはデータ削減をサポートしています。

• SCv3000 シリーズ（圧縮のみをサポート）

• SC4020

• SC5020

• SC5020F

• SC7020

• SC7020F

• SC8000

• SC9000

圧縮
圧縮を実行すると、データをエンコーディングすることで、ボリュームが使用する容量を削減します。圧縮は、Data Compression とともに毎日実行
されます。Storage Center で使用できます。圧縮が実行される時間を変更するには、Data Progression を再スケジュールします。圧縮はオンデ
マンドの Data Progression とともには実行されません。
圧縮データは、読み取られるときに、読み取りが完了するまで一時的にメモリ内で解凍されます。圧縮が無効の場合、ページは次の圧縮サイク
ル中に永続的に解凍され、時間とリソースを節約するために元の圧縮ページは削除されます。ボリュームが削除されるか、スナップショットが統合さ
れた場合も、関連する圧縮データが削除されます。

データの削除によって圧縮ページにギャップが生じる場合があり、このギャップは新規の圧縮データで埋めることができます。また、ギャップを削除し、
容量をより効率的に使用するよう、Data Progression 時に圧縮ページの最適化が行われます。

圧縮節約量は、すべての圧縮ページから節約された合計容量と使用中の圧縮可能な合計容量の比較によって決定します。たとえば、圧縮に
よって使用中の圧縮可能な容量 10 GB のボリュームのうち 1 GB が節約された場合、節約量は 10 パーセントになります。

ボリュームへのデータ圧縮の適用
ボリュームのディスク容量の使用量を削減するために、データ圧縮をボリュームに適用します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。ボリュームの編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. データ削減プロファイル ドロップダウンリストから、圧縮 を選択します。
6. OK をクリックします。

関連リンク
ボリュームの作成
ボリュームの変更

重複排除
重複排除では、重複するページを特定して削除することにより、ボリュームが使用する容量を削減します。重複排除には SSD ドライブが必要で
す。

ボリュームへの圧縮と重複排除の適用
重複排除と圧縮を適用すると、ボリュームのサイズが減少します。重複排除と圧縮は、毎日の Data Progression 中に実行されます。
前提条件
Storage Center の設定の編集　ダイアログボックス内にある 環境設定 タブで、データ削減選択を許可する が有効になっている必要がありま
す。
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このタスクについて

メモ: データ削減によって節約される容量は、データ削減後のディスク内のデータによって使用される容量の合計と比較し、ボリューム
でのデータ削減の対象となるデータの量によって決まります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。ボリュームの編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. データ削減プロファイル ドロップダウンメニューから、重複排除と圧縮 を選択します。

データ削減によって節約される容量の表示
データ削減によって節約される合計容量は、データ削減の対象となるデータ量と、処理対象のデータのタイプによって決まります。特定のデータタ
イプは他のデータタイプよりも効率的に削減されます。データ削減の対象となるボリュームデータの量は、スナップショットによって凍結されたデータサ
イズ、およびデータ削減入力の設定によって決まります。

データの節約率
システムデータの削減率とシステムデータ効率比率は、利用可能なディスク領域節約機能を使用した Storage Center 上の節約データ量を示
します。
システムデータの削減率

圧縮および重複排除の対象となるページで使用されている領域容量と、Storage Center がデータ削減をページに適用した後にそれらのページ
で実際に使用される容量を比較します。

システムデータの効率比率

圧縮、重複排除、RAID、およびシンプロビジョニングの効率性の表示

ストレージタイプの節約された容量の表示
Storage Center は、データ削減で処理される容量をデータ削減後に使われる容量と比較することで、あるストレージタイプのすべてのボリュームで
節約された容量のパーセント合計を決定します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ストレージタイプ を展開します。
4. ストレージタイプを選択します。データ削減で節約される容量が サマリ タブの下部に表示されます。

ボリューム上のデータ削減によって節約される容量の表示
ボリュームのデータ削減によって節約される容量のパーセントは、圧縮と重複排除によって節約された合計容量と、ボリュームのデータ削減によっ
て処理された合計容量の比較によって検出される予測値です。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、統計 タブをクリックします。ボリュームのデータ削減で節約される容量が 統計 タブの下部に表示されます。
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デフォルトのデータ削減プロファイルの変更
デフォルトのデータ削減プロファイルは、その Storage Manager ユーザーによって作成された新しいボリュームに適用されるデータ削減のタイプを決
定します。データ削減の選択を許可をオンにすると、ボリュームの作成時に、データ削減オプションを表示できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. プリファランス タブをクリックします。
4. データ削減プロファイル ドロップダウンリストから、デフォルトのデータ削減プロファイルを選択します。

• すべての新規ボリュームに圧縮を適用するには、圧縮 を選択します。
• すべての新規ボリュームに重複排除と圧縮を適用するには、重複排除と圧縮 を選択します。

データ削減の一時停止または再開
Data Progression 中に重複排除や圧縮が実行されないようにするには、ボリュームでデータ削減を一時停止します。データ削減を一時停止す
ると、新しいデータに対して圧縮および重複排除は実行されなくなりますが、既存のデータに対する圧縮解除は行われません。1 つのボリュームで
データ削減を一時停止すると、元のボリュームから作成されたすべてのビューボリュームで、重複排除や圧縮は一時停止します。

ボリュームのデータ削減の一時停止または再開
ボリュームのデータ削減を一時停止すると、圧縮と重複排除はデータ削減が再開されるまで行われません。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム を展開します。
4. ボリュームを選択します。
5. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。ボリュームの編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. ボリュームのデータ削減を一時停止または再開します。

• データ削減を一時停止するには、データ削減の一時停止 チェックボックスをオンにします。
• データ削減を再開するには、データ削減の一時停止 チェックボックスをオフにします。

7. OK をクリックします。

すべてのボリュームのデータ削減の一時停止または再開
Storage Center の 設定の編集 ダイアログボックスからデータ削減を一時停止すると、その Storage Center のすべてのボリュームの圧縮と重複
排除が一時停止します。
このタスクについて

メモ: 設定の継承を使用している Storage Center の 設定の編集 ダイアログボックスから、データ削減の一時停止 を他の Storage 
Center に適用することはできません。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. すべてのボリュームのデータ削減を一時停止または再開します。

• データ削減を一時停止するには、データ削減の一時停止 チェックボックスをオンにします。
• データ削減を再開するには、データ削減の一時停止 チェックボックスをオフにします。

5. OK をクリックします。
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ボリュームに対するデータ削減の無効化
ボリュームのデータ削減を無効にすると、次の Data Progression サイクルから圧縮データが永続的に解凍されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、変更するボリュームを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。ボリュームの編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. データ削減プロファイル ドロップダウンメニューから、なし を選択します。
6. OK をクリックします。

スナップショットプロファイルの管理
スナップショットプロファイルは、1 つまたは複数のボリュームのスナップショットを定期的に取得するタイミングや、どのスナップショットをいつ削除するか

（スナップショットの失効）を定めるルールの集合のことです。
スナップショットは、1 つまたは複数のボリュームのポイントインタイムコピー（PITC）です。Storage Center のスナップショットは、データのブロックまた
はページが凍結され、コピーされないため、従来のスナップショット /PITC とは異なります。ユーザーデータは移動されないため、スナップショットを完
了するのにかかる時間とスナップショットで使用する容量という 2 つの点でプロセスが効率的になります。

メモ: 該当するボリュームに対して 2 つ以上のスナップショットを同時に作成するようスケジュールされている場合は、Storage Center 
によってスナップショットが 1 つだけ作成されます。有効期限が最も長いスナップショットが作成され、スケジュールされた他のスナップシ
ョットは無視されます。

デフォルトのスナップショットプロファイル
Storage Center には、デフォルトで 2 つの標準スナップショットプロファイルがあります。これらのプロファイルは削除できません。

• 毎日：スナップショットが 12:01 AM に毎日作成され、1 週間後にスナップショットが失効します。
• サンプル：次の 3 つのスケジュールルールが適用されます。

– スナップショットを 12:05 AM から 6 PM まで 12 時間ごとに作成し、5 日間後に失効させます。
– スナップショットを毎月 1 日の 11:30 PM に作成し、26 週間後に失効させます。
– スナップショットを毎土曜日の 11:30 PM に作成し、5 週後に失効させます。

非整合スナップショットプロファイルと整合スナップショットプロファイル
ボリュームのスナップショットが取得される場合は、操作の実行を許可するために IO が停止されます。各ボリュームのスナップショットが取得されるま
で、整合スナップショットプロファイルによって関連するすべてのボリュームに対する IO が停止され、スナップショットに同じ期間のデータが含まれるよ
うになります。非整合スナップショットプロファイルでは、関連するボリュームのスナップショットが作成されますが、スナップショットが同時に完了するこ
とが保証されません（リソース消費量が少なくなります）。

整合スナップショットプロファイル 非整合スナップショットプロファイル

全ボリュームの IO を 1 つのグループとして停止 各ボリュームの IO を他のボリュームとは切り離して停止します。

リソース消費量が多い リソース消費量は比較的少ない - 前回スナップショット以降に書き込
まれたデータ量に応じて異なる

ストレージコントローラに基づいて限定されるボリュームの数
• SC8000、SC9000、SC7020、SC7020F：100

• SC5020 および SC5020F：50

• SC4020：40

• SCv2000 および SCv3000：25

スナップショットプロファイルを添付するボリューム数に制限なし
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整合スナップショットプロファイル 非整合スナップショットプロファイル

すべてのボリュームで同時にスナップショットを取得 スタンダード （1 ボリュームごと）またはパラレル（すべてのボリュームを
同時）から選択

スナップショットが定義された時間内に完了できない場合のアラートを
設定可能。アラートが生成される前に完了しなかったスナップショットは
取得されません（この一時停止によって、ボリューム間に不完全なスナ
ップショットのグループが生じる場合があります）。

すべてスナップショットが取得されます

不完全なスナップショットのグループを削除可能 すべてスナップショットが取得されます

不整合スナップショットプロファイルに変換可能 整合スナップショットプロファイルに変換可能

スナップショットプロファイルの作成と適用
スナップショットを自動的に作成および失効するには、スナップショットプロファイルを作成し、1 つまたは複数のボリュームまたはサーバに適用します。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

スナップショットプロファイルの作成
スナップショットプロファイルを作成し、ボリュームに適用できる自動化されたスナップショットの作成および失効スケジュールを定義します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、スナップショットプロファイル を選択します。
4. 右ペインで、スナップショットプロファイルの作成 をクリックします。スナップショットプロファイルの作成 ダイアログボックスが開きます。
5. 名前 フィールドに、スナップショットプロファイルの名前を入力します。
6. スナップショットプロファイルにルールを追加します。

a. ルールの追加 をクリックします。ルールの追加 ダイアログボックスが開きます。
b. ドロップダウンメニューで、ルールの実行頻度を選択します。
c. スナップショットを作成する日時を設定します。
d. 有効期限 フィールドに、スナップショットの保持期間を入力します。
e. OK をクリックします。ルールの追加 ダイアログボックスが閉じます。

7. （オプション）必要に応じて、追加のルールを作成します。
8. スナップショットの作成方法 ドロップダウンメニューで、スナップショットプロファイルがトリガするスナップショットを作成する方法を制御するオプ

ションを選択します。
• スタンダード：スナップショットに関連するすべてのボリュームのスナップショットを連続して取得します。
• パラレル：スナップショットに関連するすべてのボリュームのスナップショットを同時に取得します。
• 整合：IO を停止しスナップショットに関連付けられているすべてのボリュームのスナップショットを取得します。スナップショットの作成をタイム

アウトし、不完全なスナップショットを期限切れにするオプションを提供します。
9. 完了したら OK をクリックします。

1 つまたは複数のボリュームに対するスナップショットプロファイルの適用
スナップショットの作成および失効スケジュールをボリュームに追加するには、スナップショットプロファイルとボリュームを関連付けます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、スナップショットプロファイルを選択します。
4. 右ペインで ボリュームへの適用 をクリックします。ボリュームへの適用 ダイアログボックスが開きます。
5. スナップショットプロファイルを適用するボリュームを選択します。ボリュームフォルダ内の各ボリュームを選択するには、フォルダを展開し、各ボリ

ュームを個別に選択します。
6. （オプション）選択したボリュームから既存のスナップショットプロファイルを削除するには、既存のスナップショットプロファイルを置換 を選択し

ます。
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7. OK をクリックします。

サーバへのスナップショットプロファイルの適用
スナップショットの作成および失効スケジュールを、サーバにマッピングされているすべてのボリュームに追加するには、スナップショットプロファイルをサ
ーバに関連付けます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、スナップショットプロファイルを選択します。
4. 右ペインで、サーバへの適用 をクリックします。サーバへの適用 ダイアログボックスが開きます。
5. スナップショットプロファイルを適用するサーバを選択します。サーバクラスタ内の各サーバを選択するには、クラスタを展開し、各サーバを個別

に選択します。

メモ: スナップショットプロファイルをサーバクラスタに適用する場合、スナップショットプロファイルはサーバクラスタに直接マッピング
されているボリュームにのみ適用されます。クラスタに属するサーバにのみマッピングされているボリュームは影響を受けません。

6. （オプション）選択したサーバから既存のスナップショットプロファイルを削除するには、既存のスナップショットプロファイルを置換 を選択しま
す。

7. OK をクリックします。

スナップショットプロファイルに関連付けられているすべてのボリュームのスナップショットの作成
各ボリュームのスナップショットを手動で作成する代わりに、スナップショットプロファイルに関連付けられたすべてのボリュームのスナップショットを作成
できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、スナップショットプロファイルを選択します。
4. 右ペインで スナップショットの作成 をクリックします。スナップショットの作成 ダイアログボックスが開きます。
5. 新規スナップショット をクリックします。新規スナップショット ダイアログボックスが開きます。
6. 有効期限 フィールドに、スナップショットを保持する分、時間、日、または週の数を入力します（スナップショットはこれ以降に削除されます）。

スナップショットを失効させない場合は、有効期限なし を選択します。
7. （オプション）説明 フィールドに、スナップショットの説明を入力します。デフォルトの説明テキストは「手動で作成済み」です。
8. OK をクリックします。

スナップショットプロファイルの変更
スナップショットプロファイルを変更して、関連するボリュームに適用する自動化されたスナップショットの作成および失効スケジュールを変更します。
スナップショットプロファイルへの変更は、変更されたスナップショットプロファイルで新しく取得されたスナップショットにのみ適用されます。既存のスナッ
プショットは変更されません。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

スナップショットプロファイルの名前の変更
スナップショットプロファイルの編集 ダイアログボックスを使用して、スナップショットプロファイルの名前を変更します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、変更するスナップショットプロファイルを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。スナップショットプロファイルの編集 ダイアログボックスが開きます。
5. 名前 フィールドに、スナップショットプロファイルの新しい名前を入力します。
6. OK をクリックします。
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スナップショットプロファイルのルールの変更
スナップショットプロファイルルールにより、スナップショットが作成および失効するタイミングが決定されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、変更するスナップショットプロファイルを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。スナップショットプロファイルの編集 ダイアログボックスが開きます。
5. （オプション）スナップショットプロファイルにルールを追加します。

a. ルールの追加 をクリックします。ルールの追加 ダイアログボックスが表示されます。
b. ドロップダウンメニューで、ルールの実行頻度を選択します。
c. スナップショットを作成する日時を設定します。
d. 有効期限 フィールドに、スナップショットの保持期間を入力します。
e. OK をクリックします。ルールの追加 ダイアログボックスが閉じます。

6. （オプション）必要に応じて、既存のルールを変更します。
• ルールを変更するには、ルールを選択し、ルールの編集 をクリックします。
• ルールを削除するには、ルールを選択し、ルールの削除 をクリックします。

7. OK をクリックします。

スナップショットプロファイルのスナップショット作成方法の変更
スナップショットの作成方法によって、スナップショットプロファイルがトリガするスナップショットを作成する方法が制御されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、変更するスナップショットプロファイルを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。スナップショットプロファイルの編集 ダイアログボックスが開きます。
5. スナップショットの作成方法 ドロップダウンメニューで、スナップショットプロファイルがトリガするスナップショットを作成する方法を制御するオプ

ションを選択します。
• スタンダード：スナップショットに関連するすべてのボリュームのスナップショットを連続して取得します。
• パラレル：スナップショットに関連するすべてのボリュームのスナップショットを同時に取得します。
• 整合：IO を停止しスナップショットに関連付けられているすべてのボリュームのスナップショットを取得します。スナップショットの作成をタイム

アウトし、不完全なスナップショットを期限切れにするオプションを提供します。
6. OK をクリックします。

スナップショットプロファイルの削除
ボリュームが使用中のスナップショットプロフィルは削除できません。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、スナップショットプロファイルを選択します。
4. このスナップショットプロファイルがどのボリュームでも使用されていないことを確認します。
5. 右ペインで、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが開きます。
6. OK をクリックします。

リモートスナップショットの失効ルールの管理
デフォルトでは、リモートボリュームに適用されるスナップショット Profile の失効ルールはローカルボリュームの場合と同じです。ただし、必要に応じ
て、リモートボリュームに別の失効ルールを指定することができます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。
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リモートスナップショットのためのスナップショットプロファイル失効ルールの作成
スナップショットをローカルスナップショットとは異なるスケジュールで失効させる場合は、スナップショットプロファイルのリモート失効ルールを作成しま
す。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、スナップショットプロファイルを選択します。
4. ルールのスケジュール ペインで、スケジュールを右クリックして、リモートスナップショット失効の編集 を選択します。リモートスナップショット

失効の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. リモートスナップショットの失効ルールを設定します。

a. スナップショットの失効ルールを指定するリモート Storage Center を選択します。
b. リモートの有効期限 フィールドに、スナップショットを削除するまでの期間を分、時間、日、または週の単位で入力します。
c. OK をクリックします。

リモートスナップショットのためのスナップショットプロファイル失効ルールの変更
スナップショットプロファイルのリモート失効ルールを変更して、リモートスナップショットが失効する時間を変更します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、スナップショットプロファイルを選択します。
4. 右ペインで、失効ルールの削除 タブをクリックします。
5. リモート失効ルールを右クリックし、リモートスナップショット失効の編集 を選択します。リモートスナップショット失効の編集 ダイアログボック

スが表示されます。
6. リモートスナップショットの失効ルールを設定します。

a. リモートの有効期限 フィールドに、スナップショットを削除するまでの期間を分、時間、日、または週の単位で入力します。
b. OK をクリックします。

ストレージプロファイルの管理
ストレージプロファイルでは、データが保存されている RAID レベルティアが定義されます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

ストレージプロファイルの作成（Storage Center 7.2.1 以前）

1 つまたは複数のボリュームに適用できるカスタム RAID レベルおよびティア設定を指定するには、ストレージプロファイルを作成します。
前提条件
Storage Center のユーザーボリュームデフォルト値で、ストレージプロファイルの選択を許可 チェックボックスをオンにする必要があります。

このタスクについて

メモ: SCv2000 シリーズコントローラでは、ストレージプロファイルを作成することはできません。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. Storage Center アクション メニューから、ストレージプロファイル → を選択します。ストレージプロファイルの作成 ダイアログボックスが開き

ます。
4. ストレージプロファイルを設定します。

a. 名前 フィールドに、ストレージプロファイルの名前を入力します。
b. 使用する RAID タイプ ドロップダウンメニューから、ストレージプロファイルに関連付けられたボリュームで使用する RAID レベルを選択しま

す。
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c. ストレージティア 領域で、ストレージプロファイルに関連付けられたボリュームで使用可能なストレージティア（ディスククラス）を選択しま
す。

5. OK をクリックします。

ストレージプロファイルの作成（Storage Center 7.2.10 以降）

1 つまたは複数のボリュームに適用できるカスタム RAID レベルおよびティア設定を指定するには、ストレージプロファイルを作成します。
前提条件
Storage Center のユーザーボリュームデフォルト値で、ストレージプロファイルの選択を許可 チェックボックスをオンにする必要があります。

このタスクについて

メモ: SCv2000 シリーズコントローラでは、ストレージプロファイルを作成することはできません。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. Storage Center アクション メニューから、ストレージプロファイル → を選択します。ストレージプロファイルの作成 ダイアログボックスが開き

ます。
4. ストレージプロファイルを設定します。

a. 名前 フィールドに、ストレージプロファイルの名前を入力します。
b. （オプション）メモ フィールドで、ストレージプロファイルに関するその他の情報を入力します。
c. 書き込みティア ドロップダウンメニューから、ストレージプロファイルに関連付けられたボリュームで使用可能なストレージティア（ディスククラ

ス）を選択します。
d. 書き込み RAID タイプ ドロップダウンメニューから、ストレージプロファイルに関連付けられたボリュームで使用する RAID レベルを選択しま

す。
e. ティア 1 スナップショット RAID タイプ ドロップダウンメニューから、ティア 1 のスナップショットデータに使用する RAID レベルを選択します。
f. ティア 2 スナップショット RAID タイプ ドロップダウンメニューから、ティア 2 のスナップショットデータに使用する RAID レベルを選択しま

す。
g. ティア 3 スナップショット RAID タイプ ドロップダウンメニューから、ティア 3 のスナップショットデータに使用する RAID レベルを選択しま

す。
5. OK をクリックします。

1 つ、または複数のボリュームに対する Replay Profile の適用
ストレージプロファイルをボリュームに適用して、ボリュームで使用されている RAID レベルとティアを指定します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ストレージプロファイルを選択します。
4. 右ペインで ボリュームへの適用 をクリックします。ボリュームへの適用 ダイアログボックスが表示されます。
5. ストレージプロファイルを適用するボリュームを選択します。
6. OK をクリックします。

サーバーへのストレージプロファイルの適用
ストレージプロファイルをサーバーに適用して、サーバーにマッピングされているすべてのボリュームが使用する RAID レベルとティアを指定します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ストレージプロファイルを選択します。
4. 右ペインで、サーバへの適用 をクリックします。サーバへの適用 ダイアログボックスが表示されます。
5. ストレージプロファイルを適用するサーバーを選択します。
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6. OK をクリックします。

ストレージプロファイルの削除
不要になったストレージプロファイルを削除します。
前提条件
• Storage Center のユーザーボリュームデフォルト値で、ストレージプロファイルの選択を許可 チェックボックスをオンにする必要があります。
• ストレージプロファイルはどのボリュームにも適用できるとは限りません。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ストレージプロファイルを選択します。
4. 右ペインで、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

関連リンク
Storage Center の管理用ユーザーインタフェース

QoS プロファイルの管理
QoS プロファイルは、ボリュームに適用可能な QoS 設定を記述します。
ボリュームに適用するプロファイルを定義することにより、ボリュームが実行可能な I/O を潜在的に制限し、また輻輳時の相対的な優先順位を定
義します。

また、複数のボリュームに適用可能なグループ QoS プロファイルを定義して、ボリュームが集約的に実行できる I/O を制限することもできます。

QoS プロファイルの作成
QoS プロファイルには、適用されるどのボリュームに対しても、QoS の動作を制御する一連の属性が含まれます。
前提条件
• Storage Center の QoS プロファイルをユーザーが設定できるようにするには、プリファランス → Storage Center 設定の編集 表で、QoS 

プロファイルの選択を許可する オプションが選択されている必要があります。
• QoS プロファイルを適用可能にするには、Storage Center 設定の編集 → ストレージ ページで QoS 制限が有効 と サーバロードイコライ

ザが有効 オプションを選択する必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブのナビゲーション タブで、QoS プロファイル を右クリックし、QoS プロファイルの作成 を選択します。
QoS プロファイルの作成 ダイアログボックスが開きます。

3. QoS プロファイルを設定します。
a. 名前 フィールドに、QoS プロファイルの名前を入力します。
b. プロファイルタイプの選択：ボリューム QoS プロファイル または グループ QoS プロファイル のいずれか。
c. （ボリューム QoS プロファイルのみのオプション）相対優先順位 フィールドで、他の QoS プロファイルと比較して優先順位を識別する数値

を入力します。
d. （ボリューム QoS プロファイルのみのオプション）レイテンシのしきい値アラートの有効化 を選択し、次にレイテンシアラートしきい値の値

をマイクロ秒単位で入力します。
e. （オプション）IOPS で制限 を選択し、次に許可される IO/ 秒の最大値を入力します。
f. （オプション）帯域幅で制限 を選択し、次に許可される MB/ 秒の最大値を入力します。

4. OK をクリックします。
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QoS プロファイルの編集
QoS プロファイルを修正して、QoS の適用先となるボリュームまたはグループの　QoS を制御する属性を変更します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブのナビゲーションタブで、QoS プロファイル を右クリックし、設定の編集 を選択します。
QoS プロファイルの編集 ダイアログボックスが表示されます。

3. 値の変更が許可されているフィールドについて、値を変更します。プロファイルタイプ フィールドは変更できません。
4. OK をクリックします。

QoS ボリュームプロファイルの削除
ボリュームの QoS プロファイルを削除します。
前提条件
現在どのボリュームでも使用されていない QoS プロファイルのみ削除できます。ボリュームが割り当てられていない場合であっても、デフォルトの 
QoS ボリュームプロファイルは削除できません。グループ QoS プロファイルは、削除や再割り当てを行うことができます。ただし、ボリューム QoS プロ
ファイルは、再割り当てのみ行うことができます。
手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブのナビゲーション タブで、QoS プロファイル を展開し、削除するプロファイルを選択します。
3. プロファイルを右クリックし、削除 を選択します。

確認ダイアログボックスが開き、削除の承認を求められます。
4. OK をクリックします。

ボリュームへの QoS プロファイルの適用
以前に定義された QoS プロファイルをボリュームに適用します。
前提条件
QoS プロファイルがすでに存在している必要があります。
手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. QoS プロファイル のナビゲーションツリーを展開します。QoS プロファイルの名前を右クリックします。
3. ボリュームに適用 を選択します。

ボリュームに適用 ダイアログボックスが開きます。
4. QoS プロファイルを適用しようとする各ボリュームの横にあるチェックボックスを選択します。
5. OK をクリックします。

ボリュームからのグループ QoS プロファイルの削除
以前、1 つまたは複数のボリュームに関連付けられていたグループ Qos プロファイルを削除します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. QoS プロファイル ナビゲーションツリーを展開し、次に グループ QoS プロファイル ナビゲーションツリーを展開します。
3. 削除するグループ QoS プロファイルを右クリックし、ボリュームからグループプロファイルを削除 を選択します。

QoS プロファイルに関連付けられているボリュームを表示するダイアログボックスが開きます。
4. QoS プロファイルの削除元である各ボリュームの横にあるチェックボックスを選択します。
5. OK をクリックします。
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外部ストレージアレイからのボリュームのインポート
Storage Center は、EqualLogic PS Series ストレージアレイ または MD Series ストレージアレイからボリュームをインポートできます。外付けデバ
イスからデータをインポートするには、オフラインとオンラインの 2 通りの方法があります。オフラインインポートは、ソースボリュームから宛先ボリューム
にデータをインポートします。オンラインインポートは、宛先ボリュームをサーバにマップし、インポート中に IO を受け入れます。

オフラインインポート
オフラインインポートは、ソースから宛先にボリュームを移行します。次に、インポート後にボリュームをサーバーにマップする必要があります。

オンラインインポート
オンラインインポートは、宛先ボリュームを作成し、それをサーバーにマップし、宛先ボリュームにデータを移行します。サーバーからの IO は、インポー
ト中に宛先ボリュームとソースボリュームの両方に続行されます。オンライン方法を使用したインポートは、サーバーからボリュームに IO が続行され
るため、オフラインより長く時間がかかる場合があります。

外付けデバイス（iSCSI）への接続
iSCSI を使用して Storage Center に外付けデバイスをケーブル接続した後、Storage Center と外付けデバイスの通信に関する設定をします。
前提条件
外付けデバイスは iSCSI を使用してコントローラに接続されている必要があります。
手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. Storage（ストレージ） タブのナビゲーションペインで、Fault Domains（フォールトドメイン） ノードから iSCSI フォールトドメインを選択しま

す。
4. Create Remote Connection（リモート接続の作成） をクリックします。

Create Remote Connection（リモート接続の作成） ダイアログボックスが表示されます。
5. Remote IPv4 Address（リモート IPv 4 アドレス） フィールドに、外付けデバイスの IPv4 アドレスを入力します。
6. iSCSI Network Type（iSCSI ネットワークタイプ） ドロップダウンメニューから、一般的なネットワークの速度を選択します。
7. 終了 をクリックします。

確認のダイアログボックスが表示されます。
8. OK をクリックします。

PS Series ストレージアレイ のインポート要件
Storage Center ストレージシステムにデータをインポートするには、PS Series ストレージアレイは次の要件を満たしている必要があります。

コンポーネント 要件

PS Series Firmware（PS Series ファー
ムウェア）

バージョン 6.0.11 以降

Connectivity（接続性） iSCSI

ネットワーク 低レイテンシ、高帯域幅

ボリューム設定 • Storage Center IP または iSCSI イニシエータ名によってボリュームへのアクセスを制限します。
• ボリュームの詳細設定で Allow simultaneous connections from initiators with different 

IQNs（異なる IQN を持つイニシエータからの同時接続を許可する） を有効にします。
• サーバーからボリュームへのすべての IO を停止します。
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Storage Center のインポート要件
PS Series ストレージアレイ からデータをインポートするには、Storage Center ストレージシステムが次の要件を満たす必要があります。

コンポーネント 要件

Storage Center OS バージョン バージョン 6.7 以降

Connectivity（接続性） iSCSI

ネットワーク 低レイテンシ、高帯域幅

PowerVault MD Series のインポート要件
Storage Center のストレージシステムにデータをインポートするには、PowerVault MD Series が次の要件を満たしている必要があります。

コンポーネント 要件
ハードウェアプラットフォーム MD3 シリーズ

ファームウェアバージョン 08.25.09

オンラインインポートでサポートされるサーバのオペレーティングシステム
EqualLogic PS Series ストレージアレイ からのボリュームのオンラインインポートを実行するには、次のいずれかのサーバオペレーティングシステムが
必要です。

• Red Hat Enterprise Linux 6.7

• Red Hat Enterprise Linux 7

• SUSE Linux Enterprise 11 または 12

• Oracle Linux 6.5

• Oracle Linux 7.0

• VMware ESXi 5.5 以降
• Windows Server 2008 R2 以降

外付けデバイスからのオフラインインポートの実行
外付けデバイスからデータをインポートすると、データが外付けデバイスから Storage Center の新しい宛先ボリュームにコピーされます。外付けデバ
イスからデータをインポートするには、次のタスクを完了させます。
前提条件
• 外付けデバイスを Storage Center に接続する必要があります
• 宛先ボリュームをサーバからマッピング解除する必要があります

このタスクについて

メモ: 外付けデバイスからデータをインポートする前に、Dell TechCenter にある『Thin Import Data Migration Guide』（シンインポー
トデータの移行ガイド）に記された手順に従ってください。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインの 外付けデバイス ノードから、外付けデバイスを選択します。
4. Offline Import from External Device（外付けデバイスからのオフラインインポート） をクリックします。

Offline Import from External Device（外付けデバイスからのオフラインインポート） ダイアログボックスが表示されます。
5. 必要に応じて、宛先ボリューム属性 を変更します。
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メモ: 詳細情報については、ヘルプ をクリックします。
6. （オプション）レプリケーションサービス品質（QoS）定義を新規作成します。

a. QoS ノードの作成 をクリックします。
レプリケーション QoS の作成 ダイアログボックスが表示されます。

b. 名前 フィールドに、QoS 定義の名前を入力します。
c. リンク速度 フィールドに、メガビット / 秒（Mbps）またはギガビット / 秒（Gbps）でリンクの速度を指定します。
d. 制限された帯域幅 チェックボックスにチェックを付けて、完了 をクリックします。

7. OK をクリックします。

関連リンク
ストレージプロファイルの作成（Storage Center 7.2.1 以前）

スナップショットプロファイルの作成
QoS 定義の作成
ボリュームの管理
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6
Storage Center サーバー管理
Storage Manager を使用すると、お使いの環境のサーバーに各 Storage Center 上のストレージを割り当てることができます。また、Storage 
Center に接続されているサーバーを Storage Manager に登録して、ストレージ管理を省力化したり、Windows サーバーに対して容量リカバリを
実行したりすることもできます。

サーバー管理オプション
ストレージをサーバーに提供するには、対応するサーバーオブジェクトを Storage Center に追加する必要があります。サーバーは、各 Storage 
Center ごとに管理したり、Storage Manager に登録して一元的に管理したりできます。

Storage Center サーバオブジェクトの管理
Storage Center サーバオブジェクトは、ストレージ ビューの ストレージ タブから各 Storage Center ごとに管理されます。Storage Center は、サ
ーバについてオペレーティングシステム（手動で指定する必要があります）以外のことを把握していません。

図 17. ストレージ タブの サーバ ノード

Storage Manager を使用したサーバーの集中管理
Storage Manager に登録されているサーバーは、サーバー ビューから管理されます。登録されたサーバーは、接続されている Storage Center に
関係なく集中管理されます。
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図 18. サーバー ビュー

Storage Manager に登録されているサーバーでは、次の追加機能を使用できます。

• Storage Manager は、登録されているサーバーからオペレーティングシステム情報および接続情報を収集します。
• Storage Manager は、登録されているサーバーごとに対応する Storage Center サーバーオブジェクトを自動的に追加できます。
• Dell Storage Manager Client からは、サーバー上での Storage Center ボリュームの作成、マウント、およびフォーマットを直接実行できま

す。
• Windows サーバーまたは VMware サーバー用にボリュームを作成する場合、Storage Manager は、Storage Center が容量およびパフォー

マンスに基づいてボリュームをホストすることを推奨することがあります。
• Storage Manager は、Storage Manager Server Agent を使用して Windows ボリュームでの容量リカバリのスケジュールを作成し、実行で

きます。

Storage Center でのサーバ管理
ストレージ タブの サーバ サブタブを使用して、各 Storage Center のサーバオブジェクトを作成および管理します。
関連リンク

サーバーの作成
サーバーの変更
ボリュームのサーバーへのマッピング
サーバーフォルダの作成と管理
サーバーとサーバーフォルダの削除

サーバーの作成
サーバーを作成し、Storage Center がそのサーバーのポート経由で IO を送信できるようにします。サーバーを作成したら、ボリュームをマップするこ
とができます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

物理サーバの作成
お使いの環境の物理サーバを表す物理サーバオブジェクトを作成します。

1. サーバ HBA から Storage Center HBA への接続が可能であることを確認します。
• iSCSI – Storage Center HBA をターゲットとして使用するようにサーバ上の iSCSI イニシエータを設定します。
• ファイバチャネル – サーバ HBA と Storage Center HBA が通信できるように、ファイバチャネルゾーニングを設定します。
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• SAS（SCv2000 シリーズのコントローラのみ） – フロントエンド接続として設定された SAS ポートを使用して、コントローラをサーバに直
接接続します。

2. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで サーバ を選択します。
5. 右ペインで、サーバの作成 をクリックします。サーバの作成 ダイアログボックスが表示されます。

図 19. サーバの作成 ダイアログボックス

6. サーバ属性を設定します。これらの属性は、オンラインヘルプで説明されています。
a. サーバの名前を 名前 フィールドに入力します。
b. サーバをサーバフォルダに追加するには、変更 をクリックし、フォルダを選択してから OK をクリックします。
c. オペレーティングシステム ドロップダウンメニューからサーバのオペレーティングシステムを選択します。
d. Storage Center とサーバ間の接続が切断されたときに Storage Center アラートを生成するには、接続喪失のアラート を選択します。
e. Storage Center にサーバへの部分的な接続しかない場合に Storage Center アラートを生成するには、部分接続のアラート を選択

します。
f. サーバ用の HBA を 1 つまたは複数選択する、または定義します。

• Storage Center に 1 つまたは複数のサーバ HBA が表示されている場合は、ホストバスアダプタ 表でこれらのサーバ HBA を選択
します。

• HBA が Storage Center で認識されない場合は、HBA を手動で追加 をクリックして、手動でサーバ HBA を定義します。SAS フロ
ントエンド接続では、SAS デバイス名をワールドワイド名(WWN)として使用して HBA を手動で追加します。

メモ: 将来サーバに取り付けられる HBA のために IP アドレスを追加することができます。その IP アドレスを使用する HBA を
取り付けると、その HBA が設定され、使用可能な状態になります。

7. OK をクリックします。

関連リンク
フロントエンド IO ポートの設定（SAS および Fibre Channel）

フロントエンド IO ポート（iSCSI）の設定

仮想サーバの作成
お使いの環境内の仮想マシンを表す仮想サーバオブジェクトを作成します。
前提条件
仮想サーバをホストしているサーバを物理サーバとして追加する必要があります。

Storage Center サーバー管理 151



手順
1. サーバ HBA から Storage Center HBA への接続が可能であることを確認します。

• iSCSI – Storage Center HBA をターゲットとして使用するようにサーバ上の iSCSI イニシエータを設定します。
• ファイバチャネル – サーバ HBA と Storage Center HBA が通信できるように、ファイバチャネルゾーニングを設定します。
• SAS（SCv2000 シリーズのコントローラのみ） – フロントエンド接続として設定された SAS ポートを使用して、コントローラをサーバに直

接接続します。
2. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで仮想サーバをホストするサーバを選択します。
5. 右ペインで、仮想サーバの作成 をクリックします。仮想サーバの作成 ダイアログボックスが開きます。

図 20. 仮想サーバの作成 ダイアログボックス

6. サーバ属性を設定します。これらの属性は、オンラインヘルプで説明されています。
a. サーバの名前を 名前 フィールドに入力します。
b. サーバをサーバフォルダに追加するには、変更 をクリックし、フォルダを選択してから OK をクリックします。
c. オペレーティングシステム ドロップダウンメニューからサーバのオペレーティングシステムを選択します。
d. Storage Center とサーバ間の接続が切断されたときに Storage Center アラートを生成するには、接続喪失のアラート を選択します。
e. Storage Center にサーバへの部分的な接続しかない場合に Storage Center アラートを生成するには、部分接続のアラート を選択

します。
f. サーバ用の HBA を 1 つまたは複数選択する、または定義します。

• Storage Center に 1 つまたは複数のサーバ HBA が表示されている場合は、ホストバスアダプタ 表でこれらのサーバ HBA を選択
します。

• HBA が Storage Center で認識されない場合は、HBA を手動で追加 をクリックして、手動でサーバ HBA を定義します。SAS フロ
ントエンド接続では、SAS デバイス名をワールドワイド名(WWN)として使用して HBA を手動で追加します。

メモ: 将来サーバに取り付けられる HBA のために IP アドレスを追加することができます。その IP アドレスを使用する HBA を
取り付けると、その HBA が設定され、使用可能な状態になります。

7. OK をクリックします。

関連リンク
フロントエンド IO ポートの設定（SAS および Fibre Channel）

フロントエンド IO ポート（iSCSI）の設定
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サーバクラスタの作成
お使いの環境内のサーバのクラスタを表すサーバクラスタオブジェクトを作成します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで サーバ を選択します。
4. 右ペインで、サーバクラスタの作成 をクリックします。サーバクラスタの作成 ダイアログボックスが開きます。

図 21. サーバクラスタの作成 ダイアログボックス

5. サーバクラスタの属性を設定します。これらの属性は、オンラインヘルプで説明されています。
a. サーバの名前を 名前 フィールドに入力します。
b. サーバクラスタをサーバフォルダに追加するには、変更 をクリックしてからフォルダを選択し、OK をクリックします。
c. オペレーティングシステム ドロップダウンメニューから、クラスタのオペレーティングシステムを選択します。

メモ: サーバクラスタ内のサーバは、すべて同じオペレーティングシステムを実行している必要があります。
d. Storage Center とサーバ間の接続が切断されたときに Storage Center アラートを生成するには、接続喪失のアラート を選択します。

6. サーバをサーバクラスタに追加します。
• 既存のサーバをクラスタに追加するには、サーバをクラスタに追加 をクリックし、追加するサーバを選択して、OK をクリックします。
• 新しいサーバを定義するには、新規サーバの作成 をクリックし、サーバ属性を設定して、OK をクリックします。ユーザーインタフェースの参

照情報については、ヘルプ をクリックします。

• 既存のサーバをクラスタに追加するには、サーバリストからサーバを選択します。
• 新しいサーバを定義するには、新規サーバ をクリックし、サーバ属性を設定して、OK をクリックします。

7. OK をクリックします。

ローカルホストからのサーバの作成
Storage Center のブロックレベルストレージにアクセスするようにローカルホストを設定します。
前提条件
• クライアントは、64 ビットのオペレーティングシステムを使用したシステムで実行されている必要があります。
• ローカルホストでは、サポートされている Windows または Linux オペレーティングシステムが実行されている必要があります。
• Dell Storage Manager Client は、管理者権限を持つユーザーによって実行される必要があります。
• Storage Center は、管理者またはボリュームマネージャ権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加する必

要があります。
• Fibre Channel IO ポートがある Storage Center では、この手順を開始する前に Fibre Channel ゾーニングを設定します。
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手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブで、サーバー をクリックします。
4. ローカルホストからのサーバーの作成 をクリックします。

Storage Center のためのローカルホストのセットアップ ウィザードが開きます。
• Storage Center に iSCSI ポートがあり、ホストがどのインタフェースにも接続されていない場合は、iSCSI 経由での Storage Center へ

のログイン ページが表示されます。ターゲットフォールトドメインを選択し、ログイン をクリックします。
• これ以外の場合は、次の手順に進みます。

5. l ローカルホスト情報の確認 ページで情報が正しいことを確認してから、サーバーの作成 をクリックします。
接続されたイニシエータ、および部分的に接続されたイニシエータに対して、サーバー定義が Storage Center で作成されます。

6. ホストセットアップ成功 ページには、ウィザードによって設定されたベストプラクティスと、設定されなかったベストプラクティスが表示されます。
ウィザードによって設定されなかったベストプラクティスはメモしておいてください。これらのアップデートは、Storage Center への IO を開始する
前に手動で適用することをお勧めします。

7. （オプション）このホストのためのボリュームを作成する の横にチェックを入れて、ホストのセットアップの終了後にボリュームを作成します。
8. 終了 をクリックします。

VMware vSphere ホストからのサーバーの作成
Storage Center のブロックレベルストレージにアクセスするよう VMware vSphere ホストを設定します。
前提条件
• クライアントは、64 ビットのオペレーティングシステムを使用したシステムで実行されている必要があります。
• Dell Storage Manager Client は、管理者権限を持つユーザーによって実行される必要があります。
• Storage Center は、管理者またはボリュームマネージャ権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加する必

要があります。
• Fibre Channel IO ポートがある Storage Center では、この手順を開始する前に Fibre Channel ゾーニングを設定します。

このタスクについて

メモ: ブロックレベルストレージは、SAS IO ポートがある Storage Center 上の VMware クラスタにはセットアップできません。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブで、サーバー をクリックします。
4. VMware vSphere または vCenter からのサーバーの作成 をクリックします。

Storage Center での VMware ホストのセットアップ ウィザードが表示されます。
5. IP アドレスまたはホスト名、ユーザー名、パスワードを入力し、次へ をクリックします。

• Storage Center に iSCSI ポートがあり、ホストがどのインタフェースにも接続されていない場合は、iSCSI 経由での Storage Center へ
のログイン ページが表示されます。ターゲットフォールトドメインを選択し、ログイン をクリックします。

• それ以外の場合は、vSphere 情報の確認 ページが表示されます。次の手順に進みます。
6. 使用可能なポートを選択し、サーバーの作成 をクリックします。

サーバー定義が Storage Center で作成されます。
7. ホストセットアップ成功 ページには、ウィザードによって設定されたベストプラクティスと、設定されなかったベストプラクティスが表示されます。

ウィザードによって設定されなかったベストプラクティスはメモしておいてください。これらのアップデートは、Storage Center への IO を開始する
前に手動で適用することをお勧めします。

8. （オプション）このホストのためのボリュームを作成する の横にチェックを入れて、ホストのセットアップの終了後にボリュームを作成します。
9. 終了 をクリックします。
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VMware vCenter ホストからのサーバーの作成
Storage Center のブロックレベルストレージにアクセスするように VMware vCenter Cluster を設定します。
前提条件
• クライアントは、64 ビットのオペレーティングシステムを使用したシステムで実行されている必要があります。
• Dell Storage Manager Client は、管理者権限を持つユーザーによって実行される必要があります。
• Storage Center は、管理者またはボリュームマネージャ権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加する必

要があります。
• Fibre Channel IO ポートがある Storage Center では、この手順を開始する前に Fibre Channel ゾーニングを設定します。

このタスクについて

メモ: このウィザードは、SAS 経由で Storage Center に接続されたサーバーをサポートしません。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブで、サーバー をクリックします。
4. VMware vSphere または vCenter からのサーバーの作成 をクリックします。

Storage Center での VMware ホストのセットアップ ウィザードが表示されます。
5. IP アドレスまたはホスト名、ユーザー名、パスワードを入力し、次へ をクリックします。

• Storage Center に iSCSI ポートがあり、ホストがどのインタフェースにも接続されていない場合は、iSCSI 経由での Storage Center へ
のログイン ページが表示されます。ターゲットフォールトドメインを選択し、ログイン をクリックします。

• それ以外の場合は vCenter 情報の確認 ページが表示されます。次の手順に進みます。
6. 使用可能なポートを選択し、サーバーの作成 をクリックします。

サーバー定義が Storage Center で作成されます。
7. ホストセットアップ成功 ページには、ウィザードによって設定されたベストプラクティスと、設定されなかったベストプラクティスが表示されます。

ウィザードによって設定されなかったベストプラクティスはメモしておいてください。これらのアップデートは、Storage Center への IO を開始する
前に手動で適用することをお勧めします。

8. （オプション）このホストのためのボリュームを作成する の横にチェックを入れて、ホストのセットアップの終了後にボリュームを作成します。
9. 終了 をクリックします。

サーバーの変更
サーバーの属性の変更、スナップショット Profile の適用、HBA の追加と削除を行います。

サーバへの 1 つまたは複数のスナップショットプロファイルの適用
スナップショットプロファイルをサーバに関連付けて、スナップショット作成および失効スケジュールを、サーバに現在マッピングされているすべてのボリュ
ームに追加します。サーバに結果的にマッピングされたボリュームは、スナップショット作成および失効スケジュールを継承しません。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインでサーバを選択します。
4. 右ペインで、サーバへのスナップショットプロファイルの適用 をクリックします。サーバへの適用 ダイアログボックスが表示されます。
5. サーバに割り当てるスナップショットプロファイルを、ダイアログボックス上部のペインで選択します。
6. サーバにマッピングされた各ボリュームから既存のスナップショットプロファイルを削除するために、既存のスナップショットプロファイルを置換 を

選択します。
7. 完了したら OK をクリックします。
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サーバクラスタへのサーバの追加
サーバオブジェクトは、サーバクラスタにいつでも追加できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、クラスタに追加するサーバを選択します。
4. 右ペインで サーバをクラスタに追加 をクリックします。サーバをクラスタに追加 ダイアログボックスが開きます。
5. サーバの追加先となるサーバクラスタを選択して OK をクリックします。

サーバクラスタからのサーバの削除
サーバオブジェクトは、サーバクラスタからいつでも削除できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. 削除するサーバを ストレージ タブのナビゲーションペインで選択します。
4. 右ペインで クラスタからのサーバの削除 をクリックします。クラスタからのサーバの削除 ダイアログボックスが開きます。
5. OK をクリックします。
6. ストレージ タブのナビゲーションペインで、クラスタに追加するサーバを選択します。ストレージ タブのナビゲーションペインでサーバを選択しま

す。

物理サーバの仮想サーバへの変換
物理サーバを仮想サーバへ移行した場合は、物理サーバオブジェクトを仮想サーバオブジェクトに変更し、ホスト物理サーバを選択します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインでサーバを選択します。
4. 右ペインで 仮想サーバに変換 をクリックします。仮想サーバに変換 ダイアログボックスが開きます。
5. 仮想サーバをホストするサーバまたはサーバクラスタを選択して OK をクリックします。

仮想サーバの物理サーバへの変換
物理サーバに仮想マシンを移行した場合は、対応する仮想サーバオブジェクトを適切に変更します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインでサーバを選択します。
4. 右ペインで 物理サーバに変換 をクリックします。物理サーバに変換 ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

サーバの名前の変更
サーバオブジェクトの名前はいつでも変更でき、その名前はサーバのホスト名または IP アドレスと一致する必要はありません。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインでサーバを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. サーバの名前を 名前 フィールドに入力します。
6. OK をクリックします。
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サーバのオペレーティングシステムの変更
新しいオペレーティングシステムをインストールした場合やサーバ上のオペレーティングシステムをアップグレードした場合は、対応するサーバオブジェ
クトを適切にアップデートします。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインでサーバを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. オペレーティングシステム ドロップダウンメニューからサーバのオペレーティングシステムを選択します。
6. OK をクリックします。

別のサーバフォルダへのサーバの移動
必要に応じて、サーバオブジェクトをフォルダで整理することができます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインでサーバを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. サーバの移動先となるフォルダを、サーバフォルダ ナビゲーションツリーで選択します。
6. OK をクリックします。

サーバへの 1 つまたは複数の HBA の追加
サーバにボリュームをマップするには、Storage Center がサーバ上の少なくとも 1 つの HBA と通信可能である必要があります。

1. サーバ HBA から Storage Center HBA への接続が可能であることを確認します。
• iSCSI – Storage Center HBA をターゲットとして使用するようにサーバ上の iSCSI イニシエータを設定します。
• Fibre Channel – サーバ HBA と Storage Center HBA が通信できるように Fibre Channel ゾーニングを設定します。
• SAS（SCv2000 シリーズのコントローラのみ） – SAS フロントエンド接続を使用して、コントローラをサーバに直接接続します。

2. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインでサーバを選択します。
5. 右ペインで HBA をサーバに追加 をクリックします。HBA をサーバに追加 ダイアログボックスが開きます。
6. サーバ用の HBA を 1 つまたは複数選択する、または定義します。

• Storage Center にサーバ HBA が表示されている場合は、サーバに追加する HBA を選択 表でこれらのサーバ HBA を選択します。
• Storage Center でサーバ HBA が表示されない場合は、HBA を手動で追加 をクリックして手動でサーバ HBA を定義します。

メモ: SAS フロントエンドポートでは、SAS デバイス名をワールドワイド名として使用して、HBA を手動で追加します。

7. 完了したら OK をクリックします。

関連リンク
フロントエンド IO ポートの設定（SAS および Fibre Channel）

フロントエンド IO ポート（iSCSI）の設定

サーバからの 1 つ、または複数の HBA の削除
サーバ HBA を他の目的に使用し、Storage Center と通信するために使用しなくなった場合は、サーバ HBA をサーバオブジェクトから削除しま
す。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
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3. ストレージ タブのナビゲーションペインでサーバを選択します。
4. 右ペインで サーバから HBA を削除 をクリックします。サーバから HBA を削除 ダイアログボックスが開きます。
5. 削除する HBA を選択します。
6. 終了したら、OK をクリックします。HBA が 1 つまたは複数のマップ済みボリュームによって使用される場合は、確認ダイアログボックスが開きま

す。

図 22. サーバから HBA を削除 確認ダイアログボックス

7. 確認のダイアログボックスが開いた場合は、次の手順を実行します。
• HBA を維持する場合は、キャンセル をクリックします。
• HBA を削除する場合は、OK をクリックします。これにより、マップ済みボリュームの問題が発生することがあります。

ボリュームのサーバーへのマッピング
ボリュームをサーバーにマッピングすることにより、そのサーバーはストレージのボリュームを使用できるようになります。

サーバへのボリュームのマッピング
既存のボリュームをサーバにマッピングして、サーバでボリュームを使用できるようにします。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインでサーバを選択します。
4. 右ペインで サーバへのボリュームのマッピング をクリックします。サーバへのボリュームのマッピング ウィザードが開きます。
5. ボリューム ナビゲーションツリーで、マッピングするボリュームを選択し、次へ をクリックします。ウィザードの次のページに進みます。
6. （オプション）詳細オプション をクリックして、LUN の設定を指定したり、マッピングパスを制限したり、ボリュームを読み取り専用で提供したりで

きます。
7. 作業が完了したら、完了 をクリックします。

1 つ、または複数のボリュームのサーバからのマッピング解除
サーバでボリュームが使用されなくなった場合は、ボリュームとサーバのマッピングを解除できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームのマッピングを削除するサーバを選択します。
4. 右ペインで、マッピングの削除 をクリックします。マッピングの削除 ダイアログボックスが開きます。
5. サーバからマッピングを解除するボリュームを選択します。
6. OK をクリックします。
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ボリュームの作成とサーバへのマッピング
サーバで追加のストレージが必要であり、既存のボリュームを使用しない場合は、1 回の操作でボリュームを作成し、サーバとマッピングできます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. 新しいボリュームにマッピングするサーバを、ストレージ タブのナビゲーションペインで選択します。
4. 右ペインで、ボリュームの作成 をクリックします。ボリュームの作成 ダイアログボックスが表示されます。
5. ボリュームの名前を 名前 フィールドに入力します。
6. ドロップダウンメニューからストレージの単位を選択し、サイズ フィールドにボリュームのサイズを入力します。利用可能なストレージの単位は、

キロバイト（KB）、メガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、およびテラバイト（TB）です。
7. ボリュームフォルダ ペインで、ボリュームの親フォルダを選択します。
8. （オプション）必要に応じて残りのボリューム属性を設定します。

• ボリュームのスナップショットの作成および失効をスケジュールするには、スナップショットプロファイル から 変更 をクリックして、1 つまたは
複数のスナップショットプロファイルを適用します。

• LUN 設定を指定したり、マッピングパスを制限したり、ボリュームを読み取り専用で提供したりするには、詳細マッピング をクリックします。
• チャージバックが有効になっている場合は、チャージバック部門 から 変更 をクリックして、ボリュームに関連付けられたストレージコストを

課金する部門を選択します。
• ボリュームの読み取りキャッシュを無効にするには、読み取りキャッシュ の横にある 有効 チェックボックスのチェックを外します。
• ボリュームの書き込みキャッシュを無効にするには、読み取りキャッシュ の横にある 有効 チェックボックスのチェックを外します。
• 圧縮 から 有効 を選択し、データ圧縮を有効にします。
• ボリュームデータに特定のディスクティアと RAID レベルを使用するには、ストレージプロファイル ドロップダウンメニューから適切なストレー

ジプロファイルを選択します。推奨 ストレージプロファイルを使用すると、Data Progression を最大限に活用することができます。
• 複数のストレージタイプが Storage Center で定義されている場合は、ストレージタイプ ドロップダウンメニューからストレージを提供する

ストレージタイプを選択します。
9. OK をクリックします。ボリュームが作成され、サーバにマッピングされます。

関連リンク
ボリュームの変更

複数ボリュームの同時作成とサーバへのマッピング
サーバで追加のストレージが必要であり、既存のボリュームを使用しない場合は、1 回の操作で複数のボリュームを作成し、サーバとマッピングでき
ます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. 新しいボリュームにマッピングするサーバを、ストレージ タブのナビゲーションペインで選択します。
4. 右ペインで、複数のボリュームの作成 をクリックします。ボリュームの作成 ダイアログボックスが開きます。
5. ボリュームの名前を 名前 フィールドに入力します。
6. ドロップダウンメニューからストレージの単位を選択し、サイズ フィールドにボリュームのサイズを入力します。利用可能なストレージの単位は、

キロバイト（KB）、メガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、およびテラバイト（TB）です。
7. ボリュームフォルダ ペインで、ボリュームの親フォルダを選択します。
8. （オプション）必要に応じて残りのボリューム属性を設定します。

• ボリュームのスナップショットの作成および失効をスケジュールするには、スナップショットプロファイル から 変更 をクリックして、1 つまたは
複数のスナップショットプロファイルを適用します。

• LUN 設定を指定したり、マッピングパスを制限したり、ボリュームを読み取り専用で提供したりするには、詳細マッピング をクリックします。
• チャージバックが有効になっている場合は、チャージバック部門 から 変更 をクリックして、ボリュームに関連付けられたストレージコストを

課金する部門を選択します。
• ボリュームの読み取りキャッシュを無効にするには、読み取りキャッシュ の横にある 有効 チェックボックスのチェックを外します。
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• ボリュームの書き込みキャッシュを無効にするには、読み取りキャッシュ の横にある 有効 チェックボックスのチェックを外します。
• 圧縮 から 有効 を選択し、データ圧縮を有効にします。
• ボリュームデータに特定のディスクティアと RAID レベルを使用するには、ストレージプロファイル ドロップダウンメニューから適切なストレー

ジプロファイルを選択します。推奨 ストレージプロファイルを使用すると、Data Progression を最大限に活用することができます。
• 複数のストレージタイプが Storage Center で定義されている場合は、ストレージタイプ ドロップダウンメニューからストレージを提供する

ストレージタイプを選択します。
9. OK をクリックします。複数のボリュームを作成 ダイアログボックスが表示され、新しく作成したボリュームが示されます。
10. 複数のボリュームを作成 ダイアログボックスでは、さらに追加のボリュームを作成できます。

• 別のボリュームを手作業で定義するには、ボリュームの追加 をクリックします。
• 以前のボリュームと同じ属性のボリュームを追加するには、リストからボリュームを選択して 選択したボリュームの属性で新規作成 をクリ

ックします。
• 以前のボリュームを変更するには、リストからボリュームを選択して ボリュームの編集 をクリックします。
• 以前のボリュームを削除するには、リストからボリュームを選択して ボリュームの削除 をクリックします。

11. OK をクリックします。ボリュームが作成され、サーバにマッピングされます。

関連リンク
ボリュームの変更

サーバーフォルダの作成と管理
サーバーフォルダを使用して、Storage Center で定義したサーバーをグループ化したり、分類したりします。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

サーバフォルダの作成
サーバを一緒にまとめるサーバフォルダを作成します。

1. サーバ ビューをクリックします。
2. サーバ ペインでサーバフォルダを選択します。
3. 右ペインで、サーバフォルダの作成 をクリックします。サーバフォルダの作成 ダイアログボックスが開きます。
4. フォルダの名前を 名前 フィールドに入力します。
5. 親 ナビゲーションツリーで、新しいフォルダの親フォルダを選択します。
6. OK をクリックします。

サーバフォルダの名前の変更
サーバフォルダの別の名前を選択します。

1. サーバ ビューをクリックします。
2. サーバ ペインでサーバフォルダを選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。フォルダの編集 ダイアログボックスが開きます。
4. フォルダの新しい名前を 名前 フィールドに入力します。
5. OK をクリックします。

サーバフォルダの移動
設定の編集 を使用して、サーバフォルダを移動します。

1. サーバ ビューをクリックします。
2. サーバ ペインでサーバフォルダを選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。フォルダの編集 ダイアログボックスが開きます。
4. 親 ナビゲーションツリーで、新しく親になるフォルダを選択します。
5. OK をクリックします。
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サーバーとサーバーフォルダの削除
Storage Center のストレージを使用しなくなったサーバーとサーバーフォルダを削除します。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

サーバの削除
ストレージを使用しなくなったサーバを Storage Center で削除します。サーバが削除されると、サーバに対するボリュームマッピングもすべて削除さ
れます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. 削除するサーバを ストレージ タブのナビゲーションペインで選択します。
4. 右ペインで、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが開きます。
5. OK をクリックします。

サーバフォルダの削除
不要になったサーバフォルダを削除します。
前提条件
サーバフォルダを空にする必要があります。

手順
1. サーバ ビューをクリックします。
2. サーバ ペインでサーバフォルダを選択します。
3. 右ペインで、削除 をクリックします。オブジェクトの削除 ダイアログボックスが開きます。
4. OK をクリックします。

サーバー ビューでのサーバーの集中管理
Storage Manager へのサーバーの登録、登録済みサーバーのストレージのプロビジョニング、登録済み Windows サーバーの容量リカバリを実行
するには、サーバー ビューを使用します。

集中管理が可能なサーバのタイプ
Storage Manager には、Windows および VMware オペレーティングシステムを実行しているサーバ、ならびに Dell NAS アプライアンスを登録で
きます。

サーバのタイプ サポートされるバージョン / モデル

Windows • Windows Server 2008 R2（フルまたはコアインストール）

• Windows Server 2012（フルまたはコアインストール）

• Windows Server 2012 R2（フルまたはコアインストール）

• Windows Server 2016（フルまたはコアインストール）

メモ: Storage Manager Server Agent を Windows サーバに
インストールしなければ、Windows サーバを登録することはで
きません。

VMware • ESXi 5.5 および 6.0

• vCenter Server 4.1～6.0

Dell NAS アプライアンス Dell NAS Server（Server Agent が必要）
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Windows サーバー用の Storage Manager Server Agent

Windows サーバーを Storage Manager に登録するには、サーバーに Storage Manager Server Agent をインストールする必要があります。
Server Agent を使用すると、Storage Manager が Windows サーバと通信して、情報を取得したり、サーバーのストレージ管理を合理化した
り、容量リカバリを実行したりできます。
Server Agent は、Windows サーバーにのみ必要です。他のサポートされるサーバータイプでは、Server Agent は必要ありません。

NAS アプライアンスの IPMI サポート
Dell NAS アプライアンスには、Intelligent Platform Management Interface（IPMI）カードが含まれています。Storage Manager は、IPMI カー
ドと通信して、ファン速度、温度、電圧、および電源の情報を取得します。IPMI カードを使用すると、Storage Manager でシステムイベントログ

（SEL）を消去したり、サーバーの電源をオフにしたり、サーバーをリセットしたりすることもできます。
IPMI カードは、Storage Manager と通信できるよう適切に設定されている必要があります。IPMI の設定については、NAS 製品のマニュアルを参
照してください。

Product（製品 ） マニュアル

『Dell NAS Server』（Dell NAS サーバー） • 『Storage Center NAS Storage Solution Setup Guide』
（Storage Center NAS Storage Solution セットアップガイド）

• 『Storage Center NAS Storage Solution User Guide』
（Storage Center NAS Storage Solution ユーザーガイド）

Storage Manager でのサーバー登録
ストレージのプロビジョニングプロセスを効率化し、Windows サーバーの容量リカバリを可能にするには、物理サーバーまたは仮想サーバーを 
Storage Manager に登録する必要があります。

Windows ベースのサーバーの登録
サーバー ビューで Windows サーバーを管理するには、Windows サーバー上で Storage Manager Server Agent を登録します。
前提条件
Storage Manager Server Agent は、サーバーに インストールして実行する必要があります。

手順
1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー ペインでサーバー フォルダを選択します。
3. 右ペインで、サーバー登録 をクリックして Windows Server Agent の追加 を選択します。サーバー登録 ダイアログボックスが表示されま

す。
4. Host or IP Address（ホストまたは IP アドレス）フィールドに、Windows サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。

メモ: サーバーがサーバークラスタのメンバーである場合は、サーバークラスタではなくサーバーのホスト名または IP アドレスを入
力します。

5. ポート フィールドに、Server Agent のソケットリスニングポートのポート番号を入力します。
6. サーバーが接続されている Storage Center に対して自動管理設定を設定します。

• Storage Center でサーバーの作成と管理を自動化するには、Storage Center を自動管理する チェックボックスにチェックを付けます。
• Storage Center 上のサーバーによってホストされている仮想マシンの作成と管理を自動化するには、Storage Center 上の仮想マシン

を自動管理する を選択します。
メモ: サーバーに物理 iSCSI HBA が搭載されている場合、Storage Manager はサーバーの WWN を自動認識できないこと
があります。そのような場合は、Storage Center をターゲットにするよう iSCSI HBA を設定し、Storage Center 上でサーバ
ーを作成して、Storage Center サーバーを Server Agent に対して手動でマッピングします。

7. フォルダ ナビゲーションツリーで、サーバーの親フォルダを選択します。
8. OK をクリックします。
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関連リンク
Server Agent のインストールと登録
Windows Server の Storage Center サーバーへの手動でのマッピング

VMware vCenter Server の登録
サーバ ビューで VMware vCenter Server を管理するには、VMware vCenter Server を登録します。

1. サーバ ビューをクリックします。
2. サーバ ペインで サーバ フォルダを選択します。
3. 右ペインで、サーバ登録 をクリックして VMware vCenter サーバの追加 を選択します。

サーバ登録 ダイアログボックスが開きます。
4. ホストまたは IP アドレス フィールドに、vCenter サーバのホスト名または IP アドレスを入力します。
5. vCenter サーバの管理者のユーザー名とパスワードを ユーザー名 フィールドと ユーザーパスワード フィールドに入力します。
6. フォルダ ナビゲーションツリーで、サーバの親フォルダを選択します。
7. サーバが接続されている Storage Center に対して自動管理設定を指定します。

• Storage Center でサーバの作成と管理を自動化するには、Storage Center を自動管理する チェックボックスを選択します。
• Storage Center 上のサーバによってホストされている仮想マシンの作成と管理を自動化するには、Storage Center 上の仮想マシンを

自動管理する を選択します。
8. VASA プロバイダを登録する場合、VASA プロバイダの登録 チェックボックスを選択します。お使いの環境で VMware 仮想ボリュームを使

用する場合は、VASA プロバイダを登録する必要があります。
a. 使用する VASA（VMware vSphere APIs for Storage Awareness）のバージョン、VASA 1 または VASA 2 のいずれかを選択します。
b. VASA Provider の URL はホストの構成に基づいて自動的に生成されます。URL の形式は次のとおりです

VASA 1.0：https://host ID:3034/vasa-provider/vasa1/vasa-version.xml 

VASA 2.0：https://host ID:3034/vasa-provider/vasa2/vasa-version.xml

ホスト ID は、Data Collector がインストールされているホストの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）です。

注意: IP アドレスの変更により vCenter が VASA Provider への接続を失う原因にならないように、DNS で既知の FQDN 

をホストで使用する必要があります。FQDN を使用できない場合、IP アドレスの変更は vCenter に自動的に通知されること
はなく、IP アドレスを変更するたびに VASA Provider の登録解除と再登録が必要になります。このため、DHCP アドレス設
定でロックされた非物理アドレスはお勧めしません。

c. VASA プロバイダと関連付けられている Storage Manager のユーザー名とパスワードを入力します。

注意: VASA プロバイダのユーザー名は、ユーザーアカウントではなく、サービスアカウントである必要があります。このフィール
ドでユーザーアカウントを指定し、後でユーザーが削除された場合、VASA 情報が失われる可能性があります。

9. OK をクリックします。

メモ: Storage Manager のアップグレードの後、vCenter に表示される VASA のバージョン番号はアップデートされません。ただし、
VASA Provider が登録解除され、その後で該当する vCenter で再登録された場合を除きます。

メモ: 外部データベースへのネットワークアクセス問題が発生した場合には、操作の復旧後、操作を続行するために VASA Provider 

を登録解除し、再度登録する必要があります。ネットワークアクセスに関する問題は、十分なネットワーク機器が存在しない場合、ま
たはスイッチング停止の際にバッテリパックを使用しなかった場合に発生することがあります。

登録サーバーの整理と削除
サーバーフォルダを使用して、サーバーをグループに整理します。また、サーバーフォルダを使用して、複数の Windows サーバーに容量リカバリ設
定を適用することもできます。
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サーバフォルダの作成
サーバを一緒にまとめるサーバフォルダを作成します。

1. サーバ ビューをクリックします。
2. サーバ ペインでサーバフォルダを選択します。
3. 右ペインで、サーバフォルダの作成 をクリックします。サーバフォルダの作成 ダイアログボックスが開きます。
4. フォルダの名前を 名前 フィールドに入力します。
5. 親 ナビゲーションツリーで、新しいフォルダの親フォルダを選択します。
6. OK をクリックします。

サーバフォルダの名前の変更
サーバフォルダの別の名前を選択します。

1. サーバ ビューをクリックします。
2. サーバ ペインでサーバフォルダを選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。フォルダの編集 ダイアログボックスが開きます。
4. フォルダの新しい名前を 名前 フィールドに入力します。
5. OK をクリックします。

サーバフォルダの移動
設定の編集 を使用して、サーバフォルダを移動します。

1. サーバ ビューをクリックします。
2. サーバ ペインでサーバフォルダを選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。フォルダの編集 ダイアログボックスが開きます。
4. 親 ナビゲーションツリーで、新しく親になるフォルダを選択します。
5. OK をクリックします。

別のサーバーフォルダへのサーバーの移動
設定の編集 ダイアログボックスを使用してサーバーを別のフォルダに移動します。

1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー ペインで、移動するサーバーを選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. フォルダ ナビゲーションツリーでフォルダを選択します。
5. OK をクリックします。

Storage Center サーバーオブジェクトの自動管理の有効化または無効化
Storage Manager を設定して、接続されている Storage Center 上でサーバーおよびホストされている仮想サーバーを自動的に作成し、管理で
きます。

1. サーバー ビューをクリックします。
2. 編集するサーバーを サーバー ペインで選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. サーバーが接続されている Storage Center に対して自動管理設定を指定します。

• Storage Center でサーバーの作成と管理を自動化するには、Storage Center を自動管理する チェックボックスにチェックを付けます。
• Storage Center 上のサーバーによってホストされている仮想マシンの作成と管理を自動化するには、Storage Center 上の仮想マシン

を自動管理する を選択します。
5. OK をクリックします。
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登録サーバーの削除
Storage Manager から管理する必要がなくなった登録済みサーバーを サーバー ビューから削除します。サーバーに対して Storage Center の
自動管理 が有効な場合は、サーバーを削除すると、対応する Storage Center サーバーオブジェクトから HBA が削除されます。

1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー ペインでサーバーを選択します。
3. 右ペインで、削除 をクリックします。オブジェクトの削除 ダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックします。

サーバフォルダの削除
不要になったサーバフォルダを削除します。
前提条件
サーバフォルダを空にする必要があります。

手順
1. サーバ ビューをクリックします。
2. サーバ ペインでサーバフォルダを選択します。
3. 右ペインで、削除 をクリックします。オブジェクトの削除 ダイアログボックスが開きます。
4. OK をクリックします。

サーバー情報の更新
サーバーから最新情報を取得し、サーバー上に新しいボリュームがないかスキャンできます。

サーバーからの最新情報の取得
Storage Manager をトリガして、サーバーに対して表示されるデータを更新できます。

1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー ペインでサーバーを選択します。サマリ タブが表示されます。
3. 右ペインで 情報の更新 をクリックします。情報の更新 ダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックします。

サーバー上の新規ボリュームのスキャン
サーバーにボリュームが追加されている場合、サーバーをスキャンして、これらのボリュームを サーバー ビューで表示します。

1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー ペインでサーバーを選択します。サマリ タブが表示されます。
3. 右ペインで、ボリュームの再スキャン をクリックします。ボリュームの再スキャン ダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックします。

すべてのサーバーの最新情報の取得
Storage Manager ですべてのサーバーに対して表示されたデータを更新します。1 つまたは複数のサーバーに対して Storage Center の自動管
理 が有効な場合は、このアクションにより、関連する Storage Center に該当するサーバーオブジェクトが追加されます。

1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー ペインでルート サーバー フォルダを選択します。すべてのサーバーの サマリ タブが表示されます。
3. 右ペインで サーバーの情報の更新 をクリックします。サーバーの情報の更新 ダイアログボックスが表示されます。

メモ: このプロセスには数分かかることがあります。
4. OK をクリックします。
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すべてのサーバーでの新規ボリュームのスキャン
ボリュームが複数のサーバーに追加された場合、すべてのサーバーをスキャンして、サーバー ビューでボリュームを表示します。

1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー ペインで サーバー フォルダを選択します。すべてのサーバーの サマリ タブが表示されます。
3. 右ペインで、サーバー上のボリュームの再スキャン をクリックします。サーバー上のボリュームの再スキャン ダイアログボックスが表示されま

す。
4. OK をクリックします。

Windows サーバーの接続タイムアウトの変更
Server Agent に送信されたクエリに対する応答を Storage Manager が待機する最長時間は秒単位で設定できます。

1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー ペインで Windows サーバーを選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 接続タイムアウト フィールドに、新しいタイムアウトを秒単位で入力します。

• デフォルトは 300 秒です。
• 最小値は 180 秒です。
• 最大値は 1200 秒です。

5. OK をクリックします。

サーバーデータ収集とレポートの設定管理
データ収集とレポートの設定は、サーバー ビューに追加されたすべてのサーバーに適用されます。

すべての登録サーバの情報の自動取得
自動更新が有効になっている場合は、30 分ごとに情報が更新されます。

1. サーバ ビューをクリックします。
2. サーバー ペインで、サーバープロパティ をクリックします。 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. 情報の自動更新を許可 チェックボックスにチェックを付けます。

情報の自動更新を許可 チェックボックスにチェックを付けると、すべての登録サーバーの情報が 30 分ごとに更新されます。
4. OK をクリックします。

すべての登録サーバのレポート設定の指定
すべてのサーバーに対してデータを収集する日数を指定できます。

1. サーバ ビューをクリックします。
2. サーバー ペインで、サーバープロパティ をクリックします。 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. レポート期間の日数 フィールドに、登録サーバーのデータを取得する日数を入力します。
4. OK をクリックします。

サーバーボリュームとデータストアの作成 
Windows サーバー上でボリュームを作成するか、VMware サーバー上でデータストアを作成すると、1 回の操作で Storage Center ボリュームが
自動的に作成されてサーバーにマップされます。
関連リンク

データストアまたはストレージコンテナの作成と VMware vSphere へのマッピング
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ボリュームの作成と Windows サーバへのマッピング
1 回の操作で、サーバ上でのボリュームの作成、Windows サーバへのマッピング、フォーマット、およびマウントを実行できます。

1. サーバ ビューをクリックします。
2. サーバ ペインで、ボリュームの作成先となる Windows サーバを選択します。
3. 右ペインで、ボリュームの作成 をクリックします。ボリュームの作成 ダイアログボックスが表示されます。
4. ボリュームの名前をラベル フィールドに入力します。この名前は、Windows でディスクラベルとして表示されます。
5. ドロップダウンメニューからストレージの単位を選択し、総容量 フィールドにボリュームサイズを入力します。使用可能なストレージの単位は、

キロバイト（KB）、メガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、およびテラバイト（TB）です。
6. ファイルに割り当て可能なディスク容量の最小値を 割り当てサイズ ドロップダウンメニューで選択します。デフォルトの割り当て値は、ボリュー

ムのサイズによって異なります。
7. ボリュームのフォーマット方法を フォーマット形式 ドロップダウンメニューから選択します。

• GPT：ディスクパーティション方式に GUID パーティションテーブルを使用してボリュームをフォーマットします。
• MBR：ディスクパーティション方式にマスタブートレコードを使用してボリュームをフォーマットします。

8. ボリュームのマウント方法をドライブまたはマウントポイント 領域で指定します。
• 未使用のドライブ文字を使用：使用可能なドライブ文字を割り当てることにより、ボリュームをサーバにマウントします。
• ドライブ文字に割り当て：ドロップダウンメニューから選択したドライブ文字を使ってボリュームをサーバにマウントします。更新 をクリックす

ると、サーバで使用可能なドライブ文字のリストが更新されます。
• 空の NTFS フォルダにマウント：ボリュームはサーバ上の空のフォルダにマウントされます。フォルダのパスはテキストフィールドに入力する

必要があります。入力したパスを検証するには、マウントポイントが利用可能であることを確認する をクリックします。
9. ボリュームの作成先となる Storage Center を選択します。

• Storage Center を手動で選択するには、Storage Center ドロップダウンメニューから選択します。
• 容量とパフォーマンスに基づいて Storage Center を自動的に選択するには、Storage Center の推奨 をクリックします。推奨される 

Storage Center が Storage Center ドロップダウンメニューに表示されます。
10. カスタム LUN を指定する場合、マッピングパスを制限するか、マルチパスを設定するか、ボリュームを読み取り専用にして、詳細なマッピング 

をクリックします。
11. 作成する Storage Center ボリュームの設定を指定するには、ボリューム設定 をクリックします。表示される ボリューム設定 ダイアログボック

スで、必要に応じてオプションを変更し、OK をクリックします。
• ボリュームの名前を指定するには、名前を 名前 フィールドに入力します。
• ボリュームを作成するフォルダを指定するには、ボリュームフォルダ 領域からフォルダを選択します。
• ボリュームにメモを追加するには、メモ フィールドにメモを入力します。
• ボリュームのスナップショット作成および失効をスケジュールするには、スナップショットプロファイル から 変更 をクリックして、1 つまたは複

数のスナップショットプロファイルを適用します。
• チャージバックが有効になっている場合は、チャージバック部門 から 変更 をクリックして、ボリュームに関連付けられたストレージコストを

課金する部門を選択します。
• ボリューム上の読み取りキャッシュを有効にするには、読み取りキャッシュ の 有効 チェックボックスを選択します。
• ボリューム上の書き込みキャッシュを有効にするには、書き込みキャッシュ の 有効 チェックボックスを選択します。
• ボリューム内の対象データの圧縮を有効にするには、圧縮 の 有効 チェックボックスをオンにします。
• ボリュームデータの特定のティアと RAID レベルを使用するには、ストレージプロファイル ドロップダウンメニューから適切なストレージプロフ

ァイルを選択します。推奨 ストレージプロファイルを使用すれば、ボリュームで Data Progression を最大限活用できます。
• 複数のストレージタイプが Storage Center で定義されている場合は、ストレージタイプ ドロップダウンメニューからストレージを提供する

ストレージタイプを選択します。
12. OK をクリックします。

RDM の作成と VMware 仮想マシンへのマッピング
1 回の操作で、ボリュームの作成、VMware 仮想マシンへのマッピング、および仮想マシンへの Raw Device Mapping を実行できます。
前提条件
RDM ボリュームの作成 オプションが Storage Manager に表示されるためには、仮想マシンの電源が入っている必要があります。Storage 
Manager が、VM の電源が入っていないと判断した場合は、RDM ボリュームの作成 メニューオプションは表示されません。
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手順
1. サーバ ビューをクリックします。
2. 仮想マシンが稼働している vSphere ホストの横にあるプラス記号（+）をクリックすると、仮想マシン ノードが表示されます。
3. 仮想マシン ノードの横にあるプラス記号（+）をクリックすると、仮想マシンが表示されます。
4. データストアの作成先となる仮想マシンを選択します。
5. RDM ボリュームの作成 をクリックします。
6. データストアの名前をボリューム名 フィールドに入力します。
7. ドロップダウンメニューからストレージの単位を選択し、総容量 フィールドにデータストアのサイズを入力します。
8. ボリュームの作成先となる Storage Center を選択します。

• Storage Center を手動で選択するには、Storage Center ドロップダウンメニューから選択します。
• 容量とパフォーマンスに基づいて Storage Center を自動的に選択するには、Storage Center の推奨 をクリックします。推奨される 

Storage Center が Storage Center ドロップダウンメニューに表示されます。
9. 詳細なボリュームマッピングオプションを指定するには、マッピングの詳細設定 をクリックします。
10. ボリューム作成設定を指定するには、ボリューム設定 をクリックします。表示される ボリューム設定 ダイアログボックスで、必要に応じてオプシ

ョンを変更し、OK をクリックします。
• ボリュームの名前を指定するには、名前を 名前 フィールドに入力します。
• ボリュームを作成するフォルダを指定するには、ボリュームフォルダ 領域からフォルダを選択します。
• ボリュームにメモを追加するには、メモ フィールドにメモを入力します。
• ボリュームのスナップショット作成および失効をスケジュールするには、スナップショットプロファイル から 変更 をクリックして、1 つまたは複

数のスナップショットプロファイルを適用します。
• チャージバックが有効になっている場合は、チャージバック部門 から 変更 をクリックして、ボリュームに関連付けられたストレージコストを

課金する部門を選択します。
• ボリューム上の読み取りキャッシュを有効にするには、読み取りキャッシュ の 有効 チェックボックスを選択します。
• ボリューム上の書き込みキャッシュを有効にするには、書き込みキャッシュ の 有効 チェックボックスを選択します。
• ボリューム内の対象データの圧縮を有効にするには、圧縮 の 有効 チェックボックスをオンにします。
• ボリュームデータの特定のティアと RAID レベルを使用するには、ストレージプロファイル ドロップダウンメニューから適切なストレージプロフ

ァイルを選択します。推奨 ストレージプロファイルを使用すれば、ボリュームで Data Progression を最大限活用できます。
11. 複数のストレージタイプが Storage Center で定義されている場合は、ストレージタイプ ドロップダウンメニューからストレージを提供するスト

レージタイプを選択します。
12. OK をクリックします。

データストアの拡張
容量が不足する場合、VMware データストアを拡張します。

1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー ペインでデータストアを選択します。
3. 右ペインで、データストアの拡張 をクリックします。データストアの拡張 ダイアログボックスが表示されます。
4. 新しいサイズ フィールドに、データストアの新しいサイズを入力します。
5. OK をクリックします。

ボリュームまたはデータストアの削除
サーバーで不要になったボリュームまたはデータストアを削除します。Storage Center 上でホストされていないボリュームは削除できません。

1. サーバー ビューをクリックします。
2. 削除するボリュームまたはデータストアをサーバー ペインで選択します。
3. 右ペインで、削除 をクリックします。オブジェクトの削除 ダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックします。
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Storage Center での仮想サーバーの割り当てと作成
Storage Center 上で自動管理されていない仮想マシンは、ストレージを提供する Storage Center 上のサーバーオブジェクトに手動で割り当て
る必要があります。

Storage Center サーバーオブジェクトへの仮想マシンの割り当て
Storage Center で仮想サーバーオブジェクトが作成済みの場合、そのオブジェクトに仮想サーバーを割り当てます。

1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー　ペインで、Storage Center に割り当てる必要のある仮想マシンを選択します。
3. 右のペインで Storage Center 上の仮想サーバーに割り当て をクリックします。SC サーバーを仮想マシンに割り当て ダイアログボックスが

表示されます。
4. サーバーを割り当てる Storage Center を選択します。
5. 次へ をクリックします。
6. 仮想サーバーに割り当てる Storage Center 上のサーバーを選択します。
7. 終了 をクリックします。

仮想マシンに対する Storage Center サーバーオブジェクトの作成
仮想サーバーオブジェクトが Storage Center 上に存在しない場合、仮想マシンに対して仮想サーバーオブジェクトを 1 つ作成します。

1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー ペインで、Storage Center で作成する必要のある仮想マシンを選択します。
3. 右ペインで Storage Center での仮想サーバーの作成 をクリックします。仮想マシンの SC サーバーの作成 ダイアログボックスが表示され

ます。
4. サーバーの作成先となる Storage Center を選択します。
5. 次へ をクリックします。
6. サーバーの名前を サーバー名 フィールドに入力します。
7. サーバーのオペレーティングシステムを サーバーオペレーティングシステム フィールドに入力します。
8. 終了 をクリックします。

Windows Server の Storage Center サーバーへの手動でのマッピング
サーバーの WWN が適切な Storage Center サーバーオブジェクトに正しく関連付けられていない場合は、手動でマッピングを作成できます。

Windows サーバーと Storage Center サーバーとのマッピングの追加
Storage Manager が登録済みの Windows サーバーの WWN を自動的に認識しなかった場合は、そのサーバーを Storage Center サーバーに
手動で関連付けます。

1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー　ペインで Windows サーバーを選択します。サマリ タブが表示されます。
3. 右ペインで 設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. Storage Center サーバーを手動でマッピング 領域で 追加 をクリックします。Storage Center の選択 ダイアログボックスが表示されます。
5. サーバーをマップする Storage Center を選択し、OK をクリックします。サーバーの選択 ダイアログボックスが表示されます。
6. マップする Storage Center のサーバーオブジェクトを選択し、OK をクリックします。
7. OK をクリックします。サーバーマッピングが追加され、設定の編集 ダイアログボックスが再度表示されます。
8. OK をクリックします。
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Windows サーバーと Storage Center サーバーとのマッピングの削除
手動でマップした Storage Center 上のストレージを Windows サーバーが使用しなくなった場合、この関連付けを削除できます。

1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー ペインで Windows サーバーを選択します。サマリ タブが表示されます。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. Storage Center サーバーを手動でマッピング 領域で、削除するマッピングを選択します。
5. 削除 をクリックします。オブジェクトの削除 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。サーバーマッピングが削除され、設定の編集 ダイアログボックスが再度表示されます。
7. OK をクリックします。

Windows Storage Server 搭載 NAS アプライアンスの管理
サーバー ビューには、Windows Storage Server を搭載した Dell NAS アプライアンスに関するオペレーティングシステム情報と HBA 接続情報が
表示されます。IPMI カードが正しく設定されている場合は、ハードウェアステータスの表示、システムイベントログの消去、電源の制御を実行でき
ます。

Windows ベースの NAS アプライアンスに関するオペレーティングシステム情報の表示
サマリ タブには、NAS サーバーソフトウェアおよびハードウェアに関する情報が表示されます。

1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー ペインで、Windows ベースの NAS アプライアンスを選択します。サマリ タブが表示されます。

サマリ タブに、アプライアンスのオペレーティングシステム、接続されている Storage Center、HBA ポート、ボリューム、および容量リカバリの履
歴情報が表示されます。

Windows ベースの NAS アプライアンスの HBA 接続情報の表示
接続性 タブには、アプライアンスにインストールされている HBA の情報が表示されます。Storage Center サーバーポート ペインには、各 HBA 
に対応する Storage Center サーバーオブジェクトが表示されます。

1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー ペインで、Windows ベースの NAS アプライアンスを選択します。サマリ タブが表示されます。
3. 接続性 タブをクリックします。

Windows ベースの NAS アプライアンスのハードウェア正常性情報の表示
Windows ベースの NAS アプライアンスの IPMI カードは、ハードウェアの監視とリモート管理の機能を備えています。
前提条件
• アプライアンスに搭載される IPMI カードは、設定する必要があります。
• Storage Manager で IPMI カードの情報を設定する必要があります。

手順
1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー ペインで、Windows ベースの NAS アプライアンスを選択します。サマリ タブが表示されます。
3. IPMI タブをクリックします。

IPMI タブには、IPMI アラート、ファン速度、温度、電圧、電源などの情報が表示されます。

Windows ベースの NAS アプライアンスのシステムイベントログ（SEL）の消去
IPMI カードが適切に設定されている場合、リモートでシステムイベントログを消去できます。
前提条件
• アプライアンスに搭載される IPMI カードは、設定する必要があります。
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• Storage Manager で IPMI カードの情報を設定する必要があります。

手順
1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー ペインで、Windows ベースの NAS アプライアンスを選択します。サマリ タブが表示されます。
3. IPMI タブをクリックします。
4. SEL のクリア をクリックします。SEL のクリア ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。システムイベントログが消去されます。

Windows ベースの NAS アプライアンスのシャットダウン
IPMI カードが適切に設定されている場合は、Windows ベースの NAS アプライアンスをリモートでシャットダウンできます。
前提条件
• アプライアンスに搭載される IPMI カードは、設定する必要があります。
• IPMI カードの情報が Storage Manager で設定されている必要があります。

手順
1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー ペインで、Windows ベースの NAS アプライアンスを選択します。サマリ タブが表示されます。
3. IPMI タブをクリックします。
4. 電源オフ をクリックします。電源オフ ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。アプライアンスの電源が切断されます。

Windows ベースの NAS アプライアンスの電源のリセット
IPMI カードが適切に設定されている場合は、Windows ベースの NAS アプライアンスの電源をリモートでリセットできます。
前提条件
• アプライアンスに搭載される IPMI カードは、設定する必要があります。
• IPMI カードの情報が Storage Manager で設定されている必要があります。

手順
1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー ペインで、Windows ベースの NAS アプライアンスを選択します。サマリ タブが表示されます。
3. IPMI タブをクリックします。
4. 電源リセット をクリックします。電源リセット ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。アプライアンスの電源がリセットされます。

Windows Server での Server Agent のインストールと使い方
Windows Server を Storage Manager に登録するには、Storage Manager Server Agent がそのサーバーにインストールされている必要があり
ます。Storage Manager は、Server Agent を使用して　Windows Server と通信し、情報の取得、サーバーストレージの管理の合理化、およ
び容量リカバリを実行できます。

Server Agent のダウンロード
Data Collector ウェブサイトから、Server Agent インストーラの .msi ファイルをダウンロードします。Windows Server の完全なインストール上に 
Server Agent をインストールする場合は、サーバーから。このタスクを実行します。Windows Server のコアインストール上に Server Agent をイン
ストールする場合は、Server Agent を別のコンピュータにダウンロードして、ファイルをサーバーに転送します。

1. ウェブブラウザで次のアドレスに移動し、Data Collector ウェブサイトへアクセスします。
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変数 説明

Data_Collector_Server Data Collector サーバーのホスト名または IP アドレス。

Web_Server_Port Data Collector サーバーのウェブサーバーポート。デフォルト値は 
3033 です。

2. 証明書に関する警告が表示された場合は、その警告を確認して、Data Collector ウェブサイトへのアクセスを続行します。
3. Server Agent インストーラ 行の ダウンロード（.msi） をクリックし、インストーラを Windows サーバーまたは仮想マシンに保存します。

Server Agent のインストールと登録
Storage Manager Server Agent を Windows サーバーにインストールすると、そのサーバーの情報を収集および表示することができます。
Microsoft Hyper-V による仮想化を使用する環境では、Windows を実行するホストサーバーと仮想マシンに Server Agent をインストールでき
ます。VMware による仮想化を使用する環境では、Windows を実行する仮想マシンに Server Agent をインストールできます。

Windows Server をコアインストールしたサーバーでの Server Agent のインストール
Microsoft .NET Framework 2.0 をインストールし、必要な TCP ポートを開き、Server Agent をインストールし、Server Agent を Data 
Collector に登録します。
前提条件
• Server Agent をダウンロードする必要があります。
• サーバーは、Server Agent の要件に記載されている要件を満たしている必要があります。
• サーバーは、Storage Manager Data Collector にネットワーク接続できる必要があります。
• サーバーのファイアウォールは、TCP ポート 27355 での着信と TCP ポート 8080 での発信を許可する必要があります。

手順
1. 次のコマンドを実行して、Microsoft.NET Framework 2.0 をインストールします。
2. Server Agent インストーラの .msi ファイルをサーバーに転送します。
3. Server Agent インストーラの .msi ファイルが含まれたディレクトリから、次のコマンドを実行して Server Agent をインストールします。

InstallShield ウィザード が表示されます。
4. ウィザードを実行して Server Agent をインストールします。
5. ウィザードの最後のページで Server Agent Manager の起動 チェックボックスにチェックを付け、完了　をクリックします。プロパティ ダイアログ

ボックスが表示されます。
6. Server Agent を Storage Manager Data Collector に登録します。

メモ: Server Agent は、Dell Storage Manager Client の サーバー　ビューを使用して登録することもできます。

a. Storage Manager Data Collector のアドレスとポートを指定します。
• ホスト /IP アドレス：Data Collector のホスト名または IP アドレスを入力します。
• ウェブサービスポート：Data Collector のレガシーウェブサービスポートを入力します。デフォルトは 8080 です。

b. （オプション）サーバーが接続できる Storage Center にそのサーバーを自動的に追加するように Storage Manager を設定します。
• サーバーを自動的に追加するには、Storage Center で自動管理する チェックボックスにチェックを付けます。
• サーバーによってホストされている仮想マシンを自動的に追加するには、Storage Center チェックボックスにチェックを付けます。

メモ: サーバーに物理 iSCSI HBA が搭載されている場合、Storage Manager はサーバーの WWN を自動認識できないこと
があります。そのような場合は、Storage Center をターゲットにするよう iSCSI HBA を設定し、Storage Center 上でサーバ
ーを作成して、Storage Center サーバーを Server Agent に対して手動でマッピングします。

c. OK をクリックします。

関連リンク
Windows ベースのサーバーの登録
Storage Manager によって使用されるデフォルトポート
Windows Server の Storage Center サーバーへの手動でのマッピング
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フルインストールの Windows サーバーでの Server Agent のインストール
Server Agent をインストールし、それを Data Collector に登録します。
前提条件
• Server Agent をダウンロードする必要があります。
• サーバーは、「Server Agent の要件」に記載されている要件を満たしている必要があります。
• サーバーは、Storage Manager Data Collector にネットワーク接続できる必要があります。
• サーバーのファイアウォールは、TCP ポート 27355 での着信と TCP ポート 8080 での発信を許可する必要があります。
• Server Agent を NAS サーバーにインストールする場合は、IPMI カードの設定が必要になります。

手順
1. ダウンロードした Server Agent インストーラの .msi ファイルをダブルクリックします。

• セキュリティの警告 ダイアログボックスが表示された場合、実行 をクリックしてインストールを開始します。
• InstallShield ウィザード が表示されます。

2. ウィザードを実行して Server Agent をインストールします。
3. ウィザードの最後のページで Server Agent Manager の起動 チェックボックスにチェックを付け、完了　をクリックします。プロパティ ダイアログ

ボックスが表示されます。
4. Server Agent を Storage Manager Data Collector に登録します。

メモ: Server Agent は、Dell Storage Manager Client の サーバー　ビューを使用して登録することもできます。

a. Storage Manager Data Collector のアドレスとポートを指定します。
• ホスト /IP アドレス：Data Collector のホスト名と IP アドレスを入力します。
• ウェブサービスポート：Data Collector のレガシーウェブサービスポートを入力します。デフォルトは 8080 です。

b. （オプション）サーバーが接続できる Storage Center にそのサーバーを自動的に追加するように Storage Manager を設定します。
• サーバーを自動的に追加するには、Storage Center で自動管理する チェックボックスにチェックを付けます。
• サーバーによってホストされている仮想マシンを自動的に追加するには、Storage Center チェックボックスにチェックを付けます。

メモ: サーバーに物理 iSCSI HBA が搭載されていると、Storage Manager がそのサーバーの WWN を自動認識できない場
合があります。この場合は、Storage Center をターゲットとするように iSCSI HBA を設定し、Storage Center 上にサーバー
を作成してから、Storage Center サーバーを Server Agent に手動でマップします。

c. Server Agent が NAS サーバーにインストールされている場合は、次のフィールドに IPMI 設定を入力します。
• IPMI IP アドレス：IPMI カードの IP アドレスを入力します。
• IPMI ユーザー名：IPMI ユーザー名を入力します。
• IPMI パスワード：IPMI パスワードを入力します。

d. OK をクリックします。

関連リンク
Windows ベースのサーバーの登録
Storage Manager によって使用されるデフォルトポート
Windows Server の Storage Center サーバーへの手動でのマッピング

Server Agent Manager による Server Agent の管理
Server Agent Manager を使用して、Server Agent サービスを管理および設定します。
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図 23. Server Agent Manager ダイアログボックス

次の表に Server Agent ウィンドウのオブジェクトを示します。

番号 名前
1 最小化 / 閉じる
2 ステータスメッセージエリア
3 コントロールボタン
4 バージョンとポート
5 コマンド

Server Agent Manager の起動
通常の状態では、Server Agent Manager は最小化されて Windows システムトレイに表示されます。
Server Agent Manager を開くには、サーバで次のいずれかの操作を実行します。

• Server Agent Manager が最小化されている場合は、Server Agent Manager アイコン  をダブルクリックします。
• Server Agent Manager が稼動していない場合、Storage Manager Server Agent Manager アプリケーションを起動します。
• Windows Server がコアインストールされたサーバに Server Agent がインストールされている場合は、次のコマンドを実行します。

"c:\Program Files (x86)\Compellent Technologies\Enterprise Services Agent
\ServerAgentManager.exe"

Server Agent Manager ウィンドウが表示されます。

Server Agent サービスのリスニングポートの変更
デフォルトの Server Agent のリスニングポート（27355）がサーバーですでに使用されている場合は、カスタムポートを指定できます。

1. Server Agent Manager で プロパティ をクリックします。プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
2. ソケットリスニングポート フィールドにポート番号を入力します。
3. OK をクリックします。

Data Collector への接続の変更 
Data Collector のポート、ホスト名、または IP アドレスが変更された場合、Server Agent Manager を使用して情報を更新します。

1. Server Agent Manager で、プロパティ をクリックします。プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
2. Storage Manager Data Collector のアドレスとポートを指定します。

• ホスト /IP アドレス：Data Collector のホスト名と IP アドレスを入力します。
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• ウェブサービスポート：Data Collector のレガシーウェブサービスポートを入力します。
3. Server Agent が NAS サーバーにインストールされている場合、次のフィールドに IPMI 設定を入力します。

• IPMI IP アドレス：IPMI カードの IP アドレスを入力します。
• IPMI ユーザー名：IPMI ユーザー名を入力します。
• IPMI パスワード：IPMI パスワードを入力します。

4. OK をクリックします。プロパティ ダイアログボックスが閉じられます。

Data Collector バージョンに合わせた Server Agent のアップデート
Data Collector が新バージョンにアップデートされた場合は、Server Agent Manager を使用して、Server Agent を一致するバージョンにアップデ
ートします。

1. Windows システムトレイで Server Agent アイコンをダブルクリックします。Server Agent Manager ウィンドウが表示されます。
2. アップグレードのチェック をクリックします。Server Agent が Data Collector と通信し、アップデートが利用可能かどうかを確認します。

新しい Server Agent が利用可能な場合は アップグレードが使用可能です ダイアログボックスが表示されます。
3. OK をクリックします。デフォルトのブラウザで Storage Manager ウェブサイトが開き、アップデートされた Server Agent のインストールファイル

をダウンロードするプロンプトが表示されます。
4. Server Agent セットアップファイルを Windows サーバーのローカルディスクに保存します。
5. セットアップファイルをダブルクリックします。ファイルを開く - セキュリティの警告 ダイアログボックスが表示されたら、実行 をクリックします。

続行するかどうかを確認する Server Agent のアップグレードダイアログボックスが表示されます。
6. はい をクリックします。インストールウィザードが表示されます。
7. インストールウィザードを実行して Server Agent をアップデートします。

Server Agent のアンインストール
容量リカバリの実行またはサーバーのストレージ管理の自動化が不要になった場合は、Server Agent をアンインストールします。

フルインストールの Windows Server での Server Agent のアンインストール
Storage Manager Server Agent アプリケーションをアンインストールするには、Windows の プログラムと機能 コントロールパネルアイテムを使
用します。

コアインストールの Windows Server での Server Agent のアンインストール
wmic コマンドを使用して、Server Agent の PackageCache パスを確認してから、msiexec コマンドを実行して Server Agent をアンインストー
ルします。

1. 次のコマンドを実行して、インストールされたアプリケーションについての情報を表示します。
2. コマンドの出力では、Server Agent のエントリが示されます。

例：

3. PackageCache に対して示されたパスをメモしておきます。
4. アンインストールを開始するには、次のコマンドを実行します。<PackageCache> を、前の手順で記録したパッケージキャッシュパスに置換し

ます。
確認のダイアログボックスが表示されます。

5. はい をクリックします。Storage Manager Server Agent ダイアログボックスが表示されます。
6. セットアップの完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する を選択してから、OK をクリックします。

Windows での容量リカバリ
容量リカバリでは、Storage Manager Server Agent を使用して、Windows のレポートを元に未使用のディスク容量を検出し、回復します。回
復可能な容量は、Storage Center のスナップショットの頻度と失効期限によって異なります。一般的に、Storage Center のスナップショット頻度
がより高く、期限切れまでの時間が短いほど、回復可能な容量は大きくなります。容量を解放するには、スナップショットが失効し、Storage 
Center のビューボリュームが添付されていない必要があります。
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容量リカバリのためのガイドライン
最良の結果を得るためには、次のガイドラインに従って容量リカバリを実行してください。

• 週 1 回業務時間外に容量リカバリが実行されるようにスケジュールします。
容量リカバリを任意のボリュームで即時実行する代わりに、1 週間に 1 回実行するようにスケジューリングすると、復元される容量を最大化で
きます。これよりも高い頻度で実行する場合は、容量リカバリの前に Storage Center で Data Progression を 実行し、未使用領域を復元
する必要があります。

• 容量リカバリを実行しているボリュームのストレージの傾向を表示すると、結果の経過を確認できます。
• 容量リカバリを定期的に実行することで、復元される容量が段階的に増加していきます。容量リカバリの進捗結果を確認するには、容量リカ

バリを実行しているボリュームのストレージの傾向を表示します。

一般的な容量リカバリの要件
次の表に、Windows サーバで容量リカバリを行う場合の要件を示します。

コンポーネント 要件

オペレーティングシステム 次のいずれかのオペレーティングシステム（最新のサービスパックが必
要）：

• Windows Server 2008 R2（フルまたはコアインストール）
• Windows Storage Server 2008 R2

• Windows Server 2012（フルまたはコアインストール）

• Windows Server 2012 R2（フルまたはコアインストール）

• Windows Server 2016（フルまたはコアインストール）

ソフトウェア Storage Manager Server Agent

ディスクとボリューム • ベーシックディスクとして初期化したディスク（MBR または GPT）の
みがサポート対象となります。ダイナミックディスクはサポートされませ
ん。

• NTFS ファイルシステムのみがサポート対象となります。
• クラスタ共有ボリュームや、Windows ミラーリングユーティリティでス

トライピングやミラーリングを実施しているボリュームはサポート対象
外です。

メモ: Live Volumes はサポートされていません。

関連リンク
Server Agent の要件

仮想環境での容量リカバリの要件
次の表では、容量リカバリを実行できる仮想環境を示します。

環境 Windows 仮想マシンでサポートされている構成

VMware 仮想マシンでは、サポート対象の Windows Server オペレーティングシ
ステムが動作し、次のいずれかの方法で Storage Center ボリュームへ
のアクセスが設定されている必要があります。
• Microsoft iSCSI Software Initiator を使用した直接マッピング 

LUN。
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環境 Windows 仮想マシンでサポートされている構成

• vSphere を介してマップされた物理モードの Raw デバイスマッピン
グ（RDM）（仮想モードの RDM は容量リカバリでは使用できませ
ん）。

Microsoft Hyper-V 仮想マシンでは、サポート対象の Windows Server オペレーティングシ
ステムが動作し、次のいずれかの方法で Storage Center ボリュームへ
のアクセスが設定されている必要があります。
• Microsoft iSCSI Software Initiator を使用した直接マッピング 

LUN。
• Hyper-V ゲストの SCSI アダプタを使用したパススルーディスク（IDE 

アダプタを使用してマップした LUN は仮想 ATA デバイスとして表
示され、容量リカバリでは使用できません）。

自動容量リカバリの有効化
自動容量リカバリは、すべての登録サーバー、フォルダ内のすべてのサーバー、個々のサーバー、または個々のサーバーボリュームに対して有効にす
ることができます。自動容量リカバリを有効にすると、容量リカバリの実行日時を指定できます。

自動容量リカバリのグローバル有効化
自動容量リカバリを実行できるようにするには、自動容量リカバリをグローバルに有効化する必要があります。

1. サーバ ビューをクリックします。
2. サーバー ペインで、サーバープロパティ をクリックします。 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. 自動容量リカバリ チェックボックスにチェックを付けます。
4. 容量リカバリの実行時刻 フィールドに、容量リカバリを実行する時刻を入力します。
5. OK をクリックします。

自動容量リカバリのグローバルな無効化
個々のフォルダ、サーバー、およびボリュームの容量リカバリ設定を変更せずに、自動容量リカバリが実行されないようにするには、容量リカバリをグ
ローバルに無効化します。

1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー ペインで サーバープロパティ　をクリックします。 設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
3. 自動容量リカバリ チェックボックスのチェックを外します。
4. OK をクリックします。

サーバーフォルダの自動容量リカバリの有効化
サーバーフォルダに含まれるすべてのサーバーに対して自動容量リカバリを有効にすることができます。
前提条件
容量リカバリを実行するためには、自動容量リカバリをグローバルに有効にする必要があります。

手順
1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバープロパティ で、自動容量リカバリがグローバルに有効になっていることを確認します。 。
3. サーバー ペインでサーバーフォルダを選択します。
4. 右ペインで 設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 自動容量リカバリの実行を許可 チェックボックスにチェックを付けます。
6. デフォルトの容量リカバリスケジュールを設定するには、ボリュームがデフォルトの容量リカバリスケジュールを使用する チェックボックスを選択

してから、容量リカバリのスケジュール フィールドでスケジュールを指定します。
7. OK をクリックします。
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関連リンク
自動容量リカバリのグローバル有効化

Windows サーバの自動容量リカバリの有効化
サーバーの自動容量リカバリを有効にすると、Storage Center によってホストされているすべてのボリュームで容量リカバリが有効になります。
前提条件
• 自動容量リカバリは、グローバルに有効にする必要があります。
• サーバーが 1 つまたは複数のフォルダのメンバーである場合は、親フォルダごとに 自動容量リカバリの許可 チェックボックスを選択する必要が

あります。

手順
1. サーバ ビューをクリックします。
2. サーバープロパティ と  親サーバーフォルダで、自動容量リカバリがグローバルに有効になっていることを確認します。
3. サーバー ペインで Windows サーバーを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 自動容量リカバリの実行を許可 チェックボックスにチェックを付けます。
6. デフォルトの容量リカバリスケジュールを設定するには、ボリュームがデフォルトの容量リカバリスケジュールを使用する チェックボックスを選択

してから、容量リカバリのスケジュール フィールドでスケジュールを指定します。
• 毎日：容量リカバリは、「自動容量リカバリの有効化」で指定した時間に毎日実行されます。
• 毎週：容量リカバリは、表示されたドロップダウンで選択した曜日の「自動容量リカバリの有効化」で指定した時間に毎週実行されます。
• 毎月：容量リカバリは、表示されたフィールドで指定した日付、または月末（選択した場合）の「自動容量リカバリの有効化」で指定し

た時間に毎月実行されます。
7. OK をクリックします。

関連リンク
自動容量リカバリのグローバル有効化
サーバーフォルダの自動容量リカバリの有効化

個々の Windows ボリュームに対する容量リカバリスケジュールの指定
サーバーの自動容量リカバリを有効にすると、Storage Center によってホストされているすべてのボリュームで容量リカバリが有効になります。
前提条件
• 自動容量リカバリは、グローバルに有効にする必要があります。
• サーバーが 1 つまたは複数のフォルダのメンバーである場合は、親フォルダごとに 自動容量リカバリの許可 チェックボックスを選択する必要が

あります。
• 親 Windows サーバーに対して、Allow Automated Space Recovery（自動容量リカバリの実行を許可）チェックボックスを選択する必要

があります。

手順
1. サーバ ビューをクリックします。
2. サーバープロパティ と 親サーバーフォルダ、および親サーバーで、自動容量リカバリがグローバルに有効になっていることを確認します。
3. サーバー ペインで Windows ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 自動容量リカバリの実行を許可 チェックボックスが選択されていることを確認します。
6. 自動容量リカバリスケジュールの設定 チェックボックスを選択します。
7. 容量リカバリのスケジュール ドロップダウンから、容量リカバリの実行頻度を選択します。

• 毎日：容量リカバリは、「自動容量リカバリの有効化」で指定した時間に毎日実行されます。
• 毎週：容量リカバリは、表示されたドロップダウンで選択した曜日の「自動容量リカバリの有効化」で指定した時間に毎週実行されます。
• 毎月：容量リカバリは、表示されたフィールドで指定した日付、または月末（選択した場合）の「自動容量リカバリの有効化」で指定し

た時間に毎月実行されます。
8. OK をクリックします。
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関連リンク
自動容量リカバリのグローバル有効化
サーバーフォルダの自動容量リカバリの有効化
Windows サーバの自動容量リカバリの有効化

ボリュームに対する手動での容量リカバリの実行
容量リカバリは、Windows サーバーボリュームで手動で実行できます。

1. サーバー ビューをクリックします。
2. 容量リカバリを実行するボリュームを サーバー ペインで選択します。
3. 右ペインで 容量リカバリの実行 をクリックします。容量リカバリの実行 ダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックします。

容量リカバリの結果の表示
容量リカバリの履歴 タブには、これまでに実行した容量リカバリのログが示されます。

1. サーバー ビューをクリックします。
2. サーバー ペインで サーバー を選択します。
3. 右のペインで 容量リカバリの履歴 タブをクリックします。

電子メールによる容量リカバリレポートの送信
イベントの管理 タブを使用して、自分の電子メールアドレスに容量リカバリレポートを送信するように Storage Manager を設定します。

1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。
2. イベントの管理 タブをクリックします。
3. 容量リカバリレポート チェックボックスにチェックを付けます。
4. OK をクリックします。
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7
Storage Manager を使用した仮想ボリュームの管理
VVol は、接続されているストレージにより効率的な動作モデルを提供するように設計された、VMware のストレージ管理および統合フレームワー
クです。このフレームワークは、仮想マシン（VM）を構成するファイルをカプセル化し、それらをアレイ上のオブジェクトとしてネイティブに保存します。
VVol アーキテクチャにより、基礎となっているストレージは詳細なストレージ機能をアドバタイズできるようになります。vSphere ストレージのポリシー
ベースの管理に対して、これらのストレージポリシーを作成できます。

Storage Manager での VVol の設定
Dell Storage 環境で実行されている VVol には、以下のソフトウェアとファームウェアが必要です。

• VMware vSphere 6 以降
• Storage Manager 2016 R1

• Storage Center バージョン 7.0

Storage Manager で VVol を設定するための要件および推奨事項
次の要件および推奨事項は Storage Manager を設定して VVol を使用する場合に適用されます。

• Storage Manager は、高可用性（HA）を有効にした場合、クラスタ化されたハイパーバイザー上にインストールする必要があります。
• フォールトトレランスが推奨されます。
• Storage Manager は、管理対象ストレージエリアネットワーク（SAN）上にある VVol データストアで展開またはそこに移動できません。

Storage Manager Data Collector は従来の SAN ボリューム上にインストールし、そこに残っている必要があります。
• 別の管理クラスタに Storage Manager をインストールします。
• VVol は、iSCSI および Fibre Channel のインタフェースでのみサポートされます。FCoE とフロントエンド SAS は VVol ではサポートされていませ

ん。
• ネットワークカードは、セカンダリ LUNID 機能をサポートしている必要があります。詳細については、『VMware 互換性ガイド』の「セカンダリ 

LUNID」の「IO デバイス」で検索します。

追加情報については、http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php で入手できる『VMware 互換性ガイド』を参照してく
ださい。

VVol データの保護
総合 VVols ソリューションの重要コンポーネントは、VM メタデータです。VMware の ESXi は、制御プレーン動作中（電源オン、電源オフ、スナッ
プショットなど）にこのメタデータを VVol ごとに読み取りならびに書き込みします。

Dell Storage Manager Data Collector は、VASA Provider によって書き込まれたこの VVols メタデータをデータベースに格納します。

Storage Manager の展開中（インストール時または移行時）および VASA Provider の登録時に、生産ユーザーは外部データベースを使用す
る必要があります。

内部データベースの使用は、ラボ導入のみで考慮します。展開で使用される保護モデルに基づき、外部データベースを使用しないと、Storage 

Manager のアンインストール時または削除時に、VVols メタデータの一部またはすべてが失われる可能性があります。外部データベースを使用す
ることにより、アンインストール時や削除時にこのリスクを避けることができます。

外部データベースは、冗長スイッチング接続を含む、高可用性を備えた方法で展開します。
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VVols のラボ実験使用
生産前のラボ環境では、VVols で実験を行い、アレイのすべてのデータをパージし、実験用に別の VVols ラボ環境を再展開する目的で再起動
する可能性があります。

ラボ環境のみでデータをパージするための適切な手順：

1. VMware vCenter の使用 - すべての該当する VVols VM を削除
2. Storage Center の使用 - パージの実行

間違って順序が逆になった場合、Storage Manager がアンインストールされても、VVols メタデータがデータベースに残ります。新しいラボ環境で 
VVols を使用する予定の場合には、堅牢な動作環境を得るために、このメタデータを削除する必要があります。メタデータを削除しないと、一部
の VVols VM 操作で不正確なメタデータが参照されてしまいます。

順序が逆になってしまった場合には、Dell Technical Support に連絡して、パージプロセスを実行してください。

VMware 仮想ボリュームの概念
下図は、VMware で定義された仮想ボリューム（VVol）モデルを示したものです。

VVol フレームワークには、次のコンポーネントが含まれています。

• VASA プロバイダ：VASA プロバイダ（VP）は vSphere に対するストレージアウェアネスサービスとして機能するソフトウェアコンポーネントです。
ストレージベンダーは、特定のストレージアレイと連携するように VASA プロバイダを開発します。

• プロトコルエンドポイント（PE）：プロトコルエンドポイントは、VVol ストレージに使用される接続で、VVol ストレージコンテナにアクセスできる方
法です。また、プロトコルエンドポイントは、ストレージコンテナと仮想ボリュームへのアクセスが許可されるように、アクセスコントロールが配置され
てイニシエータがクエリされる場所です。プロトコルエンドポイントは、VMware ESXi 6.0 サーバタイプが Storage Manager に作成されるとき
に、Storage Manager によって作成され、表されます。
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VASA プロバイダが登録され、ストレージコンテナが Storage ManagerStorage Manager を使用して作成された後に、vSphere はこれらをプ
ロトコルエンドポイントとして認識します。

• ストレージコンテナ：ストレージコンテナは、仮想ボリュームベースの VM の配置に使用可能なストレージの数です。各アレイには少なくとも 1 つ
のストレージコンテナが含まれます。各ストレージコンテナには、関連付けられている 1 つまたは複数のプロトコルエンドポイントが存在します。

メモ: ストレージコンテナは仮想ボリュームのコンテキスト外でサポートされていません。

ストレージコンテナの作成には Storage Manager を使用する必要があります。

Storage Manager での VVol 動作のセットアップ
Storage Manager で仮想ボリューム（VVol）の動作をセットアップし、実行するには、以下の操作が必要です。

• Storage Manager で VMware vCenter サーバを登録します。
• VMware vCenter Server を Storage Center に登録するには、Storage Manager で Storage Center の自動管理 オプションを使用する

か、Storage Center に vCenter サーバを手動で追加します。
• vCenter サーバへの VASA プロバイダの登録
• vCenter 管理者により作成された VVol オブジェクトを保存するために使用されるストレージコンテナの作成
• Storage Manager を使用して、VVOL タイプのデータストアを作成します。このデータストアは、Storage Manager を使用するアレイ上のスト

レージコンテナにマップされます。
• vCenter を使用して VVol によりバックアップされる VM を作成します

Storage Manager は サマリ ビューと ストレージ ビューにストレージコンテナ、データストア、VVol、およびプロトコルエンドポイントに関する情報を提
供します。これらのオブジェクトは Storage Manager を使用して管理されます。プロトコルエンドポイントは Storage Manager によって自動的に
作成され、どのような方法によっても修正できません。

関連リンク
ストレージコンテナの管理
VASA プロバイダ

仮想ボリュームの制限事項
仮想ボリューム（VVol）上のボリューム操作は特定の操作に制限されています。

ストレージ管理者は、Storage Manager を使用して、データストアのタイプが VVOL としても知られている、ストレージコンテナでバックアップされた 
vSphere データストアを作成します。vSphere Web Client 内からは、これらの VVol データストアは VMFS データストアまたは NFS データストアと
異なる点は見当たりません。ただし、これらの VVol データストア内、またはデータストア上に保存されている仮想マシンは、ストレージコンテナ内で
整理され、アレイ上の仮想ボリュームとして保存されます。従来のボリュームに対して実行できる操作と同じ操作の多くは、仮想ボリュームに対して
も実行できます。

次のボリューム操作が VVol でサポートされています。

• 表示
• スナップショットの作成
• スナップショットプロファイルの設定
• しきい値定義の設定

次のボリューム操作は VVol でサポートされていません。

• 名前の編集
• プロパティの編集
• サーバへのボリュームのマップ
• ボリュームの拡張
• Live Volume への変換
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• 削除
• 移行
• コピー
• ミラー
• 複製

シックプロビジョニングは VVol VM の作成またはクローン作成などの操作ではサポートされていません。サポートされているのはシンプロビジョニング
だけです。

VASA プロバイダ
VASA プロバイダは VMware VVol 操作のサポートを有効にします。
VASA プロバイダは、vSphere vCenter サーバとベンダーのストレージアレイ間のソフトウェアインターフェイスです。デルは独自の VASA プロバイダを
提供して、vCenter で Dell ストレージを使用した作業ができるようにします。この VASA プロバイダは VMware VASA 2.0 API 仕様をサポートし
ています。

VASA プロバイダが登録されると、vCenter を使用して Storage Center 上に VVol を作成し、管理できるようになります。

お使いの環境で VVol を使用する場合は VASA プロバイダを設定する必要があります。

VASA プロバイダの制限事項
VASA プロバイダには次の制限事項が適用されます。

• Storage Manager では VASA Provider を 1 つの vCenter のみに登録できます。
• VASA プロバイダに対するすべての ESXi 要求と vCenter 要求は、単一の Storage Manager ユーザーにマップされます。

VASA プロバイダの登録
vCenter サーバに VASA プロバイダを登録し、Storage Center の サーバ ビューから管理できます。

次のいずれかの方法を使用して VASA プロバイダを登録します。

• 最初に Storage Manager クライアント内の vCenter サーバを登録する際に、VASA プロバイダの登録 オプションを選択します。
• すでに登録されている vCenter サーバについては、設定の編集 を選択し、VASA プロバイダの登録 オプションを選択します。

関連リンク
VMware vCenter Server の登録

VASA プロバイダの登録解除
VASA プロバイダの登録を解除して vCenter から削除します。
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前提条件

注意: VASA プロバイダは、次のタスクを開始する前に登録解除する必要があります。

• 同じ IP アドレスを持つ同じホスト上での Storage Manager のアンインストール、移行、アップグレード、再インストールに関連するすべ
てのアクション

• 別のホストに再インストールする場合の Storage Manager のアンインストール
• Storage Manager FQDN の変更
• Storage Manager IP アドレスの変更

VASA を登録解除すると、仮想ボリュームの VM および使用中のデータストアのコントロールプレーンの操作に影響します。ESXi ホストおよ
び該当の SAN ストレージ間のデータ転送には影響しません。

VASA プロバイダを登録解除すると、VVol VM の電源がオフになりアクセス不能で、データストアが非アクティブと表示されます。長時間に
及ぶコントロールプレーンのダウン時間を避けるには、VASA プロバイダが登録解除されたままの期間を最小限に抑えます。再再登録の
後、電源がオフになった VM およびデータストアがそれぞれアクセスできない、また非アクティブな状態から回復するのに遅延が発生する場
合があります。

手順
1. サーバ ビューをクリックします。
2. サーバ ペインで サーバ フォルダを選択します。
3. vCenter Server のアイコンを右クリックし、設定の編集 を選択します。

VMware vCenter Server 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
4. VASA プロバイダ登録解除 をクリックします。
5. OK をクリックします。

VASA Provider での Storage Manager 証明書の使用
VASA Provider の登録 ウィザードを実行すると、VASA Provider の URL が自動的に生成されます。この URL は、Data Collector がインスト
ールされているホストを識別します。ホストは、IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）のいずれかとして識別されます。Storage Manager 
をインストールまたはアップグレードした方法に応じて、または Data Collector のホストを変更した場合、証明書をアップデートするために追加のス
テップが必要になる場合があります。

Dell Storage Manager 2016 R2 の新しいインストール
Storage Manager が DNS サーバまたは Active Directory サーバなどの名前検索サービスに登録済みである場合、その FQDN に基づいて 
Storage Manager 証明書が生成されます。IP アドレスの変更は証明書に影響しません。FQDN を変更した場合、Windows ベースのインスト
ールであれば、Storage Manager を手動で再起動する必要があります。仮想アプライアンスのインストールの場合は自動的に再起動します。IP 

を変更する前に VASA Provider を使用していた場合、VASA Provider を手動で登録解除してから登録する必要があります。

Dell Storage Manager 2016 R1 の Dell Storage Manager 2016 R2 へのアップグレード
Dell Storage Manager 2016 R1 では、証明書は IP アドレスに基づきます。Dell Storage Manager 2016 R2 へのアップグレード後、既存の証明
書は変更されません。ホストの IP アドレスを変更する必要がある場合は、次の表で説明されているとおり、証明書をアップデートする必要があり
ます。

IP の変更 必要なアクション

Windows ベースの Storage Manager での IP の変更 Storage Manager が DNS サーバや Active Directory のような名前検索サービスに
登録されていない場合には、Storage Manager および VASA の証明書は、
Windows ホストの IP アドレスに基づきます。Windows ホストの IP アドレスを変更する
前に、まず、VASA Provider を登録解除する必要があります。次に、Windows ホスト
の IP アドレスを変更します。その後、Storage Manager を手動で再起動し、新しい 
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IP の変更 必要なアクション

IP アドレスに基づいて証明書を再生成します。再起動後に、VASA Provider を再登
録する必要があります。

仮想アプライアンスでの IP の変更 Dell Storage Manager 仮想アプライアンスでは、IP アドレスなどのネットワークの変更
は、Storage Manager Web UI を介して行われます。したがって、Storage Manager 

は変更を認識します。まず VASA Provider の登録を解除し、次に IP アドレスを変更
する必要があります。変更が完了すると、Storage Manager が再起動し、新しい IP 

アドレスに基づいて証明書が再生成されます。次に、VASA Provider を再登録する必
要があります。

DellStorage Manager 2016 R2 での IP アドレスから 
FQDN への切り替え

証明書にホストの IP アドレスの代わりに、FQDN を使用するよう証明書を切り替える
には、まず VASA Provider の登録を解除する必要があります。次に Storage 

Manager ホストを名前検索サービスに登録します。次に、ホスト上のネットワークプロ
パティを設定します。その後、既存の証明書を削除する Dell Storage Manager 2016 

R1 手順に従い、Storage Manager を再起動します。再起動後に、VASA Provider 

を再登録します。

Windows または仮想アプライアンスでの FQDN の変
更

証明書ですでに FQDN が使用されていてその FQDN を変更する場合には、まず 
VASA Provider の登録を解除します。次に、新しい FQDN 用に、名前検索サービス
または Storage Manager ホスト (または両方) を変更します。次に、旧式の手順に従
い、Storage Manager を再起動します。Storage Manager が実行されたら、VASA 

Provider を再登録します。

メモ: 名前検索サービスを変更する前に VASA Provider の登録を解除しない
と、特定のサービスについて vCenter で初期化エラーが発生し、VASA の登
録に失敗します。

DellStorage Manager 2016 R2 での FQDN から IP 

アドレスへの切り替え
FQDN の使用を中止し、IP アドレスの使用に戻るには、まず VASA Provider の登録
を解除します。次に、名前検索サービスまたは Storage Manager ホスト（または両
方）に変更を加え、FQDN 設定を削除します。 Storage Manager を再起動して変
更内容を有効にし、VASA Provider を再登録します。

メモ: 名前検索サービスを変更する前に VASA Provider の登録を解除しない
と、特定のサービスについて vCenter で初期化エラーが発生し、VASA の登
録に失敗します。

ストレージコンテナの管理
ストレージコンテナを作成し、使用して、環境内の VMware 仮想ボリューム（VVol）を整理することができます。
ストレージコンテナは、VVol をサポートしている VMware 環境で使用されるストレージのプールです。ストレージコンテナは、次の方法を使用して
作成できます。

• Storage Manager のナビゲーションペインで ストレージ ビューから ボリューム を選択します。ストレージコンテナの作成 機能を使用してスト
レージコンテナを作成し、設定を指定します。

• Storage Manager のナビゲーションペインで サーバ ビューから サーバ を選択します。データストアの作成 機能を使用して VVOL タイプのデ
ータストアを作成します。この機能を使用してデータストアを作成する場合、データストアに関連付けられるストレージコンテナを新たに作成す
るか、データストアに関連付けられる既存のストレージコンテナにマッピングすることもできます。

メモ: これが推奨される方法です。

ストレージコンテナが作成されると、vCenter を使用してデータストアを作成し、ストレージコンテナにマップ（マウント）することができます。この後、
データストアを使用して VVol ベースの VM を作成できます。

ストレージコンテナおよび VVol の詳細については、サーバ ノードを選択したときの サマリ タブに表示されます。
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ストレージコンテナオプションによる vCenter のアドバタイズされた機能への影響
ストレージコンテナを作成する場合、圧縮、重複排除、暗号化、およびスナップショットの使用や Storage Center のストレージプロファイルなどの
オプションを指定します。ストレージコンテナの作成が完了すると、これらのオプションは機能として vCenter にアドバタイズされます。次の VASA バ
ージョン 2.0 システムストレージ機能は Storage Manager によってサポートされており、これらの機能が表示される vCenter の サマリ タブは、個
々のデータストアの vCenter にある 機能セット と デフォルトプロファイル の下に表示されます。

• 圧縮
• 重複排除
• 暗号化
• snapshotCapable

• SCstorageProfile

メモ: これらの機能は VVol データストアにのみ適用されます。レガシー VMFS データストアには適用されません。

VMware 管理者はストレージ機能を使用して vCenter で VM ストレージポリシーを作成できます。

関連リンク
データストアまたはストレージコンテナの作成と VMware vSphere へのマッピング

VVol のデータ削減オプション
ストレージコンテナを作成する場合はデータ削減オプションを指定できます。これらのオプションは VM ストレージプロファイルの作成中に VMware 
管理者にアドバタイズされます（使用可能になります）。

Storage Manager を使用してストレージコンテナを作成する場合は、必要に応じてこれらのデータ削減オプションを設定することもできます。

• 重複排除の許可
• 圧縮の許可

これらのオプションのいずれか一方または両方を指定して、次に作成される VM のデータ削減プリファランスを示します。

データ削減入力 のオプションを指定することもできます。

• なし
• 圧縮
• 重複排除と圧縮

これらのオプションは ストレージコンテナの作成 ウィザードのチェックボックスとして表示されます。

メモ: 圧縮の許可 および 重複排除の許可 チェックボックスが選択されている場合でも、なし プロファイルオプションを選択すると、どの
アクションも実行されません。

ユーザープリファランスを使用して指定した場合、デフォルトのデータ削減プロファイル を選択することもできます。

ストレージ管理者がデータ削減オプションを指定してストレージコンテナを作成すると、VMware 管理者によりストレージプロファイルが作成されたと
きにこれらのオプションは VM ストレージプロファイル ウィザードでアドバタイズされます（選択されている状態で表示されます）。ストレージコンテナの
データ削減オプションを編集すると、VM ストレージプロファイルに表示されているアドバタイズされた機能も変更されます。

VM ストレージプロファイルの使用方法の詳細については、VMware vCenter のマニュアルを参照してください。
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データ削減操作に影響する要因
新しい仮想ボリュームが作成されると、ストレージコンテナでサポートされている任意のデータ削減タイプを使用できます。仮想ボリュームのデータ削
減タイプのプリファランスは次のいずれかの影響を受けます。

• VM ストレージプロファイル（確立されて使用されている場合）

• Storage Center に設定されたデフォルトのデータ削減プロファイル

次の要因はデータ削減オプションの適用方法に影響します。

• どの VM ストレージポリシーも選択しない場合、デフォルトのデータ削減プロファイル で選択された値がデータ削減タイプのデフォルトとして設
定されます。

• 既存のストレージコンテナのプロパティを編集して デフォルトのデータ削減プロファイル の値を変更しても既存の仮想ボリュームには影響しま
せん。この変更はその後に作成した新規ボリュームに対してのみ適用されます。

• 既存のボリュームで有効になっていた機能が後で無効にされてもボリューム自体に変更はありません。VM ストレージプロファイルでは、そのボリ
ュームは非準拠として表示されます。ボリュームの準拠性を戻すには、準拠性ポリシーをボリュームに適用します。

メモ: 互換性のあるストレージが存在する場合、VM ストレージプロファイルが優先されます。

メモ: VM ストレージポリシーは Data VVol と Config VVol にのみ適用され、Memory VVol と Swap VVol には適用されません。

メモ: 特に圧縮および重複排除の VM ストレージポリシーを変更する場合、VMware 管理者ポリシーを、VM に関連付けられている
すべてのボリュームにポリシーを適用します。同じ変更がすべてのボリュームに適用されないと、VM の一部は圧縮できても、その他の
部分が圧縮されない可能性があります。

メモ: アドバタイズされた機能は VVol データストアにのみ適用され、レガシー VMFS データストアではサポートされません。

メモ: ストレージコンテナのデータ削減プロファイルを変更すると、今後作成される高速クローン VM が Config VVol と Data VVol で
一致しないデータ削減プロファイルを使用して作成される可能性があります。高速クローン VM は作成された時点での VM の履歴を
共有します。したがって、その Data VVol は元の VM の Data VVol の設定を継承します。このような履歴の共有には別の影響もあり
ます。ユーザーが VM ストレージポリシーを元の VM に適用すると、同じ変更が高速クローン VM の Data VVol にも適用されます。

メモ: ScStorageProfile 機能のルールが含まれている VM ストレージポリシーを適用する場合、vCenter 管理者はデータストアの互
換性の警告 Datastore does not satisfy required properties. を無視できます。VASA プロバイダはデータスト
アで設定された値をオーバーライドし、ユーザーによる入力値の ScStorageProfile を VM の VVol に適用します。

予想されるデータ削減の動作のシナリオ
両方のストレージコンテナのデータ削減オプションと VMware ストレージプロファイルの両方で指定した設定が、VM および VVol 作成の結果を左
右します。ストレージコンテナのデータ削減設定が VM ストレージプロファイル内の設定と競合する場合は、VM と仮想ボリュームの作成に失敗す
る可能性があります。

次の表は、圧縮 オプションを使用した新しい VM の作成で予想される動作を示しています。

表 4. 圧縮を使用した新しい VM の作成で予想される動作

VM ストレージポリシー = 指定な
し

VM ストレージポリシー = 圧縮が
有効

VM ストレージポリシー = 圧縮が
無効

ストレージコンテナの圧縮が有効 ストレージコンテナからのデフォルト
のデータ削減プロファイル値を使
用して作成されたボリューム

圧縮 データ削減プロファイルを使
用して作成されたボリューム

データ削減プロファイルで作成され
たボリュームを なし に設定

ストレージコンテナの圧縮が無効 ストレージコンテナからのデフォルト
のデータ削減プロファイル値を使
用して作成されたボリューム

ユーザーが、サポートされていない
機能を設定しようとしているため、
VM の作成に失敗

データ削減プロファイルで作成され
たボリュームを なし に設定

次の表は、重複排除 オプションを使用した新しい VM の作成で予想される動作を示しています。
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表 5. 重複排除を使用した新しい VM の作成で予想される動作

VM ストレージポリシー = 指定な
し

VM ストレージポリシー = 重複
排除が有効

VM ストレージポリシー = 重複
排除が無効

ストレージコンテナの重複排除が
有効

ストレージコンテナからのデフォルト
のデータ削減プロファイル値を使
用して作成されたボリューム

重複排除と圧縮 データ削減プロ
ファイルを使用して作成されたボリ
ューム

データ削減プロファイルで作成され
たボリュームを なし に設定

ストレージコンテナの重複排除が
無効

ストレージコンテナからのデフォルト
のデータ削減プロファイル値を使
用して作成されたボリューム

ユーザーが、サポートされていない
機能を設定しようとしているため、
VM の作成に失敗

データ削減プロファイルで作成され
たボリュームを なし に設定

次の表は、vCenter ユーザーが、関連付けられている VM ポリシーを変更するときに、既存の VM に予期される動作を示しています。この表は、
圧縮と重複排除の両方がストレージコンテナで有効になっていることを前提としています。

表 6. 既存の VM での VM ストレージポリシーアップデートで予想される動作

古い VM ストレージポリシ
ー

新しい VM ストレージポリ
シー

予想される動作

圧縮が有効 圧縮が無効 関連付けられている VVol のデータ削減プロファイルが 圧縮 から　なし に変わりま
す。データは次のデータ移動サイクルで圧縮解除されます。

圧縮が無効 / なしを指定 圧縮が有効 関連付けられている VVol のデータ削減プロファイルが なし から　圧縮 に変わりま
す。データは次のデータ移動サイクルで圧縮されます。

重複排除が無効 重複排除が有効 関連付けられている VVol のデータ削減プロファイルが 重複除外と圧縮 に変わりま
す。データは次のデータ移動サイクルで圧縮解除されます。

 重複排除が有効 重複排除が無効 関連付けられている VVol のデータ削減プロファイルが 重複除外と圧縮 から　なし に
変わります。データは次のデータ移動サイクルで元に戻されます。

ストレージ管理者がストレージコンテナで 圧縮 チェックボックスと 重複排除 チェックボックスを選択または選択解除するときに既存の VM で予想さ
れる動作を次の表に示します。

表 7. ストレージコンテナでの 圧縮 および 重複排除 チェックボックスの予想される動作

古いチェックボックス値 新しいチェックボックス値 予想される動作

圧縮が有効 圧縮が無効 既存のボリュームのデータ削減プロファイルは変更されません。
コンプライアンスチェックにより、VM がストレージコンテナに準拠していないことが警告さ
れます。

同じストレージコンテナへの VM のクローン / 高速クローンは 表 4. 圧縮を使用した
新しい VM の作成で予想される動作 のルールに従い、VM ストレージポリシーが現
在非準拠の場合、失敗する可能性があります。

新しいボリュームは なし に設定されたデータ削減プロファイルで作成されます。

圧縮が無効 圧縮が有効 既存のボリュームのデータ削減プロファイルは変更されません。
同じストレージコンテナへの VM のクローン / 高速クローンは 表 4. 圧縮を使用した
新しい VM の作成で予想される動作 のルールに従い失敗しません。

新しいボリュームは 表 4. 圧縮を使用した新しい VM の作成で予想される動作 に従
いデータ削減プロファイルで作成されます。

重複排除が無効 重複排除が有効 既存のボリュームのデータ削減プロファイルは変更されません。
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古いチェックボックス値 新しいチェックボックス値 予想される動作
同じストレージコンテナへの VM のクローン / 高速クローンは 表 5. 重複排除を使用
した新しい VM の作成で予想される動作 のルールに従い失敗しません。

新しいボリュームは 表 5. 重複排除を使用した新しい VM の作成で予想される動作 
に従いデータ削減プロファイルで作成されます。

重複排除が有効 重複排除が無効 既存の VVol のデータ削減プロファイルは変更されません。

コンプライアンスチェックにより、VM がストレージコンテナに準拠していないことが警告さ
れます。

同じストレージコンテナへの VM のクローン / 高速クローンは 表 5. 重複排除を使用
した新しい VM の作成で予想される動作 のルールに従い、VM ストレージポリシーが
現在非準拠の場合、失敗する可能性があります。

圧縮 が有効になっているか、データ削減プロファイルが なし に設定される場合、新し
いボリュームは 表 4. 圧縮を使用した新しい VM の作成で予想される動作 に基づい
たデータ削減プロファイルで作成されます。

次の表は移行に関連したデータストアに予期される動作を示しています。

表 8. 移行に関連して予想される動作

ソースデータストア 宛先データストア 予想される動作

ストレージコンテナの重複排除 = サポートあり ストレージコンテナの重複排除 = サポートあり
宛先 VM ストレージポリシー = 重複排除が
有効

移行は成功します。宛先のボリュームは、重複
排除と圧縮 データ削減プロファイルを使用して
作成されます。

ストレージコンテナの重複排除 = サポートあり ストレージコンテナの重複排除 = サポートなし
宛先 VM ストレージポリシー = 重複排除が
有効

ソース VM ストレージポリシーが宛先で無効で
あるため、移行は失敗します。

ストレージコンテナの重複排除 = サポートあり
コンテナでのデフォルトのデータ削減ポリシー = 
重複排除と圧縮

ストレージコンテナの重複排除 = サポートなし
宛先 VM ストレージポリシー = 指定なし

移行は成功します。宛先のボリュームは、宛先
のストレージコンテナのデフォルトのデータ削減プ
ロファイルを継承します。

ストレージコンテナの圧縮 = サポートあり ストレージコンテナの圧縮 = サポートなし
VM ストレージポリシー = 圧縮が有効

ソース VM ストレージポリシーが宛先で無効で
あるため、移行は失敗します。

ストレージコンテナの圧縮 = サポートあり
コンテナでのデフォルトのデータ削減ポリシー = 
圧縮

ストレージコンテナの圧縮 = サポートなし
VM ストレージポリシー = 指定なし

移行は成功します。宛先のボリュームは、宛先
のストレージコンテナのデフォルトのデータ削減プ
ロファイルを継承します。

ストレージ ビューを使用したストレージコンテナの作成
ストレージコンテナを作成して仮想ボリューム（VVol）のストレージオプションを定義します。
このタスクについて

メモ: Storage Center は、ストレージシステムごとに最大 50 個のストレージコンテナをサポートしています。

メモ: この方法を使用してストレージコンテナを作成すると、作成されるストレージコンテナは空となり、いずれの Vvol データストアもこの
ストレージコンテナに関連付けられません。この方法ではなく データストアの作成 方法を使用すると、新しいストレージコンテナが同時
に作成され、そのストレージコンテナに新しいデータストアを関連付けることができます。
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手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ナビゲーションペインで、ボリューム を選択します。
4. 右のペインで ストレージコンテナの作成 をクリックします。

ストレージコンテナの作成 ダイアログボックスが表示されます。
5. 必要な情報を指定します。

a. 名前 フィールドに、ストレージコンテナの名前を入力します。
b. サイズ フィールドにサイズを入力し、測定の単位を選択します。
c. 新しいストレージコンテナの場所としてボリュームフォルダを指定するには、変更 をクリックします。
d. ストレージタイプ フィールドで、ドロップダウンリストからストレージタイプを選択します。
e. 圧縮の許可 を有効にするかどうかを選択します。
f. 重複排除の許可 を有効にするかどうかを選択します。
g. 暗号化の使用 を有効にするかどうかを選択します。
h. スナップショット を有効にするかどうかを選択します。
i. 許可されているストレージプロファイルを選択するには、許可されているストレージプロファイル の横にある 変更 をクリックします。
j. デフォルトのスナップショットプロファイル フィールドで、ドロップダウンリストからスナップショットプロファイルを選択します。
k. デフォルトのデータ削減プロファイル フィールドで、ドロップダウンメニューからデフォルトのデータ削減プロファイルを選択して指定します。
l. （オプション）許可されているストレージプロファイルを指定するには、変更 をクリックして ストレージプロファイルの選択 ダイアログボックス

を開き、利用可能なストレージプロファイルから選択します。
m. デフォルトのデータ削減入力 フィールドで、デフォルト値を すべてのスナップショット ページまたは アクセスできないスナップショット ページか

ら選択します。
6. OK をクリックします。

ストレージコンテナの編集
ストレージコンテナ設定を編集して、その値および関連プロファイルを変更します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ナビゲーションペインで ボリューム を選択し、変更するストレージコンテナを選択します。
4. 右側のペインで、設定の編集 をクリックします。

ストレージコンテナの編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 必要に応じてフィールドを変更します。
6. OK をクリックします。

ストレージコンテナの削除
ストレージコンテナが使用されていない場合は、それを削除できます。
このタスクについて

メモ: ストレージコンテナに関連付けられている仮想ボリュームがある状態でストレージコンテナを削除しようとすると、ストレージコンテナ
の削除タスクは失敗します。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ナビゲーションペインで、ボリューム を選択します。
4. 削除されるストレージコンテナの名前を右クリックします。
5. 削除 をクリックします。

削除 の確認ボックスが表示されます。
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6. OK をクリックします。

ストレージコンテナ情報の表示
Storage Manager ビューは、仮想ボリューム（VVol）に関連するコンポーネントに関する情報を表示します。

ストレージコンテナは、Storage Center の ストレージ ビューにボリュームと一緒に表示されます。ストレージコンテナについての詳細を表示するに
は、ストレージコンテナの名前をクリックします。

ストレージコンテナに関する情報を表示しているときに、サマリ、ボリューム、グラフ、使用履歴 の各タブを選択できます。次の例はストレージコン
テナの サマリ 情報を示しています。

VVol データストアの作成
ストレージコンテナは、vCenter がストレージコンテナを使用できるようになる前に最初に Storage Center に定義されている必要があります。スト
レージコンテナが作成された後、vCenter がストレージコンテナ内に VVol ベースの VM を作成することができます。Storage Manager を使用して 
データストアの作成 アクションを使用する際に、VVOL タイプのデータストアを作成し、データストアを保持するストレージコンテナを指定します。

データストアまたはストレージコンテナの作成と VMware vSphere へのマッピン
グ 
1 回の操作で、ボリュームの作成、VMware ESX 環境へのボリュームのマッピング、およびクラスタへのボリュームのマウントを実行できます。

1. サーバ ビューをクリックします。
2. サーバ ペインで、データストアの作成先となる VMware ESXi クラスタまたはホストを選択します。
3. 右ペインで、データストアの作成 をクリックします。データストアの作成 ダイアログボックスが表示されます。
4. データストアの名前を 名前 フィールドに入力します。
5. データストアのタイプとして次のいずれかを選択します。

• VVol データストア
• 標準データストア（VMFS）
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6. 次へ をクリックします。
7. VMFS データストアを選択した場合は、次の手順を続行します。

a. ドロップダウンメニューからストレージの単位を選択し、総容量 フィールドにボリュームサイズを入力します。使用可能なストレージの単位
は、キロバイト（KB）、メガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、およびテラバイト（TB）です。

b. データストア内の仮想ディスクのサイズの上限を、最大ファイルサイズ ドロップダウンで選択します。
c. ボリュームの作成元となる Storage Center を選択するには、Storage Center ドロップダウンメニューから選択します。
d. ボリュームを作成するフォルダを指定するには、ボリュームフォルダ 領域からフォルダを選択します。
e. ボリュームにメモを追加するには、メモ フィールドにメモを入力します。
f. スナップショットプロファイルを選択するには、ドロップダウンメニューに一覧表示されているプロファイルから選択します。
g. データ削減プロファイルを指定するには、ドロップダウンメニューからいずれか 1 つを選択します。
h. ボリュームデータ固有のティアと RAID レベルを使用するには、ストレージプロファイル ドロップダウンメニューから適切なストレージプロファ

イルを選択します。
i. カスタム LUN を指定する場合、マッピングパスを制限するか、マルチパスを設定するか、ボリュームを読み取り専用にして、詳細なマッピ

ング をクリックします。
8. VVOL データストアを選択した場合は、次の手順を続行します。

a. ストレージコンテナを使用するオプションとして次のいずれかを選択します。
• 既存の新規ストレージコンテナを使用：このオプションを選択すると、既存のストレージコンテナのリストが表示されます。ストレージコ

ンテナを選択し、完了 をクリックします。
• 新しいストレージコンテナの作成

b. ボリュームの作成元となる Storage Center を選択するには、Storage Center ドロップダウンメニューから選択します。
c. ドロップダウンメニューからストレージの単位を選択し、サイズ フィールドにデータストアのサイズを入力します。利用可能なストレージの単

位は、キロバイト（KB）、メガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、およびテラバイト（TB）です。
d. スナップショットプロファイルを選択するには、ドロップダウンメニューに一覧表示されているプロファイルから選択します。
e. 複数のストレージタイプが Storage Center で定義されている場合は、ストレージタイプ ドロップダウンメニューからストレージを提供する 

ストレージタイプ を選択します。
f. ボリューム上で使用できるストレージプロファイルを指定するには、変更 をクリックします。ストレージプロファイルのリストが表示されます。こ

のリストで、ストレージプロファイル ドロップダウンメニューから 1 つまたは複数のストレージプロファイルを選択します。
g. デフォルトのストレージプロファイル ドロップダウンメニューで、デフォルトとして使用されるストレージプロファイルを選択します。
h. ボリュームを作成するフォルダを指定するには、ボリュームフォルダ 領域からフォルダを選択します。

9. 新しいストレージコンテナを作成するには、次の情報を提供します。
a. 名前 フィールドに、ストレージコンテナの名前を入力します。
b. サイズ フィールドにサイズを入力し、測定の単位を選択します。
c. 変更 をクリックして、新しいストレージコンテナの場所としてボリュームフォルダを指定します。
d. ストレージタイプ フィールドで、ドロップダウンリストからストレージタイプを選択します。
e. 圧縮の許可 を有効にするかどうかを選択します。
f. 重複排除の許可 を有効にするかどうかを選択します。
g. 暗号化の使用 を有効にするかどうかを選択します。
h. スナップショット を有効にするかどうかを選択します。
i. 許可されているストレージプロファイル の横にある 変更 をクリックして許可されているストレージプロファイルを選択します。
j. デフォルトのスナップショットプロファイル フィールドで、ドロップダウンリストからスナップショットプロファイルを選択します。
k. デフォルトのデータ削減プロファイル フィールドで、ドロップダウンメニューからデフォルトのデータ削減プロファイルを選択して指定します。
l. （オプション）許可されているストレージプロファイルを指定するには、変更 をクリックして ストレージプロファイルの選択 ダイアログボックス

を開き、利用可能なストレージプロファイルから選択します。
m. デフォルトのデータ削減入力 フィールドで、デフォルト値を すべてのスナップショット ページまたは アクセスできないスナップショット ページか

ら選択します。
10. 完了 をクリックして、データストア作成タスクを完了します。

関連リンク
サーバーボリュームとデータストアの作成
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VVol およびデータストア情報の表示
データストアの サマリ ビューには、データストアの詳細が表示されます。

サーバ ノードを Storage Manager で選択し、Storage Center 階層のデータストアを選択します。データストアの詳細を表示するには、データス
トアの名前をクリックします。

次に、データストアの サマリ ビューを示します。

VVol タイプを使用してデータストアを作成した場合は、VVol タブでストレージコンテナに格納されている仮想ボリュームを識別します。

プロトコルエンドポイントの監視
仮想ボリューム（VVol）に関連付けられているプロトコルエンドポイントに関する詳細を表示できます。

ESXi 6.0 サーバが Storage Manager で作成されると、プロトコルエンドポイントが自動的に作成されます。Storage Manager は ストレージ ビュ
ーでプロトコルエンドポイントを公開します。Storage Manager を使用して、vSphere ホストのプロトコルエンドポイントの詳細を表示できます。

次の例は、Storage Manager によって表示されるプロトコルエンドポイントの概要情報を示しています。

194 Storage Manager を使用した仮想ボリュームの管理



ホストに VVol が含まれている場合、そのホストの ストレージ ビューには、プロトコルエンドポイントに関する次の詳細が含まれます。

• デバイス ID

• 接続性ステータス
• サーバ HBA

• マッピングの経路
• 使用される LUN

• 読み取り専用（はい または いいえ）
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8
PS Series ストレージアレイの管理
PS Series ストレージアレイは、パフォーマンスとネットワークのロードバランシングを自動化することによってリソースを最適化します。さらに、PS 
Series ストレージアレイは、全機能を統合したアレイ管理ソフトウェア、ホストソフトウェア、および無料のファームウェアアップデートも提供します。
Dell Storage Manager を使用して PS Series ストレージアレイを管理するには、ストレージアレイが PS Series ファームウェアバージョン 7.0 以降
を実行している必要があります。

グループについて
PS Series グループは、完全に機能する iSCSI ストレージエリアネットワーク (SAN) です。
グループを作成するには、1 つまたは複数の PS Series アレイを設定し、IP ネットワークに接続します。この仮想化ストレージシステムでは、アレイ
がグループメンバーとなり、設定データを共有します。メンバーはストレージアレイに属しており、特定の RAID ポリシーで構成されています。各メン
バーは他のメンバーと連携して、ディスクストレージ、コントローラ、キャッシュ、およびネットワーク接続の仮想化を可能にします。仮想化テクノロジ
によって、基礎となるストレージ設定の複雑さが隠されるため、クライアントサーバはグループを単一のエンティティとして認識し、ストレージデータの
一元的なビューを提供します。

図 24. PS Series グループ は PS Series グループを示しています。表 9. PS Series グループ は図で使用されるコールアウトを説明したものです。

図 24. PS Series グループ

表 9. PS Series グループ

番号 説明
1 PS Series グループ

1 つ以上の PS Series アレイで構成されるストレージエリアネットワーク（SAN）が IP ネットワークに接続されています。ア
レイは高パフォーマンスの（物理）ブロックストレージデバイスです。

2 PS Series メンバー
1 つまたは複数の PS Series アレイは、使用するストレージ容量を提供するプール内で個々のメンバーとして表されます。

3 PS Series ストレージプール
ストレージリソース（ディスク容量、処理能力、およびネットワーク帯域幅）用のコンテナ。プールには 1 つまたは複数のメン
バーを割り当てることができます。
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1 つのグループは、ストレージデータに対してブロックアクセスおよびファイルアクセスの両方を提供します。ブロックレベルストレージへのアクセスには、
PS Series アレイへの直接的な iSCSI アクセスが必要です（iSCSI イニシエータ）。ファイルストレージへのアクセスには、NFS プロトコルまたは SMB 

プロトコル、および Dell FluidFS スケールアウトファイルシステムを使用する FS Series NAS アプライアンスが必要です。

ストレージデータ管理機能では、次の操作が可能です。

• ssh、シリアル回線、Telnet、およびウェブベースのユーザーインタフェースなど、複数の内蔵メカニズムを使用してグループを管理します。外部
管理ステーションまたは管理ソフトウェアは不要です。

• ログファイル、SNMP トラップ、および E メール通知によって管理アクティビティや問題を警告するように、システムを設定します。
• アレイをさらにグループに追加し（最大 16）、容量を増やしてパフォーマンスを向上させます。
• 承認および認証メカニズムによって、データおよび管理アクセスをセキュア化します。
• レプリケーションおよびスナップショットを使用してストレージデータを保護します。

PS Series グループの追加
PS Series グループが Storage Manager Data Collector に追加されると、そのグループは、特定の Storage Manager ユーザーに関連付けられ
ます。これらのユーザーは、マッピング先の PS Series グループのみを表示および管理できます。1 人の Storage Manager ユーザーに対して可視
状態の PS Series グループが、別のユーザーに対して可視状態であるとは限りません。
Storage Manager ユーザーが PS Series グループを追加するときには、PS Series グループのユーザーアカウント用の資格情報を提供する必要
があります。PS Series グループのユーザーアカウントに割り当てられる権限レベルによって、Dell Storage Manager Client で許可されるアクセス
権が決まります。

メモ: レポーター権限を持つ Storage Manager ユーザーは、PS Series グループを Storage Manager に追加できません。PS Series 
グループをレポータ権限を持つユーザーに追加するには、管理者またはボリュームマネージャ権限を持つ Storage Manager ユーザー
を使用して Storage Manager Data Collector にログインし、ユーザーおよびユーザーグループ タブで、PS Series グループをそのレ
ポータユーザーにマッピングします。

PS Series グループの追加
PS Series グループを Storage Manager に追加して、Dell Storage Manager Client から PS Series グループを管理および監視します。
前提条件
• PS Series グループアカウントのユーザー名およびパスワードが必要です。
• Storage Manager Data Collector は PS Series グループ管理インターフェイスに接続できる必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS グループ ノードを選択します。
3. サマリ タブで、PS グループの追加　をクリックします。PS グループの追加 ウィザードが表示されます。
4. （オプション）PS Series グループのフォルダを作成します。

a. フォルダの作成　をクリックします。
b. 名前 フィールドに、フォルダの名前を入力します。
c. 親 フィールドで、PS グループ ノードまたは親フォルダを選択します。
d. OK をクリックします。

5. PS Series グループのログイン情報を入力します。
• ホスト名または IP アドレス：PS Series グループのグループまたは管理 IP アドレスを入力します。

メモ: このフィールドにはメンバー IP アドレスを入力しないでください。

• ユーザー名 および パスワード：PS Series グループユーザーアカウントのユーザー名とパスワードを入力します。
• フォルダ：PS Series グループの追加先となる PS グループ ノードまたはフォルダを選択します。

メモ: プール管理者またはボリューム管理者権限を持つ PS Series グループユーザーアカウントを指定すると、Storage Manager 

からの PS Series グループへのアクセスは、PS Series グループユーザーアカウント権限に基づき制限されます。読み取り専用権
限を持つユーザーアカウントを使用して PS Series グループを Storage Manager に追加することはできません。
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6. 終了 をクリックします。

PS Series グループへの再接続
Storage Manager が PS Series グループと通信できない場合、Storage Manager は PS Series グループにダウンのマークを付けます。ダウンのマ
ークの付いた PS Series グループに再接続することができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、ダウンしている PS Series グループを選択します。
3. PS Series グループを右クリックし、PS グループへの再接続 を選択します。PS グループへの再接続 ダイアログボックスが表示されます。
4. PS Series グループのログイン情報を入力します。

• ホスト名または IP アドレス — PS Series グループのホスト名または IP アドレスを入力します。
• ユーザー名 および パスワード — PS Series グループ のユーザーのユーザー名とパスワードを入力します。

5. OK をクリックします。

サマリ タブに表示するプラグインの設定
各概要プラグインを個別に有効または無効にすることができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. サマリ タブで 概要プラグラインの選択 をクリックします。概要設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 表示するプラグインのチェックボックスにチェックを付けて、非表示にするプラグインのチェックボックスのチェックを外します。
5. OK をクリックします。

サマリ タブのプラグインの並べ替え
概要プラグインは、サマリ設定の編集 ダイアログボックスの矢印ボタンを使用して並べ替えられます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. サマリ タブで 概要プラグラインの選択 をクリックします。概要設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 必要に応じて概要プラグインを並べ替えます。

• プラグインを 1 つ上のレベルに移動するには、  1 度だけクリックします。
• プラグインを 1 つ下のレベルに移動するには、  1 度だけクリックします。
• 最上部にプラグインを移動するには、  1 度だけクリックします。
• 最下部にプラグインを移動するには、  1 度だけクリックします。

5. OK をクリックします。

PS Series グループの整理
フォルダを使用して、Storage Manager で PS Series グループを整理します。

PS グループフォルダの作成
フォルダを使用して、PS Series グループをグループ化し編成します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS グループ ノードを選択します。
3. サマリ タブで、フォルダの作成 をクリックします。フォルダの作成 ダイアログボックスが表示されます。
4. 名前 フィールドに、フォルダの名前を入力します。
5. 親 フィールドで、PS グループ ノードまたは親フォルダを選択します。
6. OK をクリックします。
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PS Series グループのフォルダへの移動
PS Series グループはいつでも PS グループフォルダに移動できます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、移動する PS Series グループを選択します。
3. サマリ タブで、移動 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示されます。
4. PS Series グループの移動先のフォルダを選択します。
5. OK をクリックします。

PS グループフォルダの名前変更
PS グループのフォルダの設定を編集してフォルダの名前を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、変更する PS グループのフォルダを選択します。
3. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。PS グループフォルダ設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
4. 名前 フィールドに、フォルダの名前を入力します。
5. OK をクリックします。

PS グループフォルダの移動
PS グループフォルダの設定を編集してフォルダを移動します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、移動する PS Series グループフォルダを選択します。
3. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。PS グループフォルダ設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
4. 親領域で、PS グループ ノードまたは親フォルダを選択します。
5. OK をクリックします。

PS グループフォルダの削除
不要になった PS グループフォルダを削除します。
前提条件
削除する PS グループフォルダは空になっている必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、削除する PS グループフォルダを選択します。
3. サマリ タブで、削除 をクリックします。PS グループフォルダの削除 ダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックします。

PS Series グループの削除
Storage Manager で管理の必要がなくなった PS Series グループを削除します。
このタスクについて

メモ: 管理者またはボリュームマネージャ権限を持つすべての Storage Manager ユーザーから PS Series グループが削除されると、こ
の PS Series グループは、レポーター権限を持つ Storage Manager ユーザーからも自動的に削除されます。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、削除する PS Series グループを選択します。
3. サマリ タブで、削除 をクリックします。PS グループの削除 ダイアログボックスが表示されます。
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4. OK をクリックします。

Group Manager の起動
グループマネージャ GUI を使用して PS Series グループを管理するには、PS Series グループの サマリ タブから Group Manager を起動します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. サマリ タブで Group Manager の起動 をクリックします。Group Manager がデフォルトの Web ブラウザで開きます。
4. PS Series グループのユーザー名とパスワードを入力します。
5. ログイン をクリックします。

ボリュームについて
ボリュームは、PS Series グループ内でのストレージ割り当て構造を提供します。

PS Series グループのストレージにアクセスするには、ストレージプールの一部をボリュームに割り当てます。1 つのグループメンバーまたは複数のグル
ープメンバーにまたがってボリュームを作成できます。各ボリュームに名前、サイズ、およびストレージプールを割り当てます。グループによって、プール
メンバー全体でボリュームデータが自動的に負荷バランシングされます。

図 25. PS Series ボリューム

表 10. PS Series ボリューム

番号 説明
1 PS Series グループ

1 つ以上の PS Series アレイで構成されるストレージエリアネットワーク（SAN）が IP ネットワークに接続されています。ア
レイは高パフォーマンスの（物理）ブロックストレージデバイスです。

2 PS Series メンバー
各 PS Series アレイはグループ内のメンバーであり、ストレージプールに割り当てられます。

3 PS Series ストレージプール
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番号 説明
ストレージリソース（ディスク容量、処理能力、およびネットワーク帯域幅）用のコンテナ。

4 PS Series の単一メンバーのプール
PS Series アレイは、それが割り当てられるプール内でメンバーとして表されます。

5 PS Series の複数メンバーのプール
複数の PS Series アレイは、それが割り当てられるプール内で個々のメンバーとして表されます。

6 ストレージ容量
データを割り当てるため、必要に応じてさまざまな構造（ボリューム、スナップショット、シンプロビジョニング、レプリカ、コンテ
ナ、SMB/NFS、クォータ、およびローカルユーザー / グループ）を介して PS Series アレイから受け取った容量。

7 ボリューム
PS Series グループのための構造体を提供します。

8 スナップショットコレクション
PS Series グループ内におけるスナップショットのコレクション。

9 スナップショット
データの、コンテナまたはボリュームからのポイントインタイムコピー。スナップショットは、手動で作成したり、スケジュールに従
って自動的に作成したりすることができます。

10 シンプロビジョニングされたボリューム（オフライン）

シンプロビジョニングでは実際に使用される容量に基づいて容量を割り当てられますが、ボリュームサイズ全体が使用可能
であるかのような印象を与えます（たとえば、100 GB のストレージを持つボリュームの使用には 20 GB しか割り当てられ
ず、残りはストレージプール内でのその他用途に使用できます）。オフラインボリュームは、オンラインに設定されるまで 
iSCSI イニシエータによってアクセスできないことを示します。

それぞれのボリュームに対して、グループは iSCSI ターゲット名を生成します。この名前は変更できません。iSCSI ターゲット名には、プレフィックス、
文字列、およびボリューム名が含まれます。イニシエータはこのターゲット名を使用して、ボリュームに接続します。次に例を示します。

iqn.2001-05.com.equallogic:7-8b0900-6d0000000-001ebbc5d80sf0k0-db3

ここで、プレフィックス：iqn.2001-05.com.equallogic、文字列：7-8b0900-6d0000000-001ebbc5d80sf0k0、ボリューム名：db3 です。

各ボリュームは、ネットワーク上では iSCSI ターゲットとして表示されます。iSCSI イニシエータを備えるホストは、ボリュームのターゲット名を使用して
ボリュームに接続します。

各 iSCSI ボリュームは、次の一連の機能に対応しています。

• スナップショット：誤操作、ウイルス、またはデータベースの破損からボリュームデータを保護するために､スナップショットを使用することができま
す。

• レプリケーション：災害から守るために、ボリュームデータをグループ間で複製することができます。
• シンプロビジョニング：オンデマンドでストレージ容量の利用率を管理するために、シンプロビジョニングを使用できます。
• クローン：マスターイメージまたはブートイメージの作成、システムの完全バックアップ、システムの別のユーザーへの転送のために、クローニングを

使用できます。
• ボリュームの削除解除：誤って削除したボリュームを復元するために、ボリュームの削除解除を使用できる場合があります。

メモ: システムは、7 日後または場合によってそれより早く、ボリュームを恒久的に削除します。

• ボリュームフォルダ：すばやく視覚的に参照できるようにボリュームをフォルダへ整理するためには、ボリュームフォルダを使用できます。
• iSCSI イニシエータへのアクセスコントロール： iSCSI イニシエータによる不正アクセスや一貫性のないアクセスからボリュームを保護するために、

アクセスコントロールポリシーを使用できます。
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• ホスト（サーバ）へのアクセスコントロール：複数のホストが一貫性のない方法で書き込みを行うことによるボリュームの想定外の破損を避け
るため、ボリュームへのマルチホストアクセスを有効にします。

ボリュームの作成
PS Series グループにストレージのローカル単位を示すボリュームを作成します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム を選択します。
5. 右ペインで、ボリュームの作成 をクリックします。ボリュームの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. 名前 フィールドに、ボリュームの名前を入力します。
7. ボリュームフォルダ ペインで、ボリューム ノードまたはボリュームの親フォルダを選択します。
8. メモ フィールドに、これらのボリュームに関連付けるメモを入力します。
9. サイズ フィールドに、ボリュームのサイズをメガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）で入力します。
10. （オプション）必要に応じて残りのボリューム属性を設定します。

• ボリュームのスナップショット用に予約されている容量を変更するには、スナップショット予約 フィールドに割合を入力します。
• 既存のボリュームから ACL 設定をコピーするには、ACL のコピー をクリックし、ダイアログボックスからボリュームを選択して OK をクリックし

ます。
• ストレージプールの割り当てを変更するには、変更をクリックし、ダイアログボックスからストレージプールを選択して OK をクリックします。
• ボリュームのセクターサイズを変更するには、セクターサイズ 領域からサイズを選択します。
• シンプロビジョニングを有効にするには、シンプロビジョニングボリューム チェックボックスを選択します。

– 最小ボリューム予約 フィールドに、ボリュームの最小予約の割合を入力します。
– 使用中警告制限 フィールドに、ボリュームの使用中容量の警告制限の割合を入力します。
– 使用中警告制限を超えた場合に警告イベントメッセージを生成するには、使用中容量の警告制限を超えた場合にイニシエータ

エラーを生成 チェックボックスを選択します。
– 最大使用中容量 フィールドで、ボリュームの最大使用中容量の割合を入力します。
– 最大使用中容量を超えた場合にボリュームをオフラインに設定するには、最大使用中容量の超過時にオフラインに設定 チェックボ

ックスを選択します。
11. OK をクリックします。

ボリュームの変更
ボリュームは、作成後に名前変更、移動、または拡張できます。また、必要に応じて高度なボリューム属性を変更することもできます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム ノードを展開し、ボリュームを選択します。
5. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。ボリュームの編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. 名前 フィールドに、ボリュームの名前を入力します。
7. ボリュームフォルダ ペインで、ボリューム ノードまたはボリュームの親フォルダを選択します。
8. メモ フィールドに、これらのボリュームに関連付けるメモを入力します。
9. サイズ フィールドに、ボリュームのサイズをメガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）で入力します。
10. （オプション）必要に応じて残りのボリューム属性を設定します。

• ボリュームのスナップショット用に予約されている容量を変更するには、スナップショット予約 フィールドに割合を入力します。
• スナップショット容量の警告しきい値を変更するには、スナップショット容量警告パーセントしきい値 フィールドに割合を入力します。
• シンプロビジョニングモード 領域で次の手順を実行します。
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– シンプロビジョニングを有効にするには、シンプロビジョニングボリューム チェックボックスを選択します。
– 最小ボリューム予約 フィールドに、ボリュームの最小予約の割合を入力します。
– 使用中警告制限 フィールドに、ボリュームの使用中容量の警告制限の割合を入力します。
– 使用中警告制限を超えた場合に警告イベントメッセージを生成するには、使用中容量の警告制限を超えた場合にイニシエータ

エラーを生成 チェックボックスを選択します。
– 最大使用中容量 フィールドで、ボリュームの最大使用中容量の割合を入力します。
– 最大使用中容量を超えた場合にボリュームをオフラインに設定するには、最大使用中容量の超過時にオフラインに設定 チェックボ

ックスを選択します。
• ボリューム iSCSI 設定 領域で次の手順を実行します。

– パブリックエイリアス フィールドに、ボリュームのパブリックエイリアスを指定する値を入力します。
– お使いの環境が複数イニシエータによるボリュームへのアクセスをサポートする場合は、異なる IQN を持つイニシエータからの同時

接続を許可する チェックボックスを選択します。
11. OK をクリックします。

ボリュームフォルダの作成
ボリュームフォルダを作成して PS Series グループ上のボリュームを整理します。
前提条件
Storage Manager でボリュームフォルダを使用するには、PS Series グループのメンバーが PS Series ファームウェアのバージョン 8.0 以降を実行し
ている必要があります。
手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム ノードを選択します。
5. 右ペインで、ボリュームフォルダの作成 をクリックします。ボリュームフォルダの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. 名前 フィールドに、フォルダの名前を入力します。
7. （オプション）メモ フィールドに、フォルダの説明を入力します。
8. OK をクリックします。

ボリュームフォルダの編集
ボリュームフォルダを作成して PS Series グループ上のボリュームを整理します。
前提条件
Storage Manager でボリュームフォルダを使用するには、PS Series グループのメンバーが PS Series ファームウェアのバージョン 8.0 以降を実行し
ている必要があります。
手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム ノードを展開します。
5. 編集するボリュームフォルダを選択します。
6. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。ボリュームフォルダ設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
7. 名前 フィールドに、フォルダの名前を入力します。
8. （オプション）メモ フィールドに、フォルダの説明を入力します。
9. OK をクリックします。
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ボリュームフォルダの削除
不要になったボリュームフォルダを削除します。
前提条件
削除するボリュームフォルダは空になっている必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム ノードを展開します。
5. 削除するボリュームフォルダを選択します。
6. 右ペインで、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
7. OK をクリックします。

フォルダへのボリュームの移動
個々のボリュームは、ボリュームフォルダに移動することにより整理できます。
前提条件
Storage Manager でボリュームフォルダを使用するには、PS Series グループのメンバーが PS Series ファームウェアのバージョン 8.0 以降を実行し
ている必要があります。
手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、移動するボリュームを選択します。
5. 右ペインで、フォルダへ移動 をクリックします。フォルダへ移動 ダイアログボックスが表示されます。
6. ナビゲーションペインで、新しいボリュームフォルダを選択します。
7. OK をクリックします。

フォルダへの複数ボリュームの移動
選択した複数のボリュームをボリュームフォルダに移動することで複数のボリュームを整理することができます。
前提条件
Storage Manager でボリュームフォルダを使用するには、PS Series グループのメンバーが PS Series ファームウェアのバージョン 8.0 以降を実行し
ている必要があります。
手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、移動するボリュームが含まれる ボリューム ノードまたはボリュームフォルダを選択します。
5. 右ペインで、移動するボリュームを選択します。

• ボリュームのグループを選択するには、最初のボリュームを選択し、Shift を押しながら、最後のボリュームを選択します。
• 個々のボリュームを選択するには、Ctrl を押しながらボリュームを選択します。

6. 選択されたボリュームを右クリックし、フォルダに移動 を選択します。フォルダに移動 ダイアログボックスが表示されます。
7. ナビゲーションペインで、新しいボリュームフォルダを選択します。
8. OK をクリックします。
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ボリュームの名前の変更
ボリュームは、その可用性に影響を与えずに変更できます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、変更するボリュームを選択します。
5. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。ボリュームの編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. 名前 フィールドに、ボリュームの新しい名前を入力します。
7. OK をクリックします。

ボリュームのクローン
ボリュームのクローンを作成して、ボリュームのコピーを作成します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、クローン作成するボリュームを選択します。
5. 右ペインで、クローン をクリックします。ボリュームのクローン ダイアログボックスが表示されます。
6. 名前 フィールドに、クローンの名前を入力します。
7. OK をクリックします。

ボリュームアクセス設定の変更
ボリュームの読み書き許可を読み取り専用または読み書きに設定できます。さらに、IQN の異なる複数のイニシエータからのボリュームへのアクセス
を有効または無効にできます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
5. サマリ タブで アクセスタイプの設定 をクリックします。アクセスタイプの設定 ダイアログボックスが表示されます。
6. ボリュームの読み書き許可を選択します。

• 読み書きに設定：ボリュームの内容への追加、編集、削除が可能です。
• 読み取り専用に設定：ボリュームの内容への追加、編集、削除はできません。

メモ: ボリュームのアクセス権を読み取り専用に変更する前に、ボリュームをオフラインに設定します。

7. お使いの環境が IQN が異なる複数イニシエータによるボリュームへのアクセスをサポートする場合は、異なる IQN を持つイニシエータからの
同時接続を許可する チェックボックスをオンにします。このオプションはデフォルトで無効になっています。

8. OK をクリックします。

ボリュームのオンライン化またはオフライン化
デフォルトでは、ボリュームを作成する際に、PS Series グループは、デフォルトでボリュームをオンラインに設定します。コンピュータ上の iSCSI イニシ
エータは、オンラインになっているボリュームを検出または接続できます。
このタスクについて
iSCSI イニシエータによるボリュームへのアクセスを無効にするには、ボリュームをオフラインに設定します。これによって、ボリュームへの現在の iSCSI 
接続は PS Series グループによりすべて閉じられます。
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手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
5. ボリュームがオフラインになって場合は、オンラインに設定 をクリックしてボリュームをオンラインに設定します。

ボリュームがオンラインになっている場合は、オフラインに設定 をクリックしてボリュームをオフラインに設定します。
6. OK をクリックします。

ボリュームへのアクセスポリシーグループの追加
サーバのグループに対するボリュームアクセスを制御するには、1 つまたは複数のアクセスポリシーグループをボリュームに追加します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
5. 右ペインで、アクセスポリシーグループの追加 をクリックします。ボリュームへのアクセスポリシーグループの追加 ダイアログボックスが表示さ

れます。
6. アクセスポリシーグループ 領域で、ボリュームに適用するアクセスポリシーグループを選択します。
7. アクセスポリシーグループのターゲット 領域で、アクセスポリシーグループがボリュームとスナップショット、ボリュームのみ、またはスナップショット

のみのどれに適用されるのかを指定します。
8. OK をクリックします。

ボリュームへのアクセスポリシーの追加
個々のサーバのボリュームアクセスを制御するには、1 つまたは複数のアクセスポリシーをボリュームに追加します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
5. 右ペインで、アクセスポリシーの追加 をクリックします。ボリュームへのアクセスポリシーの追加 ダイアログボックスが表示されます。
6. アクセスポリシー 領域で、ボリュームに適用するアクセスポリシーを選択します。
7. アクセスポリシーのターゲット 領域で、アクセスポリシーがボリュームとスナップショット、ボリュームのみ、またはスナップショットのみのどれに適用

されるのかを指定します。
8. OK をクリックします。

ベーシックアクセスポイントの作成
ベーシックアクセスポイントはボリュームへのアクセスに使用できます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
5. 右ペインで、ベーシックアクセスポイントの作成 をクリックします。ベーシックアクセスポイントの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. （オプション）説明 フィールドに、ベーシックアクセスポイントの説明を入力します。
7. CHAP アカウント フィールドに、ボリュームへのアクセスに提供する必要のある CHAP アカウントのユーザー名を入力します。
8. iSCSI イニシエータ フィールドで、ボリュームへのアクセスを提供するコンピュータの iSCSI イニシエータ名を入力します。
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9. IPv4 アドレス フィールドに、ボリュームへのアクセスを提供するコンピュータの IPv4 アドレスを入力します。
10. ターゲット タイプ 領域で、ベーシックアクセスポイントの適用先として、ボリュームおよびスナップショット、ボリュームのみ、またはスナップショット

のみのいずれかを選択します。
11. OK をクリックします。

ボリュームの削除
不要になったボリュームを PS Series グループから削除します。
前提条件
削除するボリュームはオフラインになっている必要があります。
手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム ノードを展開し、削除するボリュームを選択します。
5. 削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

• ボリュームにデータが含まれていない場合、そのボリュームは完全に削除されます。
• ボリュームにデータが含まれている場合、そのボリュームはごみ箱に移されます。

ごみ箱からのボリュームの復元
最近削除されたボリュームにアクセスする必要がある場合、ごみ箱からボリュームを復元することができます。
このタスクについて
ごみ箱のボリュームが、パージ時間 列にリストされている日時に完全に削除されます。
手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム ノードを展開し、ごみ箱 ノードを展開します。
5. ごみ箱 ノードから復元するボリュームを選択し、ボリュームの復元 をクリックします。ボリュームの復元 ダイアログボックスが表示されます。
6. 復元されるボリュームの名前を変更するには、名前 フィールドに新しい名を入力します。
7. OK をクリックします。

ごみ箱を空にする
ごみ箱を空にして、ごみ箱内のすべてのボリュームを完全に削除します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム ノードを展開し、ごみ箱 ノードを選択します。
5. ごみ箱を空にする をクリックします。ごみ箱を空にする ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

ごみ箱内のボリュームを完全に削除する
ごみ箱内のすべてのボリュームを削除するのではなく、ごみ箱内の単一のボリュームを削除することができます。
このタスクについて
ごみ箱のボリュームが、パージ時間 列にリストされている日時に完全に削除されます。
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手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム ノードを展開し、ごみ箱 ノードを展開します。
5. ごみ箱 ノードから完全に削除するボリュームを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

スナップショットについて
スナップショットを使用すれば、ボリュームへのアクセスを中断することなく、特定の時点におけるボリュームデータを取得できます。
スナップショットは、作成時のボリュームの内容を表しています。必要に応じて、スナップショットからボリュームを復元できます。

スナップショットの作成によってボリュームへのアクセスが妨げられることはありません。またスナップショットは、認証済みの iSCSI イニシエータにおいて
瞬時に利用できます。ボリューム同様、スナップショットもネットワークにおいて iSCSI ターゲットとして表示され、オンラインに設定して iSCSI イニシ
エータを使用し、ホストからアクセスすることもできます。

現在の時刻でのボリュームのスナップショットを作成できます。または、定期的なスナップショットを自動的に作成するスケジュールをセットアップでき
ます。

データを誤って削除してしまった場合は、スナップショットをオンラインに設定してデータを取得することができます。ボリュームが破損した場合は、ス
ナップショットからボリュームを復元できます。

メモ: 一般的に、スナップショットはそれを削除するアクションを実行しないかぎり削除されません。ただし場合によっては、システムによっ
てスナップショットが削除されることもあります。たとえば、新しいスナップショットが作成され、この新しいスナップショットと以前のスナッ
プショットに対して使用可能なスナップショット予約容量が不十分であると、古い方が削除されます。また、スナップショットの借用中に
借用された容量がなくなると、スナップショットが削除される可能性があります。

スナップショットの作成
現時点の単一ボリュームの 1 つのスナップショットを作成することができます。スナップショットは即座に作成されます。ボリュームの可用性やパフォー
マンスには影響を与えません。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
5. 右ペインで、スナップショットの作成 をクリックします。スナップショットの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. （オプション）説明 フィールドに、スナップショットの説明を入力します。
7. スナップショットが作成された後にオンラインに設定するには、スナップショットををオンラインに設定 チェックボックスを選択します。
8. スナップショットに読み書き許可を与えるには、スナップショットを読み書きに設定 チェックボックスを選択します。
9. OK をクリックします。

スナップショットのスケジュールの作成
ボリュームのスナップショットを作成する頻度を指定するには、スナップショットのスケジュールを作成します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
5. 右ペインで、スケジュールの作成 をクリックします。スケジュールの作成 ダイアログボックスが表示されます。
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6. 名前 フィールドに、スケジュールの名前を入力します。
7. 頻度 ドロップダウンリストで、スケジュールを実行する頻度を選択します。
8. スケジュールタイプ 領域で、スナップショットスケジュール オプションを選択します。
9. 開始日と終了日 領域で、スケジュール開始日時と、スケジュール終了日時を選択します。
10. スナップショット設定 領域で、保持するスナップショットの最大数を入力します。
11. OK をクリックします。

スナップショットプロパティの変更
スナップショットの作成後に、スナップショットの設定を変更することができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリューム ノードを展開し、スナップショットが含まれるボリュームを選択します。
5. スナップショット タブから、変更するスナップショットを選択します。
6. 設定の編集 をクリックします。スナップショットプロパティの変更 ダイアログボックスが表示されます。
7. 名前 フィールドに、スナップショットの名前を入力します。
8. （オプション）説明 フィールドに、スナップショットの説明を入力します。
9. スナップショット iSCSI 設定 領域で、パブリックエイリアス フィールドに値を入力し、スナップショットのパブリックエイリアスを指定します。
10. お使いの環境が複数イニシエータによるボリュームへのアクセスをサポートする場合は、共有アクセス 領域で、異なる IQN を持つイニシエー

タからの同時接続を許可する チェックボックスを選択します。
11. 読み書き許可 領域で、スナップショットの読み書き許可を設定します。
12. OK をクリックします。

スナップショット容量の借用の制御 
ボリュームにスナップショット容量の借用を許可するかどうかを制御できます。スナップショット容量が借用できると、他のソースから容量を借用してボ
リューム用に使用可能なスナップショット容量を一時的に増やすことができます。借用は、ボリュームの割り当てられたスナップショット予約がわずか
になったとき、最も古いスナップショットが削除される可能性を減らすために役立てることができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
5. 右ペインで、スナップショットポリシーの編集 をクリックします。スナップショットポリシーの編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. スナップショットの作成で、スナップショット予約を超過する場合に実行するアクションを選択します。

• ボリュームをオフラインに設定：ボリュームおよびスナップショットをオフラインに設定します。
• 最も古いスナップショットの削除：最も古いスナップショットが削除され、新しいスナップショット用の容量が解放されます。

7. 最も古いスナップショットの削除 オプションを選択すると、必要に応じてスナップショット容量を借用 チェックボックスを選択でき、PS Series 
グループがスナップショット容量を借用できるようになります。

8. OK をクリックします。

スナップショットのオンライン化またはオフライン化
スナップショットを作成する場合、PS Series グループはスナップショットをデフォルトでオフラインに設定します。コンピュータ上の iSCSI イニシエータ
は、オンラインになっているボリュームを検出または接続できます。スナップショットが iSCSI イニシエータにアクセスできるようにするには、スナップショッ
トをオンラインに設定します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
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3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、スナップショットを含むボリュームを選択します。
5. スナップショット タブから、スナップショットを選択します。
6. スナップショットがオフラインになって場合は、オンラインに設定 をクリックしてスナップショットをオンラインに設定します。

スナップショットがオンラインになっている場合は、オフラインに設定 をクリックしてスナップショットをオフラインに設定します。
7. OK をクリックします。

スナップショットからのボリュームの復元
スナップショットの状態にボリュームを復元することができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、スナップショットを含むボリュームを選択します。
5. スナップショット タブから、復元するスナップショットを選択します。
6. ボリュームの復元 をクリックします。ボリュームの復元 ダイアログボックスが表示されます。
7. ボリュームが復元された後にオンラインに設定するには、復元の完了後にボリュームをオンラインに設定 チェックボックスを選択します。
8. OK をクリックします。

スナップショットの削除
不要になったスナップショットを削除します。
前提条件
削除するスナップショットはオフラインになっている必要があります。
手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、スナップショットを含むボリュームを選択します。
5. スナップショット タブから、スナップショットを選択します。
6. 削除 をクリックします。スナップショットの削除 ダイアログボックスが表示されます。
7. OK をクリックします。

複製スケジュールの管理
複製スケジュールは、PS Series グループ のレプリケーションが毎日、毎時、または 1 回毎に実行される際に設定されます。このスケジュールは、宛
先ストレージシステムがレプリケーションのために保持するスナップショットの数も指定します。

毎時のレプリケーションスケジュールの作成
毎時のレプリケーションスケジュールによって、PS Series グループが、毎日一定の時間または間隔で、宛先ボリュームにデータを複製する頻度が
決まります。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。

ボリュームは、レプリケーション関係のソースである必要があります。
5. スケジュールの作成 をクリックします。
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スケジュールの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. スケジュールを有効にする チェックボックスをクリックします。
7. 名前 フィールドに、スケジュールの名前を入力します。
8. 頻度 ドロップダウンメニューから、毎時のスケジュール を選択します。
9. レプリケーションスケジュール ラジオボタンを選択します。
10. 開始日 ドロップダウンメニューから、スケジュールの開始日を選択します。
11. スケジュールの終了日を有効にするには、終了日 の横にあるチェックボックスを選択し、終了日 ドロップダウンメニューから日付を選択しま

す。
12. レプリケーションを開始するタイミングを指定します。

• 毎日設定された時間にレプリケーションを開始するには、特定の時刻 を選択してから時刻を選択します。
• 設定された時間長でレプリケーションを繰り返すには、繰り返し間隔 を選択し、次にレプリケーションを開始するには頻度および開始時

刻と終了時刻を選択します。
13. レプリカ設定 フィールドで、スケジュールが開始できるレプリケーションの最大数を入力します。

毎日のレプリケーションスケジュールの作成
毎日のレプリケーションスケジュールは、PS Series グループが、指定された日の設定された時刻または間隔で、宛先ボリュームにデータを複製する
頻度を決定します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。

ボリュームは、レプリケーション関係のソースである必要があります。
5. スケジュールの作成 をクリックします。

スケジュールの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. スケジュールを有効にする チェックボックスをクリックします。
7. 名前 フィールドに、スケジュールの名前を入力します。
8. 頻度 ドロップダウンメニューから、毎日のスケジュールを選択します。
9. レプリケーションスケジュール ラジオボタンを選択します。
10. 開始日 ドロップダウンメニューから、スケジュールの開始日を選択します。
11. スケジュールの終了日を有効にするには、終了日 の横にあるチェックボックスを選択し、終了日 ドロップダウンメニューから日付を選択しま

す。
12. 実行頻度 フィールドで、レプリケーションを実行する頻度を指定します。
13. レプリケーションを開始するタイミングを指定します。

• 毎日設定された時間にレプリケーションを開始するには、特定の時刻 を選択してから時刻を選択します。
• 設定された時間長でレプリケーションを繰り返すには、繰り返し間隔 を選択し、次にレプリケーションを開始するには頻度および開始時

刻と終了時刻を選択します。
14. レプリカ設定 フィールドで、スケジュールが開始できるレプリケーションの最大数を入力します。

1 回限り実行するレプリケーションのスケジュール
1 回限りのレプリケーションのスケジュールを作成して、将来の日時にボリュームを複製します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。

ボリュームは、レプリケーション関係のソースである必要があります。
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5. スケジュールの作成 をクリックします。
スケジュールの作成 ダイアログボックスが表示されます。

6. スケジュールを有効にする チェックボックスをクリックします。
7. 名前 フィールドに、スケジュールの名前を入力します。
8. 頻度 ドロップダウンメニューで、1 回限りを選択します。
9. 日付 フィールドで、レプリケーションの開始日を選択します。
10. 時刻 フィールドで、レプリケーションの開始時刻を指定します。
11. レプリカ設定 フィールドで、スケジュールが開始できるレプリケーションの最大数を入力します。

レプリケーションスケジュールの編集
レプリケーションスケジュールを作成した後、そのスケジュールを編集して、レプリケーションを開始する頻度を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。

ボリュームは、レプリケーション関係のソースである必要があります。
5. スケジュール タブで、編集するレプリケーションスケジュールを選択します。
6. 編集 をクリックします。

スケジュールの編集 ダイアログボックスが表示されます。
7. 必要に応じてスケジュール設定を変更します。

メモ: スケジュール設定の詳細については、ヘルプ をクリックしてください。
8. OK をクリックします。

レプリケーションスケジュールの有効化または無効化
レプリケーションスケジュールを作成した後、スケジュールを有効化または無効化して、スケジュールによるレプリケーションの開始を許可するか、また
は防止します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。

ボリュームは、レプリケーション関係のソースである必要があります。
5. スケジュール タブで、有効化または無効化するレプリケーションスケジュールを選択します。
6. 編集 をクリックします。

スケジュールの編集 ダイアログボックスが表示されます。
• レプリケーションスケジュールを有効にするには、スケジュールを有効にする チェックボックスを選択します。
• レプリケーションスケジュールを無効にするには、スケジュールを有効にする チェックボックスをクリアします。

7. OK をクリックします。

レプリケーションスケジュールの削除
レプリケーションスケジュールを削除して、スケジュールが不要になった後にレプリケーションを開始しないようにします。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
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4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
ボリュームは、レプリケーション関係のソースである必要があります。

5. スケジュール タブから、削除するレプリケーションスケジュールを選択します。
6. 削除 をクリックします。

確認のダイアログボックスが表示されます。
7. OK をクリックします。

アクセスポリシーについて
以前のバージョンの PS Series ファームウェアでは、セキュアなアクセスを希望する各ボリューム対してアクセスコントロールレコードを個別に設定す
ることにより、セキュリティ保護を実現させていました。各ボリュームでは、最大 16 個の異なるアクセスコントロールレコードをサポートし、これらすべて
のレコードがアクセスコントロールリスト（ACL）を使用していましたが、多数のボリュームが存在する場合にはこの方法は十分に機能しませんでし
た。この問題に対応するために、1 つまたは複数のボリュームに適用することができるアクセスポリシーとアクセスポリシーグループが PS Series グルー
プに組み込まれました。

各アクセスポリシーでは、次の 1 つまたは複数の認証方法を指定できます。

• CHAP（チャレンジハンドシェイク認証プロトコル）ユーザー名
• IP アドレス
• iSCSI イニシエータ名

最大 4 つのアクセスポリシーまたはアクセスポリシーグループをボリュームに割り当てることができます。ボリュームに割り当てられたアクセスポリシーま
たはアクセスポリシーグループによって、そのボリュームへのアクセスが可能なホストが決まります。また、設定のニーズに応じて、複数のイニシエータに
よるボリュームへのアクセスを許可または拒否できます。

アクセスポリシーまたはアクセスポリシーグループは、ボリューム、そのスナップショット、またはそれら両方に適用できます。たとえば、ボリュームとスナッ
プショットに対して、あるいはボリュームのみに対してコンピュータアクセスを許可できます。

ローカル CHAP アカウントの作成
ローカル CHAP アカウントを使用して、認証されたユーザーだけが PS Series グループにアクセスできるようにします。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、アクセス ノードを選択します。
5. 右ペインで、ローカル CHAP アカウントの作成 をクリックします。ローカル CHAP アカウントの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. ユーザー名 フィールドに CHAP ユーザー名を入力します。
7. パスワード フィールドに、パスワード（または CHAP シークレット）を入力します。
8. ローカル CHAP アカウントを有効にするには、有効化 チェックボックスを選択します。
9. OK をクリックします。

ローカル CHAP アカウントの編集
ローカル CHAP アカウントを編集し、ユーザー名 / パスワードを変更し、CHAP アカウントを有効化 / 無効化します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、アクセス ノードを選択します。
5. ローカル CHAP アカウント 領域で、編集するローカル CHAP アカウントを選択します。
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6. 編集 をクリックします。ローカル CHAP アカウントの編集 ダイアログボックスが表示されます。
7. ユーザー名 フィールドに CHAP ユーザー名を入力します。
8. パスワード フィールドに、パスワード（または CHAP シークレット）を入力します。
9. ローカル CHAP アカウントを有効にするには、有効化 チェックボックスを選択します。

ローカル CHAP アカウントを無効にするには、有効化 チェックボックスの選択を解除します。
10. OK をクリックします。

ターゲット認証の変更
PS Series グループ では、デフォルトのユーザー名とパスワードを使用してターゲット認証が自動的に有効になります。これらの資格情報は必要に
応じて変更することができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、アクセス ノードを選択します。
5. 右ペインで、ターゲット認証の変更 をクリックします。ターゲット認証の変更 ダイアログボックスが表示されます。
6. ユーザー名 フィールドに、ターゲット認証のユーザー名を入力します。
7. パスワード フィールドに、ターゲット認証のパスワード（または CHAP シークレット）を入力します。
8. OK をクリックします。

iSCSI 検出フィルタの設定
iSCSI 検出フィルタを有効にして、コンピュータによる権限のないターゲットの検出を防ぐことができます。iSCSI 検出フィルタを有効にすると、イニシ
エータは適切なアクセス資格情報を持つターゲットのみを検出するようになります。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、アクセス ノードを選択します。
5. 右ペインで、iSCSI フィルタの設定 をクリックします。iSCSI フィルタの設定 ダイアログボックスが開きます。
6. iSCSI 検出フィルタを有効にするには、未承認のホストがターゲットを検出しないように防止する チェックボックスを選択します。

iSCSI 検出フィルタを無効にするには、以下を、未承認のホストがターゲットを検出しないように防止する チェックボックスの選択を解除し
ます。

7. OK をクリックします。

アクセスポリシーグループの作成
アクセスポリシーグループは、個別のアクセスポリシーを結合して単一エンティティとして管理できるようにします。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、アクセス ノードを選択します。
5. 右ペインで、アクセスポリシーグループの作成 をクリックします。アクセスポリシーグループの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. 名前 フィールドに、アクセスポリシーグループの名前を入力します。
7. （オプション）説明 フィールドに、アクセスポリシーグループの説明を入力します。
8. アクセスポリシー 領域で、追加 をクリックしてアクセスポリシーグループにアクセスポリシーを追加します。

アクセスポリシーグループからアクセスポリシーを削除するには、アクセスポリシーを選択して 削除 をクリックします。
9. OK をクリックします。
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アクセスポリシーグループの編集
アクセスポリシーグループが作成された後に、そのアクセスポリシーグループの設定を編集することができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、アクセス ノードを展開し、アクセスポリシーグループを選択します。
5. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。アクセスポリシーグループの編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. 名前 フィールドに、アクセスポリシーグループの名前を入力します。
7. （オプション）説明 フィールドに、アクセスポリシーグループの説明を入力します。
8. アクセスポリシー 領域で、追加 をクリックしてアクセスポリシーグループにアクセスポリシーを追加します。

アクセスポリシーグループからアクセスポリシーを削除するには、アクセスポリシーを選択して 削除 をクリックします。
9. OK をクリックします。

アクセスポリシーグループへのボリュームの追加
アクセスポリシーグループに関連付けるボリュームを選択することができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、アクセス ノードを展開し、アクセスポリシーグループを選択します。
5. 右ペインで、ボリュームの追加 をクリックします。アクセスポリシーグループへのボリュームの追加 ダイアログボックスが表示されます。
6. ボリューム 領域で、アクセスポリシーグループに関連付けるボリュームのチェックボックスをオンにします。
7. アクセスポリシーのターゲット 領域で、アクセスポリシーグループがボリュームとスナップショット、ボリュームのみ、またはスナップショットのみのど

れに適用されるのかを指定します。
8. OK をクリックします。

アクセスポリシーグループからのボリュームの削除
アクセスポリシーグループから関連付けを解除するボリュームを選択することができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、アクセス ノードを展開し、アクセスポリシーグループを選択します。
5. 右ペインで、ボリュームの削除 をクリックします。アクセスポリシーグループからのボリュームの削除 ダイアログボックスが表示されます。
6. アクセスポリシーグループから関連付けを解除するボリュームのチェックボックスを選択します。
7. OK をクリックします。

アクセスポリシーグループの削除
使用していないアクセスポリシーグループは、削除することができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、アクセス ノードを展開し、削除するアクセスポリシーグループを選択します。
5. 右ペインで、削除 をクリックします。アクセスポリシーグループの削除 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。
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アクセスポリシーの作成
アクセスポリシーは、1 つまたは複数の認証方法を使用可能なボリュームに関連付けます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、アクセス ノードを選択します。
5. 右ペインで、アクセスポリシーの作成 をクリックします。アクセスポリシーの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. 名前 フィールドに、アクセスポリシーの名前を入力します。
7. （オプション）説明 フィールドに、アクセスポリシーの説明を入力します。
8. アクセスポイント 領域で、作成 をクリックしてアクセスポイントを作成します。

• アクセスポイントを編集するには、アクセスポイントを選択し、編集 をクリックします。アクセスポイントの編集 ダイアログボックスが表示さ
れます。

• アクセスポリシーからアクセスポイントを削除するには、アクセスポイントを選択して 削除 をクリックします。
9. OK をクリックします。

アクセスポリシーの編集
アクセスポリシーが作成された後に、そのアクセスポリシーの設定を編集することができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、アクセス ノードを展開し、アクセスポリシーを選択します。
5. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。アクセスポリシーの編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. 名前 フィールドに、アクセスポリシーグループの名前を入力します。
7. （オプション）説明 フィールドに、アクセスポリシーグループの説明を入力します。
8. アクセスポリシー 領域で、作成 をクリックしてアクセスポイントを作成します。

• アクセスポイントを編集するには、アクセスポイントを選択し、編集 をクリックします。アクセスポイントの編集 ダイアログボックスが表示さ
れます。

• アクセスポリシーからアクセスポイントを削除するには、アクセスポイントを選択して 削除 をクリックします。
9. OK をクリックします。

拡張アクセスポイントの作成
拡張アクセスポイントはアクセスポリシーを表すリソースを定義します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、アクセス ノードを展開し、アクセスポリシーを選択します。
5. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。アクセスポリシーの編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. アクセスポイント 領域で、作成 をクリックします。アクセスポイントの作成 ダイアログボックスが開きます。
7. （オプション）説明 フィールドに、ベーシックアクセスポイントの説明を入力します。
8. CHAP アカウント フィールドに、コンピュータがボリュームへのアクセスに提供する必要のある CHAP アカウントのユーザー名を入力します。
9. iSCSI イニシエータ フィールドで、ボリュームへのアクセスを提供するコンピュータの iSCSI イニシエータ名を入力します。
10. IPv4 アドレス 領域のテキストボックスに、アクセスを提供する iSCSI イニシエータの IPv4 アドレスを入力して + 追加 をクリックします。単一

の IP アドレスまたは IP アドレスの範囲を入力することができます。コンマで区切られたリストで、IP アドレスを入力することもできます。
IPv4 アドレスを IPv4 アドレス 領域から削除するには、アドレスを選択して　- 削除 をクリックします。
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11. OK をクリックします。

拡張アクセスポイントの編集
拡張アクセスポイントが定義された後に、そのアクセスポイントの設定を編集することができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、アクセス ノードを展開し、アクセスポリシーを選択します。
5. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。アクセスポリシーの編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. アクセスポイント 領域で、編集するアクセスポイントを選択し、編集 をクリックします。アクセスポイントの変更 ダイアログボックスが表示され

ます。
7. （オプション）説明 フィールドに、ベーシックアクセスポイントの説明を入力します。
8. CHAP アカウント フィールドに、コンピュータがボリュームへのアクセスに提供する必要のある CHAP アカウントのユーザー名を入力します。
9. iSCSI イニシエータ フィールドで、ボリュームへのアクセスを提供するコンピュータの iSCSI イニシエータ名を入力します。
10. IPv4 アドレス 領域のテキストボックスに、アクセスを提供する iSCSI イニシエータの IPv4 アドレスを入力して + 追加 をクリックします。単一

の IP アドレスまたは IP アドレスの範囲を入力することができます。コンマで区切られたリストで、IP アドレスを入力することもできます。
IPv4 アドレス 領域から IP アドレスを削除するには、- 削除 をクリックします。

11. OK をクリックします。

拡張アクセスポイントの削除
必要なくなった拡張アクセスポイントは、削除することができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、アクセス ノードを展開し、アクセスポリシーを選択します。
5. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。アクセスポリシーの編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. アクセスポリシー 領域で、削除するアクセスポイントを選択して 削除 をクリックします。
7. OK をクリックします。

アクセスポリシーへのボリュームの追加
アクセスポリシーに関連付けるボリュームを選択することができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、アクセス ノードを展開し、アクセスポリシーを選択します。
5. 右ペインで、ボリュームの追加 をクリックします。アクセスポリシーへのボリュームの追加 ダイアログボックスが表示されます。
6. ボリューム 領域で、アクセスポリシーに関連付けるボリュームのチェックボックスをオンにします。
7. アクセスポリシーのターゲット 領域で、アクセスポリシーがボリュームとスナップショット、ボリュームのみ、またはスナップショットのみのどれに適用

されるのかを指定します。
8. OK をクリックします。

アクセスポリシーからのボリュームの削除
アクセスポリシーから関連付けを解除するボリュームを選択することができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
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3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、アクセス ノードを展開し、アクセスポリシーを選択します。
5. 右ペインで、ボリュームの削除 をクリックします。アクセスポリシーからのボリュームの削除 ダイアログボックスが表示されます。
6. アクセスポリシーから関連付けを解除するボリュームのチェックボックスを選択します。
7. OK をクリックします。

アクセスポリシーの削除
使用していないアクセスポリシーは、削除することができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、アクセス ノードを展開し、削除するアクセスポリシーを選択します。
5. 右ペインで、削除 をクリックします。アクセスポリシーの削除 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

PS Series グループの監視
Storage Manager は、管理対象の PS Series グループに対するログ、レプリケーション、およびアラートへのアクセスを提供します。

ログの表示
ログは、過去 1 日、過去 3 日、過去 5 日、過去 1 週、過去 1 か月、または指定された期間で表示できます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. 監視 タブをクリックします。
4. 監視 タブのナビゲーションペインで、ログ ノードを選択します。
5. 表示するログデータの日付範囲を選択します。

イベントログの表示
イベントログは、過去 1 日、過去 3 日、過去 5 日、過去 1 週、過去 1 か月、または指定された期間で表示できます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. 監視 タブをクリックします。
4. 監視 タブのナビゲーションペインで、イベントログ ノードを選択します。
5. 表示するイベントログデータの日付範囲を選択します。

監査ログの表示
監査ログは、過去 1 日、過去 3 日、過去 5 日、過去 1 週、過去 1 か月、または指定された期間で表示できます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. 監視 タブをクリックします。
4. 監視 タブのナビゲーションペインで、監査ログ ノードを選択します。
5. 表示する監査ログデータの日付範囲を選択します。
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アウトバウンドレプリケーションの表示
PS Series グループのアウトバウンドレプリケーションを表示することができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. 監視 タブをクリックします。
4. 監視 タブのナビゲーションペインで、アウトバウンドレプリケーション ノードを選択します。

アウトバウンドレプリケーションに関する情報が右ペインに表示されます。

インバウンドレプリケーションの表示
PS Series グループのインバウンドレプリケーションを表示することができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. 監視 タブをクリックします。
4. 監視 タブのナビゲーションペインで、インバウンドレプリケーション ノードを選択します。

インバウンドレプリケーションに関する情報が右ペインに表示されます。

レプリケーション履歴の表示
PS Series グループのレプリケーション履歴を表示することができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. 監視 タブをクリックします。
4. 監視 タブのナビゲーションペインで、レプリケーション履歴 ノードを選択します。

過去のレプリケーションに関する情報が右ペインに表示されます。

アラートの表示
PS Series グループの最新のアラートを表示することができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. アラート タブをクリックします。

PS Series グループのアラートに関する情報が右側のペインに表示されます。
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9
Dell Fluid Cache for SAN クラスタの管理
Dell Fluid Cache for SAN はサーバー側のキャッシングアクセラレータであり、高速 PCIe SSD を共有の分散型キャッシュリソースにします。Fluid 
Cache は、SAN 内の PowerEdge サーバーからなるクラスタに導入され、RoCE が有効なネットワークアダプタによって接続されます。

Fluid Cache クラスタに必要なコンポーネントおよび権限
Fluid Cache クラスタを配置するには、1 つまたは複数の Storage Center、Storage Manager、およびキャッシュデバイスによる Fluid Cache サー
バへの接続が必要です。クラスタの作成には管理者権限が必要ですが、その他のユーザータイプでも一定のタスクを実行できます。これらのコンポ
ーネントと権限の関連性を次の表に示します。

コンポーネント 機能

キャッシュサーバ 1 ～ 9 台の PowerEdge サーバ
• 完全に冗長なクラスタを作成するには、少なくとも 3 台のサーバを

使用します。
• ライトバックキャッシュを使用するには、少なくとも 2 つのキャッシュデ

バイスがクラスタ内に存在し、個別のサーバにインストールされてい
る必要があります。

• ライトスルーキャッシュを使用するには、少なくとも 1 つのキャッシュデ
バイスがクラスタ内に存在する必要があります。

Storage Center バックエンドストレージ（SAN）を Fluid Cache クラスタに提供

スイッチ • すべてのキャッシュサーバに接続する 1 つの専用スイッチ
• SAN を使用しているシステムのネットワークに Storage Center

（SAN）を接続する 1 つまたは複数の Fiber Channel/iSCSI スイ
ッチ

• キャッシュサーバスイッチと Storage Center スイッチ経由で管理ア
クセスを提供する 1 つまたは複数のスイッチ

ネットワークアダプタ • ネットワークアダプタは、クラスタ間の通信を行うために RoCE
（RDMA over Converged Ethernet）をサポートしている必要があ
ります。

Storage Manager 次に示す管理機能とレポート機能を提供
• Fluid Cache クラスタへの Fluid Cache サーバの追加
• Fluid Cache クラスタへの Storage Center の割り当て
• Fluid Cache クラスタの監視

Storage Manager バージョン 2014 R2 以降が必要

Fluid Cache の権限は以下のとおりです。これは、同じ名前の Storage Manager 権限とは違います。
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権限 Fluid Cache クラスタの機能

システム管理者 Fluid Cache API オブジェクトのすべての新しい API メソッドにフルアク
セスできます。

ボリュームマネージャ Storage Center ボリュームを作成し、クラスタへのボリュームのマッピン
グで Fluid Cache のオプションを編集することができます。クラスタ全体
での設定はできません。

レポーター Data Collector からのデータの取得のみを実行できます。Fluid Cache 

クラスタの設定または変更はできません。

Fluid Cache クラスタの追加、消去、および削除
次のタスクは、Fluid Cache クラスタを追加および削除する方法について説明しています。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

Fluid Cache クラスタの作成
Storage Manager を使用して、Fluid Cache クラスタを作成します。
前提条件
• 少なくとも 1 つのキャッシュサーバがインストールおよび配線され、Storage Center と通信できるようになっている必要があります。

– 完全に冗長なクラスタを作成するには、少なくとも 3 台のサーバを使用します。
– ライトバックキャッシュを使用するには、少なくとも 2 つのキャッシュデバイスがクラスタ内に存在し、個別のサーバにインストールされている必

要があります。
– ライトスルーキャッシュを使用するには、少なくとも 1 つのキャッシュデバイスがクラスタ内に存在する必要があります。

• お使いの Storage Manager ユーザーアカウントは、管理者またはボリュームマネージャの権限を持っている必要があります。さらに、少なくとも 
1 つのキャッシュサーバへの管理者（ルート）アクセスが許可されている必要があります。

• Dell Storage Manager Client を実行しているシステムに、Fluid Cache ライセンスファイルが存在し、そのファイルがクラスタまたは利用可能な
共有の作成に使用されている必要があります。

• 少なくとも 1 つの Storage Center を Storage Manager に追加する必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで Dell ストレージ を選択します。
3. サマリ タブで Fluid Cache クラスタの設定 をクリックします。Fluid Cache クラスタの設定 ウィザードが開き、Fluid Cache サーバの検出 

ページが表示されます。
4. Fluid Cache サーバの検出 ページを完了します。

a. ホストまたは IP アドレス フィールドに、利用可能なキャッシュサーバの管理ホスト名または IP アドレスを入力します。
b. ポート フィールドには、デフォルトの Fluid Cache 通信ポートが自動的に入力されています。別のポートを使用するように Fluid Cache 

サーバソフトウェアが設定されている場合のみ、このフィールドを変更します。
c. ユーザー名 フィールドに、キャッシュサーバの管理者またはルートアカウントを入力します。
d. パスワード フィールドに、キャッシュサーバの管理者またはルートアカウントのパスワードを入力します。
e. 次へ をクリックします。サーバの選択 ページが表示されます。

5. デフォルトでは、利用可能なサーバがすべて選択されています。不要なキャッシュサーバの横にあるチェックボックスをオフにします。あるいは す
べて選択解除 をクリックし、含めるキャッシュサーバを 1 つまたは複数選択します（利用可能なすべてのサーバを再度使用する場合は すべ
て選択 をクリックします）。

メモ: 完全に冗長なクラスタを作成するには、少なくとも 3 台のサーバを使用します。
6. 次へ をクリックします。クラスタの設定 ページが表示されます。
7. クラスタの設定 ページを完了します。
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a. 名前 フィールドにクラスタの名前を入力します。
b. ライセンスファイル フィールドの横にある 参照 をクリックします。Fluid Cache ライセンスファイルの選択 ダイアログボックスが表示されま

す。
c. ライセンスファイルの場所を参照し、そのファイルを選択し、保存 をクリックします。
d. 表示されたライセンスファイルとパスが正しいことを確認し、次へ をクリックします。デバイスの選択 ページが表示されます。

8. デフォルトでは、利用可能なキャッシュデバイスがすべて選択されています。不要なキャッシュデバイスの横にあるチェックボックスをオフにしま
す。あるいは すべて選択解除 をクリックし、含めるキャッシュデバイスを 1 つまたは複数選択します（利用可能なすべてのキャッシュデバイスを
再度使用する場合は すべて選択 をリックします）。
• ライトバックキャッシュを使用するには、少なくとも 2 つのキャッシュデバイスがクラスタ内に存在し、個別のサーバにインストールされている

必要があります。
• ライトスルーキャッシュを使用するには、少なくとも 1 つのキャッシュデバイスがクラスタ内に存在する必要があります。

注意: PCIe SSD をキャッシュデバイスとして使用するために選択すると、そこに保存されていたデータはすべて失われます。

9. 次へ をクリックします。Storage Center の選択 ページが表示されます。
10. Fluid Cache クラスタに含める Storage Center を 1 つまたは複数選択し、完了 をクリックします。

メモ: Storage Center を Fluid Cache クラスタに追加するには、Storage Center の管理者の資格情報を持っている必要があ
ります。

11. クラスタにボリュームを追加します。
12. 終了 をクリックします。

関連リンク
Fluid Cache クラスタへのボリュームの追加
Storage Center の管理

Fluid Cache クラスタの削除
Storage Manager を使用して、監理する必要がなくなった Fluid Cache クラスタを完全に削除します。これによって、クラスタのすべての設定が削
除されるので、クラスタの個々のリソースを他の目的に使用できるようになります。

1. クラスタにマップされたボリュームを削除します。
2. クラスタを削除します。

a. ストレージ ビューをクリックします。
b. 必要に応じて、ストレージ ペインで Fluid Cache クラスタ を展開し、Fluid Cache クラスタを選択します。
c. サマリ タブで、削除 をクリックします。Fluid Cache クラスタの削除 ダイアログボックスが表示されます。
d. OK をクリックします。

関連リンク
Fluid Cache クラスタからのキャッシュサーバーの削除

Fluid Cache クラスタの削除
Storage Manager を使用して、別の Data Collector で管理したい Fluid Cache を削除します。これにより、クラスタは現在の Data Collector か
ら切断されます。ただし、そのクラスタはそのまま維持されるので、別の Data Collector に追加することができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、必要に応じて Fluid Cache クラスタ を展開し、Fluid Cache クラスタを選択します。
3. サマリ タブで 削除 をクリックします。Fluid Cache クラスタの削除 ダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックします。
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既存の Fluid Cache クラスタの追加
Storage Manager を使用して、既存の Fluid Cache クラスタを追加します。この操作は、クラスタが別の Data Collector に作成された場合、ま
たは誤って削除された場合に行います。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで Dell ストレージ を選択します。
3. サマリ タブで Fluid Cache クラスタの設定 をクリックします。Fluid Cache クラスタの設定 ウィザードが開き、Fluid Cache サーバーの検

出 ページが表示されます。
4. Fluid Cache サーバーの検出 ページを完了します。

a. ホストまたは IP アドレス フィールドに、使用可能なキャッシュサーバーの管理ホスト名または IP アドレスを入力します。
b. ポート フィールドには、デフォルトの Fluid Cache 通信ポートが自動的に入力されています。Fluid Cache サーバーソフトウェアが別のポ

ートを使用するように設定されている場合のみ、このフィールドを変更します。
c. ユーザー名 フィールドに、キャッシュサーバーの管理者またはルートアカウントを入力します。
d. ユーザーパスワード フィールドに、キャッシュサーバーの管理者またはルートアカウントのパスワードを入力します。
e. 次へ をクリックします。クラスタが存在する場合は、この既存の Fluid Cache クラスタを追加するかどうかを尋ねるダイアログボックスが表示

されます。
5. OK をクリックします。

Fluid Cache ボリューム
Fluid Cache ボリュームは、通常の Storage Center ボリュームを拡張して、Fluid Cache クラスタ内のキャッシュデバイスで保持されると同時に、
Storage Center に永続的に保存されるようにします。

Fluid Cache ボリュームの制限事項
Fluid Cache クラスタのボリュームを利用するには、いくつかの考慮すべき点があります。

• Fluid Cache のボリュームを拡張することはできません。
• Fluid Cache ボリュームの読み取りおよび書き込みキャッシュオプションは使用できません。
• Fluid Cache ボリュームを Live Volume のソースまたは宛先として使用することはできません。
• Fluid Cache ボリュームをレプリケーションの宛先として使用することはできません。
• Fluid Cache ボリュームを同期レプリケーションまたはそのシミュレーションに含めることはできません。

Fluid Cache ボリュームの管理
次のタスクでは、Fluid Cache クラスタからのボリュームの追加および削除方法を説明します。

Fluid Cache クラスタへのボリュームの追加
Storage Manager を使用して、Fluid Cache クラスタにボリュームを追加します。Fluid Cache クラスタで使用されるボリュームは拡張できないの
で、必要な容量を確保するために、事前にボリュームの作成を考える必要があります。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. 必要に応じて ストレージ ペインで Storage Center を展開し、クラスタに取り入れるボリュームを含む Storage Center を選択します。
3. ストレージ タブで、Storage Center を展開し、ボリューム を展開します。
4. ボリュームを選択し、サーバーへのボリュームのマップ をクリックします。サーバーへのボリュームのマップ ダイアログボックスが表示されます。
5. クラスタに取り入れるサーバーを選択し、次へ をクリックします。
6. Fluid Cache の有効化 を選択し、ホストキャッシュポリシー を選択します（ライトバックがデフォルトで選択されます）。

• ライトバック：読み取りキャッシングに加え、ライトバックモードでは、ディスクが書き込みを確認するまで待機するというペナルティなく、書
き込みのキャッシングを実行できます。ライトバックキャッシングには、クラスタ内の 2 台以上のキャッシュサーバーに PCIe SSD が必要です

（キャッシュデバイスが 1 つしかない場合、ライトバックキャッシュデバイスは利用できません）。
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• ライトスルー：キャッシュとディスクの両方への同時書き込みを強制します。Warm Read および Read-after Write は高速化されます
が、書き込みは高速化されません。ライトスルーキャッシングには、クラスタ内の 1 台のキャッシュサーバーに 1 つの PCIe SSD だけが必要
です。

• バイパス（ほとんど使用せず）：一般に、キャッシュデバイスが使用できない場合や正常に機能していない場合のみ使用されます。この
設定は、状況が改善されるまで一時的に使用されます。

7. （オプション）データにアクセスしたノードでキャッシュデータを保存する を選択します。このチェックボックスにチェックを付けると、すべてのデー
タがローカルキャッシュ上に保持されるため、パフォーマンスが向上する場合があります。このボックスのチェックを外すと、キャッシュデータはすべ
てのキャッシュデバイスに均等に配分されます。

8. 終了 をクリックします。

Fluid Cache クラスタからのボリュームの削除
Storage Manager を使用して、Fluid Cache クラスタからボリュームを削除するとともに、クラスタとボリュームを維持します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、必要に応じて Storage Center を展開し、ボリュームがマップされている Storage Center を選択します。
3. ストレージ タブで ボリューム を展開し、削除するボリュームを選択し、マッピングの削除 をクリックします。マッピングの削除 [ボリューム名] ダ

イアログボックスが表示されます。
4. マッピングを解除するボリュームを選択し、OK をクリックします。

Fluid Cache クラスタからのボリュームの削除
Storage Manager を使用して、Fluid Cache クラスタからボリュームを永久に削除するとともに、クラスタだけを維持します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、必要に応じて Fluid Cache クラスタ を展開し、削除するボリュームがマップされているクラスタを選択します。
3. キャッシュ タブで ボリューム を展開し、削除するボリュームを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
4. （オプション）選択した Fluid Cache ボリュームと関連付けられている Storage Center ボリュームを削除してよろしいですか? を選択し

て、Storage Center 上のボリュームも削除します。

注意: このオプションを選択すると、Storage Center から論理ボリュームが削除され、そのボリュームに含まれるすべてのデータは
永久に失われます。

5. OK をクリックします。

Fluid Cache クラスタでのボリュームの再アクティブ化
Storage Manager を使用して、Fluid Cache クラスタから障害が発生したボリュームに再接続するとともに、クラスタとボリュームを維持します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、必要に応じて Fluid Cache クラスタ を展開し、問題のあるボリュームが含まれているクラスタを選択します。
3. サマリ タブの ボリューム ペインで、再アクティブ化するボリュームをダブルクリックし、ボリュームの再アクティブ化 をクリックします。ボリュームの

再アクティブ化 ダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックします。

Fluid Cache クラスタの管理
Storage Manager を使用して、既存の Fluid Cache を修正します。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、Help（ヘルプ）をクリックしてください。

Fluid Cache クラスタからのキャッシュデバイスの削除
Storage Manager を使用して、Fluid Cache クラスタで不要になったデバイスを削除します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、必要に応じて Fluid Cache クラスタ を展開し、Fluid Cache クラスタを選択します。
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3. キャッシュ または サマリ タブで、デバイスが組み込まれているサーバーを必要に応じて展開します。削除するデバイスを選択し、デバイスのク
ラスタからの削除 を選択します。削除 ダイアログボックスが表示されます。

4. OK をクリックします。

Fluid Cache クラスタに接続されているキャッシュデバイスの再アクティブ化
Storage Manager を使用して、Fluid Cache クラスタのキャッシュデバイスを再アクティブ化します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、必要に応じて Fluid Cache クラスタ を展開し、Fluid Cache クラスタを選択します。
3. キャッシュ または サマリ タブで、必要に応じて サーバー を展開し、デバイスが組み込まれているサーバーを必要に応じて展開します。再アク

ティブ化するデバイスを選択し、デバイスの再アクティブ化 を選択します。デバイスの再アクティブ化 ダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックします。

Fluid Cache クラスタからのキャッシュサーバーの削除
Storage Manager を使用して、Fluid Cache クラスタを維持しながら、そのクラスタからキャッシュサーバーを削除します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. 必要に応じて ストレージ ペインで Fluid Cache クラスタを展開して Fluid Cache クラスタをクリックし、右ペインで キャッシュ または サマリ タ

ブを選択して クラスタからのサーバーの削除 をクリックします。クラスタからのサーバーの削除 ダイアログボックスが表示されます。

メモ: キャッシュサーバをアップデートする際、Fluid Cache クラスタから一度に複数のキャッシュサーバを取り外さないでください。
データの損失を防ぐため、キャッシュサーバはひとつずつ取り外し、アップデートするようにしてください。

3. OK をクリックします。

Fluid Cache クラスタからの Storage Center の削除
Storage Manager を使用して、Fluid Cache クラスタから Storage Center を削除するとともに、クラスタを維持します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、必要に応じて Fluid Cache クラスタ を展開し、Fluid Cache クラスタを選択します。
3. キャッシュ または サマリ タブで、必要に応じて Storage Center を展開し、削除する Storage Center を選択し、クラスタからの Storage 

Center の削除 をクリックします。クラスタからの Storage Center の削除 ダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックします。

メモ: クラスタにボリュームがマップされている場合は、Storage Center を削除できません。

Storage Center への Fluid Cache クラスタの再接続
Storage Manager を使用して、Fluid Cache に Storage Center を再接続します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. 必要に応じて、ストレージ ペインで Fluid Cache クラスタを展開し、Fluid Cache クラスタを選択します。
3. キャッシュ タブをクリックして、Storage Center を選択し、Storage Center へのホストキャッシュクラスタホストの再接続 をクリックします。

Fluid Cache クラスタへのキャッシュサーバーの追加
Storage Manager を使用して、Fluid Cache クラスタを維持しながら、そのクラスタにキャッシュサーバーを追加します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. 必要に応じて、ストレージ ペインで Fluid Cache クラスタを展開し、Fluid Cache クラスタを選択します。
3. キャッシュ タブで、サーバー を選択し、クラスタへのサーバーの追加 をクリックします。クラスタへのサーバーの追加 ウィザードが起動しま

す。
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4. 使用可能なキャッシュサーバーがすべて表示されます。追加するキャッシュサーバーの行を選択します。一度に追加できるのは 1 つのサーバ
ーのみです。

5. サーバー管理者または root アカウントのユーザー名とユーザーパスワードを入力します。
6. 次へ をクリックします。サーバーが追加されると、デバイスの選択 ページが表示されます。
7. デフォルトでは、すべての利用可能なキャッシュデバイスが選択されます。不要なキャッシュデバイスの横にあるチェックボックスのチェックを外す

か、すべて選択解除 をクリックして、追加するキャッシュデバイスを選択します（すべて選択 をクリックすると、使用可能なすべてのキャッシュデ
バイスが再び使用されます）。

8. 終了 をクリックします。
9. （オプション）クラスタに追加するサーバーごとに、すべての手順を繰り返します。

Fluid Cache クラスタへのキャッシュデバイスの追加
Storage Manager を使用して、Fluid Cache クラスタにキャッシュデバイスを追加するとともに、クラスタを維持します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、必要に応じて Fluid Cache クラスタ を展開し、Fluid Cache クラスタを選択します。
3. キャッシュ タブで サーバー を選択し、デバイスのクラスタへの追加 をクリックします。デバイスのクラスタへの追加 ダイアログボックスが表示

されます。
4. デフォルトでは、利用可能なキャッシュデバイスがすべて選択されています。不要なキャッシュデバイスの横にあるチェックボックスをオフにしま

す。あるいは すべて選択解除 をクリックし、追加するキャッシュデバイスを 1 つまたは複数選択します（利用可能なすべてのキャッシュデバイス
を再度使用する場合は すべて選択 をリックします）。

5. OK をクリックします。

Fluid Cache クラスタへの Storage Center の追加
Storage Manager を使用して、Fluid Cache クラスタに Storage Center を追加するとともに、クラスタを維持します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、必要に応じて Fluid Cache クラスタ を展開し、Fluid Cache クラスタを選択します。
3. キャッシュ タブで Storage Center を選択し、Storage Center の割り当て をクリックします。Storage Center の割り当て ダイアログボックス

が表示されます。
4. 追加する Storage Center を選択します。
5. OK をクリックします。

Fluid Cache クラスタのライセンスの変更
Storage Manager を使用して、Fluid Cache クラスタのライセンスを変更します。

1. Storage（ストレージ）ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、必要に応じて Fluid Cache クラスタ を展開し、Fluid Cache クラスタを選択します。
3. 設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. ライセンスの送信 をクリックします。ライセンスの送信 ダイアログボックスが表示されます。
5. 参照 をクリックします。新しいライセンスファイルの場所を参照し、そのファイルを選択し、保存 をクリックします。
6. OK をクリックします。

Fluid Cache クラスタの名前の変更
Storage Manager を使用して、既存の Fluid Cache クラスタを維持しながら、そのクラスタの名前を編集します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. 必要に応じて、ストレージ ペインで Fluid Cache クラスタを展開し、Fluid Cache クラスタを選択します。
3. 設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
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4. キャッシュクラスタの新しい名前を入力します。
5. OK をクリックします。

Dell SupportAssist を使用した Fluid Cache クラスタ情報の送信
Storage Manager で、Dell SupportAssist を使用して Fluid Cache クラスタ情報をテクニカルサポートに送信します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、必要に応じて Fluid Cache クラスタ を展開し、Fluid Cache クラスタを選択します。
3. 設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. Dell SupportAssist をクリックし、Dell SupportAssist データを今すぐ送信 をクリックします。Dell SupportAssist を今すぐ送信 ダイアロ

グボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

Fluid Cache クラスタのメンテナンスモードへの切り替え
Storage Manager を使用して、Fluid Cache クラスタでメンテナンスモードを有効にします。これにより、すべてのキャッシングを停止して、キャッシュ
を効果的にバイパスモードに切り換えることができます。SSD を交換する場合、またはキャッシュサーバーで他の操作を実行する場合に使用しま
す。

1. Storage（ストレージ）ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、必要に応じて Fluid Cache クラスタ を展開し、Fluid Cache クラスタを選択します。
3. 設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. メンテナンスモード を選択します。 メンテナンスモードを有効にする [クラスタ名] ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

メモ: パフォーマンスが多少低下する可能性があります。

Fluid Cache クラスタのメンテナンスモードの無効化
Storage Manager を使用して、Fluid Cache クラスタでメンテナンスモードを無効にします。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、必要に応じて Fluid Cache クラスタ を展開し、Fluid Cache クラスタを選択します。
3. 設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. メンテナンスモード をオフにします。メンテナンスモード を無効にする [クラスタ名] ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

Fluid Cache クラスタのシャットダウン
Storage Manager を使用して、Fluid Cache クラスタをシャットダウンします。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、必要に応じて Fluid Cache クラスタ を展開し、Fluid Cache クラスタを選択します。
3. シャットダウン をクリックします。シャットダウン ダイアログボックスが表示されます。
4. はい をクリックします。

注意: Fluid Cache クラスタがシャットダウンされると、キャッシュされたすべてのボリュームとそれらのデータにアクセスできなくなりま
す。ただし、最初に別のクラスタに再マップされた場合を除きます。

シャットダウンする前にボリュームを再マップしない場合、シャットダウンクラスタのマップについては Dell Technical Support のにご相談ください。
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メモ: シャットダウンした Fluid Cache クラスタにマップされたボリュームを Fluid Cache のクラスタ以外の場所に再マップすること
はできません。

Sub-Cluster の作成
Storage Manager を使用してボリュームを Fluid Cache のグループにマップし、クラスタファイルシステムやクラスタ化アプリケーションなどの共有デー
タアプリケーションをサポートします。
このタスクについて

メモ: サブクラスタで非クラスタ化アプリケーションを実行している場合、パフォーマンスが低下することがあります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. 必要に応じて ストレージ ペインで Storage Center を展開し、既存の Fluid Cache クラスタにマップする Storage Center を選択します。
3. ストレージ タブで サーバー を展開して Fluid Cache クラスタを選択し、サーバークラスタの作成 をクリックします。サーバークラスタの作成 

ダイアログボックスが表示されます。
4. （オプション）デフォルトの名前を変更し、メモを追加します。
5. クラスタに取り込むサーバーの横のチェックボックスにチェックを付けるか、すべて選択 をクリックして表示されているサーバーをすべて取り込みま

す（すべてのサーバーを選択解除するには、すべて選択解除 をクリックします）。
6. OK をクリックします。

関連リンク
サーバクラスタの作成

Storage Center ボリュームのサーバーロードイコライズの有効化
サーバーロードイコライズは、IOPS が高いボリュームのキューの深さを動的に調整し、他のボリュームのパフォーマンスへの影響を最小限に抑えま
す。Fluid Cache ボリュームをホストしている Storage Center でロードイコライズを有効にすると、キャッシュフラッシュ操作によって他のボリュームの
パフォーマンスが低下するのを防ぐことができます。
このタスクについて

メモ: ロードイコライズは、Fluid Cache を使用する環境でのみ、または Dell Technical Support のから指示があった場合のみ有効に
します。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. ストレージ タブをクリックします。
5. サーバーロードイコライザ有効 チェックボックスにチェックを付けます。
6. OK をクリックします。

トラブルシューティング
次のいずれかのトピックのアドバイスに従うと、原因の特定や問題解決に役立ちます。

ハードウェア障害発生後に Fluid Cache クラスタを再作成できない
クラスタを再作成する前に、Storage Manager を使用して、障害が発生した Fluid Cache クラスタを完全に削除します。

メモ: ハードウェア障害後は、Storage Manager と Storage Center をクリーンアップしてから、Fluid Cache クラスタを再作成しま
す。Fluid Cache クラスタが Storage Manager から完全に削除されない限り、Delete オプションは表示されません。
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関連リンク
Fluid Cache クラスタの削除
Fluid Cache クラスタの削除

キャッシュノードが表示されません
Fluid Cache クラスタの作成時に サーバーの選択 ウィンドウでノードが選択されなかったか、ネットワークスイッチが正しく設定されていない可能性
があります。

1. ノードが選択されていることを確認してください。
2. それでもノードがリストに表示されない場合は、ネットワークスイッチの設定を確認し、お使いのスイッチのマニュアルを参照してください。

関連リンク
Fluid Cache クラスタの作成

特定のキャッシングモードの無効化
必要な数のノードまたは PCIe SSD を使用できない場合があります。
キャッシュデバイスまたはキャッシュサーバーは事前に設定されていることがあるため、不具合があったり、ネットワーク障害の影響を受けたりする場
合があることに留意してください。

• ライトバックキャッシュでは、Fluid Cache クラスタ内の複数のサーバーに、PCIe SSD を備えたノードが 2 つ以上あることを確認します。
• ライトスルーキャッシュでは、PCIe SSD を備えたノードが 1 つ以上あることを確認します。
• クラスタがメンテナンスモードになっていないことを確認します。

Fluid Cache ライセンスファイルが無効
ライセンスの有効期限が切れていないか、あるいはシステムの変更によってライセンスが無効になっていないか確認します。

• Fluid Cache のライセンスステータスは、Fluid Cache クラスタの イベント タブまたは キャッシュ タブで確認できます。
• 評価用ライセンスは 90 日間有効です。Dell Fluid Cache for SAN ライセンスを購入される場合は、デルのセールス担当者までご連絡くださ

い。

クラスタを作成するオプションを利用できません
Fluid Cache クラスタを作成するオプションを表示するには、そのための前提条件がすべて満たされている必要があります。

• Storage Manager 6.5.1 以降を実行している必要があります。
• Fluid Cache をサポートできる Storage Center が接続されている必要があります。
• 少なくとも 1 つの Fluid Cache サーバーが Fluid Cache を使用できるよう設定されている必要があります。
• Dell Fluid Cache for SAN 2.0 以降を実行している必要があります。

Fluid Cache クラスタにボリュームを追加できません
この問題を検証するには、以下の両方の項目を確認します。

• すべての Fluid Cache サーバーが、ボリュームを機能させている Storage Center と同じネットワーク上にあることを確認します。
• ボリュームが別のサーバーまたはクラスタで使用されていないことを確認します。

イベントメッセージが届いていません
Storage Manager Data Collector は、アラートメッセージを受信し、それらを設定されているユーザーに送信します。マルチホームのシステムで 
Storage Manager を設定するときは、必ず、Fluid Cache サーバーと同じネットワーク上にある NIC を使用するようにメッセージングを設定する
か、Storage Manager Data Collector が使用するように設定されている NIC のアドレスに到達できるキャッシュサーバーにルーティングを設定して
ください。
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Storage Center を使用できない
Storage Center がないことを示すエラーが表示された場合、または Storage Center が表示されない場合は、Storage Center のバージョン 6.5.1 
以降が実行されていることを確認します。

Fluid Cache サーバーを使用できない
リストにあるべき Fluid Cache サーバーが表示されない場合は、そのサーバーがクラスタ内の他のサーバーによって検出されなかった可能性があり
ます。再スキャン ボタンをクリックしてださい。

Storage Center と Fluid Cache クラスタの情報表示の違い
Fluid Cache クラスタは Fluid Cache サーバーの観点から情報を表示し、Storage Center は Storage Center の観点から情報を表示します。
Fluid Cache サーバーと Storage Center の間に通信の不具合がある場合、その通信状態の表示が両者で異なる場合があります。
レイテンシには、Fluid Cache サーバーからの情報収集で Data Collector と Storage Center の両方によって発生するものや、Data Collector か
ら情報収集している Dell Storage Manager Client で発生するものがあります。システムのすべてのパーツが同期し、統一されたビューが表示され
るには数分かかることがあります。

Fluid Cache クラスタのすべての部分が相互に通信していることの確認
Dell Storage Manager Client で、Fluid Cache クラスタの Fluid Cache 画面に「再接続」メッセージが表示された場合は、Storage Manager が
管理ネットワークを介して Fluid Cache クラスタと通信できなくなっていることを示しています。

• ping などのネットワークツールを使用して、Data Collector サーバと Fluid Cache サーバの間でネットワークが動作していることを確認してくださ
い。

• ping が機能しても、そのアドレスへの再接続ができない場合は、サーバ上で Fluid Cache ソフトウェアが動作していることを確認します。

Storage Manager クライアントのクラスタの Storage Center ビューで、クラスタに赤いマークが表示される場合、Storage Center は、管理ネット
ワークを介してクラスタサーバと通信できないことを報告しています。

• ping などのネットワークツールを使用して、クラスタサーバと Storage Center の間でネットワークが動作していることを確認します。
• Storage Center がクラスタの状態（停止または動作中）を報告するのに数分かかる場合があります。

データパスが機能していることの確認
Storage Center がクラスタへのデータ接続を認識できる場合、Storage Center サーバービューが表示されます。問題が発生した場合には、
HBA に赤色のマークが付きます。
Fluid Cache クラスタサーバービューには、Fluid Cache サーバーの観点からの HBA が表示されます。サーバーとそのオペレーティングシステムに応
じて、接続性などの状況はこのビューからは確認できない場合があります。

データの接続をチェックする際は、必ず最初に Storage Center ビューをチェックしてください。

Fluid Cache クラスタ 画面のクラスタに赤いマークが付いている
この問題のトラブルシューティングでは、次の点を考慮する必要があります。

• クラスタがメンテナンスモードになっていないことを確認します。
• Storage Manager と Fluid Cache サーバ間の通信に問題がある場合、または Fluid Cache サーバが EM に問題を報告した場合は、

Storage Manager によってクラスタに赤いマークが付けられます。Fluid Cache クラスタ 画面のクラスタに対応する キャッシュ タブに、発生して
いる問題を示すテキストが表示されている場合があります。問題の原因を探るためにイベントも確認してください。

• Fluid Cache クラスタ 画面で、問題のクラスタに対応するサーバ、ボリューム、Storage Center のタブをそれぞれ展開します。サーバ、キャッシ
ュデバイス、ボリューム、または Storage Center にも赤いマークが付いていれば、クラスタの赤いマークの原因を知る手掛かりとなります。
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Dell Fluid Cache for SAN を使用する Storage Center で定義されたサーバークラスタの設定の問題
Storage Center を Fluid Cache クラスタに割り当てる場合、Fluid Cache クラスタは、Storage Center に定義された通常のサーバークラスタと同
じ要件に従う必要があります。Fluid Cache クラスタのサーバーは、HBA を介して自動的に既存の Storage Center サーバーにマップされるか、以
前の Storage Center サーバーが存在しない場合は新たに作成されます。
Storage Center で定義されているサーバークラスタには、同じオペレーティングシステムが搭載されている必要があるので、Fluid Cache クラスタ内
のサーバーもすべてオペレーティングシステムが一致している必要があります。HBA が一致している Storage Center サーバーが、割り当て前に 
Storage Center 上で作成されており、その Storage Center では別のオペレーティングシステムで定義されている場合、Fluid Cache クラスタは 
Storage Center を Fluid Cache クラスタに割り当てることができません。

Fluid Cache クラスタに、Storage Center サーバークラスタに属するサーバーが存在する場合、Storage Center が Fluid Cache クラスタに割り当
てられると、その Storage Center サーバークラスタは Fluid Cache クラスタのサブクラスタになります。クラスタルールを維持するため、Fluid Cache 

クラスタのサーバーが Storage Center サーバークラスタに属する場合には、Storage Center サーバークラスタからのすべての Fluid Cache が Fluid 

Cache クラスタ内に存在する必要があります。
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10
Storage Center のメンテナンス
Storage Manager では、Storage Center の設定、ユーザーおよびユーザーグループを管理し、複数の Storage Center に設定を適用できます。

Storage Center 設定の管理
Storage Manager では、個々の Storage Center の設定を管理したり、複数の Storage Center にこれらの設定を適用したりできます。
関連リンク

Storage Center 情報の表示と変更
Storage Center のネットワーク設定の変更
Storage Center ユーザープリファレンスの設定
Storage Center データ設定の指定
Storage Center セキュアコンソール設定の指定
Storage Center の SMTP 設定の指定
Storage Center の SNMP 設定の指定
Storage Center の時間設定の指定
管理アクセスを制限するフィルタの設定

Storage Center 情報の表示と変更
Storage Manager では、Storage Manager で管理される各 Storage Center のデフォルトのプロパティを個別に変更することができます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

Storage Center の名前変更 
Storage Center の目的が変わった場合やその名前が該当しなくなった場合は、Storage Center の名前を変更します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. 全般 タブをクリックします。
4. 名前 フィールドに、新しい名前を入力します。
5. OK をクリックします。

個々のコントローラの名前変更
コントローラ名は、Storage Center の名前に影響を与えずに変更できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 名前 フィールドに、コントローラの新しい名前を入力します。
6. OK をクリックします。

Storage Center のメンテナンス 233



Storage Center の動作モードの変更
メンテナンスの実行やソフトウェアアップデートのインストールを行う前に、アラートとこれらのイベントを区別するために Storage Center の動作モー
ドを変更します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. 全般 タブをクリックします。
4. 動作モード フィールドで、標準、メンテナンス を選択します。インストール または メンテナンス を選択すると、アラートが通常の動作中に発

生するアラートと区別されます。
5. OK をクリックします。

関連リンク
Storage Center 動作モード

Storage Center のライセンス情報の表示
Storage Manager により、Storage Center のライセンス情報が表示されますが、ライセンス情報を変更することはできません。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ライセンス タブをクリックすると、ライセンス情報が表示されます。
4. OK をクリックします。

Storage Center への新しいライセンスの適用
Storage Center にライセンスされているアプリケーションを追加、またはディスクの数を増加する場合は、新規のライセンスの適用が必要になる場
合があります。Storage Manager は、zip ファイルでの複数ライセンスの送信をサポートしています。
前提条件
• Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。
• Dell Storage Manager Client を実行しているコンピュータから Storage Center のライセンスファイルにアクセスできる必要があります。

このタスクについて

メモ: フレックスポートライセンスを適用するには、Storage Center を再スタートする必要があります。再スタート後に、Storage 
Center はフレックスポートのフォールトドメインを作成します。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ライセンス タブをクリックします。
4. ライセンスファイルの送信 をクリックします。ダイアログボックスが表示されます。
5. Storage Center のライセンスファイルを参照して選択し、開く をクリックします。ダイアログボックスが閉じます。
6. 適用 をクリックします。
7. ライセンスが適用されたら、OK をクリックします。

Storage Center のネットワーク設定の変更
共有管理 IP、コントローラ管理インタフェース、および iDRAC は、Storage Manager を使用して管理することができます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。
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Storage Center の共有管理 IP アドレスの変更
デュアルコントローラの Storage Center で、通常の状況では、共有管理 IP アドレスがリーダーによってホストされます。リーダーで問題が生じると、
ピアが管理 IP を引き継ぎ、通常のリーダーがダウンしても管理アクセスが許可されます。IPv6 の管理 IP アドレスを割り当てることもできます。
前提条件
Storage Center がホスト名を使用して Storage Manager に追加された場合は、接続の問題を避けるために新しい IP アドレスを Storage 

Center の DNS A または AAAA レコードに追加する必要があります。

このタスクについて

メモ: シングルコントローラの Storage Center では、共有管理 IP アドレスがデフォルトで割り当てられませんが、将来のデュアルコント
ローラへの移行を容易にするよう設定できます。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. 全般 タブをクリックします。
4. 管理 IPv4 アドレス フィールドに、管理 IP アドレスとして使用する IPv4 アドレスを入力します。
5. （オプション）IPv6 管理 IP フィールドに、管理 IP アドレスとして使用する IPv6 アドレスを入力します。
6. OK をクリックします。

コントローラの管理インタフェース設定の変更 
コントローラの管理インタフェースの IP アドレス、ネットマスク、およびゲートウェイを変更できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 管理インタフェース設定を変更します。

a. IP アドレス フィールドに、コントローラの管理インタフェースの新しい IP アドレスを入力します。
b. IP ネットマスク フィールドに、コントローラ の管理インタフェースのネットワークマスクを入力します。
c. IP ゲートウェイ フィールドに、ネットワークのデフォルトルートを入力します。

6. OK をクリックします。

コントローラの DNS 設定の変更
Storage Manager を使用すると、プライマリ DNS サーバー、セカンダリ DNS サーバー、および Storage Center が属しているドメインの名前を指
定できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. DNS 設定を変更します。

a. DNS サーバー フィールドに、ネットワーク上の DNS サーバーの IP アドレスを入力します。
b. （オプション）セカンダリ DNS サーバー フィールドに、ネットワーク上のバックアップ DNS サーバーの IP アドレスを入力します。
c. ドメイン名 フィールドに、Storage Center が属するドメインの名前を入力します。

6. OK をクリックします。
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コントローラの iDRAC インタフェース設定の変更
iDRAC インタフェースは、コントローラの帯域外管理を提供します。設定完了 画面が表示されたら以下の手順に従ってください。

1. 詳細手順 まで下にスクロールします。
2. BMC 設定の変更 リンクをクックします。
3. BMC 設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 下部コントローラおよび上部コントローラの iDRAC インタフェース設定を指定します。

a. BMC IP アドレス フィールドに、iDRAC インタフェースの IP アドレスを入力します。
b. BMC ネットマスク フィールドに、ネットワークマスクを入力します。
c. BMC ゲートウェイ IPv4 アドレス フィールドに、iDRAC のデフォルトルートを入力します。

5. OK をクリックします。

Storage Center ユーザープリファレンスの設定
Storage Center のユーザープリファレンスでは、Storage Center を Storage Center に追加するために使用された Storage Manager ユーザーア
カウントのデフォルト値が確立されます。Storage Manager ではこれらのユーザープリファレンスが優先されます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

新規ボリュームのデフォルトサイズの設定
新しいボリュームが作成される場合は、デフォルトのボリュームサイズが使用されます（ユーザーが別の値を指定した場合を除く）。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. プリファランス タブをクリックします。
4. ボリュームサイズ フィールドに、新規ボリュームのデフォルトサイズをキロバイト（KB）、メガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト

（TB）の単位で入力します。
5. OK をクリックします。

新規ボリュームのデフォルトのベースボリューム名の設定
ユーザーが別の名前を指定しない限り、デフォルトベース名が新しいボリュームの名前として使用されます。同じベース名のボリュームがすでに存在
する場合は、新しいボリューム名を作成するために、ベース名に番号が付けられます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. プリファランス タブをクリックします。
4. ベースボリューム名 フィールドに、新規ボリュームのベースとして使用する名前を入力します。デフォルトベースは 新規ボリューム です。
5. OK をクリックします。

新規ボリュームのデフォルトのデータ削減設定の指定
新しいボリュームが作成される場合は、デフォルトのデータ削減が使用されます（ユーザーがこの設定を変更した場合を除く）。データ削減選択を
許可 チェックボックスをクリアすると、ボリュームの作成中にデフォルトのデータ削減設定が変更されないようにすることができます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. プリファランス タブをクリックします。
4. データ削減のデフォルト値を設定します。

• データ削減プロファイル ドロップダウンメニューで、新規ボリュームにデータ削減プロファイルのデフォルトを設定します。
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• データ削減選択を許可 チェックボックスを選択して、ボリューム作成時にユーザーがデータ削減を有効または無効にすることができるよう
にします。

5. OK をクリックします。

新規ボリュームのデフォルトのキャッシュ設定の指定
新しいボリュームが作成される場合は、デフォルトキャッシュ設定が使用されます（ユーザーがこの設定を変更した場合を除く）。キャッシュ選択の
許可 チェックボックスをオフにすることにより、デフォルトキャッシュ設定が変更されないようにすることができます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. プリファランス タブをクリックします。
4. 読み取りキャッシュ チェックボックスと 書き込みキャッシュ チェックボックスをオンまたはオフにして、新規ボリュームのデフォルトキャッシュ設定を

指定します。
5. キャッシュ選択の許可 チェックボックスをオンまたはオフにして、ボリュームの作成時にユーザーがキャッシュ設定を指定することを許可または拒

否します。
6. OK をクリックします。

新規ボリュームのデフォルトのスナップショットオプションの設定
新しいボリュームが作成された場合は、デフォルトのスナップショットが使用されます（ユーザーがこの設定を変更した場合を除く）。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. プリファランス タブをクリックします。
4. デフォルトのスナップショットプロファイルを選択します。

a. スナップショット領域で、変更 をクリックします。スナップショットプロファイルの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. 上部のペインで、新しいボリュームにデフォルトで割り当てるスナップショットプロファイルを選択します。
c. OK をクリックします。スナップショットプロファイルの選択 ダイアログボックスが閉じます。

5. 最小のスナップショット間隔 フィールドに、スナップショットを取得してから次にスナップショットを取得するまでの間隔の最小値を分単位で入
力します。

6. OK をクリックします。

詳細なボリュームマッピング設定の許可または拒否
ボリュームマッピング詳細オプションには、LUN 設定、マッピングパスオプション、およびボリュームの読み取り専用設定が含まれます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. プリファランス タブをクリックします。
4. 詳細マッピングを許可 チェックボックスをオンまたはオフにして、ボリュームマッピング詳細オプションを有効または無効にします。
5. OK をクリックします。

新規サーバのデフォルトのオペレーティングシステムの設定
ユーザーが別のオプションを選択しない限り、新しいサーバにはデフォルトオペレーティングシステムが使用されます。便宜上、ユーザーの環境で最
も一般的なオペレーティングシステムを選択します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. プリファランス タブをクリックします。
4. オペレーティングシステム ドロップダウンメニューから、新規サーバでデフォルトとして使用するオペレーティングシステムを選択します。
5. OK をクリックします。
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新規ボリュームのデフォルトのストレージプロファイルの設定
新しいボリュームが作成される場合は、ユーザーが別のストレージプロファイルを選択しない限り、デフォルトストレージプロファイルが使用されます。
ストレージプロファイル選択の許可 チェックボックスをオフにすることにより、ボリュームの作成時にストレージプロファイルが変更されないようにするこ
とができます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. プリファランス タブをクリックします。
4. ストレージプロファイル ドロップダウンメニューから、新規ボリュームにデフォルトで適用するストレージプロファイルを選択します。
5. ボリューム作成時にストレージプロファイルの選択を許可するには、ストレージプロファイルの選択を許可 を選択します。
6. OK をクリックします。

新規ボリュームのデフォルトのストレージタイプの設定
新しいボリュームが作成される場合は、ユーザーが別のストレージタイプを選択しない限り、デフォルトストレージタイプが使用されます。ストレージ
タイプ選択の許可 チェックボックスをオフにすることにより、ボリュームの作成時にストレージタイプが変更されないようにすることができます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. プリファランス タブをクリックします。
4. ストレージタイプ ドロップダウンメニューから、新規ボリュームに適用するデフォルトのストレージタイプを選択します。
5. ボリューム作成時にストレージタイプの選択を許可するには、ストレージタイプの選択を許可 を選択します。
6. OK をクリックします。

デフォルトボリューム QoS プロファイルの設定
新規ボリュームに使用するデフォルトのボリューム QoS プロファイルを指定します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. プリファランス タブをクリックします。
4. サービス品質プロファイル セクションの横にある 変更 をクリックします。

ボリューム QoS プロファイルの選択 ダイアログボックスが開き、定義されているすべての QoS プロファイルが表示されます。
5. プロファイルのいずれかの名前をクリックして選択します。
6. OK をクリックします。

QoS プロファイル選択を許可
ユーザーが QoS プロファイルを選択できるようにするには、このオプションを有効に設定します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. プリファランス タブをクリックします。
4. サービス品質プロファイル セクションで、QoS プロファイル選択を許可 チェックボックスを選択します。
5. OK をクリックします。

Storage Center データ設定の指定
Storage Center のキャッシュ、Data Progression、スナップショット、および RAID ストライプ幅の設定を指定できます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。
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Storage Center のキャッシュオプションの設定
グローバル Storage Center キャッシュ設定は、各ボリュームのキャッシュ設定よりも優先されます。読み取りキャッシュでは、次の読み取りを予測
し、揮発性メモリに保持することにより、読み取りパフォーマンスが向上します。書き込みキャッシュでは、書き込まれたデータをディスクに安全に格
納できるまで揮発性メモリに保持することにより、書き込みパフォーマンスが向上します。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. 読み取りキャッシュを有効化 チェックボックスと 書き込みキャッシュを有効化 チェックボックスにチェックを付けるか、チェックを外します。
5. OK をクリックします。

Data Progression のスケジュールまたは制限
Data Progression の実行をスケジュールし、実行を許可する時間の長さを制限します。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. Data Progression 開始時刻 フィールドで、Data Progression を毎日実行する場合の開始時刻を選択または入力します。
5. Data Progression の最大実行時間 ドロップダウンメニューから、Data Progression を実行可能な時間の上限を選択します。
6. OK をクリックします。

RAID のストライプ幅の設定
RAID ストライプ幅により、RAID データがストライプされるディスクの数を制御します。RAID 5 と RAID 6 のストライプ幅は独立して設定されます。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. RAID 5 ストライプ幅 ドロップダウンメニューで、ストライプ幅として 5 ディスクまたは 9 ディスクを選択します。
5. RAID 6 ストライプ幅 ドロップダウンメニューで、ストライプ幅として 6 ディスクまたは 10 ディスクを選択します。
6. OK をクリックします。

iSNS サーバの設定
ネットワーク上の Internet Storage Name Service（iSNS）サーバのホスト名または IP アドレスを設定します。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。
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手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. iSNS サーバホストまたは IP アドレス フィールドに、ネットワーク上のイニシエータおよびターゲットにネームサービスを提供する iSNS サーバの

ホスト名または IP アドレスを入力します。
5. OK をクリックします。

複数の Storage Center へのデータ設定の適用
単一の Storage Center に適用されるデータ設定を他の複数の Storage Center に適用できます。
前提条件
Storage Manager への Storage Center の追加は、システム管理者の権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して行う必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、他の Storage Center に適用する設定が指定されている Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. ストレージ タブをクリックします。
5. 他の Storage Center にこれらの設定を適用する チェックボックスを選択します。
6. 適用 をクリックします。Storage Center の選択 ダイアログボックスが表示されます。
7. 設定を適用する各 Storage Center のチェックボックスにチェックを付けます。
8. 完了したら OK をクリックします。

Storage Center セキュアコンソール設定の指定
セキュアコンソールは、サポートスタッフがシリアルポートを介した接続を行わずに Storage Center コンソールにアクセスすることを可能にします。

メモ: Dell Technical Support のサポートなしでセキュアコンソールの設定を変更しないでください。

セキュアコンソールアクセスの有効化
サポートスタッフがシリアルポートを介して接続せずに Storage Center コンソールにアクセスできるようにセキュアコンソールを有効にします。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. セキュアコンソール タブをクリックします。
4. セキュアコンソールアクセスの有効化 チェックボックスをオンにします。
5. 予約サーバホストまたは IP アドレスフィールド（Storage Center 6.6 以降）または セキュアコンソールサーバホストまたは IP アドレスフィ

ールド（Storage Center 6.5 またはそれ以前）に、Dell Technical Support から提供されたセキュアコンソールサーバのホスト名または IP ア
ドレスを入力します。

6. セッション有効時間 フィールド（Storage Center 6.6 以降）に、セッションをアクティブに維持する時間を分、時間、日、または週の単位で
入力します。

メモ: 最大有効時間は 72 時間です。
7. Storage Center が前の手順で指定したセキュアコンソールサーバと通信できるようにするために SOCKS プロキシが必要な場合は、プロキ

シ設定 を指定します。
a. プロキシタイプ ドロップダウンメニューから、SOCKS4 または SOCKS5 を選択します。
b. IP アドレス フィールドに、プロキシサーバの IP アドレスを入力します。
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c. ポート フィールドに、プロキシサーバが使用するポートを入力します。
d. プロキシサーバが認証を必要とする場合は、ユーザー名 フィールドと パスワード フィールドに値を入力します。

8. OK をクリックします。

Storage Center セキュアコンソールサーバの再起動
問題のトラブルシューティングでは、セキュアコンソールサーバを再起動することが必要になる場合があります。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. セキュアコンソール タブをクリックします。
4. サービスの再起動 をクリックします。確認ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックして確認します。
6. OK をクリックします。

複数の Storage Center へのセキュアコンソール設定の適用
単一の Storage Center に適用されるセキュアコンソール設定を他の複数の Storage Center に適用できます。
前提条件
Storage Manager への Storage Center の追加は、システム管理者の権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して行う必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、他の Storage Center に適用する設定が指定されている Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. セキュアコンソール タブをクリックします。
5. 他の Storage Center にこれらの設定を適用する チェックボックスを選択します。
6. 適用 をクリックします。Storage Center の選択 ダイアログボックスが表示されます。
7. 設定を適用する各 Storage Center のチェックボックスにチェックを付けます。
8. 完了したら OK をクリックします。

• Secure Console プロキシのパスワードが設定されていない場合、または変更された場合、ダイアログボックスが閉じます。
• Secure Console プロキシのパスワードが以前に設定され、変更されていない場合、Secure Console プロキシ のパスワードのダイアロ

グボックスが表示されます。
9. （プロキシパスワードのみ）パスワード フィールドで、プロキシのパスワードを入力して、OK をクリックします。

Storage Center の SMTP 設定の指定
SMTP サーバー設定は、各 Storage Center に対して個別に設定したり、複数の Storage Center に適用したりすることができます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

Storage Center の SMTP サーバ設定の指定
Storage Center が連絡先プロパティで受信者アドレスを指定したユーザーにアラートメッセージ電子メールを送信できるよう SMTP 設定を指定
します。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。
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手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. SMTP サーバ タブをクリックします。
4. SMTP サーバを設定を指定します。

a. SMTP メールを有効にする チェックボックスをオンにします。
b. SMTP メールサーバ フィールドに、SMTP 電子メールサーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名を入力します。サーバのテスト を

クリックして、SMTP サーバへの接続を検証します。
c. （オプション）バックアップ SMTP サーバ フィールドに、バックアップ SMTP 電子メールサーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名を

入力します。サーバのテスト をクリックして、SMTP サーバへの接続を検証します。
d. SMTP サーバで電子メールに 送信者 アドレスを含める必要がある場合は、送信者の電子メールアドレス フィールドに電子メールアド

レスを指定します。
e. （オプション）共通の件名 フィールドに、Storage Center から送信されるすべての電子メールに使用する件名を入力します。
f. SMTP サーバに対して Storage Center をどのように識別するかを設定します。

• SMTP を使用するには、ハローメッセージ（HELO）フィールドに Storage Center の完全修飾ドメイン名を入力します。
• ESMTP を使用するには、Extended Hello（EHLO）を送信する チェックボックスをオンにし、拡張ハローメッセージ（EHLO）フィ

ールドに Storage Center の完全修飾ドメイン名を入力します。
g. SMTP サーバでクライアントが電子メールを送信する前に認証する必要がある場合は、認証されたログイン（AUTH LOGIN）を使用

する チェックボックスをオンにし、ログイン ID フィールドと パスワード フィールドにユーザー名とパスワードを入力します。
5. OK をクリックします。

SMTP 設定の複数の Storage Center への適用
単一の Storage Center に割り当てた SMTP 設定は、他の Storage Center に適用できます。
前提条件
Storage Manager への Storage Center の追加は、システム管理者の権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して行う必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、他の Storage Center に適用する設定が指定されている Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. SMTP サーバ タブをクリックします。
5. 他の Storage Center にこれらの設定を適用する チェックボックスを選択します。
6. 適用 をクリックします。Storage Center の選択 ダイアログボックスが表示されます。
7. 設定を適用する各 Storage Center のチェックボックスにチェックを付けます。
8. 完了したら OK をクリックします。

• パスワードが設定されていない場合、または変更された場合、ダイアログボックスが閉じます。
• パスワードが事前に設定されていて、変更されていない場合、SMTP サーバーのパスワード ダイアログボックスが表示されます。

9. （パスワードのみ）パスワード フィールドに、SMTP のパスワードを入力して、OK をクリックします。

Storage Center の SNMP 設定の指定
SNMP を使用すると、ネットワークを介して Storage Center を監視できます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

Storage Center（Storage Center バージョン 7.0 以降）の SNMP 設定
Storage Center をネットワーク管理システムで監視する場合は、SNMP を設定します。
前提条件
SNMP v3 を使用するには、Storage Center　は　Storage Center バージョン 7.0 以降を使用する必要があります。Storage Center は、管理
者権限を持つ Storage Center ユーザーで Storage Manager に追加される必要があります。
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手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. SNMP サーバ タブをクリックします。
4. SNMP バージョン ドロップダウンメニューから、設定する SNMP のバージョンを選択します。

ダイアログボックスの内容は、選択したバージョンに応じて変更されます。
5. SNMP v1 または v2 を選択した場合は、Storage Center の SNMP エージェントへのアクセスを許可するコミュニティ文字列を設定します。

a. 読み取り専用コミュニティ文字列 フィールドに、ネットワーク管理システムが Storage Center の SNMP エージェントから読み取ることを
許可するためのパスワードを入力します。

b. 読み書きコミュニティ文字列 フィールドに、ネットワーク管理システムが Storage Center の SNMP エージェントに対して読み書きするこ
とを許可するためのパスワードを入力します。

6. SNMP v3 を選択した場合は、既存のユーザーを選択するかまたは新規ユーザーを作成して、SNMP v3 のユーザーを指定します。
新しいユーザーを作成するには、次の手順を実行します。

a. SNMP v3 ユーザーの作成 をクリックします。
SNMP v3 ユーザーの作成 ウィンドウが開きます。

b. 名前 フィールドにユーザー名を入力します。
c. パスワード フィールドにパスワードを入力します。
d. 認証タイプ ドロップダウンメニューから認証方法を選択します。
e. 暗号化タイプ ドロップダウンメニューから暗号化タイプを選択します。
f. OK をクリックします。
g. SNMP v3 設定テーブルからユーザーを選択します。

7. Storage Center が SNMP トラップを送信するネットワーク管理システムの設定を指定します。
a. トラップの送信先の作成 をクリックします。

SNMP トラップの送信先の作成 ダイアログボックスが開きます。
b. トラップ送信先 フィールドに、トラップ情報を収集しているネットワーク管理システムのホスト名または IP アドレスを入力します。
c. タイプ ドロップダウンメニューから、送信する通知のタイプおよびトラップまたはインフォームの SNMP バージョンを選択します。
d. ポート フィールドに、ネットワーク管理システムのポート番号を入力します。
e. SNMP v1 または v2 トラップを作成するには、コミュニティ文字列 フィールドに、Storage Center SNMP エージェントにネットワーク管理

システムとの通信を許可するために使用するパスワードを入力します。
f. SNMP v3 トラップを作成するには、SNMP v3 ユーザー ドロップダウンメニューからユーザーを選択します。
g. SNMP v1 または v2 を選択した場合、他の Storage Center に SNMP　設定への変更を適用するには、他の Storage Center にこれ

らの設定を適用する チェックボックスにチェックを付けます。
h. OK をクリックします。

8. SNMP が実行中 ステータスが いいえ の場合は、SNMP を開始 をクリックします。
9. 完了したら OK をクリックします。

Storage Center（Storage Center バージョン 6.7 以前）の SNMP 設定
Storage Center をネットワーク管理システムで監視する場合は、SNMP を設定します。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーで Storage Manager に追加される必要があります。SNMP v1 および v2 は 
Storage Center 6.7 以前でサポートされています。SNMP v3 はサポートされていません。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. SNMP サーバ タブをクリックします。
4. Storage Center の SNMP エージェントへのアクセスを許可するコミュニティ文字列を設定します。

a. 読み取り専用コミュニティ文字列 フィールドに、ネットワーク管理システムが Storage Center の SNMP エージェントから読み取ることを
許可するためのパスワードを入力します。
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b. 読み書きコミュニティ文字列 フィールドに、ネットワーク管理システムが Storage Center の SNMP エージェントに対して読み書きするこ
とを許可するためのパスワードを入力します。

5. エージェントが実行中 ステータスが Not Running（実行していない） の場合は、エージェントの起動 をクリックします。
6. Storage Center が SNMP v1 または v2 をサポートしている場合は、Storage Center が SNMP トラップを送信するネットワーク管理システ

ムの設定を指定します。
a. トラップのコミュニティ文字列 フィールドに、Storage Center の SNMP エージェントがネットワーク管理システムと通信することを許可す

るために使用するパスワードを入力します。
b. トラップ送信先 フィールドに、トラップ情報を収集しているネットワーク管理システムのホスト名または IP アドレスを入力します。
c. トラップタイプ ドロップダウンメニューから、使用するトラップタイプを選択します。
d. トラップの開始 をクリックします。

7. 完了したら OK をクリックします。

複数の Storage Center への SNMP 設定の適用
単一の Storage Center に割り当てた SNMP 設定は、他の Storage Center に適用できます。
前提条件
Storage Manager への Storage Center の追加は、システム管理者の権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して行う必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、他の Storage Center に適用する設定が指定されている Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. SNMP サーバ タブをクリックします。
5. 他の Storage Center にこれらの設定を適用する チェックボックスを選択します。
6. 適用 をクリックします。Storage Center の選択 ダイアログボックスが表示されます。
7. 設定を適用する各 Storage Center のチェックボックスにチェックを付けます。
8. 完了したら OK をクリックします。

Storage Center の時間設定の指定
日付と時刻の設定は、各 Storage Center に対して個別に設定したり、複数の Storage Center に適用したりすることができます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

Storage Center の日付と時刻の設定
タイムゾーンを選択し、日付と時刻を設定するか、Storage Center が NTP サーバと同期するように設定します。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. 時刻設定 タブをクリックします。
4. 地域 ドロップダウンメニューから、Storage Center が置かれている地域を選択します。
5. タイムゾーン ドロップダウンメニューから、Storage Center が置かれている場所のタイムゾーンを選択します。
6. 日付と時刻を設定します。

• 日付と時刻を手動で設定するには、NTP サーバの使用 チェックボックスをオフにし、現在の時間 フィールドで日付と時刻を設定しま
す。

• Storage Center がネットワークタイムプロトコルサーバと日付および時刻を同期するよう設定するには、NTP サーバの使用 チェックボック
スをオンにし、サーバホストまたは IP アドレス フィールドに NTP サーバのホスト名または IP アドレスを入力します。

7. OK をクリックします。
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複数の Storage Center への日付および時刻設定の適用
単一の Storage Center に適用される日付および時刻設定を他の複数の Storage Center に適用できます。
前提条件
Storage Manager への Storage Center の追加は、システム管理者の権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して行う必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、他の Storage Center に適用する設定が指定されている Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 時刻 タブをクリックします。
5. 他の Storage Center にこれらの設定を適用する チェックボックスを選択します。
6. 適用 をクリックします。Storage Center の選択 ダイアログボックスが表示されます。
7. 設定を適用する各 Storage Center のチェックボックスにチェックを付けます。
8. 完了したら OK をクリックします。

管理アクセスを制限するフィルタの設定
アクセスフィルタを作成して、IP アドレス、ユーザー権限レベル、またはユーザー名に基いて Storage Center に管理者アクセスを選択的に許可す
ることができます。1 つまたは複数のフィルタが定義された場合は、アクセスフィルタに一致しない管理接続が拒否されます。

• Storage Manager では、現在の管理接続を拒否するアクセスフィルタポリシーを作成できません。
• アクセスフィルタは、新しい管理接続のみに適用されます。既存の管理接続は影響を受けません。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

Storage Center のアクセスフィルタの作成
アクセスフィルタを作成して、ユーザー権限レベル、特定のユーザー、IP アドレス、または IP アドレスの範囲からの管理接続を明示的に許可しま
す。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. IP フィルタリング タブをクリックします。
4. フィルタの作成 をクリックします。IP フィルタの作成 ダイアログボックスが開きます。
5. 許可する Storage Center ユーザーまたはユーザー権限レベルを選択します。

• Storage Center ユーザー権限レベルへのアクセスを許可するには、ユーザー権限レベル を選択し、ドロップダウンメニューから権限レベル
を選択します。

• 個々の Storage Center ユーザーへのアクセスを許可するには、特定のユーザー を選択し、ドロップダウンメニューからユーザーを選択し
ます。

6. 許可するソース IP アドレスを指定します。

メモ: ネットワーク環境でネットワークアドレス変換（NAT）が有効な場合は、Storage Center に対して可視状態の IP アドレス
を指定します。

• すべてのソース IP アドレスを許可するには、すべてのホスト を選択します。
• 特定の IP アドレスへのアクセスを許可するには、単一の IP アドレス フィールドに IP アドレスを入力します。
• IP アドレスの範囲へのアクセスを許可するには、IP アドレスの範囲 を選択し、フィールドに最初の IP アドレスと最後の IP アドレスを入

力します。
7. 完了したら OK をクリックします。
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Storage Center のアクセスフィルタの変更
アクセスフィルタを変更して、許可するユーザーまたは IP アドレスを変更します。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. IP フィルタリング タブをクリックします。
4. 変更するアクセスフィルタを選択し、フィルタの変更 をクリックします。IP フィルタの変更 ダイアログボックスが表示されます。
5. 必要に応じてアクセスフィルタ設定を変更します。ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。
6. （オプション）許可されている Storage Center ユーザーまたはユーザー権限レベルを変更します。

• Storage Center ユーザー権限レベルへのアクセスを許可するには、ユーザー権限レベル を選択し、ドロップダウンメニューから権限レベル
を選択します。

• 個々の Storage Center ユーザーへのアクセスを許可するには、特定のユーザー を選択し、ドロップダウンメニューからユーザーを選択し
ます。

7. （オプション）許可されたソース IP アドレスを変更します。

メモ: ネットワーク環境でネットワークアドレス変換（NAT）が有効な場合は、Storage Center に対して可視状態の IP アドレス
を指定します。

• すべてのソース IP アドレスを許可するには、すべてのホスト を選択します。
• 特定の IP アドレスへのアクセスを許可するには、単一の IP アドレス フィールドに IP アドレスを入力します。
• IP アドレスの範囲へのアクセスを許可するには、IP アドレスの範囲 を選択し、フィールドに最初の IP アドレスと最後の IP アドレスを入

力します。
8. 完了したら OK をクリックします。

Storage Center のアクセスフィルタの削除
アクセスフィルタが不要になった場合や、フィルタで一致するユーザーと IP アドレスに対する管理アクセスを無効にする場合は、アクセスフィルタを削
除します。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. IP フィルタリング タブをクリックします。
4. 削除するアクセスフィルタを選択し、フィルタの削除 をクリックします。IP フィルタの削除 ダイアログボックスが開きます。
5. OK をクリックして削除を確認し、次に OK をクリックして 設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

Storage Center のアクセス違反の表示および削除
アクセス違反を表示して、誰がログイン試行に失敗したかを確認します。Storage Center に対して最大 100 のアクセス違反が記録され、表示さ
れます。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
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3. IP フィルタリング タブをクリックします。
4. アクセス違反の表示 をクリックします。アクセス違反の表示 ダイアログボックスが表示されます。
5. （オプション）アクセス違反を削除します。

a. 削除するそれぞれの違反に対応するチェックボックスを選択します。
b. 選択した違反の削除 をクリックします。確認ダイアログボックスが開きます。
c. OK をクリックして、確認ダイアログボックスを閉じ、次に OK をクリックして、アクセス違反の表示 ダイアログボックスを閉じます。

6. OK をクリックして、Storage Center の設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

アクセスフィルタリング設定の複数の Storage Center への適用
単一の Storage Center に割り当てられるアクセスフィルタリング設定は、他の Storage Center に適用できます。
前提条件
Storage Manager への Storage Center の追加は、システム管理者の権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して行う必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、他の Storage Center に適用する設定が指定されている Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. IP フィルタリング タブをクリックします。
5. 他の Storage Center にこれらの設定を適用する チェックボックスを選択します。
6. 適用 をクリックします。Storage Center の選択 ダイアログボックスが表示されます。
7. 設定を適用する各 Storage Center のチェックボックスにチェックを付けます。
8. 完了したら OK をクリックします。

Storage Center の設定の継承の設定
別の Storage Center から設定を継承するように Storage Center を設定することができます。これによって時間を節約し、複数の Storage 
Center で設定を統一することができます。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

このタスクについて

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. 右ペインで 設定の継承 をクリックします。継承の設定 ウィザードが開きます。
3. 設定を継承する Storage Center を選択し、次へ をクリックします。ウィザードの次のページに進みます。
4. 継承する設定の各カテゴリのチェックボックスにチェックを付けます。ユーザーインタフェースリファレンス情報については、ヘルプ をクリックしてくだ

さい。
5. 作業が完了したら、完了 をクリックします。

• Dell SupportAssist プロキシ、Secure Console プロキシ、または SMTP サーバのパスワードを変更した場合（またはパスワードが設定さ
れていない場合）は、ダイアログボックスが閉じます。

• Dell SupportAssist プロキシ、Secure Console プロキシ、または SMTP サーバのパスワードが以前に設定されていて、変更されなかっ
た場合は、必要なパスワードを再入力するプロンプトが表示されます。

6. 必要なパスワードを入力して、ウィザードを完了します。
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Storage Center ユーザーおよびグループの管理
Storage Center ユーザーは、それぞれの権限レベルと、属しているユーザーグループに応じてフォルダ、ボリューム、ビュー、およびコマンドにアクセス
できます。ユーザーアカウントはローカルに作成することも、ディレクトリサービスで外部に存在することもできます。

ユーザー特権レベル
各ユーザーには 1 つの権限レベルが割り当てられます。Storage Center には 3 つのユーザー権限レベルがあります。

権限レベル 許可されたアクセス
システム管理者 Storage Center 全体に対する読み書きアクセス（制限なし）。すべて

の管理者は同じ事前定義の権限を持っています。管理者のみがユー
ザーおよびユーザーグループを管理できます。

ボリュームマネージャ 割り当てられたユーザーグループに関連付けられたフォルダへの読み書
きアクセス。この権限レベルのユーザーは、許可されたボリュームフォルダ
内でボリュームを作成し、許可されたサーバーフォルダ内にある既存サ
ーバーにマップすることができます。

レポーター 割り当てられたユーザーグループに関連付けられているフォルダへの読
み取り専用アクセス。

User Groups（ユーザーグループ）

ユーザーグループは、ボリューム、サーバーおよび、ディスクフォルダへのアクセス権が付与されています。

• 管理者権限を持つユーザーはすべてのフォルダへのアクセス権を持ち、ユーザーグループに追加することはできません。
• ボリュームマネージャまたはレポーター権限を持つユーザーは、1 つまたは複数のユーザーグループに関連付けられている必要があります。このユ

ーザーは、使用可能な状態にされたボリューム、サーバー、およびディスクフォルダのみにアクセスできます。

ユーザーアカウントの管理および認証
Storage Center のアクセスは、次のいずれかの方法で付与されます。

• ローカルユーザーおよびユーザーグループ：Storage Center でユーザーアカウントを作成および管理することができます。
• 外部ディレクトリサービス：Active Directory または OpenLDAP を使用している環境では、Storage Center がディレクトリユーザーを認証で

きます。個別のディレクトリユーザーおよびディレクトリユーザーグループにアクセスを付与できます。これらのユーザーは、自身のドメイン資格情
報を使用して Storage Center にアクセスします。

ローカル Storage Center ユーザーの管理
Storage Manager では、ローカル Storage Center ユーザーを作成、管理、および削除できます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

ローカル Storage Center ユーザーの作成
新しいユーザーに権限を割り当てるために、ローカル Storage Center ユーザーを作成します。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ローカルユーザー サブタブで、ローカルユーザーの作成 をクリックします。ローカルユーザーの作成 ダイアログボックスが開きます。
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5. 名前 フィールドに、ユーザーの名前を入力します。

メモ: ディレクトリサービスのユーザーのユーザー名と競合しないように、ローカルユーザー名に @ または \ の文字を使用しないで
ください。

6. 権限 ドロップダウンメニューから、ユーザーに割り当てる権限レベルを選択します。
• 管理者：選択すると、Storage Center へのフルアクセス権がローカルユーザーに付与されます。
• ボリュームマネージャ：選択すると、割り当てられたユーザーグループに関連付けられているフォルダ内のボリューム、サーバ、およびディスク

への読み書きアクセス権がローカルユーザーに付与されます。
• レポーター：選択すると、割り当てられたユーザーグループに関連付けられているフォルダ内のボリューム、サーバ、およびディスクへの読み

取り専用アクセス権がローカルユーザーに付与されます。
7. （Storage Center 6.7 以下）セッションタイムアウト ドロップダウンメニューから、Storage CenterSystem Manager にログインしているローカ

ルユーザーをアイドル状態にする最大時間を選択します。この時間以降は、接続が終了します。
8. 希望言語 ドロップダウンメニューから、言語を選択します。この言語が電子メールアラートで使用されます。
9. （ボリュームマネージャとレポーターの場合のみ）1 つまたは複数のローカルユーザーグループをローカルユーザーに追加します。

a. ローカルユーザーグループ 領域で、変更 をクリックします。ローカルユーザーグループの選択 ダイアログボックスが開きます。
b. （オプション）新しいローカルユーザーグループを作成するには、ローカルユーザーグループの作成 をクリックして、ローカルユーザーグルー

プの作成 ウィザードを完了します。ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。
c. ローカルユーザーに関連付ける各ローカルユーザーグループのチェックボックスを選択します。
d. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザーグループの選択 ダイアログボックスが閉じます。

10. パスワード フィールドと パスワードの確認 フィールドにユーザーのパスワードを指定して確認します。
11. （オプション）詳細 領域に、ユーザーに関する詳細情報を指定します。
12. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザーの作成 ダイアログボックスが閉じます。
13. OK をクリックして、設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

新規 Storage Center ユーザーのデフォルトユーザープリファレンスの設定
デフォルトユーザープリファレンスは、新規 Storage Center ユーザーに適用されます。プリファレンスは、ユーザーを作成した後に、さらに個別にカス
タマイズすることができます。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ローカルユーザー サブタブで、デフォルトユーザープリファレンスの設定 の順にクリックします。デフォルトユーザープリファレンスの設定 ダイア

ログボックスが開きます。
5. 必要に応じてユーザープリファレンスを変更し、OK をクリックします。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。
6. 終了したら、OK をクリックします。デフォルトユーザープリファレンスの設定 ダイアログボックスが閉じます。
7. OK をクリックして、Storage Center の設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

関連リンク
ローカル Storage Center ユーザーのプリファレンスの設定

ローカル Storage Center ユーザーの権限レベルの増加
ボリュームマネージャまたはレポーターユーザーの権限を持つローカルユーザーの権限レベルを増やすことができます。ユーザーの権限レベルは、減ら
すことができません。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。
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手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ローカルユーザー サブタブで、ユーザーを選択し、設定の編集 をクリックします。ローカルユーザー設定の編集 ダイアログボックスが開きま

す。
5. 権限 ドロップダウンメニューから、ユーザーに割り当てる権限レベルを選択します。

• Administrator – 選択すると、Storage Center へのフルアクセス権がローカルユーザーに付与されます。
• ボリュームマネージャ – 選択すると、割り当てられたユーザーグループに関連付けられているフォルダへの読み書きアクセス権がローカルユ

ーザーに付与されます。
• レポーター – 選択すると、割り当てられたユーザーグループに関連付けられているフォルダへの読み取り専用アクセス権がローカルユーザ

ーに付与されます。
6. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザーの ローカルユーザー設定の編集 ダイアログボックスが閉じます。
7. OK をクリックして、Storage Center の設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

Storage Center ユーザーの希望言語の変更
Storage Center ユーザーの希望言語によって、Storage Center からの電子メールアラートおよび自動作成レポートで使用される言語が決定さ
れます。
前提条件
Storage Center は、希望言語をサポートしている必要があります。
手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ローカルユーザー サブタブで、ユーザーを選択し、設定の編集 をクリックします。ローカルユーザー設定の編集 ダイアログボックスが開きま

す。
5. 希望言語 ドロップダウンメニューから、言語を選択します。
6. OK をクリックします。

ローカル Storage Center ユーザーのセッションタイムアウトの変更
セッションタイムアウトにより、Storage CenterSystem Manager にログオンしているローカルユーザーをアイドル状態にする最大時間を制御しま
す。この時間以降は、接続が終了します。
前提条件

• Storage Center は、Storage Center OS バージョン 6.7 以下を実行している必要があります。
• Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ローカルユーザー サブタブで、ユーザーを選択し、設定の編集 をクリックします。ローカルユーザー設定の編集 ダイアログボックスが開きま

す。
5. セッションタイムアウト ドロップダウンメニューから、Storage CenterSystem Manager にログオンしているローカルユーザーをアイドル状態にす

る最大時間を選択します。この時間以降は、接続が終了します。
6. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザーの 設定の編集 ダイアログボックスが閉じます。
7. OK をクリックして、Storage Center の設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。
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ローカル Storage Center ユーザーに対するアクセスの有効化または無効化
ローカル Storage Center ユーザーが無効になっている場合、ユーザーはログインできません。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ローカルユーザー サブタブで、ユーザーを選択し、設定の編集 をクリックします。ローカルユーザー設定の編集 ダイアログボックスが開きま

す。
5. ローカルユーザーのアクセスを有効または無効にします。

• アクセスを有効にするには、有効 チェックボックスにチェックを付けます。
• アクセスを無効にするには、有効 チェックボックスのチェックを外します。

6. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザーの 設定の編集 ダイアログボックスが閉じます。
7. OK をクリックして、Storage Center の設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ローカル Storage Center ユーザーのローカルグループメンバーシップの変更
ユーザーグループにより、ボリュームマネージャまたはレポーターの権限レベルのユーザーに対してボリューム、サーバ、およびディスクフォルダへのアクセ
ス権を付与します。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ローカルユーザー サブタブで、ユーザーを選択し、設定の編集 をクリックします。ローカルユーザー設定の編集 ダイアログボックスが開きま

す。
5. ユーザーのローカルグループのメンバーシップを変更します。

a. ローカルユーザーグループ 領域で、変更 をクリックします。ローカルユーザーグループの選択 ダイアログボックスが開きます。
b. （オプション）新しいローカルユーザーグループを作成するには、ローカルユーザーグループの作成 をクリックして、ローカルユーザーグルー

プの作成 ウィザードを完了します。ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。
c. ローカルユーザーに関連付ける各ローカルユーザーグループのチェックボックスを選択します。
d. ローカルグループからローカルユーザーを削除するには、グループのチェックボックスをオフにします。
e. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザーグループの選択 ダイアログボックスが閉じます。

6. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザー設定の編集 ダイアログボックスが閉じます。
7. OK をクリックして、Storage Center の設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ローカル Storage Center ユーザーのプリファレンスの設定
デフォルトでは、各 Storage Center ユーザーはデフォルトユーザープリファレンスを継承します。プリファレンスは必要に応じて、ユーザー用に個別に
カスタマイズできます。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
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3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ローカルユーザー サブタブで、ユーザーを選択し、設定の編集 をクリックします。ローカルユーザー設定の編集 ダイアログボックスが開きま

す。
5. ユーザープリファレンスの設定 をクリックします。ユーザープリファレンスの設定 ダイアログボックスが開きます。
6. 必要に応じてユーザープリファレンスを変更し、OK をクリックします。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。
7. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザー設定の編集 ダイアログボックスが閉じます。
8. OK をクリックして、Storage Center の設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

関連リンク
新規 Storage Center ユーザーのデフォルトユーザープリファレンスの設定

ローカル Storage Center ユーザーに関する説明情報の変更
ローカルユーザーに関する説明情報には、そのユーザーの本名、部署、役職、所在地、電話番号、電子メールアドレス、および注記があります。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ローカルユーザー サブタブで、ユーザーを選択し、設定の編集 をクリックします。ローカルユーザー設定の編集 ダイアログボックスが開きま

す。
5. 必要に応じて、本名 フィールドを変更します。
6. 必要に応じて 詳細 領域のフィールドを変更し、OK をクリックします。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。
7. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザー設定の編集 ダイアログボックスが閉じます。
8. OK をクリックして、Storage Center の設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ローカル Storage Center ユーザーのパスワードの変更
Storage Manager を介してローカル Storage Center ユーザーのパスワードを変更すると、そのユーザーの資格情報を使用して行われた 
Storage Center のマッピングが自動的に更新されます。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ローカルユーザー サブタブでユーザーを選択し、パスワードの変更 をクリックします。パスワードの変更 ダイアログボックスが開きます。
5. 古いパスワードを入力する
6. ローカルユーザーの新しいパスワードを入力して確認し、OK をクリックします。

ローカル Storage Center ユーザーの削除
Storage Center ユーザーがアクセスを必要としなくなった場合、そのユーザーを削除します。Storage Center を Storage Manager に追加するた
めに使用されたローカルユーザーは削除できません。Storage Center には少なくとも 1 人の Administrator が必要であるため、システム 
Administrator 権限を持つ最後のユーザーは削除できません。
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前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ローカルユーザー サブタブでユーザーを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが開きます。
5. OK をクリックして確認し、OK をクリックして Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

削除されたローカル Storage Center ユーザーの復元
削除されたユーザーの復元時には、新しいパスワードを指定する必要があります。ボリュームマネージャまたはレポーターの権限で削除されたユー
ザーを復元する場合、ユーザーは 1 つ、または複数のローカルユーザーグループに追加する必要があります。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ローカルユーザー サブタブで、削除されたユーザーの復元 をクリックします。削除されたユーザーの復元 ウィザードが開きます。
5. 復元したいローカルユーザーを選択し、次へ をクリックします。ウィザードの次のページに進みます。
6. （ボリュームマネージャとレポーターのみ）ローカルユーザーを 1 つ以上のローカルユーザーグループに追加します。

a. ローカルユーザーグループ 領域で、変更 をクリックします。ローカルユーザーグループの選択 ダイアログボックスが開きます。
b. （オプション）新しいローカルユーザーグループを作成するには、ローカルユーザーグループの作成 をクリックして、ローカルユーザーグルー

プの作成 ウィザードを完了します。ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。
c. ローカルユーザーに関連付ける各ローカルユーザーグループのチェックボックスを選択します。
d. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザーグループの選択 ダイアログボックスが閉じます。

7. ローカルユーザーの新しいパスワードを 新しいパスワード フィールドと パスワードの確認 フィールドに入力して確認します。
8. 必要に応じて、残りのユーザー設定を変更します。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。
9. 終了したら、完了 をクリックしてウィザードを閉じ、OK をクリックして Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ローカル Storage Center ユーザーグループの管理
ユーザーグループは、ボリューム、サーバー、およびディスクフォルダへのアクセス権を付与します。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

ローカルユーザーグループの作成
ローカル Storage Center ユーザーグループを作成して、特定のボリューム、サーバ、およびディスクフォルダへのアクセス権を付与します。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

このタスクについて
ユーザーグループを作成するには、次の手順を実行します。
手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
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3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ローカルユーザーグループ サブタブで、ローカルユーザーグループの作成 をクリックします。ローカルユーザーグループの作成 ウィザードが

開きます。
5. ローカルユーザーグループにボリュームフォルダを追加します。

a. ボリュームフォルダを作成する必要がある場合は、ボリュームフォルダの作成 をクリックし、ボリュームフォルダの作成ダイアログボックス内
のフィールドを完了します。

b. 上の表でローカルユーザーグループに追加するボリュームフォルダを選択し、ボリュームフォルダの追加 をクリックします。ボリュームフォルダ
が上の表から下の表に移動します。

c. 完了したら、次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
6. ローカルユーザーグループにサーバフォルダを追加します。

a. サーバフォルダを作成する必要がある場合は、サーバフォルダの作成 をクリックし、サーバフォルダの作成 ダイアログボックス内のフィール
ドを完了します。

b. 上の表でローカルユーザーグループに追加するサーバフォルダを選択し、サーバフォルダの追加 をクリックします。サーバフォルダが上の表
から下の表に移動します。

c. 完了したら、次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
7. ローカルユーザーグループにディスクフォルダを追加します。

a. 上の表でローカルユーザーグループに追加するディスクフォルダを選択し、ディスクフォルダの追加 をクリックします。ディスクフォルダが上の
表から下の表に移動します。

b. 完了したら、次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
8. 名前 フィールドに、ローカルユーザーグループの名前を入力し、完了 をクリックします。
9. OK をクリックして、設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ローカル Storage Center ユーザーグループのユーザーメンバーシップの管理
アクセス権を個別に付与されたローカル Storage Center ユーザーとディレクトリユーザーは、ローカル Storage Center ユーザーグループに追加す
ることができます。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ローカルユーザーグループ サブタブで、ローカルユーザーグループを選択し、ユーザーの管理 をクリックします。ユーザーの管理 ダイアログボッ

クスが開きます。
5. ユーザーグループのユーザーメンバーシップを管理します。

• ユーザーを追加するには、追加するユーザーを上の表で選択し、ユーザーの追加 をクリックします。ユーザーが上の表から下の表に移動
します。

• ユーザーを削除するには、削除するユーザーを下の表で選択し、ユーザーの削除 をクリックします。ユーザーが上の表から下の表に移動
します。

6. 終了したら、OK をクリックし、ユーザーの管理 ダイアログボックスを閉じます。
7. OK をクリックして、設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ローカル Storage Center ユーザーグループのディレクトリユーザーグループメンバーシップの管理
ディレクトリユーザーグループをローカルユーザーグループに追加して、ディレクトリユーザーグループのすべてのディレクトリユーザーにアクセス権を付
与します。
前提条件
• Storage Center が外部のディレクトリサービスを使用してユーザーを認証するように設定する必要があります。
• ローカル Storage Center ユーザーグループに追加するディレクトリユーザーグループには、Storage Center に対するボリュームマネージャまたは

レポーターのアクセス権が付与されている必要があります。
• Storage Manager への Storage Center の追加は、システム管理者の権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して行う必要がありま

す。
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手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ローカルユーザーグループ サブタブで、ローカルユーザーグループを選択し、ディレクトリユーザーグループの管理 をクリックします。ディレクト

リユーザーグループの管理 ダイアログボックスが表示されます。
5. ユーザーグループのディレクトリユーザーグループメンバーシップを管理します。

• ディレクトリユーザーグループを追加するには、追加するディレクトリユーザーグループを上の表で選択し、ディレクトリユーザーグループの
追加 をクリックします。ディレクトリユーザーグループが上の表から下の表に移動します。

• ディレクトリユーザーグループを削除するには、削除するディレクトリユーザーグループを下の表で選択し、ディレクトリユーザーグループの
削除 をクリックします。ディレクトリユーザーグループが上の表から下の表に移動します。

6. 終了したら、OK をクリックし、ディレクトリユーザーグループの管理 ダイアログボックスを閉じます。
7. OK をクリックして、設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ローカル Storage Center ユーザーグループにより提供されたフォルダアクセスの管理
ローカル Storage Center ユーザーグループに関連付けられているフォルダによって、ユーザーグループにより付与されるアクセス権が決定されます。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ローカルユーザーグループ サブタブで、ローカルユーザーグループを選択し、フォルダの管理 をクリックします。フォルダの管理 ダイアログボック

スが開きます。
5. ローカルユーザーグループのボリュームフォルダを管理します。

a. ボリュームフォルダを作成する必要がある場合は、ボリュームフォルダの作成 をクリックし、ボリュームフォルダの作成ダイアログボックス内
のフィールドを完了します。

b. ボリュームフォルダを追加するには、追加するボリュームフォルダを上の表で選択し、ボリュームフォルダの追加 をクリックします。ボリューム
フォルダが上の表から下の表に移動します。

c. ボリュームフォルダを削除するには、ローカルユーザーグループから削除するボリュームフォルダを下の表で選択し、ボリュームフォルダの削
除 をクリックします。ボリュームフォルダが下の表から上の表に移動します。

d. 完了したら、次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
6. ローカルユーザーグループのサーバフォルダを管理します。

a. サーバフォルダを作成する必要がある場合は、サーバフォルダの作成 をクリックし、サーバフォルダの作成 ダイアログボックス内のフィール
ドを完了します。

b. サーバフォルダを追加するには、追加するサーバフォルダを上の表で選択し、サーバフォルダの追加 をクリックします。サーバフォルダが上
の表から下の表に移動します。

c. サーバフォルダを削除するには、ローカルユーザーグループから削除するサーバフォルダを下の表で選択し、サーバフォルダの削除 をクリッ
クします。サーバフォルダが下の表から上の表に移動します。

d. 完了したら、次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
7. ローカルユーザーグループのディスクフォルダを管理します。

a. ディスクフォルダを追加または削除します。
• ディスクフォルダを追加するには、追加するディスクフォルダを上の表で選択し、ディスクフォルダの追加 をクリックします。ディスクフォル

ダが上の表から下の表に移動します。
• ディスクフォルダを削除するには、ローカルユーザーグループから削除するディスクフォルダを下の表で選択し、ディスクフォルダの削除 

をクリックします。ディスクフォルダが下の表から上の表に移動します。
b. 終了したら、完了 をクリックします。ウィザードが閉じます。

8. OK をクリックして、設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。
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ローカル Storage Center ユーザーグループの削除
不要になったローカル Storage Center ユーザーグループを削除します。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ローカルユーザーグループ サブタブで、ローカルユーザーグループを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが開きます。
5. OK をクリックして削除を確認し、次に OK をクリックして 設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ディレクトリサービス認証の有効化
ディレクトリユーザーおよびディレクトリユーザーグループに Storage Center へのアクセスを許可するには、まず Storage Center で 1 台以上の 
Directory/OpenLDAP サーバーとの通信を設定する必要があります。Kerberos 認証を使用する場合は、Storage Center で Kerberos キー配
布センター（KDC）との通信も設定する必要があります。
• Active Directory または OpenLDAP ディレクトリサービスをお客様の環境内に展開する必要があります。
• Storage Center からディレクトリサービスへのネットワーク接続が必要です。
• ディレクトリサービスの Active Directory/OpenLDAP の設定を理解する必要があります。
• Storage Center には、ディレクトリサービスのクエリが許可され、かつバインド操作を実行する十分な権限を持つディレクトリサービスユーザー

の資格情報が必要です。
• （Active Directory のみ）コントローラをドメインに参加させるには、管理者であり、ディレクトリにコンピュータレコードを作成する十分な権限を

持つディレクトリサービスユーザーの資格情報が必要です。
• （Active Directory のみ）コントローラをドメインに参加させるには、Storage Center の前方および逆引き DNS レコードをドメイン内に作成す

る必要があります。シングルコントローラの Storage Center システムでは、コントローラ の IP アドレスの DNS レコードを作成します。デュアルコ
ントローラの Storage Center システムでは、管理 IP アドレスの DNS レコードを作成します。

• （OpenLDAP のみ）OpenLDAP でパスワード認証を使用するには、SSL/TLS を使用してディレクトリサービスと通信するために SSL 証明書
が必要です。

ディレクトリサービス設定の自動検出（Storage Center 6.6 以降のみ）

ディレクトリサービス自動検出の設定ウィザードを使用して、Storage Center が利用可能なディレクトリサービスを自動的に検出できるようにしま
す。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ディレクトリサービス タブをクリックします。
4. ディレクトリサービス自動検出の設定 をクリックします。

Storage Center がディレクトリサーバ設定を自動的に検出し、ディレクトリサービス自動検出の設定 ウィザードに設定が表示されます。
5. （オプション）変更する任意の設定の横にあるチェックボックスのチェックを外し、そのフィールドに新しい値を入力します。

• URI フィールドに、Storage Center が接続する 1 つまたは複数のサーバの Uniform Resource Identifier（URI）を入力します。

メモ: サーバの完全修飾ドメイン名（FQDN）を使用します。

2 つのサーバの URI の例：

ldap://server1.example.comldap://server2.example.com:1234

メモ: 複数のサーバを追加することにより、リソースが不足した場合にもユーザーの認証を継続することができます。Storage 
Center が 1 台目のサーバとの接続を確立できない場合、Storage Center はリストに記載された順序で残りのサーバへの
接続を試行します。
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• ディレクトリサーバの接続タイムアウト フィールドに、Active Directory サーバに接続する場合に Storage Center が待機する最大時
間（分単位）を入力します。この値はゼロよりも大きくする必要があります。

• ベース DN フィールドに、LDAP サーバのベース識別名を入力します。ベース DN は、ユーザー検索の開始点です。

• Storage Center のホスト名）フィールドに、Storage Center の完全修飾ドメイン名（FQDN）を入力します。

– シングルコントローラ Storage Center システムでは、コントローラの IP アドレスの完全修飾ホスト名を入力します。
– デュアルコントローラ の Storage Center システムでは、管理 IP アドレスの完全修飾ホスト名を入力します。

• LDAP ドメイン フィールドに、検索する LDAP ドメインを入力します。
6. （オプション）サーバのテスト をクリックし、Storage Center が選択したプロトコルを使用して、指定されたディレクトリサーバと通信できることを

確認します。
7. （オプション）Transport Layer Security（TLS）が有効な場合は、認証局 PEM ファイルをアップロードします。

a. 認証局 PEM のアップロード をクリックします。
b. PEM ファイルの場所を参照し、ファイルを選択して、開く をクリックします。TLS 証明書のアップロード ダイアログボックスが表示されま

す。

メモ: PEM ファイルを間違えて選択した場合は、TLS 証明書のアップロード ダイアログボックスで 証明書のアップロード をク
リックして新しいファイルを選択します。

c. OK をクリックして証明書をアップロードします。
8. 次へ をクリックします。Kerberos 設定 ページが開きます。
9. （オプション）有効 をチェックボックスをオンにして Kerberos 認証を有効にします。
10. Kerberos 設定を変更するには、自動検出 チェックボックスをオフにし、そのフィールドに新しい値を入力します。

• Kerberos ドメインのレルム： 認証を実行する Kerberos ドメインのレルム。Windows ネットワークでは、これは大文字のドメイン名にな
ります。

• KDC ホスト名または IP アドレス： Storage Center が接続する Key Distribution Center（KDC）の完全修飾ドメイン名（FQDN）
または IP アドレス。

• パスワード更新率（日数）： キータブが再生成されるまでの日数。デフォルト値は 0 で、これは 14 日のパスワード更新率に相当しま
す。

11. 次へ をクリックします。ドメインの参加 ページが開きます。
12. ドメイン管理者のユーザー名とパスワードを入力します。
13. 次へ をクリックします。サマリ ページが開きます。
14. 設定を変更する場合は、戻る をクリックして前のページに戻ります。すべての設定が正しければ、終了 をクリックします。

ディレクトリサービスの手動設定（Storage Center 6.6 以降のみ）

ディレクトリサービスの手動設定 ウィザードを使用して、ディレクトリサービス設定を手動で入力します。OpenLDAP または特別な Active 
Directory サイトには手動設定を使用します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ディレクトリサービス タブをクリックします。
4. ディレクトリサービスの手動設定 をクリックします。

ディレクトリサービスの手動設定 ウィザードが開きます。
5. ディレクトリタイプ ドロップダウンメニューから、Active Directory または OpenLDAP を選択します。
6. ディレクトリサーバの設定を入力します。

• URI フィールドに、Storage Center が接続する 1 つまたは複数のサーバの Uniform Resource Identifier（URI）を入力します。

メモ: サーバの完全修飾ドメイン名（FQDN）を使用します。

2 つのサーバの URI の例：
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ldap://server1.example.comldap://server2.example.com:1234

メモ: 複数のサーバを追加することにより、リソースが不足した場合にもユーザーの認証を継続することができます。Storage 
Center が 1 台目のサーバとの接続を確立できない場合、Storage Center はリストに記載された順序で残りのサーバへの
接続を試行します。

• ベース DN フィールドに、LDAP サーバのベース識別名を入力します。ベース DN は、ユーザー検索の開始点です。

• 相対ベース フィールドに相対ベース情報を入力します。相対ベースは、ベース DN の先頭に付加される相対識別名（RDN）のリストで
あり、コントローラをドメインに参加させる場所を示します。RDN には次のような属性と値が含まれます。

OU=SAN コントローラ

OU は属性であり、SAN コントローラ は値です。

RDN 値に以下の特殊文字が使用されている場合は、バックスラッシュを使用してエスケープする必要があります。

, + " \ < > ; = / CR LF

たとえば、次のとおりです。

相対ベース： OU=SAN コントローラ
（エスケープ不要）

相対ベース： OU=SAN\+コントローラ

（プラス記号をエスケープ）

相対ベース： OU=Buildings A\,B\,C,OU=SAN \+コントローラ

（カンマとプラス記号をエスケープ、ただし RDN を区切るためのカン
マを除く）

• Storage Center のホスト名）フィールドに、Storage Center の完全修飾ドメイン名（FQDN）を入力します。

– シングルコントローラ Storage Center システムでは、コントローラの IP アドレスの完全修飾ホスト名を入力します。
– デュアルコントローラ の Storage Center システムでは、管理 IP アドレスの完全修飾ホスト名を入力します。

• LDAP ドメイン フィールドに、検索する LDAP ドメインを入力します。

• 認証バインド DN フィールドに、Storage Center が LDAP サーバに接続したり、LDAP サーバを検索したりするために使用するユーザー
の識別名またはユーザープリンシパル名を入力します。

• 認証バインドパスワード フィールドに、認証バインド識別名のパスワードを入力します。
7. （オプション）サーバのテスト をクリックし、Storage Center が、選択したプロトコルを使用して、指定されたディレクトリサーバと通信できること

を確認します。
8. （オプション）Transport Layer Security（TLS）が有効な場合は、認証局 PEM ファイルをアップロードします。

a. 証明書のアップロード をクリックします。
b. PEM ファイルの場所を参照し、ファイルを選択して、開く をクリックします。TLS 証明書のアップロード ダイアログボックスが表示されま

す。
c. OK をクリックして証明書をアップロードします。

9. 次へ をクリックします。ドメインの参加 ページが開きます。
10. ドメイン管理者のユーザー名とパスワードを入力します。
11. 次へ をクリックします。サマリ ページが開きます。
12. 設定を変更する場合は、戻る をクリックして前のページに戻ります。すべての設定が正しければ、終了 をクリックします。

ディレクトリサービスユーザーの管理
ディレクトリサービスユーザーには、Storage Center へのアクセス権を個別に付与することができます。
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メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

ディレクトリユーザーへのアクセス権の付与
ディレクトリユーザーにアクセス権を付与することで、ユーザーがディレクトリ資格情報を使用して Storage Center にログインできるようにします。
前提条件
• Storage Center が外部のディレクトリサービスを使用してユーザーを認証するように設定する必要があります。
• Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ディレクトリユーザー サブタブで、アクション → ディレクトリユーザーへのアクセス権の付与 をクリックします。ディレクトリユーザーへのアク

セス権の付与 ダイアログボックスが開きます。
5. 名前 フィールドに、ユーザーに割り当てられているディレクトリユーザー名を入力します。次のフォーマットがサポートされます。

• username@domain

• ドメイン \ ユーザー名
6. 識別名 フィールドに、ユーザーの識別名を入力します。

例：CN= 氏名、CN=Users、DC=example、DC=com

7. 権限 ドロップダウンメニューから、ユーザーに割り当てる権限レベルを選択します。
• 管理者：選択すると、Storage Center へのフルアクセス権がローカルユーザーに付与されます。
• ボリュームマネージャ：選択すると、割り当てられたユーザーグループに関連付けられているフォルダへの読み書きアクセス権がローカルユ

ーザーに付与されます。
• レポーター：選択すると、割り当てられたユーザーグループに関連付けられているフォルダへの読み取り専用アクセス権がローカルユーザー

に付与されます。
8. （Storage Center バージョン 6.7 以下）セッションタイムアウト ドロップダウンメニューから、Storage CenterSystem Manager にログインして

いるローカルユーザーをアイドル状態にする最大時間を選択します。この時間以降は、接続が終了します。
9. （ボリュームマネージャとレポーターの場合のみ）1 つまたは複数のローカルユーザーグループをローカルユーザーに追加します。

a. ローカルユーザーグループ 領域で、変更 をクリックします。ローカルユーザーグループの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. （オプション）新しいローカルユーザーグループを作成するには、ローカルユーザーグループの作成 をクリックして、ローカルユーザーグルー

プの作成 ウィザードを完了します。ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。
c. ローカルユーザーに関連付ける各ローカルユーザーグループのチェックボックスを選択します。
d. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザーグループの選択 ダイアログボックスが閉じます。

10. （オプション）詳細 領域で、ユーザーに関する詳細情報を指定します。ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしま
す。

11. 終了したら、OK をクリックします。ディレクトリユーザーへのアクセス権の付与 ダイアログボックスが閉じます。
12. OK をクリックして、設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ディレクトリサービスのユーザーの権限レベルを上げる
ボリュームマネージャまたはレポーター権限を持つディレクトリサービスユーザーに対しては、権限レベルを向上させることができます。ユーザーの権限
レベルを低くすることはできません。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
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4. ディレクトリユーザー サブタブでユーザーを選択し、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. 権限 ドロップダウンメニューから、ユーザーに割り当てる権限レベルを選択します。

• Administrator – 選択すると、Storage Center へのフルアクセス権がローカルユーザーに付与されます。
• ボリュームマネージャ – 選択すると、割り当てられたユーザーグループに関連付けられているフォルダへの読み書きアクセス権がローカルユ

ーザーに付与されます。
• レポーター – 選択すると、割り当てられたユーザーグループに関連付けられているフォルダへの読み取り専用アクセス権がローカルユーザ

ーに付与されます。
6. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザーの 設定の編集 ダイアログボックスが閉じます。
7. OK をクリックして、Storage Center の 設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ディレクトリサービスのユーザーのセッションタイムアウトの変更
セッションタイムアウトにより、Storage CenterSystem Manager にログオンしているローカルユーザーをアイドル状態にする最大時間を制御しま
す。この時間以降は、接続が終了します。
前提条件
• Storage Center は、Storage Center バージョン 6.7 以下を実行している必要があります。
• Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ディレクトリユーザー サブタブでユーザーを選択し、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. セッションタイムアウト ドロップダウンメニューから、Storage CenterSystem Manager にログオンしているローカルユーザーをアイドル状態にす

る最大時間を選択します。この時間以降は、接続が終了します。
6. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザーの 設定の編集 ダイアログボックスが閉じます。
7. OK をクリックして、Storage Center の 設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ディレクトリサービスのユーザーのアクセスの有効化または無効化
ディレクトリサービスユーザーが無効になっている場合、ユーザーはログインできません。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ディレクトリユーザー サブタブでユーザーを選択し、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. ディレクトリサービスユーザーに対してアクセスを有効または無効にします。

• アクセスを有効にするには、有効 チェックボックスにチェックを付けます。
• アクセスを無効にするには、有効 チェックボックスのチェックを外します。

6. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザーの 設定の編集 ダイアログボックスが閉じます。
7. OK をクリックして、Storage Center の設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ディレクトリサービスのユーザーのローカルグループメンバーシップの変更、
ユーザーグループにより、ボリュームマネージャまたはレポーターの権限レベルのユーザーに対してボリューム、サーバ、およびディスクフォルダへのアクセ
ス権を付与します。
前提条件
• ディレクトリサービスユーザーは、Storage Center へのアクセス権が個別に付与されている必要があります。ディレクトリグループに基づいてアク

セス権が付与されているユーザーは、ディレクトリグループ設定からローカルグループメンバーシップを継承します。
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• Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ディレクトリユーザー サブタブでユーザーを選択し、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. ユーザーのローカルグループのメンバーシップを変更します。

a. ローカルユーザーグループ 領域で、変更 をクリックします。ローカルユーザーグループの選択 ダイアログボックスが開きます。
b. （オプション）新しいローカルユーザーグループを作成するには、ローカルユーザーグループの作成 をクリックして、ローカルユーザーグルー

プの作成 ウィザードを完了します。ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。
c. ローカルユーザーに関連付ける各ローカルユーザーグループのチェックボックスを選択します。
d. ローカルグループからローカルユーザーを削除するには、グループのチェックボックスをオフにします。
e. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザーグループの選択 ダイアログボックスが閉じます。

6. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザーの 設定の編集 ダイアログボックスが閉じます。
7. OK をクリックして、Storage Center の 設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ディレクトリサービスのユーザーのプリファランスの設定
デフォルトでは、各 Storage Center ユーザーはデフォルトユーザープリファレンスを継承します。プリファレンスは必要に応じて、ユーザー用に個別に
カスタマイズできます。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ディレクトリユーザー サブタブでユーザーを選択し、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. ユーザープリファレンスの設定 をクリックします。ユーザープリファレンスの設定 ダイアログボックスが開きます。
6. 必要に応じてユーザープリファレンスを変更し、OK をクリックします。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。
7. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザーの 設定の編集 ダイアログボックスが閉じます。
8. OK をクリックして、Storage Center の 設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ディレクトリサービスのユーザーの説明情報の変更
ローカルユーザーに関する説明情報には、そのユーザーの本名、部署、役職、所在地、電話番号、電子メールアドレス、および注記があります。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ディレクトリユーザー サブタブでユーザーを選択し、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. ユーザープリファレンスの設定 をクリックします。ユーザープリファレンスの設定 ダイアログボックスが開きます。
6. 必要に応じて、本名 フィールドを変更します。
7. 必要に応じて 詳細 領域のフィールドを変更し、OK をクリックします。
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メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。
8. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザーの 設定の編集 ダイアログボックスが閉じます。
9. OK をクリックして、Storage Center の 設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ディレクトリサービスのユーザーの削除
ディレクトリサービスユーザーは、アクセスが必要なくなった場合に削除してください。Storage Center を Storage Manager に追加するために使用
されたユーザーを削除することはできません。Storage Center には少なくとも 1 人の Administrator が必要であるため、Administrator 権限を持
つ最後のユーザーを無効にすることはできません。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ディレクトリユーザー サブタブで、ユーザーを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが開きます。
5. OK をクリックして確認し、OK をクリックして 設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

削除されたディレクトリサービスのユーザーの復元
ボリュームマネージャまたはレポーター権限を持つ削除されたユーザーを復元する場合は、ユーザーを 1 つ以上のローカルユーザーグループに追加
する必要があります。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ディレクトリユーザー サブタブで、アクション → 削除されたユーザーの復元 の順にクリックします。削除されたユーザーの復元 ウィザードが

開きます。
5. 復元するディレクトリサービスユーザーを選択し、次へ をクリックします。ウィザードの次のページに進みます。
6. （ボリュームマネージャとレポーターのみ）ローカルユーザーを 1 つ以上のローカルユーザーグループに追加します。

a. ローカルユーザーグループ 領域で、変更 をクリックします。ローカルユーザーグループの選択 ダイアログボックスが開きます。
b. （オプション）新しいローカルユーザーグループを作成するには、ローカルユーザーグループの作成 をクリックして、ローカルユーザーグルー

プの作成 ウィザードを完了します。ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。
c. ローカルユーザーに関連付ける各ローカルユーザーグループのチェックボックスを選択します。
d. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザーグループの選択 ダイアログボックスが閉じます。

7. 必要に応じて、残りのユーザー設定を変更します。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。
8. 終了したら、完了 をクリックしてウィザードを閉じ、OK をクリックして 設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ディレクトリユーザーグループの管理
ディレクトリユーザーグループにアクセス権を付与することで、そのグループに属するすべてのディレクトリユーザーにアクセス権が付与されます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

ディレクトリユーザーグループへのアクセス権の付与
ディレクトリユーザーグループへのアクセス権を付与して、グループ内のユーザーが Storage Center にログインできるようにします。
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前提条件
• Storage Center が外部のディレクトリサービスを使用してユーザーを認証するように設定する必要があります。
• Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
4. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
5. ディレクトリユーザーグループ サブタブで、ディレクトリユーザーグループへのアクセス権の付与 をクリックします。ディレクトリユーザーグル

ープへのアクセス権の付与 ダイアログボックスが開きます。
6. 表示名 フィールドに、ディレクトリユーザーグループを識別する名前を入力します。
7. 識別名 ィールドに、ディレクトリユーザーグループの識別名を入力します。

例：CN= グループ名、CN=Users、DC=example、DC=com

8. 権限 ロップダウンメニューで、ユーザーグループに割り当てる権限レベルを選択します。
• 管理者：グループ内のディレクトリユーザーは、Storage Center にフルアクセスできます。
• ボリュームマネージャ：グループ内のディレクトリユーザーは、割り当てられたユーザーグループに関連付けられているフォルダへの読み取り

および書き込みアクセス権を持ちます。
• レポーター：グループのディレクトリユーザーに、割り当てられたユーザーグループに関連付けられているフォルダへの読み取り専用アクセス

権が提供されます。
9. （ボリュームマネージャとレポーターの場合のみ）1 つ以上のローカルユーザーグループをディレクトリユーザーグループに追加します。

a. ローカルユーザーグループ 領域で、変更 をクリックします。ローカルユーザーグループの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. （オプション）新しいローカルユーザーグループを作成するには、ローカルユーザーグループの作成 をクリックして、ローカルユーザーグルー

プの作成 ウィザードを完了します。ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。
c. ディレクトリユーザーグループに関連付ける各ローカルユーザーグループのチェックボックスを選択します。
d. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザーグループの選択 ダイアログボックスが閉じます。

10. 終了したら、 OK をクリックします。ディレクトリユーザーグループへのアクセス権の付与 ダイアログボックスが閉じます。
11. OK をクリックして、設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ディレクトリのユーザーグループの権限レベルの向上
ボリュームマネージャまたはレポーターの権限を持つディレクトリサービスグループについては、権限レベルを向上させることができます。ディレクトリサ
ービスグループの権限レベルを下げることはできません。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ディレクトリユーザーグループ サブタブでディレクトリユーザーグループを選択し、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボック

スが開きます。
5. 権限 ロップダウンメニューで、ユーザーグループに割り当てる権限レベルを選択します。

• 管理者 – グループ内のディレクトリユーザーは、Storage Center にフルアクセスできます。
• ボリュームマネージャ – グループ内のディレクトリユーザーは、割り当てられたユーザーグループに関連付けられているフォルダへの読み取り

および書き込みアクセス権を持ちます。
• レポーター – グループのディレクトリユーザーに、割り当てられたユーザーグループに関連付けられているフォルダへの読み取り専用アクセ

ス権が提供されます。
6. 終了したら、OK をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが閉じます。
7. OK をクリックして、Storage Center の設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。
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ディレクトリのユーザーグループのローカルグループメンバーシップの変更
ローカルユーザーグループにより、ボリュームマネージャまたはレポーターの権限レベルのディレクトリユーザーグループに対してボリューム、サーバー、お
よびディスクフォルダへのアクセス権を付与します。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ディレクトリユーザーグループ サブタブでディレクトリユーザーグループを選択し、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボック

スが表示されます。
5. ディレクトリユーザーグループのローカルグループメンバーシップを変更します。

a. ローカルユーザーグループ 領域で、変更 をクリックします。ローカルユーザーグループの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. （オプション）新しいローカルユーザーグループを作成するには、ローカルユーザーグループの作成 をクリックして、ローカルユーザーグルー

プの作成 ウィザードを完了します。ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。
c. ディレクトリユーザーグループに関連付ける各ローカルユーザーグループのチェックボックスを選択します。
d. ローカルグループからディレクトリユーザーグループを削除するには、ローカルグループのチェックボックスをオフにします。
e. 終了したら、OK をクリックします。ローカルユーザーグループの選択 ダイアログボックスが閉じます。

6. 終了したら、OK をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが閉じます。
7. OK をクリックして、Storage Center の設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ディレクトリユーザーユーザーの削除
グループに属するディレクトリユーザーへのアクセスを許可しないようにするには、ディレクトリユーザーグループを削除します。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
4. ディレクトリユーザーグループ サブタブでディレクトリユーザーグループを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが開きます。
5. OK をクリックして確認します。
6. OK をクリックして、Storage Center の設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ローカル Storage Center ユーザーのパスワード要件の管理
ローカル Storage Center ユーザーにパスワード要件を設定すると、すべての Storage Center ローカルユーザーのパスワードセキュリティが強化さ
れます。

ローカル Storage Center ユーザーパスワードの要件の設定 
ローカルユーザーのパスワード要件を設定し、ローカルユーザーのパスワードの複雑さを向上させて、Storage Center のセキュリティを強化します。
このタスクについて

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
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3. パスワードの設定 タブをクリックします。
4. 有効 チェックボックスにチェックを付けます。
5. 必要に応じて、パスワード要件を設定します。

• パスワードを検証するときに Storage Center がチェックする以前のパスワード数を設定するには、履歴の保持 フィールドに値を入力しま
す。以前のパスワード検証を無効にするには、0 を入力します。

• 新しいパスワードの文字の最小数を設定するには、最小の長さ フィールドに値を入力します。Storage Center のパスワードの最小長を
一致させるには、値を 1 に設定します。

• アカウントをロックアウトするログインの失敗回数を設定するには、アカウントロックアウトのしきい値 フィールドに数値を入力します。アカ
ウントロックアウトのしきい値を無効にするには、0 を入力します。

メモ: 管理者レベルのアカウントのみ、他の Storage Center アカウントのロックを解除できます。他の Storage Center アカ
ウントをロック解除するには、複数の Storage Center 管理者レベルアカウントを用意します。

• 新しいパスワードが複雑さの標準に従うように要求するには、複雑さ有効 チェックボックスを選択します。パスワードの複雑さ要件を無効
にするには、複雑さ有効 チェックボックスをクリアします。

• ユーザーがパスワードを変更できるまでの日数を設定するには、最小エージ フィールドに値を入力します。最小エージ要件を無効にする
には、0 を入力します。

• パスワードが期限切れになるまでの日数を設定するには、最大エージ フィールドに値を入力します。最大エージ要件を無効にするに
は、0 を入力します。

• 失効警告メッセージが発行され、パスワードが期限切れになるまでの日数を設定するには、失効警告時間 フィールドに値を入力しま
す。失効警告メッセージを無効にするには、0 を入力します。

• ユーザーが受信するパスワード期限切れ警告メッセージを指定するには、期限切れ警告メッセージ に警告メッセージを入力します。この
フィールドを空のままにすると、警告メッセージが空白になります。

6. OK をクリックします。

パスワードエージングクロックのリセット
パスワード寿命クロックは、最小および最大エージ要件に基づいてパスワードの有効期限を決定します。パスワード寿命クロックをリセットして、パ
スワード寿命クロックが現在の日次から始まるようにします。
前提条件
パスワードの設定 を有効にする必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. パスワードの設定 タブをクリックします。
4. 寿命クロックのリセット チェックボックスにチェックを付けます。
5. OK をクリックします。

その他の Storage Center へのパスワード要件の適用
Storage Center に設定されたパスワード要件は、Storage Center で管理される別の Storage Manager にも適用できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. 別の Storage Center にこれらの設定を適用する チェックボックスをクリックします。
4. OK をクリックします。Storage Center の選択 ダイアログボックスが開きます。
5. Storage Center を選択します。

• 個々の Storage Center を選択するには、Storage Center の隣にあるチェックボックスを選択します。
• すべての Storage Center を選択するには、 すべて選択 をクリックします。
• すべての Storage Center を選択解除するには、すべて選択解除 をクリックします。

6. OK をクリックします。
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ユーザーに対するパスワードの変更要求
新しいパスワード要件は、新しいユーザーパスワードのみに適用されます。パスワードが新しいパスワード要件に準拠するように、ユーザーが次のロ
グイン時にパスワードを変更するように要求します。
前提条件
パスワードの設定 を有効にする必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
4. パスワードの設定 タブをクリックします。
5. パスワードの変更を要求 チェックボックスを選択します。
6. OK をクリックします。

フロントエンド IO ポートの管理
フロントエンドポートは、Storage Center を、SAS 接続を使用してサーバに直接接続するか、またはストレージを使用するサーバを含むイーサネッ
トネットワークおよび Fibre Channel（FC）ファブリックに接続します。フロントエンドポートとして使用するために、iSCSI、FC、または SAS IO ポート
を指定することができます。

メモ: Data Collector を使用して SCv2000 シリーズコントローラに接続している Storage Manager クライアントの場合：SCv2000 
シリーズコントローラが SAS フロントエンドでサーバに接続されている場合、Storage Manager の サーバ ビューにはその SAS 接続に
関連するものは何も表示されません。

フロントエンド接続モード
Storage Center は、レガシーモード、仮想ポートモード、または ALUA ポートモード使用のいずれかを使用して、SAN ストレージを使用するサー
バにデータを転送します。レガシーモードでは、フロントエンド IO ポートが、プライマリポートと予約済ポートのペアで設定されます。仮想ポートモード
では、すべてのポートがアクティブであり、1 つのポートに障害が発生した場合は、同じフォールトドメイン内の残りのポート間で負荷が分散されま
す。ALUA ポートモードでは、アクティブとパッシブの 2 つのパスを使用してボリュームがマップされます。

メモ: レガシーモードでは、予約済ポートとプライマリポートが別個のコントローラに存在し、コントローラレベルのフェールオーバーのみ
を提供します。レガシーモードはポートレベルのフェールオーバーを提供しません。

フロントエンド接続モードは、Fibre Channel と iSCSI に対して単独で設定されます。ネットワークインフラストラクチャのニーズを満たすために、両方
の転送タイプを同じモードまたは異なるモードを使用するように設定することができます。たとえば Storage Center は、iSCSI には仮想ポートモー
ドを使用し、FC にはレガシーモードを使用するように設定できます。

• FC および iSCSI ポートに対するフロントエンド接続モードは、当初 Storage Center の導入中に選択されます。
• 導入後は、フロントエンド FC および / または iSCSI ポートをレガシーモードから仮想ポートモードに変更することができます。

– FC および / または iSCSI ポートが仮想ポートモードに設定された後で、それらをレガシーモードに戻すことはできません。
メモ: Dell では、ネットワーク環境が仮想ポートモードの要件を満たさない場合を除き、仮想ポートモードを使用することを強く
お勧めします。

• SAS フロントエンドに対するフロントエンド接続モードは、常に ALUA ポートモードで、変更することはできません。

仮想ポートモード
仮想ポートモードは、複数のアクティブなポートを各 Fibre Channel または Ethernet スイッチに接続することによって、ポートおよびコントローラの
冗長性を提供します。
仮想ポートモードでは、各物理ポートに、WWN（World Wide Name）が割り当てられ、追加の仮想 WWN も割り当てられます。サーバーは、
仮想 WWN のみをターゲットにします。通常は、すべてのポートで IO が処理されます。ポートまたはコントローラで障害が発生した場合は、仮想 
WWN を同じフォールトドメイン内の別の物理 WWN に移動します。障害が解決され、ポートが再バランスされると、仮想ポートは優先物理ポー
トに戻ります。

266 Storage Center のメンテナンス



仮想ポートモードは、レガシーモードよりも次の点において優れています。

• パフォーマンスの向上：すべてのポートがアクティブ状態であるため、冗長性を犠牲にすることなく追加のフロントエンド帯域幅の使用が可能
になります。

• 冗長性の向上：コントローラではなくポートを個別にフェールオーバーできます。
• iSCSI 構成の簡素化： 各障害ドメインには、ドメイン内における iSCSI ポートの検出を調整する iSCSI 制御ポートがあります。サーバーが 

iSCSI ポート IP アドレスをターゲットにする場合、制御ポートが障害ドメイン内のすべてのポートを自動的に検出します。

ALUA ポートモード
非対称論理ユニットアクセス（ALUA）は、 SAS フロントエンド接続にポートおよびコントローラの冗長性を提供します。
SAS フロントエンドを使用してサーバーにマップされているボリュームには、ポートおよびコントローラの冗長性もあります。SAS を通じてマップされた
ボリュームは、両方のコントローラにマップされます。ボリュームマッピングは 1 台目のコントローラ上でアクティブとなり最適化され、もう一方のコントロ
ーラ上ではスタンバイになります。アクティブなコントローラ上でポートやコントローラに障害が発生した場合は、もう一方のコントローラへのパスがア
クティブとなり最適化されます。1 台目のコントローラのマッピングはスタンバイに切り替わります。ポートまたはコントローラが回復すると、1 台目のコ
ントローラへのマッピングがアクティブとなり最適化され、2 台目のコントローラへのマッピングはスタンバイの状態に戻ります。

レガシーモード
レガシーモードは、複数のプライマリポートおよび予約ポートを各 Fibre Channel または Ethernet スイッチに接続することによって、デュアルコントロ
ーラの Storage Center にコントローラ冗長性を提供します。
コントローラ上の各プライマリポートがもう一方のコントローラ上の対応する予約ポートと組み合わされます。通常の状況では、プライマリポートが 
IO を処理し、予約ポートはスタンバイモードになります。コントローラが故障した場合、プライマリポートはもう一方のコントローラ上の対応する予約
ポートにフェールオーバーします。このアプローチにより、コントローラの 1 つが故障してもスイッチに接続されているサーバーが接続を失わないように
することができます。最適なパフォーマンスを得るには、プライマリポートが両方のコントローラで均等に配分されている必要があります。可能な場合
は、別のコントローラの IO カードへのフロントエンド接続を行うことで、冗長性を向上させる必要があります。

フォールトドメイン
フロントエンドポートは、コントローラが再起動するか、ポートに障害が発生した場合に、許可されたポートの移動を識別するフォールトドメインに分
類されます。障害モードおよびポートアクティビティは、Storage Center がレガシーモード、ALUA ポートモード、または仮想ポートモードのいずれに
設定されているかによって異なります。

SCv2000 シリーズコントローラのフォールトドメイン
SCv2000 シリーズコントローラで使用すると、Storage Center がフォールトドメインの作成と変更のすべてを処理します。
SCv2000 シリーズコントローラでのフォールトドメイン動作：

• フォールトドメインは自動的に生成されます。
• Fibre Channel および iSCSI 構成では、レプリケーション専用ドメイン以外に IO 用フォールトドメインが常に 2 つ存在します。
• フォールトドメインは、Flex/Embedded イーサネットポートに対して自動的に作成されます。
• フロントエンド SAS ポートには、4 つのフォールトドメインが作成されます。

メモ: SCv2000 シリーズコントローラでは、ユーザーがフォールトドメインを変更することはできません。

SC4020 コントローラのフロントエンド SAS ポート用フォールトドメイン
ユーザーは、SC4020 コントローラにあるフロントエンド SAS ポートに作成するフォールトドメインの数を選択できます。
SC4020 コントローラでのフォールトドメイン動作：

• Storage Manager は、未使用のフロントエンド SAS ポートをフォールトドメインにペアリングし、SAS フォールトドメインを生成します。すべての 
SAS フロントエンドポートがフォールトドメインにすでに含まれている場合には、フォールトドメインは作成できません。

– Storage Center は各コントローラから 1 つのポートを使用します。
– ペアリングされたポートは同じポート番号を持ちます。

• ユーザーは、フォールトドメインのフォールトドメイン名とメモを修正できます。
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• ユーザーは、SAS フォールトドメインを削除できます。
• ユーザーは、SAS フォールトドメイン内でのポートの追加、移動または削除はできません。

仮想ポートモードの障害ドメイン
仮想ポートモードでは、フォールトドメインは、同一の Fibre Channel ファブリックまたはイーサネットネットワークに接続されているフロントエンドポート
をグループ化します。フォールトドメイン内のすべてのポートは、IO に使用できます。ポートに障害が発生した場合、IO はフォールトドメイン内の別
のポートにルーティングされます。
次の要件は、仮想ポートモードの障害ドメインに適用されます。

• フォールトドメインは、フロントエンドの Fibre Channel ファブリックまたはイーサネットネットワークごとに自動的に作成されます。
• 障害ドメインには、単一のトランスポートメディアタイプ（FC と iSCSI の両方ではなく、どちらか一方）が含まれている必要があります。

注意: iSCSI のみ の場合、サーバーはフォールトドメインの制御ポートを介して　iSCSI　ポートへの　IO　を開始します。iSCSI ポ
ートが別のフォールトドメインに移動すると、制御ポートが変わります。この変更によって、以前の制御ポートで開始されたサービス
が中断されます。iSCSI ポートが別のフォールトドメインに移動した場合、サービスを再開するには、サーバー側の iSCSI イニシエ
ータを再設定する必要があります。

• フォールトドメインごとに、各コントローラから Fibre Channel ファブリックまたはイーサネットネットワークまで少なくとも 2 本のケーブルを接続する
ことが推奨されます。

レガシーモードの障害ドメイン
レガシーモードでは、プライマリポートと予約済みポートの各ペアがフォールトドメインにグループ化されます。フォールトドメインは、互いにフェールオー
バーすることが許可されているポートを決定します。
次の要件は、デュアルコントローラ Storage Center 上のレガシーモードのフォールトドメインに適用されます。

• 障害ドメインには、ひとつのトランスポートメディアタイプ（FC と iSCSI の両方ではなく、どちらか一方）が含まれている必要があります。
• 障害ドメインには、1 つのプライマリポートと 1 つの予約ポートが含まれている必要があります。
• 予約済みポートは、プライマリポートとは異なるコントローラ上にある必要があります。

メモ: シングルコントローラの Storage Center の場合は、予約済みポートがないため、転送タイプ（FC または iSCSI）ごとに 1 つ
のフォールトドメインのみが必要です。

フェイルオーバー動作
レガシーモード、ALUA ポートモード、および仮想ポートモードでは、フォールトトレランスを提供するために異なるメカニズムを使用するため、不具
合の状況における動作が異なります。

シナリオ 仮想ポートモード レガシーモード ALUA ポートモード

通常の動作状況 すべてのポートがアクティブで、IO を
渡している。

• プライマリポートが IO を渡してい
る。

• 予約ポートは、コントローラに障
害が発生するまでスタンバイモ
ードのままとなる。

• アクティブな / 最適化されたポ
ートが IO を渡している。

• スタンバイポートは、コントローラ 
またはポートに障害が発生する
までスタンバイモードのままとな
る。

デュアルコントローラの コント
ローラ で Storage Center に
障害が発生

障害の発生したコントローラの仮想
ポートが、正常なコントローラ上の
物理ポートに移動する。

障害の発生したコントローラのプライ
マリポートが、正常なコントローラ上
の予約ポートにフェールオーバーす
る。

障害の発生したコントローラのアクテ
ィブ / 最適化ポートが、正常なコン
トローラ上のスタンバイポートにフェー
ルオーバーする。

単一ポートに障害が発生
（シングルまたはデュアルコン
トローラの Storage Center）

個々のポートがフォールトドメイン内
の別のポートにフェールオーバーす
る。

コントローラの不具合がなかったた
め、ポートはフェールオーバーしな
い。2 番目のパスが使用可能であ
れば、サーバー上の MPIO ソフトウ
ェアがフォールトトレランスを提供す
る。

ポートは、正常なコントローラ上のス
タンバイポートにフェールオーバーす
る。
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フロントエンドポートの再バランス
コントローラが追加されたり、オフラインになったりすると、ポートがバランス不良になる場合があります。ローカルポートがバランス不良になると、サマリ 
タブの最上部に、ポートのバランスを取るためのプロンプトが表示されます。
このタスクについて

メモ: SCv2000 シリーズコントローラを使用するときは、フロントエンドポートが自動で再バランスされます。手動でのポートの再バラン
スは必要ありません。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブをクリックします。
3. バナーメッセージで、ポートの再バランス をクリックします。進捗状況を示す ポートの再バランス ダイアログボックスが表示され、再バランス

操作が完了すると閉じます。

フロントエンド IO ポートのハードウェアの管理
フロントエンド FC および iSCSI ポートの名前を変更し、しきい値の定義を使用して監視することができます。iSCSI ポートはネットワーク設定を割
り当て、ネットワーク接続をテストすることができます。
仮想ポートモードの Storage Center の場合、ハードウェア タブには各物理ポートの仮想ポートが表示されます。物理ポートについては、物理的
な ID、速度、およびハードウェアが示されます。仮想ポートについては、現在および優先の物理ポートが表示されます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

フロントエンド IO ポートの名前変更
物理または仮想 IO ポートの表示名を識別しやすい名前に設定します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラ、コントローラ名、IO ポート、転送タイプ の順に展開し、IO ポートを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 名前 フィールドに、IO ポートの説明的な名前を入力します。
6. OK をクリックします。

フロントエンド IO ポート名の WWN へのリセット
管理者が定義した説明的な名前が必要になった場合は、物理または仮想 IO ポート名をワールドワイド名にリセットします。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラ、コントローラ名、IO ポート、転送タイプ の順に展開し、IO ポートを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 名前を WWN にリセット をクリックします。
6. OK をクリックします。

仮想 IO ポートの優先物理 IO ポートの変更
通常の稼動状況で、FC または iSCSI 仮想ポートはその優先物理ポートでホストされています。
前提条件
フォールトドメインを仮想ポートモードに設定する必要があります。

• Storage Center に、異なるパフォーマンス特性を持つ IO ポートが搭載されている場合、特定の物理ポートを使用するように仮想ポートを設
定できます。

Storage Center のメンテナンス 269



• 物理ポートを Storage Center から削除する場合は、対応する仮想ポートを異なる物理ポートに割り当てる必要があります。
• 1 つの物理ポートを複数の仮想ポートの優先ポートとすることができます。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラ → コントローラ名 → IO ポート → 転送タイプ → 物理 IO ポート と展開し、仮想 

IO ポートを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 優先される親 ドロップダウンメニューから、可能な場合に仮想ポートをホストする物理 IO ポートの WWN を選択します。
6. OK をクリックします。

単一 iSCSI ポートの IP アドレスおよびゲートウェイの設定または変更
サーバは、Storage Center への iSCSI 接続を開始するために iSCSI ポートの IP アドレスをターゲットとします。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラ、controller_name、IO ポート、iSCSI の順に展開し、iSCSI IO ポートを選択しま

す。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. IPv4 アドレス フィールドに、iSCSI I/O ポートの新しい IPv4 アドレスを入力します。
6. OK をクリックします。

iSCSI ポートのネットワーク接続のテスト
ネットワーク上のポートまたはホストに対して ping を実行することにより、iSCSI I/O ポートの接続をテストします。
このタスクについて

メモ: 複数の仮想フォールトドメイン（VLAN）がポートに関連付けられている場合は、ハードウェア タブから発行された ping テストに
物理フォールトドメインが使用されます。VLAN のネットワーク接続をテストするには、ストレージ タブのフォールトドメインの物理ポー
トから ping テストを開始します。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラ→ controller_name→ IO ポート→ iSCSI の順に展開し、iSCSI I/O ポートを選

択します。
4. 右ペインで Ping アドレス をクリックします。Ping アドレス ダイアログボックスが表示されます。
5. ポートが IPv4 アドレスを使用する場合、IPv4 アドレス フィールドに、接続をテストするホストの IP アドレスを入力します。
6. ポートが IPv4 と IPv6 のどちらかのアドレスを使用する場合、IP アドレス フィールドに、接続をテストするホストの IP アドレスを入力します。
7. Ping サイズ ドロップダウンメニューから、オーバーヘッドを含まない ping パケットのサイズをバイト単位で選択します。その他 を選択した場合

は、以下のメニューのフィールドに 1～17000 バイトの値を入力します。

メモ: Ping サイズ ドロップダウンメニューは、Storage Center で使用されるハードウェア I/O カードによっては表示されない可能
性があります。

8. OK をクリックします。テストの結果を示すメッセージが表示されます。

メモ: 物理または仮想ポートが Chelsio iSCSI カードに存在する場合は、特定の IP アドレスへの最初の ping テストに失敗し、
SendPing: No ARP entry for nn.nn.nn.nn, sending ARP now. Try again later. （SendPing：

ARP を送信していますが、nn.nn.nn.nn に ARP エントリがありません。時間をおいて再試行してください。）というエラーが表示さ
れます。もう一度 ping テストを実行して接続を確認します。

9. OK をクリックしてメッセージを閉じます。
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関連リンク
フォールトドメイン内の iSCSI ポートのネットワーク接続のテスト

フロントエンド IO ポートのしきい値アラート定義の設定
IO ポートが特定の帯域幅またはレイテンシしきい値に達した場合に通知を受け取る場合は、IO ポートの 1 つまたは複数のしきい値アラート定義
を設定します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラ、コントローラ名、IO ポート、転送タイプ の順に展開し、IO ポートを選択します。
4. 右側のペインで、しきい値アラート定義の設定 をクリックします。しきい値アラート定義の設定 ダイアログボックスが開きます。
5. しきい値アラートを設定するアラートの定義を選択し、しきい値の定義の作成 をクリックします。しきい値の定義の作成 ダイアログボックスが

表示されます。
6. 必要に応じて、しきい値の定義の属性を設定し、OK をクリックします。これらの属性の詳細については、オンラインヘルプを参照してください。
7. 使用可能なアラート定義 表から、新しいしきい値アラートの定義を選択します。
8. （オプション）しきい値アラートの定義を削除するには、Ctrl キーを押しながら、選択したしきい値アラートの定義をクリックします。
9. OK をクリックして、しきい値アラートの定義の設定 ダイアログボックスを閉じます。

フロントエンド IO ポートの設定（SAS および Fibre Channel）

SCv2000 シリーズコントローラのポートは、フロントエンドポートとして使用する前に設定する必要があります。Storage Manager がポートを設定
すると、そのポートはフォールトドメインにも追加されます。
前提条件
• Storage Center は SCv2000 シリーズのストレージシステムである必要があります。
• すでに設定済みのポートを選択することはできません。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラ、コントローラ名、IO ポート の順に展開し、未設定の SAS ポートまたは Fibre 

Channel IO ポートを選択します。
4. 右側のペインで、ポートの設定 をクリックします。

フロントエンド IO ポート（iSCSI）の設定
SCv2000 シリーズコントローラのポートは、フロントエンドポートとして使用する前に設定する必要があります。Storage Manager がポートを設定
すると、そのポートはフォールトドメインにも追加されます。
前提条件
• Storage Center は SCv2000 シリーズのストレージシステムである必要があります。
• すでに設定済みのポートを選択することはできません。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラ → コントローラ名 → IO ポート → iSCSI と展開してから、iSCSI IO ポートを選択

します。
4. 右ペインで ポートの設定 をクリックします。ポートの設定 ダイアログボックスが開きます。
5. IPv4 アドレス フィールドに、iSCSI IO ポートの新しい IP アドレスを入力します。
6. OK をクリックします。

Storage Manager が IO ポートを設定し、それを iSCSI フォールトドメインに追加します。
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フロントエンド IO ポートの設定解除
SCv2000 シリーズコントローラでは、ポートがダウンしており、その後使用されないという場合は、そのポートの設定解除を行います。
前提条件
• Storage Center は SCv2000 シリーズのストレージシステムである必要があります。
• ポートはダウン状態である必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラ、コントローラ名、IO ポート と展開してから、ダウンしている IO ポートを選択します。
4. 右のペインで、ポートの設定解除 をクリックします。ポートの設定解除 確認ダイアログボックスが開きます。
5. OK をクリックします。

Storage Manager がポートの設定を解除します。

フォールトドメインの削除
ストレージシステムをレガシーモードから仮想モードに変換するとき、または必要以上に多数のフォールトドメインをセットアップしていた場合は、フォ
ールトドメインの削除が必要になることがあります。このフォールトドメインを削除するオプションは、すべてのポートの移動時に表示されます。

ポートの移動
フォールトドメインを削除する前に、フォールトドメインからすべてのポートを別のフォールトドメインに移動します。ポートを移動できない場合は、フォ
ールトドメインを削除するために Dell Technical Support にお問い合わせください。
前提条件
ポートを移動するには、別のフォールトドメインが使用できる必要があります。
手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブのナビゲーションペインで、フォールトドメイン → ISCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
3. 設定の編集 をクリックします。
4. フォールトドメイン内のポートを選択します。
5. ポートの移動 をクリックします。

ポートの移動 ダイアログボックスが開きます。
6. 新しいフォールトドメイン ドロップダウンメニューで、ポートが削除される フォールトドメイン を選択します。

メモ: 削除するポートが宛先フォールトドメインとは異なるサブネットにある場合、IPV4 アドレス フィールドを変更して、ポートの新
しいアドレスが宛先フォールトドメインと同じサブネットになるように変更します。

フォールトドメインの削除
フォールトドメインからすべてのポートが移動したら、次の手順によって、フォールトドメインを削除できます。
前提条件
フォールトドメインにはすべてのポートは含まれていません。
手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブのナビゲーションペインで、フォールトドメイン → ISCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
3. 設定の編集 → フォールトドメインの削除 をクリックします。

メモ: 前提条件が満たされると、フォールトドメインの削除 オプションが表示されます。
4. OK をクリックして、フォールトドメインを削除します。

272 Storage Center のメンテナンス



フォールトドメインからのポートの削除
このプロセスでは、不要なポートまたは異なるフォールトドメインに移動するポートがある場合、それらのポートを削除します。削除されるポートがフ
ォールトドメイン内の最後のポートの場合、エラーが発生します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブのナビゲーションペインで、フォールトドメイン → ISCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
3. 設定の編集 をクリックします。
4. フォールトドメインからのポートの削除 をクリックします。
5. 削除するポートを選択します。
6. OK をクリックします。

フロントエンドポートの仮想ポートモードへの変換
仮想ポートモードに変換 ツールを使用すると、すべてのフロントエンド iSCSI または Fibre Channel IO ポートを仮想ポートモードに変換できます。
変換の完了後は、ポートをレガシーモードに戻すことはできません。

仮想ポートモードへの Fibre Channel ポートの変換
仮想ポートモードに変換 ツールを使用して、Storage Center コントローラ上のすべての Fibre Channel ポートを仮想ポートモードに変換します。
前提条件
Fibre Channel ポートは、レガシーポートモードである必要があります。
このタスクについて

メモ: この操作は取り消せません。ポートを仮想ポートモードに変換した後で、変換しなおすことはできません。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、フォールトドメイン を展開してから、Fibre Channel フォルダを選択します。
4. 仮想ポートモードに変換 をクリックします。

仮想ポートモードに変換 確認ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

仮想ポートモードへの iSCSI ポートの変換
仮想ポートモードに変換 ツールを使用して、Storage Center コントローラ上のすべての iSCSI ポートを仮想ポートモードに変換します。
前提条件
iSCSI ポートは、レガシーポートモードである必要があります。
このタスクについて

メモ: この操作は取り消せません。ポートを仮想ポートモードに変換した後で、変換しなおすことはできません。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、フォールトドメイン を展開してから、iSCSI フォルダを選択します。
4. 仮想ポートモードに変換 をクリックします。

仮想ポートモードに変換 ダイアログボックスが開きます。
5. 変換する各フォールトドメインのドメイン フィールドに、各 iSCSI フォールトドメイン用のプライマリポートとして使用する新しい IP アドレスを入

力します。
6. OK をクリックします。
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フォールトドメインを使用した Fibre Channel IO ポートのグループ化
フロントエンドポートは、コントローラが再起動するか、ポートに障害が発生した場合に、許可されたポートの移動を識別するフォールトドメインに分
類されます。同じフォールトドメインに属しているポートは、同じリソースに接続するため、相互にフェールオーバーすることができます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

Fibre Channel フォールトドメインの作成
Fibre Channel フォールトドメインを作成して、フェールオーバーのための FC ポートをグループ化します。
前提条件
フォールトドメインに追加される FC ポートは未設定であることが必要です。すでにフォールトドメインに追加されているか、バックエンドポートとして
指定されているポートは、新しいフォールトドメインに追加できません。

• 仮想ポートモードでは、同じ FC ファブリックに接続されたすべての FC ポートを同じフォールトドメインに追加する必要があります。
• レガシーモードでは、同じ FC ファブリックに接続されたプライマリポートと予約済みポートの各ペアを固有のフォールトドメインに追加する必要が

あります。プライマリポートは、セカンダリポートとは別のコントローラ上に存在するようにします。

このタスクについて

メモ: SCv2000 シリーズコントローラを使用しているときは、Fibre Channel ポートが仮想ポートモードで設定されている必要がありま
す。レガシーモードはサポートされません。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、フォールトドメイン を展開し、Fibre Channel を選択します。
4. 右ペインで、フォールトドメインの作成 をクリックします。フォールトドメインの作成 ダイアログボックスが開きます。
5. 名前 フィールドに、フォールトドメインの名前を入力します。
6. ポート テーブルで、フォールトドメインに追加する Fibre Channel ポートを選択します。フォールトドメイン内のすべての FC ポートは、同じ FC 

ファブリックに接続する必要があります。
7. OK をクリックします。

Fibre Channel フォールトドメインの名前の変更
フォールトドメイン名により、管理者はフォールトドメインを識別できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、フォールトドメイン → Fibre Channel と展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 名前 フィールドに、フォールトドメインの名前を入力します。
6. OK をクリックします。

Fibre Channel フォールトドメインの削除
すべてのポートが削除され、不要になった場合は、Fibre Channel のフォールトドメインを削除します。
前提条件
• レガシーモードに対して Storage Center Fibre Channel のフロントエンド IO ポートを設定する必要があります。仮想ポートモードでは、フォー

ルトドメインを削除できません。
• フォールトドメインには FC ポートが含まれていない必要があります。
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手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブナビゲーションペインで、フォールトドメイン → Fibre Channel と展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで 削除 をクリックします。フォールトドメインの削除 ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

フォールトドメインを使用した iSCSI IO ポートのグループ化
フロントエンドポートは、コントローラが再起動するか、ポートに障害が発生した場合に、許可されたポートの移動を識別するフォールトドメインに分
類されます。同じフォールトドメインに属しているポートは、同じリソースに接続するため、相互にフェールオーバーすることができます。

iSCSI VLAN のタグ付けサポート
フォールトドメイン内の iSCSI ポートは、VLAN ID を使用するように設定できます。各 Storage Center について、Storage Center OS バージョ
ン、Storage Center のコントローラモデル、および iSCSI ハードウェアにより、2 つのレベルの VLAN 機能からいずれかを使用できます。基本的な 
VLAN 機能は Single-VLAN タグ付けと呼ばれ、拡張 VLAN 機能は Multi-VLAN タグ付けと呼ばれます。

Single-VLAN タグ付け
Storage Center で Single-VLAN タグ付けをサポートしている場合、最大 1 つの VLAN ID を各 iSCSI IO ポートに設定することができます。
iSCSI IO ポートは 1 つのフォールトドメインにのみ属することができ、同じフォールトドメイン内のすべてのポートが同じ VLAN ID を使用します。
Single-VLAN タグ付けは、Storage Center と互換性のあるすべての Storage Manager バージョンによってサポートされます。

Multi-VLAN タグ付け
Storage Center で Multi-VLAN タグ付けがサポートされている場合は、各 iSCSI IO ポートに対して最大 64 の VLAN ID を設定することができ
ます。iSCSI IO ポートは最大 64 のフォールトドメインに属することができます（VLAN ごとに 1 つ）。
Multi-VLAN タグ付けは、Multi-VLAN タグ付けの要件を満たす Storage Center によってサポートされます。

Multi-VLAN タグ付けの要件
次の表に、Storage Center が Multi-VLAN タグ付けをサポートするために満たしている必要がある要件を示します。

要件 説明
Storage Center OS バージョン 6.5 以降を Storage Center にインストールする必要があり

ます。
Storage Center コントローラのモデル Multi-VLAN タグ付けは、SCv3000 または SCv2000 ストレージシス

テムではサポートされていません。
Storage Center iSCSI IO カードハードウェア Chelsio T3/T5 10G iSCSI カードを Storage Center に取り付ける必

要があります。
Storage Center のフロントエンド接続モード Storage Center の iSCSI ポートは、仮想ポートモードに設定する必

要があります。レガシーモードはサポートされていません。

iSCSI フォールトドメインのタイプ
Storage Center がマルチ VLAN タグ付けの要件を満たしている場合は、次の 2 種類の iSCSI フォールトドメインを作成することができます。

• 物理：iSCSI ポートの該当するセットに対して設定された最初のフォールトドメイン。

– 物理フォールトドメインには VLAN ID は必要ありませんが、VLAN ID を使用するように設定できます。
– 物理フォールトドメインでは、リモート Storage Center に対する iSCSI レプリケーションがサポートされます。

• 仮想：iSCSI ポートの同じセットに設定された後続の VLAN フォールトドメインは、仮想フォールトドメインと呼ばれます。

– 仮想フォールトドメインには VLAN ID を割り当てる必要があります。
– 仮想フォールトドメインでは、iSCSI レプリケーションがサポートされません。
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– 仮想フォールトドメインでは、IPv6 がサポートされません。

iSCSI フォールトドメインの作成
iSCSI フォールトドメインを作成して、同じリソースに接続していることから相互にフェールオーバーできるポートをグループ化します。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

物理 iSCSI フォールトドメインの作成
物理 iSCSI フォールトドメインを作成して、フェールオーバーのために物理ポートをグループ化します。
前提条件
• 仮想ポートモードでは、同じ iSCSI ネットワークに接続されているすべての iSCSI ポートを同じフォールトドメインに追加される必要があります。
• レガシーモードでは、同じ iSCSI ネットワークに接続されているプライマリポートと予約済みポートの各ペアは、固有のフォールトドメインに追加

される必要があります。プライマリポートは、セカンダリポートとは違うコントローラ上に存在する必要があります。
• 物理ポートが別のフォールトドメインにすでに追加されている場合は、選択してフォールトドメインに追加することはできません。
• フォールトドメインに追加する各 iSCSI ポートには、フォールトドメイン用の iSCSI 制御ポートと同じネットワークの IP アドレス、サブネットマス

ク、およびゲートウェイを割り当てる必要があります。

このタスクについて

メモ: SCv2000 シリーズコントローラを使用するときは、iSCSI ポートを仮想ポートモードに設定する必要があります。レガシーモードは
サポートされません。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、フォールトドメイン を展開し、iSCSI を選択します。
4. 右ペインで、フォールトドメインの作成 をクリックします。フォールトドメインの作成 ダイアログボックスが開きます。
5. 名前 フィールドに、フォールトドメインの名前を入力します。
6. （仮想ポートモードのみ）フォールトドメインの iSCSI 制御ポートに対して IP アドレスとゲートウェイを設定します。サーバは iSCSI イニシエータ

を使用してこの IP アドレスをターゲットにし、Storage Center は個々の iSCSI 接続を適切な仮想ポートにリダイレクトします。
a. ターゲット IPv4 アドレス フィールドに、iSCSI 制御ポートに割り当てる IP アドレスを入力します。
b. サブネットマスク フィールドに、周知の IP アドレスのサブネットマスクを入力します。
c. ゲートウェイ IPv4 アドレス フィールドに、iSCSI ネットワークデフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。

7. （オプション）ターゲット IPv6 アドレス フィールドに、iSCSI 制御ポートに割り当てる IP アドレスを入力します。
8. （オプション）必要に応じてフォールトドメインに VLAN ID を割り当てます。

メモ: Storage Center がマルチ VLAN タグ付け要件を満たしていない場合、この時点で VLAN ID を指定することはできませ
ん。代わりに、フォールトドメイン作成後、VLAN ID を追加するためにそのフォールトドメインを変更します。

a. 物理フォールトドメイン、つまり、物理ポートで構成されるフォールトドメインを作成する場合は、物理 オプションを選択します。
b. 仮想ポートで構成されるフォールトドメインを作成する場合は、仮想 オプションを選択します。
c. 物理ポートで構成されるタグ付きフォールトドメインを作成する場合は、タグ付き VLAN チェックボックスを選択します。
d. VLAN ID フィールドに、フォールトドメインの VLAN ID を入力します。入力できる値は 1 ～ 4096 です。
e. （オプション）VLAN に優先度を割り当てるには、サービス優先度のクラス フィールドに 0～7 の値を入力します。0 はベストエフォート、1 

は最低優先度、7 は最高優先度です。
9. ポート テーブルで、フォールトドメインに追加する iSCSI ポートを選択します。フォールトドメイン内のすべての iSCSI ポートは、同じイーサネッ

トネットワークに接続する必要があります。
物理フォールトドメインを作成する場合は、まだどのフォールトドメインにも割り当てられていない物理ポートがリストに表示されます。

10. OK をクリックします。
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次の手順
（オプション）各 VLAN の仮想フォールトドメインを作成することにより、フォールトドメイン内の iSCSI ポートの VLAN を設定します。仮想フォールト
ドメインは、物理フォールトドメインに基づいて作成してください。

関連リンク
単一 iSCSI ポートの IP アドレスおよびゲートウェイの設定または変更
仮想 iSCSI フォールトドメインの作成
物理 iSCSI フォールトドメインへの VLAN ID の追加
iSCSI VLAN のタグ付けサポート

仮想 iSCSI フォールトドメインの作成
すでに使用されている iSCSI ポートに VLAN ID を追加するには、新しい VLAN iSCSI フォールトドメインのベースとして既存の iSCSI フォールトド
メインを使用します。
前提条件
• Storage Center は、マルチ VLAN タグ付けの要件を満たしている必要があります。
• 仮想フォールトドメインでは、IPv6 がサポートされません。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブナビゲーションペインで、フォールトドメイン → iSCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで、VLAN コピーの作成 をクリックします。VLAN の作成 ダイアログボックスが開きます。
5. 名前 フィールドに、フォールトドメインの名前を入力します。
6. フォールトドメインの iSCSI 制御ポートに対して IP アドレスとゲートウェイアドレスを設定します。サーバは iSCSI イニシエータを使用してこの 

IP アドレスをターゲットにし、Storage Center は個々の iSCSI 接続を適切な仮想ポートにリダイレクトします。
a. ターゲット IPv4 アドレス フィールドに、iSCSI 制御ポートに割り当てる IP アドレスを入力します。
b. サブネットマスク フィールドに、周知の IP アドレスのサブネットマスクを入力します。
c. ゲートウェイ IPv4 アドレス フィールドに、iSCSI ネットワークデフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。

7. VLAN タグ付けを設定します。
a. VLAN ID フィールドに、フォールトドメインの VLAN ID を入力します。入力できる値は 1～4096 です。
b. （オプション）VLAN に優先度を割り当てるには、サービス優先度のクラス フィールドに 0～7 の値を入力します。0 はベストエフォート、1 

は最低優先度、7 は最高優先度です。
8. VLAN IP アドレス 列の該当するフィールドを編集して、ポート テーブルの選択した各ポートに VLAN IP アドレスを割り当てます。各ポートに

は、iSCSI 制御ポートと同じネットワークに存在する IP アドレスを割り当てる必要があります。この IP アドレスは、ウェルノウン IP アドレス フ
ィールドで指定されます。

9. OK をクリックします。

関連リンク
仮想 iSCSI フォールトドメインの作成
iSCSI VLAN のタグ付けサポート
Multi-VLAN タグ付けの要件

iSCSI フォールトドメインの変更
iSCSI フォールトドメインを変更して、名前の変更、ドメイン内の iSCSI ポートのネットワーク設定の変更、iSCSI ポートの追加または削除、あるい
はフォールトドメインの削除を行います。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

Storage Center のメンテナンス 277



iSCSI フォールトドメインの名前の変更
フォールトドメイン名により、管理者はフォールトドメインを識別できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブナビゲーションペインで、フォールトドメイン → iSCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 名前 フィールドに、フォールトドメインの名前を入力します。
6. OK をクリックします。

iSCSI フォールトドメインの制御ポートのネットワーク設定の変更
フォールトドメインの iSCSI 制御ポートに対して IP アドレスとゲートウェイアドレスを設定します。サーバは iSCSI イニシエータを使用してこの IP アド
レスをターゲットにし、Storage Center は個々の iSCSI 接続を適切な仮想ポートにリダイレクトします。
前提条件
Storage Center の iSCSI ポートを仮想ポートモードに設定する必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブナビゲーションペインで、フォールトドメイン → iSCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. ターゲット IPv4 アドレス フィールドに、iSCSI 制御ポートに割り当てる IP アドレスを入力します。
6. サブネットマスク フィールドに、周知の IP アドレスのサブネットマスクを入力します。
7. ゲートウェイ IPv4 アドレス フィールドに、iSCSI ネットワークデフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。
8. （オプション）IPv6 がサポートされている場合、ターゲット IPv6 アドレスフィールドに、iSCSI 制御ポートに割り当てる IP アドレスを入力しま

す。
9. OK をクリックします。

物理 iSCSI フォールトドメインへの VLAN ID の追加
フォールトドメイン内のポートがタグ付きのネットワークに接続されている場合、既存の iSCSI フォールトドメインに VLAN ID を追加します。
前提条件
Storage Center の iSCSI ポートを仮想ポートモードに設定する必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブナビゲーションペインで、フォールトドメイン → iSCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. タグ付き VLAN チェックボックスを選択します。
6. VLAN ID フィールドに、フォールトドメインの VLAN ID を入力します。入力できる値は 1 ～ 4096 です。
7. （オプション）VLAN に優先度を割り当てるには、サービス優先度のクラス フィールドに 0～7 の値を入力します。0 はベストエフォート、1 は

最低優先度、7 は最高優先度です。
8. OK をクリックします。

関連リンク
iSCSI VLAN のタグ付けサポート
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iSCSI フォールトドメイン用の MTU の変更
MTU（最大転送単位）は、iSCSI ネットワークによってサポートされる最大パケットサイズを指定します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブナビゲーションペインで、フォールトドメイン → iSCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. MTU ドロップダウンメニューから、iSCSI ネットワークでサポートされている最大パケットサイズを選択します。
6. OK をクリックします。

iSCSI フォールトドメイン用の TCP ポートの変更
デフォルトでは、iSCSI ポートは TCP ポート 3260 上の iSCSI 接続を受け入れます。iSCSI ネットワークインフラストラクチャと相互作用するよう、
必要に応じてポートを変更します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブナビゲーションペインで、フォールトドメイン → iSCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. ポート詳細設定の編集 をクリックします。ポート設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. ポート番号 フィールドに、iSCSI トラフィックに使用する TCP ポートを入力します。
7. OK をクリックして ポート設定の編集 ダイアログボックスを閉じ、次に OK をクリックして、設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

iSCSI フォールトドメインの iSCSI ウィンドウサイズの変更
このウィンドウサイズによって、所定の時間に移動可能なデータの量が指定されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブナビゲーションペインで、フォールトドメイン → iSCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. ポート詳細設定の編集 をクリックします。ポート設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. ウィンドウサイズ フィールドに、ウィンドウサイズの値を入力します。

• 指定できる値は 16 KB～32 MB です。
• ウィンドウサイズは 16 KB で割り切れる必要があります。

7. OK をクリックして ポート設定の編集 ダイアログボックスを閉じ、次に OK をクリックして、設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

iSCSI フォールトドメインのダイジェスト設定の変更
iSCSI ダイジェスト設定により、iSCSI エラー検出処理を実行するかどうかが決まります。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブナビゲーションペインで、フォールトドメイン → iSCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. ポート詳細設定の編集 をクリックします。ポート設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. ダイジェスト設定 領域で、必要に応じて iSCSI ダイジェスト設定を有効または無効にします。これらのオプションの詳細については、オンライ

ンヘルプを参照してください。
7. OK をクリックして ポート設定の編集 ダイアログボックスを閉じ、次に OK をクリックして、設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

Storage Center のメンテナンス 279



iSCSI フォールトドメインのタイムアウト設定の変更
Storage Center でアイドル状態の接続を処理する方法が決定されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブナビゲーションペインで、フォールトドメイン → iSCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. ポート詳細設定の編集 をクリックします。ポート設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. タイムアウト設定 域で、必要に応じて、タイムアウト値を変更します。これらのオプションの詳細については、オンラインヘルプを参照してくださ

い。
7. OK をクリックして ポート設定の編集 ダイアログボックスを閉じ、次に OK をクリックして、設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

iSCSI フォールトドメインへのポートの追加
追加の iSCSI ポートを既存の iSCSI ネットワークに接続した後、ネットワークに対応するフォールトドメインに iSCSI ポートを追加します。
前提条件
• フォールトドメインが物理的である場合、そのフォールトドメインには、フォールトドメインに属している iSCSI を追加することはできません。
• フォールトドメインが物理的である場合、フォールトドメインに追加する各 iSCSI ポートには、そのフォールトドメインの iSCSI 制御ポートと同じ

ネットワーク内の IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイを割り当てる必要があります。
• フォールトドメインが仮想的である場合、フォールトドメインに追加する iSCSI ポートはマルチ VLAN タグ付け機能をサポートしている必要があ

ります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブナビゲーションペインで、フォールトドメイン → iSCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで、フォールトドメインへのポートの追加 をクリックします。フォールトドメインへのポートの追加 ダイアログボックスが開きます。
5. 追加するポートの選択 テーブルで、フォールトドメインに追加する iSCSI ポートを選択します。フォールトドメイン内のすべての iSCSI ポートを

同じイーサネットネットワークに接続する必要があります。
6. （仮想フォールトドメインのみ）VLAN IP アドレス 列の対応するフィールドを編集することで、選択したポートごとに VLAN IP アドレスを割り当

てます。各ポートには、iSCSI 制御ポートと同じネットワーク内の IP アドレスが必要です。
7. OK をクリックします。

関連リンク
単一 iSCSI ポートの IP アドレスおよびゲートウェイの設定または変更
iSCSI VLAN のタグ付けサポート

フォールトドメイン内の iSCSI ポートのネットワーク接続のテスト
ネットワーク上のポートまたはホストに ping を実行することで、iSCSI 物理または仮想 I/O ポートの接続性をテストします。
前提条件
Storage Center ではバージョン 6.5 以降が実行されている必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブナビゲーションペインで、フォールトドメイン → iSCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで、接続をテストする物理ポートを右クリックして、Ping アドレス を選択します。Ping アドレス ダイアログボックスが開きます。
5. 接続性をテストするホストの IP アドレスを入力します。

• ホストが IPv4 または IPv6 アドレス指定を使用する場合は、接続性をテストするホストの IP アドレスを IP アドレス フィールドに入力しま
す。
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• ホストが IPv4 アドレスのみを使用する場合は、IPv4 アドレス フィールドに IPv4 アドレスを入力します。
6. Ping サイズ ドロップダウンメニューから、オーバーヘッドを含まない ping パケットのサイズをバイト単位で選択します。その他 を選択した場合

は、以下のメニューのフィールドに 1～17000 バイトの値を入力します。

メモ: Storage Center で使用されるハードウェア I/O カードによっては、Ping サイズ ドロップダウンメニューが表示されない可能
性があります。

7. OK をクリックします。テストの結果を示すメッセージが表示されます。

メモ: 物理ポートが Chelsio iSCSI カードに存在する場合は、特定の IP アドレスへの最初の ping テストに失敗し、SendPing: 

No ARP entry for nn.nn.nn.nn, sending ARP now. Try again later. というエラーが表示されます。もう一
度 ping テストを実行して接続を確認します。

8. OK をクリックしてメッセージを閉じます。

関連リンク
iSCSI ポートのネットワーク接続のテスト

iSCSI フォールトドメインからのポートの削除
1 つ、または複数の iSCSI フロントエンドポートを再利用する前に、それらのポートが属しているフォールトドメインから削除します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブナビゲーションペインで、フォールトドメイン → iSCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで、フォールトドメインからのポートの削除 をクリックします。フォールトドメインからのポートの削除 ダイアログボックスが表示されま

す。
5. フォールトドメインから削除する iSCSI ポートごとにチェックボックスを選択し、OK をクリックします。

iSCSI フォールトドメインの削除
すべてのポートが削除されており、不要になっている場合は、iSCSI フォールトドメインを削除します。
前提条件
• Storage Center の iSCSI フロントエンド IO ポートは、レガシーモードに設定する必要があります。仮想ポートモードでは、フォールトドメインを

削除できません。
• フォールトドメインに iSCSI ポートが含まれていないことが必要です。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブナビゲーションペインで、フォールトドメイン → iSCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで 削除 をクリックします。フォールトドメインの削除 ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

iSCSI フォールトドメインの NAT ポートフォワーディングの設定
ポートフォワーディングを使用すると、パブリックネットワークまたは別のプライベートネットワーク上にある iSCSI イニシエータ（サーバーまたはリモート 
Storage Center）がネットワークアドレス変換（NAT）を実行するルーターの背後にあるプライベートネットワーク上の Storage Center iSCSI ポ
ートと通信できるようになります。
各 Storage Center iSCSI 制御ポートおよび物理ポートについては、固有のパブリック IP アドレスと TCP ポートのペアに宛先指定した接続を 
iSCSI ポートのプライベート IP アドレスと TCP ポートに転送するよう、NAT を実行するルーターを設定する必要があります。また、iSCSI ターゲット
制御ポートのリダイレクションが適切に機能することを確認するため、これらのポートフォワーディングルールを Storage Center フォールトドメインで
同時に設定する必要があります。フォールトドメインは、管理者のみが変更できます。

メモ: Storage Center iSCSI ポートがレガシーモードに設定されている場合、制御ポートのリダイレクションがないため、Storage 
Center でポートフォワーディングルールを定義する必要はありません。
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仮想ポートモードの iSCSI NAT ポート転送の要件
仮想ポートモードで iSCSI フォールトドメインに NAT ポートフォワーディングを設定するには、次の要件を満たしている必要があります。

• Storage Center の iSCSI 制御ポートおよび仮想ポートごとに、NAT を実行するルーターで固有のパブリック IP アドレスと TCP ポートのペアが
予約されている必要があります。

• 適切な Storage Center プライベートターゲットの iSCSI IP アドレスとプライベートポート（デフォルトでは TCP ポート 3260）に対する各パブ
リック IP アドレスとポートのペアを指定した接続を転送するように、Storage Center とパブリックネットワークの間で NAT を実行するルーターを
設定します。

iSCSI NAT ポート転送の設定例
この例では、ルーターは、パブリックネットワーク（1.1.1.60）上のサーバー（iSCSI イニシエータ）から、プライベートネットワーク（192.168.1.0/24）
上の Storage Center を切り離します。プライベートネットワーク上の Storage Center ターゲットポートと通信するには、サーバーから、ポート 
9000 および 9001 のルーター（1.1.1.1）が所有するパブリック IP アドレスに接続します。ルーターはこれらの接続を TCP ポート 3260 上の適切な
プライベート IP アドレス（192.168.1.50 および 192.168.1.51）に転送します。

図 26. iSCSI NAT ポートフォワーディングの図

1 iSCSI イニシエータ（サーバーまたはリモート Storage Center）

2 NAT/ ポートフォワーディングを実行しているルーター
3 Storage Center

iSCSI フォールトドメインの NAT ポート転送の設定
フォールトドメインに NAT ポートフォワーディングを設定して、制御ポートが正常にリダイレクトされるようにします。
前提条件
NAT とポートフォワーディングを実行するルーターは、指定のパブリック IP およびパブリックポート宛ての着信 iSCSI 接続を受信すると、プライベート 
Storage Center iSCSI IP アドレスおよびプライベートポート（デフォルトでは、TCP ポート 3260）に接続を転送します。
• Storage Center の iSCSI ポートを仮想ポートモードに設定する必要があります。
• Storage Center の iSCSI 制御ポートおよび仮想ポートごとに、NAT を実行するルーターで固有のパブリック IP アドレスと TCP ポートのペアが

予約されている必要があります。
• Storage Center とパブリックネットワークの間で NAT を実行するルーターは、各パブリック IP アドレスとポートのペア宛ての接続を適切な 

Storage Center プライベート iSCSI IP アドレスと適切なポート（デフォルトでは、TCP 3260）に転送するように設定する必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブナビゲーションペインで、フォールトドメイン → iSCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで、NAT ポートフォワーディングの設定 をクリックします。NAT ポートフォワーディングの設定 ダイアログボックスが開きます。
5. ポートフォワーディングの設定 領域で、Storage Center iSCSI ポートのポートフォワーディング情報を設定します。

a. 追加 をクリックします。iSCSI NAT ポートフォワーディングの作成 ダイアログボックスが開きます。
b. ポート名 ドロップダウンメニューから、iSCSI 制御ポートまたは物理ポートを選択します。

• 制御ポートには、フォールトドメインの名前を示すラベルが付いています。
• 物理ポートには、WWN を示すラベルが付いています。

c. パブリック IPv4 アドレス フィールドには、iSCSI イニシエータ（サーバーおよびリモートの Storage Center）が、Storage Center iSCSI 
ポートに到達するために通信するパブリックネットワーク上の IPv4 アドレスを入力します。
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d. パブリックポート フィールドには、iSCSI イニシエータが、Storage Center iSCSI ポートに到達するために通信するパブリックネットワーク
上の TCP ポートを入力します。

e. OK をクリックします。iSCSI NAT ポート転送の作成 ダイアログボックスが閉じます。
6. フォールトドメイン内の追加の iSCSI 制御ポートと物理ポートごとに、以上の手順を繰り返します。
7. パブリックネットワーク / イニシエータ 領域で、NAT を実行するルーターによって Storage Center から切り離されることから、Storage 

Center に到達するためにポートフォワーディングを必要とする iSCSI イニシエータの IP アドレスまたはサブネットを定義します。
a. 追加 をクリックします。iSCSI NAT イニシエータの設定の作成 ダイアログボックスが開きます。
b. パブリック IPv4 アドレス フィールドに、NAT ポートフォワーディングを必要とする iSCSI イニシエータまたはサブネットの IPv4 アドレスを入

力します。
c. サブネットマスク フィールドに、iSCSI イニシエータの IP アドレスまたはサブネットのサブネットマスクを入力します。

8. ポートフォワーディングを必要とする追加の iSCSI イニシエータ IP アドレスまたはサブネットごとに、以上の手順を繰り返します。
9. OK をクリックします。NAT ポートフォワーディングの設定 ダイアログボックスが閉じます。

iSCSI フォールトドメインの NAT ポート転送の変更
NAT ポートフォワーディングを変更して、ポートフォワーディングの設定を変更するか、ポートフォワーディングを必要とする iSCSI イニシエータとサブ
ネットを変更します。
前提条件
• Storage Center の iSCSI ポートを仮想ポートモードに設定する必要があります。
• Storage Center の iSCSI 制御ポートおよび仮想ポートごとに、NAT を実行するルーターで固有のパブリック IP アドレスと TCP ポートのペアが

予約されている必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブナビゲーションペインで、フォールトドメイン → iSCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで、NAT ポートフォワーディングの設定 をクリックします。NAT ポートフォワーディングの設定 ダイアログボックスが開きます。
5. ポートフォワーディングの設定 領域で、Storage Center の iSCSI ポートのポートフォワーディング情報を変更します。

• iSCSI ポートのポートフォワーディング情報を追加するには、追加 をクリックします。
• iSCSI ポートのポートフォワーディング情報を変更するには、ポートを選択し、編集 をクリックします。
• iSCSI ポートのポートフォワーディング情報を変更するには、ポートを選択し、削除 をクリックします。

6. パブリックネットワーク / イニシエータ 領域で、NAT を実行するルーターによって Storage Center から切り離されているため、Storage 
Center にたどり着くためにポートフォワーディングを必要とする iSCSI イニシエータの IP アドレスまたはサブネットを追加または変更します。
• iSCSI イニシエータの IP アドレスまたはサブネットを追加するには、追加 をクリックします。
• iSCSI イニシエータの IP アドレスまたはサブネットを変更するには、その IP アドレスまたはサブネットを選択し、編集 をクリックします。
• iSCSI イニシエータの IP アドレスまたはサブネットを削除するには、その IP アドレスまたはサブネットを選択し、削除 をクリックします。

7. OK をクリックします。NAT ポートフォワーディングの設定 ダイアログボックスが閉じます。

iSCSI フォールトドメインの CHAP の設定
チャレンジハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）認証が有効になっている場合、Storage Center はフォールトドメイン内の各 iSCSI イニシエータ
に共有シークレット（パスワード）のチャレンジを送信します。CHAP が有効である場合は、フォールトドメインに接続されているすべてのサーバーと
リモート Storage Center に適用されます。

メモ: iSCSI フォールトドメインに対して CHAP が有効である場合は、フォールトドメイン内のすべての iSCSI イニシエータ（サーバーお
よび Storage Center）が CHAP を使用するように設定する必要があります。CHAP を使用するように設定されていないすべての 
iSCSI イニシエータは、フォールトドメイン内の Storage Center iSCSI ポートと通信できなくなります。
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iSCSI フォールトドメイン内のサーバー用の CHAP の設定
チャレンジハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）認証が有効になっている場合、Storage Center が各 iSCSI イニシエータに共有シークレット（パ
スワード）のチャレンジを送付します。サーバーは、Storage Center ボリュームにアクセスするために正しい共有シークレットを提供する必要がありま
す。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブナビゲーションペインで、フォールトドメイン → iSCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで CHAP の設定 をクリックします。CHAP の設定 ダイアログボックスが開きます。
5. CHAP 有効 チェックボックスにチェックを付けます。
6. Storage Center への iSCSI 接続を開始するフォールトドメイン内の各サーバーの CHAP 設定を定義します。

a. 追加 をクリックします。リモート CHAP イニシエータの追加 ダイアログボックスが開きます。
b. iSCSI 名 フィールドに、リモートイニシエータの iSCSI 名を入力します。
c. リモート CHAP 名 フィールドに、リモートイニシエータの CHAP 名を入力します。
d. （双方向 CHAP のみ）ローカル CHAP シークレット フィールドに、リモートイニシエータがチャレンジを送信した場合に Storage Center

（ターゲット）が提供する必要がある共有シークレットを入力します。このシークレットは、双方向 CHAP がリモート iSCSI イニシエータで
有効になっている場合に必要です。

e. リモート CHAP シークレット フィールドに、Storage Center（ターゲット）がチャレンジを送信した場合にリモートイニシエータが提供する
必要がある共有シークレットを入力します。

f. OK をクリックして リモート CHAP イニシエータの追加 ダイアログボックスを閉じます。
7. OK をクリックして、CHAP の設定 ダイアログボックスを閉じます。
8. 定義した共有シークレットを使用するように各リモート iSCSI イニシエータを設定します。

iSCSI フォールトドメイン内のサーバの CHAP 設定の変更
サーバーの CHAP 設定を変更して、サーバーの 1 つまたは複数の共有シークレットを変更します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブナビゲーションペインで、フォールトドメイン → iSCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで CHAP の設定 をクリックします。CHAP の設定 ダイアログボックスが開きます。
5. リモート CHAP の構成 テーブルで、CHAP 構成を選択し、編集 をクリックします。リモート CHAP イニシエータの編集 ダイアログボックス

が表示されます。
6. 必要に応じてオプションを変更し、OK をクリックします。リモート CHAP イニシエータの編集 ダイアログボックスが閉じます。
7. OK をクリックして、CHAP の設定 ダイアログボックスを閉じます。

iSCSI フォールトドメイン内のサーバの CHAP 設定の削除
CHAP が有効な場合に Storage Center をターゲットにしないために、サーバーの CHAP 設定を削除します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブナビゲーションペインで、フォールトドメイン → iSCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで CHAP の設定 をクリックします。CHAP の設定 ダイアログボックスが開きます。
5. リモート CHAP 設定 の表で CHAP 設定を選択し、削除 をクリックします。CHAP 設定が表から削除されます。
6. OK をクリックして、CHAP の設定 ダイアログボックスを閉じます。

フォールトドメイン内の iSCSI レプリケーションの双方向 CHAP の有効化
iSCSI レプリケーションに対して双方向 CHAP が有効になっている場合は、ソースの Storage Center（イニシエータ）が宛先の Storage Center

（ターゲット）に対して共有シークレットのチャレンジを送信します。
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前提条件
CHAP はフォールトドメインに対して有効にする必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブナビゲーションペインで、フォールトドメイン → iSCSI を展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで CHAP の設定 をクリックします。CHAP の設定 ダイアログボックスが開きます。
5. 双方向 CHAP シークレット フィールドに共有シークレットを入力します。
6. OK をクリックします。

関連リンク
リモート Storage System の iSCSI 接続の設定

フォールトドメインを使用した SAS IO ポートのグループ化
フロントエンドポートは、コントローラが再起動するか、ポートに障害が発生した場合に、許可されたポートの移動を識別するフォールトドメインに分
類されます。同じフォールトドメインに属しているポートは、同じリソースに接続するため、相互にフェールオーバーすることができます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

SAS フォールトドメインの作成
SC4020 コントローラ でフェールオーバーの目的で SAS ポートをグループ化する SAS フォールトドメインを作成します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、フォールトドメイン を右クリックし、SAS フォールトドメインの作成 を選択します。
4. 名前 フィールドに、フォールトドメインの名前を入力します。
5. ポート の表で、フォールトドメインに追加する SAS ポートを選択します。

SAS ポートをフォールトドメインにペアリングする場合：

• 各コントローラから 1 つのポートを使用します。
• ペアリングしたポートが同じポート番号で、同じサーバに接続されていることを確認します。

6. OK をクリックします。

SAS フォールトドメインの削除
不要になった SAS フォールトドメインを削除します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、フォールトドメイン、SAS の順に展開し、フォールトドメインを選択します。
4. 右ペインで 削除 をクリックします。フォールトドメインの削除 ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

ディスクおよびディスクフォルダの管理
新しいディスクを追加し、ディスクフォルダ内のディスクを整理することで、ディスクを管理します。
より高いデータのニーズに対応するため、ディスクおよび エンクロージャを追加します。Storage Center に接続されているエンクロージャのサポート
対象の数は、使用するコントローラとエンクロージャによって異なります。
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ディスクの追加時は、以下に注意してください。

• ディスクを追加した後、追加容量はすぐには使用できません。Storage Manager に書き込みに使用する容量を割り当てる十分な時間があ
ることを確認してください。

• 特定のアプリケーションプログラム要件に対処するためだけの新規のディスクフォルダを作成します。2 つめのディスクフォルダを作成することによ
って、使用するストレージの効率性が低下する場合があります。

• 未割り当てディスクへのデータの書き込みはできません。
• 割り当て済み ディスクフォルダは、Storage Center の初期設定時に作成されます。未割り当てディスクの管理とは、ディスクを管理対象ディ

スクフォルダに移動することを意味します。
• Storage Manager で Federal Information Processing Standard（FIPS）140-2 認定の自己暗号化ドライブ（SED）が検出された場合、

それらのドライブは Secure Data 用にフォーマット化されます。

– 自己暗号化ドライブがライセンスされている場合、Storage Manager は Secure Data フォルダ内のディスクを管理できます。
– 自己暗号化ドライブがライセンスされていない場合、ディスクはセキュアでないドライブとして処理されますが、将来的にライセンスを購入す

れば、Secure Data ステータスにアップグレードできます。

SC7020、SC5020、および SCv3000 のディスク管理
Storage Center は、SC7020、SC7020F、SC5020、SC5020F および SCv3000 ストレージシステムのディスクを自動的に管理します。いずれ
かのストレージシステムを設定する際、Storage Center は、ディスクの機能に基づいてディスクをフォルダに整理します。FIPS 機能を持つドライブ
は、他のディスクとは別に個別のフォルダに管理されます。Storage Center によって新しいディスクが検出されると、そのディスクは適切なフォルダで
管理されます。
Storage Center は、ユーザーが新しいディスクフォルダを作成すると、自動ディスク管理機能を無効にします。ユーザーが作成したディスクフォルダ
を削除すると、自動ディスク管理機能が有効になります。自動ディスク管理機能は、Storage Center によって以前にリリースされたディスクを自動
的に管理することはありません。以前にリリースされたディスクを管理しようとしている場合は、そのディスクを手動で適切なフォルダに管理する必要
があります。

SCv2000 ストレージシステムでのディスク管理
SCv2000 シリーズコントローラを使用する Storage Center はディスクを自動的に管理し、ディスク管理オプションが制限されます。ディスクの追加
後、Storage Center が新しいディスクを認識し、必要に応じて新しいディスクフォルダを作成してから、そのディスクフォルダ内のディスクを管理しま
す。ディスクがテスト目的で意図的にダウン状態にされた後で削除された場合は、そのディスクを復元し、再びディスクフォルダで管理することができ
ます。
次のディスク管理オプションは、SCv2000 ストレージシステムでは使用できません。

• ディスクフォルダの作成
• ディスクのディスクフォルダへの追加
• ディスクスペアの管理

関連リンク
ディスクの復元

新規ディスクのスキャン
ディスクをスキャンして新しいディスクを認識し、それらのディスクをディスクフォルダに割り当てられるようにします。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ディスク ノードをクリックします。
4. ディスクのスキャン をクリックします。スキャンが完了すると、確認ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

ディスクフォルダの作成
ディスクフォルダの作成では、新規ディスクフォルダへの未割り当てディスクの管理と、ティアの冗長性の設定も行います。
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このタスクについて

メモ: ディスクフォルダを複数作成すると、ストレージが非効率的に使用される場合があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ディスク ノードをクリックします。
4. ディスクフォルダの作成 をクリックします。すべての管理対象外ディスクを示す ディスクフォルダの作成 ダイアログボックスが表示され、スペア

ディスクが指定されます。
5. 名前 フィールドに名前を入力します。
6. 管理対象となるディスクを選択するには、変更 をクリックします。
7. ティア冗長性を変更するには、ストレージタイプの作成 チェックボックスをクリックし、ティアごとの冗長性を必要に応じて変更します。

• シングル冗長 RAID レベルの場合は、冗長 を選択します。
• デュアル冗長 RAID レベルの場合は、デュアル冗長 を選択します。

8. OK をクリックします。

関連リンク
Secure Data ディスクフォルダの作成

ディスクフォルダの削除
すべてのディスクがフォルダから解放されており、フォルダが不要になった場合は、ディスクフォルダを削除します。
前提条件
ディスクフォルダにディスクが含まれていません。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ディスク ノードを展開します。
4. ディスクフォルダを選択する。
5. 削除 をクリックします。フォルダの削除 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

ディスクフォルダの変更
ディスクフォルダの 設定の編集 ダイアログボックスでは、フォルダ名の変更、注記の追加、またはストレージのアラートしきい値の変更を行うことがで
きます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ディスク ノードを展開し、ディスクフォルダを選択します。
4. 設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 次の属性を必要に応じて変更します。

• ディスクフォルダの名前を変更するには、名前 フィールドに名前を入力します。
• ディスクフォルダにメモを追加するには、メモ フィールドにテキストを入力します。
• しきい値警告を開始する残りのデータの割合を変更するには、ストレージのアラートしきい値 ドロップダウンメニューから値を選択しま

す。
• フォルダが Secure Data ディスクフォルダの場合は、再キー チェックボックスをクリックして、再キー オプションを有効または無効にします。
• フォルダが Secure Data ディスクフォルダの場合は、フィールドに値を入力して再キー間隔を指定します。

6. OK をクリックします。
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未割り当てディスクの管理
未割り当てディスクの管理 では、既存のディスクフォルダにディスクを割り当てます。ディスクの管理を行うには、RAID 再バランスが必要です。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ディスク を選択します。
4. 未割り当てディスクの管理 をクリックします。未割り当てディスクの管理 ダイアログボックスが表示されます。
5. ディスクフォルダ ドロップダウンメニューから、ディスクフォルダを選択します。
6. 割り当てられているディスクを変更するには、変更 をクリックします。
7. RAID の再バランスをスケジュールするには、次のいずれかのオプションを選択します。

• ディスクフォルダを作成した後に RAID の再バランスを開始するには、すぐに RAID 再バランスを実行する を選択します。
• 後で RAID の再バランスをスケジュールするには、RAID 再バランスのスケジュール を選択してから日時を選択します。

8. RAID の再バランスを省略するには、後で RAID 再バランスを開始する を選択します。

メモ: 使用可能なすべての容量を使用するには、RAID 再バランスを実行します。
9. OK をクリックします。

ディスクのインジケータライトの有効化または無効化
ドライブベイのインジケータライトによりドライブベイが識別されるため、エンクロージャ内で簡単にドライブベイを見つけることができます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、エンクロージャを展開し、ディスク を選択します。
4. 右ペインで、ディスクを選択し、インジケータのオン / オフ をクリックします。

ディスクの解放
ディスクは、エンクロージャから取り外す前に解放します。RAID 再バランスを実行した後、ディスクが完全に解放されます。
このタスクについて

メモ: 残りのディスクに再ストライプされたデータのために十分な空き領域がある場合を除き、ディスクフォルダからディスクを解放しな
いでください。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ディスク ノード、ディスクフォルダの順に展開します。
4. ディスクをクリックします。
5. ディスクの解放 をクリックします。ディスクの解放 ダイアログボックスが開き、解放するディスクが表示されます。
6. RAID 再バランスをスケジュールします。

• ディスクを解放した後で RAID の再バランスを開始するには、今すぐ RAID 再バランスを実行する を選択します。
• RAID 再バランスをスケジュールするには、RAID 再バランスのスケジュール を選択し、日時を選択します。

7. RAID の再バランスを省略するには、後で RAID 再バランスを開始する を選択します。
8. OK をクリックします。
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ディスクの解放のキャンセル
ディスクを解放した後で、データは RAID の再バランスが完了するまでディスク上に保持されます。RAID の再バランスが完了せず、データがディスク
上に引き続き存在する場合は、ディスクの解放をキャンセルします。解放をキャンセルすると、以前にディスクが割り当てられたディスクフォルダにディ
スクが再度割り当てられます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ディスク を展開します。
4. ディスクフォルダを展開し、解放とマークされたディスクを選択します。
5. ディスクの解放のキャンセル をクリックします。ディスクの解放のキャンセル ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

スケジュールの削除
ディスクを削除すると、Dell Storage Manager からそのディスクのオブジェクトが削除されます。ディスクのオブジェクトを削除する前に、ディスクをリリ
ースして、ディスクのデータを移動する必要があります。
前提条件
• ディスク障害が発生して、割り当てられたブロックがない。
• ディスクがエンクロージャから取り外されている。
• ディスクが削除されたエンクロージャにある場合は、そのエンクロージャを最初に削除する必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ディスク をクリックします。
4. ディスクフォルダを展開し、ディスクを選択します。
5. 削除 をクリックします。ディスクの削除 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

関連リンク
ディスクの復元

ディスクの復元
ディスクが故障すると、Storage Center はそのディスクを再度管理することを許可しません。テスト目的でディスクをダウンさせ、削除した場合は、
Storage Center がそのディスクを再度管理できるようにディスクを復元させることができます。
前提条件
• Storage Center は、バージョン 6.6 以降を実行している必要があります。
• ディスクは、ダウン状態でエンクロージャから取り外され、その後削除されている必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ディスク ノード、次に未割り当てのディスクフォルダを展開します。
4. ディスクをクリックします。
5. ディスクの復元 をクリックします。

ディスクの復元 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

Storage Center がディスクを復元し、それをディスクフォルダに追加します。
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故障したディスクの交換
故障したディスクの交換 ウィザードは、ディスクを識別し、そのディスクを交換するための手順を提供します。
前提条件
ディスクは停止状態である必要があります。
手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ナビゲーションペインの ディスク セクションを展開します。
3. 故障したディスクを選択します。故障したディスクの交換 をクリックします。

故障したディスクの交換 ウィザードが表示されます。
4. 故障したディスクを特定したら、次へ をクリックします。
5. 指示に従って、故障したディスクをエンクロージャから物理的に取り外します。次へ をクリックします。
6. すべての指示に従って、新しいディスクをエンクロージャに挿入します。次へ をクリックします。

Storage Center は、交換用ディスクの認識を試みます。
7. ディスクの交換が正常に行われると、Storage Center がそれを確定します。また、新しいディスクに関する情報も表示します。
8. 終了 をクリックしてウィザードを終了します。

Secure Data の管理
Secure Data は、自己暗号化ドライブ（SED）用のキー管理を使用した保存データの暗号化を可能にします。Secure Data を使用するには、
自己暗号化ドライブ機能のライセンスが必要です。

Secure Data の動作
Secure Data を使用して SED を管理するには、外部キー管理サーバが必要です。キー管理サーバが設定されていないか、利用できない場合、
Storage Center は SED を管理できますが、キー管理サーバが使用可能になり、設定されるまで SED はセキュリティ保護されず、この時点で保
護されます。

メモ: SED の取り外す前と SED を管理する後で、キー管理サーバのバックアップを作成します。

Storage Center の各 FIPS ディスクには、内部のメディア暗号化キー（MEK）が設定されています。このキーはディスクに常駐し、ディスクに書き
込まれたデータの暗号化と、ディスクから読み取られるデータの復号化を提供します。キーが破壊されると、ディスク上のデータがただちに永続的に
読み取り不可になる場合があり、このプロセスを crypto erase と呼びます。Secure Data フォルダに対して SED を追加したり、解放したりすると、
MEK が破壊され、新しいキーが生成されます。新しいキーを作成すると以前のデータはすべて失われますが、ディスクの再使用が可能になりま
す。

警告: FIPS SED を管理し、Secure Data フォルダに割り当てると、ディスク上の暗号化キーが破壊され、ディスク上の以前のデータ
が読み取り不能になります。

MEK と混同しないよう、Storage Center では、保存データの暗号化を提供するために独立した一連のキーを管理します。これらのキーは認証
局の資格情報と呼ばれます。これらのキーの目的は、任意の数のドライブを盗難から保護することです。Secure Data フォルダのセキュアドライブ
がシステムから取り外され、電源が切れると、ドライブがロックされカスタマデータは読み取り不能になります。

警告: Storage Center は、キーがドライブまたはキー管理サーバから削除された場合は、SED としての以前の管理対象ドライブを管
理できません。

カスタマデータを保持しながらドライブをアンロックする唯一の手段は、認証局の資格情報を使用してドライブを認証することであり、認証局の資
格情報は、セキュアなチャネルから関連キー管理サーバを正常に認証ことによってのみ取得できます。

ボリュームをディスクフォルダにコピー 操作を使用して、Secure Data フォルダから別のフォルダにボリュームをコピーします。格納先フォルダは、セキ
ュアフォルダまたは、ノンセキュアフォルダのいずれかです。
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電源がオフになった場合は、保存データを保護するために、Secure Data ディスクフォルダ内のすべての SED がロックされます（リセット時にロックが
有効な場合）。ドライブから電源がオフになった場合は、権限なしでドライブのロックを解除することはできません。

Secure Data ボリュームから非セキュアデータフォルダにレプリケートする場合、そのボリュームは Secure Data フォルダから取り出された後にセキュア
でなくなります。非 Secure Data ボリュームを Secure Data フォルダにレプリケートする場合、そのボリュームは、Secure Data フォルダにレプリケート
され、Data Progression が実行されるまでセキュアではありません。

キーサーバの設定
Secure Data フォルダで SED を管理する前に、Storage Center とキー管理サーバの間の通信を設定します。
前提条件
Storage Center には、自己暗号化ドライブのライセンスが必要です。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. Secure Data タブをクリックします。
4. ホスト名 フィールドに、キー管理サーバのホスト名または IP アドレスを入力します。
5. ポート フィールドに、キー管理サーバとの通信が開かれているポートの番号を入力します。
6. タイムアウト フィールドに、Storage Center がキー管理サーバへの再接続に失敗してから試みを停止するまでの秒数を入力します。
7. 別のキー管理サーバを追加するには、代替ホスト名 領域で別のキー管理サーバのホスト名または IP アドレスを入力し、追加 をクリックしま

す。
8. Storage Center の証明書を検証するために、キー管理サーバでユーザー名が必要とされる場合は、ユーザー名 フィールドに名前を入力し

ます。
9. Storage Center の証明書を検証するために、キー管理サーバでパスワードが必要とされる場合は、パスワード フィールドにパスワードを入

力します。
10. キー管理サーバの証明書を設定します。

a. キー管理サーバ証明書の設定 をクリックします。キー管理サーバ証明書の設定 ダイアログボックスが表示されます。
b. ルート CA 証明書 の横にある 参照 をクリックします。コンピュータ上の CA 証明書の場所に移動して証明書を選択します。
c. コントローラ（複数可）の証明書フィールドの横にある参照 をクリックします。お使いのコンピュータのコントローラ証明書の場所に移動

し、その証明書を選択します。
d. OK をクリックします。

11. OK をクリックします。

キーサーバの設定後、サーバ接続 ステータスが Storage Center の設定の編集 ダイアログボックスで 動作中 と表示されます。

ディスクフォルダの再キー間隔の設定
セキュアディスクフォルダの再キー間隔を指定します。その間隔で、フォルダ内の各ディスクで再キーがトリガされます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ディスク ノードをクリックします。
4. セキュアディスクフォルダの名前を右クリックし、設定の編集 を選択します。

ディスクフォルダ設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. 再キー オプションが有効になっていない場合は、チェックボックスを選択して有効にします。
6. 再キー間隔 フィールドに値を入力して、フォルダ内の各ディスクで再キーがトリガされるまでの時間の間隔を指定します。
7. OK をクリックします。
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ディスクフォルダの再キー
セキュアディスクフォルダでのオンデマンドの再キーを実行します。
前提条件
ディスクまたはディスクフォルダをセキュアディスクとして有効にする必要があります。
手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ディスク ノードをクリックします。
4. セキュアディスクフォルダまたは特定のディスクの名前を右クリックし、ディスクフォルダの再キー を選択します。

確認ボックスが開きます。
5. OK をクリックします。

ディスクの再キー 
セキュアディスクのオンデマンドの再キーを実行します。
前提条件
ディスクまたはディスクフォルダがセキュアディスクのディスクとして有効になっている必要があります。
手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ディスク ノードをクリックします。
4. セキュアディスクのディスクの名前を右クリックし、ディスクの再キー を選択します。

確認のボックスが開きます。
5. OK をクリックします。

ディスクフォルダへのボリュームのコピー
ボリュームを 1 つのセキュアディスクフォルダから別のフォルダにコピーします。ターゲットフォルダにはセキュアフォルダをまたはセキュリティで保護されてい
ないフォルダのいずれかを選択できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ディスク ノードをクリックします。
4. セキュアディスクフォルダの名前を右クリックし、ディスクフォルダへのボリュームのコピーを選択します。

ディスクフォルダへのボリュームのコピー ダイアログボックスが開きます。
5. ディスクフォルダ名の横にあるチェックボックスを選択してソースボリュームを選択します。
6. ドロップダウンメニューを使用してコピー先のディスクフォルダを選択します。
7. OK をクリックします。

Secure Data ディスクフォルダの作成
Secure Data フォルダには、FIPS 準拠の SED のみ含めることができます。ディスクフォルダの作成 ダイアログボックスには、Storage Manager が管
理対象外の SED を認識し、自己暗号化ドライブのライセンスを保有している場合に Secure Data フォルダオプションが表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ディスク ノードをクリックします。
4. ディスクフォルダの作成 をクリックします。
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ディスクフォルダの作成 ダイアログボックスが表示されます。ダイアログボックスに、管理対象外のすべてのディスクが表示され、スペアディスクが
指定されます。

5. Secure Data フォルダとして作成 チェックボックスをオンにします。

メモ: Secure Data フォルダを作成するには、すべての非 SED を管理対象外ディスクテーブルから削除する必要があります。
6. 名前 フィールドに名前を入力します。
7. 管理対象ディスクを変更するには、変更 をクリックします。
8. ティア冗長性を変更するには、ストレージタイプの作成 チェックボックスを選択し、次にティアごとの冗長性を必要に応じて変更します。

• シングル冗長 RAID レベルの場合は、冗長 を選択します。
• デュアル冗長 RAID レベルの場合は、デュアル冗長 を選択します。

9. OK をクリックします。

データ冗長性の管理
ティア冗長性の変更、ストレージタイプの作成、または RAID の再バランスにより、データの冗長性を管理します。

RAID の管理
ティア冗長性の変更、またはディスクの追加 / 削除は、ディスク間でデータが不均等に分散される原因となり得ます。RAID の再バランスは、ディ
スクフォルダ内のディスク全体にデータを再分散します。

RAID の再バランス
RAID の再バランスでは、ストレージタイプに応じてディスク上にデータが再分散されます。ディスクフォルダからディスクを解放した後、ディスクに不具
合が生じた後、またはディスクを追加した後は、RAID の再バランスを行います。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ディスク ノードを選択します。
4. RAID の再バランス をクリックします。RAID の再バランス ダイアログボックスが表示されます。RAID の再バランスが必要である場合は、ダイ

アログボックスに RAID 再バランスオプションが表示されます。
5. すぐに RAID 再バランスを実行する を選択します。
6. OK をクリックします。

RAID 再バランスのキャンセル
RAID 再バランスをキャンセルして、進行中の RAID 再バランスを停止します。キャンセルした後も、Storage Manager から RAID 再バランスが推
奨されます。
このタスクについて

メモ: RAID 再バランスパスが完了した後で停止します。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ディスク ノードを選択します。
4. RAID の再バランス をクリックします。RAID 再バランス ダイアログボックスが表示されます。
5. 再バランスの停止 をクリックします。再バランスが停止した後で、確認ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

Storage Center のメンテナンス 293



RAID 再バランスのスケジュール
後ですべてのディスク上のデータを再構築するために、RAID 再バランスをスケジュールします。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ディスク を選択します。
4. RAID の再バランス をクリックします。RAID 再バランス ダイアログボックスが表示されます。RAID 再バランスが必要な場合は、RAID 再バラ

ンスオプションがダイアログボックスに表示されます。
5. RAID 再バランスのスケジュール を選択します。
6. 日付と時刻を選択します。
7. OK をクリックします。

RAID 再バランスのステータスの確認
RAID 再バランス には、進行中の RAID 再バランスのステータスが表示され、再バランスが必要かどうかが示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ディスク ノードをクリックします。
4. RAID の再バランス を選択します。RAID 再バランス ダイアログボックスには、RAID 再バランスのステータスが表示されます。

ストレージタイプの管理
ストレージタイプによって、Data Progression でディスクフォルダ内のデータをどのように移動するかが決まります。ディスクフォルダごとに、対応するス
トレージタイプがあります。

メモ: ティア冗長性の変更には、RAID の再バランスの完了が必要で、十分なディスク空き容量がディスクフォルダ内で使用可能にな
らない限り、実行することができません。

ストレージタイプの作成
ストレージタイプを作成すると、各ティアの冗長性レベルが設定され、ストレージタイプがディスクフォルダに割り当てられます。
前提条件
SCv2000 は、新しいストレージタイプの作成をサポートしません。
このタスクについて

メモ: 1 つのディスクフォルダに複数のストレージタイプを割り当てないでください。1 つのディスクフォルダに複数のストレージタイプが割
り当てられた場合は、Data Progression が意図したとおりに実行されないことがあります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ストレージタイプ をクリックします。
4. ストレージタイプの作成 をクリックします。ストレージタイプの作成 ダイアログボックスが開きます。
5. ディスクフォルダ ドロップダウンメニューからディスクフォルダを選択します。
6. 冗長性タイプを選択します。

• 冗長ストレージタイプを作成する場合は、冗長 を選択します。
• 非冗長ストレージタイプを作成する場合は、非冗長 を選択します。

7. 冗長ストレージタイプの場合は、必要に応じて、ティアごとの冗長性を変更します。
• シングル冗長 RAID レベルの場合は、冗長 を選択します。
• デュアル冗長 RAID レベルの場合は、デュアル冗長 を選択します。

8. データページサイズ を選択します。
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9. OK をクリックします。

ティア冗長性の変更
ティア冗長性を変更して、ストレージタイプにおける各ティアの冗長性レベルを変更します。ティア冗長性を変更した後、新しい RAID レベルにデー
タを移動するには、RAID 再バランスが必要です。
このタスクについて

メモ: ティアに RAID 再バランスのために十分な容量がない場合は、ティア冗長性を変更しないでください。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ストレージタイプ を展開してからストレージタイプをクリックします。
4. ティア冗長性の変更 をクリックします。ティア冗長性の変更 ダイアログボックスが開きます。
5. 必要に応じて、各ティアの冗長性を変更します。

• シングル冗長 RAID レベルの場合は、冗長 を選択します。
• デュアル冗長 RAID レベルの場合は、デュアル冗長 を選択します。

6. OK をクリックします。RAID 再バランスが開始されます。

ディスクエンクロージャの管理
Storage Manager はエンクロージャの名前変更、資産タグの設定、ディスクエンクロージャ内の交換可能ハードウェアモジュールの交換ステータス
のクリア、アラームのミュート、温度センターのリセット、および Storage Center からのエンクロージャの削除を行うことができます。

エンクロージャの追加
このステップ・バイ・ステップのウィザードは、システムに新しいエンクロージャを追加する手順全体をガイドします。
前提条件
このウィザードは、SCv2000 シリーズおよび SCv3000 シリーズアレイでのみ使用できます。この手順は、コントローラを停止させることなく実行でき
ます。
手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ナビゲーションペインで、エンクロージャ を選択します。
4. エンクロージャの追加 をクリックします。

新しいエンクロージャの追加 ウィザードが開きます。
5. 現在の取り付け詳細を確認し、次へ をクリックしてケーブル配線を検証します。

ケーブル配線が間違っている場合、エラーメッセージが表示されます。エラーが修正され、検証されると、次の手順に進むことができます。
6. プロンプトが表示されたら、エンクロージャのタイプを選択して 次へ をクリックします。
7. 指示に従って新しいエンクロージャにディスクを挿入し、そのエンクロージャの電源を入れます。操作が完了したら 次へ をクリックします。
8. 表示された場合は、指示に従って、A 側のチェーンケーブルを既存のエンクロージャから取り外します。
9. 次へ をクリックします。
10. 表示される指示に従って、A 側チェーンケーブルを新しいエンクロージャに接続します。次へ をクリックしてケーブル接続を検証します。

エンクロージャが検出できない場合は、エラーが表示されます。ケーブル配線が検証されると、次の手順に進むことができます。
11. 表示された場合は、指示に従って、B 側のチェーンケーブルを既存のエンクロージャから取り外します。
12. 次へ をクリックします。
13. 表示される指示に従って、B 側チェーンケーブルを新しいエンクロージャに接続します。
14. 次へ クリックして、ケーブル配線を検証します。

エンクロージャが検出できない場合は、エラーが表示されます。ケーブル配線が検証されると、次の手順に進むことができます。
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15. 終了 をクリックしてウィザードを終了します。

エンクロージャの削除
このウィザードでは、コントローラを停止させることなくシステムからエンクロージャを取り外す手順を示します。
前提条件
• このウィザードは、SCv2000 シリーズコントローラでのみ使用できます。
• このオプションは、Storage Center にエンクロージャを削除する機能があり、選択したエンクロージャ内のすべてのディスクからデータが削除され

ている場合にのみ表示されます。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ナビゲーションペインで、エンクロージャ セクションを展開します。取り外すエンクロージャを選択します。
4. エンクロージャの取り外し をクリックします。

エンクロージャの取り外し ウィザードが表示されます。
5. 現在のインストールの詳細を確認し、次へ をクリックします。
6. Storage Center 内のエンクロージャの位置を確認し、次へ をクリックします。
7. 指示に従って、エンクロージャを Storage Center に接続している A 側チェーンケーブルを取り外します。次へ をクリックします。
8. 指示に従って A 側チェーンケーブルを再接続し、エンクロージャを除外します。次へ をクリックします。
9. 指示に従って、エンクロージャを Storage Center に接続している B 側チェーンケーブルを取り外します。次へ をクリックします。
10. 指示に従って B 側チェーンケーブルを再接続し、エンクロージャを除外します。次へ をクリックしてケーブル接続を検証し、エンクロージャを削

除します。
ケーブル接続が無効である場合、エラーメッセージが表示されます。エラーが修正され、検証されると、次の手順に進むことができます。

11. 終了 をクリックしてウィザードを終了します。

エンクロージャの交換
エンクロージャの交換ウィザードは、ストレージシステム内のエンクロージャの交換手順全体をガイドします。
前提条件
• コントローラを停止する必要があります。
• SCv2000 シリーズコントローラでのみ使用できます。
• 選択したエンクロージャ内のすべてのディスクからデータが解放されていて、エンクロージャの交換が可能な状況にある場合にのみ使用できま

す。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア ビューをクリックします。
3. ナビゲーションペインで エンクロージャ を展開します。交換するエンクロージャを選択します。
4. エンクロージャの交換 をクリックします。

エンクロージャの交換 ウィザードが表示されます。
5. 次へ をクリックして、サービスを中断することの警告を受け入れます。
6. ラック内でエンクロージャを見つけるための手順に従います。
7. Next（次へ） をクリックします。
8. すべての手順に従って、エンクロージャからディスクを削除します。
9. Next（次へ） をクリックします。
10. エンクロージャを Storage Center から取り外します。
11. Next（次へ） をクリックします。
12. 手順に従って、エンクロージャにディスクを追加します。
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13. Next（次へ） をクリックします。
14. 手順に従って、A 側チェーンを接続します。
15. Next（次へ） をクリックします。

ウィザードが、エンクロージャが接続されていることをチェックします。
16. 手順に従って、B 側チェーンを接続します。
17. Next（次へ） をクリックします。

ウィザードがケーブル接続を検証します。
18. 終了 をクリックしてウィザードを終了します。

ディスクエンクロージャの名前変更
他のディスクエンクロージャと区別するために、ディスクエンクロージャの表示名を変更します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、エンクロージャを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 名前 フィールドに、エンクロージャの新しい名前を入力します。
6. OK をクリックします。

ディスクエンクロージャの資産タグの設定
エンクロージャの資産タグを使用すると、会社レコードに対応する特定のコンポーネントを識別できます。Storage Manager ではサポートされてい
るエンクロージャの資産タグを設定できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、エンクロージャを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 資産タグ フィールドに、エンクロージャの資産タグを入力します。
6. OK をクリックします。

エンクロージャの削除
エンクロージャが Storage Center から物理的に取り外される場合は、エンクロージャを削除します。
前提条件
• ディスクを解放し、RAID の再バランスを実行して、エンクロージャからすべてのデータを消去する必要があります。
• エンクロージャは停止する必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、エンクロージャを選択します。
4. 右ペインで エンクロージャの削除 をクリックします。エンクロージャの削除 ダイアログボックスが表示されます。

メモ: そのエンクロージャ内に現在ディスクが存在しない場合、ダイアログは表示されません。エンクロージャは確認が要求される
ことなく削除されます。

5. OK をクリックします。
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エンクロージャのアラームのミュート
エンクロージャのアラームをミュートにして音が鳴らないようにします。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、エンクロージャの下の 可聴アラーム を選択します。
4. 右ペインで、可聴アラームを右クリックし、ミュートの要求 を選択します。

エンクロージャアラームのミュート解除
エンクロージャアラームをミュート解除して、音が鳴るようにします。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、エンクロージャの下の 可聴アラーム を選択します。
4. 右ペインで可聴アラームを右クリックし、ミュート解除の要求 を選択します。

エンクロージャ冷却ファンの交換ステータスのクリア
エンクロージャ冷却ファンの交換ステータスをクリアして、交換されたことを確認します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、冷却ファンセンサー を選択します。
4. 右ペインで冷却ファンを選択し、交換クリアの要求 をクリックします。

エンクロージャ IO Module の交換ステータスのクリア
エンクロージャ IO Module の交換ステータスをクリアすることで、交換されたことを確認します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、IO Module を選択します。
4. 右ペインで IO Module を選択し、交換クリアの要求 をクリックします。

エンクロージャ電源装置の交換ステータスのクリア
エンクロージャ電源装置の交換ステータスをクリアして、交換されたことを確認します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、電源装置 を選択します。
4. 右ペインで、電源装置を選択して 交換クリアの要求 をクリックします。

故障した電源装置の交換
このウィザードでは、Storage Center 内のエンクロージャで故障した電源装置を交換する手順を示します。
前提条件
このウィザードは SCv2000 シリーズでのみ使用でき、コントローラを停止させることなく実行することが可能です。
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手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ナビゲーションウィンドウで エンクロージャ を展開します。故障した電源装置があるエンクロージャを選択し、電源装置 を選択します。
3. 電源装置の交換 をクリックします。

故障した電源装置の交換 ウィザードが表示されます。
4. ウィザードでグラフィックを参照し、故障した電源装置の場所を特定します。次へ をクリックします。
5. 指示に従って、故障した電源装置を取り外します。次へ をクリックします。
6. 指示に従って、交換用の電源装置を挿入します。次へ をクリックして交換を確認します。

この検証に失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。エラーが修正され、検証されると、次の手順に進むことができます。
7. 終了 をクリックしてウィザードを終了します。

電源装置の電圧不足ステータスのクリア
エンクロージャ電源装置の電圧不足ステータスをクリアすることで、そのステータスを認識していることを確認します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、電源装置 を選択します。
4. 右ペインで電源装置を選択し、DC 電圧不足クリアの要求 をクリックします。

温度センサーの交換ステータスのクリア
温度センサーを含むコンポーネントが交換されると、温度センサーの交換ステータスが設定されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、温度センサー を選択します。
4. 右ペインでセンサーを右クリックし、Request Swap Clear（交換クリアの要求） をクリックします。

温度センサーの最小および最大記録値のクリア
温度センサーの記録された最小値と最大値をクリアしてリセットします

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、温度センサー を選択します。
4. 右ペインでセンサーを右クリックして、最小 / 最大温度クリアの要求 をクリックします。

故障した冷却ファンセンサーの交換
このステップバイステップのウィザードは、コントローラを停止させることなく Storage Center 内のエンクロージャで故障した冷却ファンセンサーを交換
する手順全体をガイドします。
前提条件
このウィザードは、SCv2000 シリーズでのみ使用できます。
手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ナビゲーションウィンドウで エンクロージャ を展開します。故障した冷却ファンセンサーがあるエンクロージャを選択し、温度センサー を選択し
ます。

3. 故障した冷却ファンセンサーの交換 をクリックします。
故障した冷却ファンセンサーの交換 ウィザードが表示されます。

4. ウィザードでグラフィックを参照し、故障した冷却ファンセンサーの場所を確認します。次へ をクリックします。
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5. 指示に従って、エンクロージャから電源装置を取り外します。次へ をクリックします。
6. 指示に従って、交換用の電源装置を挿入します。次へ をクリックして交換を確認します。

この検証に失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。エラーが修正され、検証されると、次の手順に進むことができます。
7. 終了 をクリックしてウィザードを終了します。

ディスクのインジケータライトの有効化または無効化
ドライブベイのインジケータライトによりドライブベイが識別されるため、エンクロージャ内で簡単にドライブベイを見つけることができます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、エンクロージャを展開し、ディスク を選択します。
4. 右ペインで、ディスクを選択し、インジケータのオン / オフ をクリックします。

ディスクの交換ステータスのクリア
ディスクの交換ステータスをクリアして、交換されていることを確認します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、ディスク を選択します。
4. 右ペインでディスクディスクの交換ステータスのクリアを選択し、交換クリアの要求 をクリックします。

Storage Center コントローラの管理
Storage Manager は、Storage Center のコントローラを保持および管理するのに役立ちます。
Storage Manager は、コントローラの追加、故障したコントローラの交換、故障した冷却ファンセンサーの交換、および電源装置の交換の手順を
示します。

コントローラの追加
このウィザードでは、新規のコントローラをストレージシステムに追加する手順を示します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ナビゲーションペインで、コントローラ を選択します。
4. コントローラの追加 をクリックします。

新しいコントローラの追加 ウィザードが表示されます。
5. 現在のインストールの詳細を確認し、次へ をクリックします。
6. コントローラを既存のエンクロージャに挿入します。次へ クリックして、インストールを検証します。
7. 終了 をクリックしてウィザードを終了します。

故障したコントローラの交換
このウィザードでは、コントローラを余分に停止させることなく Storage Center 内の故障したコントローラを交換する手順を示します。
前提条件
このウィザードは、SCv2000 シリーズコントローラでのみ使用できます。
手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ナビゲーションペインで、コントローラ を展開します。故障したコントローラを選択します。
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4. 故障したコントローラの交換 をクリックします。
故障したコントローラの交換 ウィザードが表示されます。

5. 故障したコントローラを特定するには、ウィザードにあるグラフィックを参照してください。次へ をクリックします。
6. 指示に従って、故障したコントローラからバッテリを取り外します。次へ をクリックします。
7. 指示に従って、故障したコントローラを Storage Center から取り外します。次へ をクリックします。
8. 故障したコントローラから新しいコントローラにバッテリを挿入します。次へ をクリックします。
9. 指示に従って、新しいコントローラを Storage Center に挿入します。次へ をクリックして、取り付けを検証します。

取り付けに失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。エラーが修正され、検証されると、次の手順に進むことができます。
10. 終了 をクリックしてウィザードを終了します。

コントローラインジケータライトの有効化または無効化
ラック内のコントローラを見つけやすくするために、コントローラインジケータライトを有効にします。
前提条件
• コントローラは、Storage Center バージョン 6.7 以降で実行されている必要があります
• SC 8000 または SC 9000 ストレージコントローラのみ

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. Hardware（ハードウェア） タブをクリックして、コントローラを選択します。
3. 右ペインで、 Indicator On（インジケータオン） をクリックします。
4. コントローラインジケータライトを無効にするには、 Indicator Off（インジケータオフ） をクリックします。

故障した冷却ファンセンサーの交換
このステップバイステップのウィザードは、コントローラを停止させることなく Storage Center 内のエンクロージャで故障した冷却ファンセンサーを交換
する手順全体をガイドします。
前提条件
このウィザードは、SCv2000 シリーズでのみ使用できます。
手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ナビゲーションウィンドウで エンクロージャ を展開します。故障した冷却ファンセンサーがあるエンクロージャを選択し、温度センサー を選択し
ます。

3. 故障した冷却ファンセンサーの交換 をクリックします。
故障した冷却ファンセンサーの交換 ウィザードが表示されます。

4. ウィザードでグラフィックを参照し、故障した冷却ファンセンサーの場所を確認します。次へ をクリックします。
5. 指示に従って、エンクロージャから電源装置を取り外します。次へ をクリックします。
6. 指示に従って、交換用の電源装置を挿入します。次へ をクリックして交換を確認します。

この検証に失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。エラーが修正され、検証されると、次の手順に進むことができます。
7. 終了 をクリックしてウィザードを終了します。

バックエンドポートの設定
デフォルトバックエンドポートの設定の生成 ダイアログボックスを使用して、CT-SC040 または SC8000 コントローラにバックエンドポートを設定しま
す。ポートを設定した後は、エンクロージャの接続に使用できます。
前提条件
• CT-SC040、SC8000、または SC9000 コントローラのみをサポートします。
• 以前、Storage Center の設定中には、バックエンドポートは設定されませんでした。
• エンクロージャは、ポートに接続されている必要があります。
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手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、フォールトドメイン をクリックします。
4. デフォルトバックエンドポートの設定の生成 をクリックします。

デフォルトバックエンドポートの設定の生成 ダイアログボックスが表示され、すべての SAS ポートの状態が表示されます。
5. 完了 をクリックして、アップ ステータスのすべての SAS ポートをバックエンドポートとして設定します。

IO カード変更の管理
Configure IO Card Changes（IO　カード変更の設定）ウィザードは、Storage Center コントローラ内の　IO　カードを移動、交換、アップグレー
ド、または再利用するタスクを容易にします。物理　IO　カードの変更が行われた後に、ウィザードを使用して、ポートごとに　IO　カードハードウェア
の変更を設定します。ウィザードは通常、IO　カードまたはコントローラのアップグレード時に使用されます。
各ローカルポートに対して、以下を指定することができます。

• IO　カードを既存の設定にリンクするかどうか
• IO カードが新規のハードウェアかどうか
• 取り外された　IO　カードの設定を削除するかどうか

ウィザードは次のアクションを案内します。

• IO カードと既存のポート設定の関連付け
• どの IO カードが新規のハードウェアであるかの表示
• 取り外された IO カードの設定の削除

ウィザードを使用する前に、以下に注意する必要があります。

• 変更は、認定インストーラによって実行するか、Dell Technical Support のサポートを受けて実行する必要があります。
• 少なくとも 1 つのバックエンドポートが元の位置に残っている必要があります。
• 変更を有効にするには、コントローラの再起動が必要です。
• コントローラが交換されて、すべてのハードウェア設定の変更が完了するまで、どのポートも再バランスしないでください。

ハードウェア変更の計画
起動時に、Storage Center はバックエンドターゲットで設定を検索します。コントローラは設定情報なしに起動できないので、コントローラ交換手
順中はバックエンドアクセスを維持する必要があります。これには、次の　2　つの方法があります。

• 新しいハードウェア設定で、古いハードウェア設定と同様に定義され、接続された少なくとも 1 つの共有バックエンドスロット / ポートを維持しま
す。

• 新規のハードウェア設定で　undefined　となっているポートにバックエンドを接続します。Storage Center は、スロット　/　ポートに 
undefined　のマークが付いている場合でも、iSCSI　ターゲットを検出し、ドライブから起動設定を取得できます。

適切なバックエンドスロット / ポートが認識されている場合は、この情報をポート使用状況ワークシートに記録して、アップグレードプロセスを続行
します。

ハードウェアの変更
ハードウェアの変更には、次の一般的なタスクを伴います。特定の変更の詳しい手順については、アップグレードマニュアルを参照してください。

1. コントローラの電源を切り、電源プラグを抜きます。これによって再配線が容易になり、ダウンタイムが軽減されます。デュアルコントローラの 
Storage Center　では、2　台目のコントローラが Storage Center　のすべての機能を引き継ぎ、システムの停止を防止します。

2. 影響を受けるカードのケーブルを記録およびタグ付けします。
3. IO カードのケーブルを外します。
4. IO カードを交換、移動、または取り外して、ポート使用状況ワークシートに記録したように再接続します。
5. コントローラの電源プラグを差し込み、電源を入れます。
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IO カード変更の管理
Storage Center コントローラで IO カードを変更すると、IO カード変更の設定 ウィザードによって古いポート設定が新規または変更後のポートに
適用されます。変更には、IO カードの交換、別の PCI スロットへの IO カードの移動、および IO カードの取り外しが含まれます。IO カード変更の
設定 ウィザードを使用して、新規または変更後の IO カードポートに既存の IO カードポート設定を適用します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブの通知バナーで、IO カード変更の設定 をクリックします。IO カード変更の設定 ウィザードが表示されます。

メモ: 他のコントローラに設定を移動するため、コントローラを再起動する必要がある場合は、IO カード変更の設定 ウィザードに
コントローラを再起動するオプションが表示されます。

3. （オプション）コントローラの再起動 をクリックします。
4. Next（次へ） をクリックします。
5. Fibre Channel、iSCSI、または SAS テーブルから、変更されたポートを識別します。
6. カードの場所 ドロップダウンメニューから、ポート設定を選択します。
7. 終了 をクリックします。

Storage Center への UPS の追加
無停電電源装置（UPS）は Storage Center に電源冗長性を与えます。Storage Center に UPS が追加されると、Storage Manager に UPS 
のステータスが表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. 右ペインで、アクション → UPS → UPS の作成 を選択します。
UPS の作成 ダイアログボックスが開きます。

3. IPv4 アドレス フィールドに、UPS の IP アドレスを入力します。
4. コミュニティ文字列 フィールドに、UPS で設定したコミュニティ文字列を入力します。デフォルトでは パブリック です。
5. UPS タイプ ドロップダウンメニューから、UPS のブランドを選択します。
6. OK をクリックします。

Storage Center のアップデート
Storage Center に直接接続されている、または Data Collector に接続されている Dell Storage Manager Client を使用して、Storage Center 
を最新バージョンにアップデートします。Dell Storage Manager Client を使用したアップデートには、SupportAssist が有効になっている、または 
Storage Center Update Utility が必要となります。Storage Center Update Utility の詳細については、『Using the Storage Center Update 
Utility』（Storage Center Update Utility の使用）を参照してください。
Dell Storage Manager Client が、Data Collector によって管理されているすべての Storage Center の現在のアップデートステータスを サマリ タ
ブに 表示します。

Storage Center ソフトウェアのアップデート
Storage Center ソフトウェアは、Storage Center または Data Collector に直接接続されている Dell Storage Manager Client を使用してアップ
デートします。
前提条件
• SupportAssist が有効になっている、または Storage Center Update Utility が設定されている必要があります。
• このオプションは、Storage Center バージョン 6.6 以降で使用できます。

このタスクについて
以下のダイアログに表示されるオプションは、アップデートのタイプによって決定されます。
手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで、アクション → システム → アップデートのチェック をクリックします。
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Storage Center のアップデート ダイアログボックスが表示され、アップデートがチェックされます。
3. アップデートアクションの選択：

• 今すぐダウンロードしてインストール を選択して、ただちにアップデートをダウンロードして適用します。
• 今すぐダウンロードし、後でインストール を選択して、ただちにアップデートをダウンロードし、後でインストールします。

4. インストールタイプの選択：

• サービスに影響するものを含むすべてのアップデートを適用するには、すべてのアップデートを適用する を選択します。
• サービスに影響を与えないアップデートを必要なコンポーネントに適用するには、必要なコンポーネントに適用する — サービスに影響し

ない を選択します。
• すべてのアップデートを必要なコンポーネントに適用するには、必要なコンポーネントに適用する — サービスに影響する を選択します。
• サービスに影響しないアップデートのみを適用するには、サービスに影響を与えないアップデートを適用する を選択します。

メモ: サービスに影響するインストールタイプでは、コントローラを停止させる必要があります。サービスは中断されます。
5. OK をクリックします。
6. （オプション）すべてのアップデートを適用、および 今すぐダウンロードしてインストール を選択する場合、アップデートのダウンロードとイン

ストールの確認 ダイアログが表示されます。続行するには、Storage Center の管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
Storage Center のアップデート ダイアログが表示されます。このダイアログボックスにはインストールプロセスの詳細が表示され、これらの詳
細は 30 秒ごとにアップデートされます。これは、サマリ タブ、および Storage Center 詳細のアップデートステータス列にも青色のメッセージバ
ーとして表示されます。アップデートが失敗する場合は、再試行 をクリックして中断されたプロセスを再開します。

7. OK をクリックします。
アップデートがサービスに影響を与える場合、Storage Manager と Storage Center の間の接続は失われます。

Storage Center Update Utility の使用
Storage Center Update Utility は、インターネットが接続ない、または Dell SupportAssist が無効になっている場合に、Storage Center のアッ
プデートサーバとして機能します。Storage Center ソフトウェアのアップデートに Storage Center Update Utility を使用するには、このユーティリテ
ィをインストールし、アップデートパッケージをロードして、サービスを開始します。次に、Storage Center が Storage Center Update Utility を使用
するよう設定されている場合は、手動でアップデートをチェックし、Storage Center ソフトウェアをアップデートします。Storage Center が Storage 
Center Update Utility を使用するように設定されている場合は、アップデートを手動でチェックする必要があります。
Storage Center Update Utility のインストールと設定の詳細については、『Dell Storage Center Update Utility Administrator’s Guide』（Dell 

Storage Center Update Utility 管理者ガイド）を参照してください。

メモ: Dell Storage Center Update Utility は、バージョン 6.6 以降から Storage Center のアップデートをサポートします。

Storage Center Update Utility を使用するための Storage Center の設定
Storage Center がインターネットに接続されていない場合は、アップデートのチェック時に Storage Center Update Utility を使用するように 
Storage Center を設定します。Storage Center が Storage Center Update Utility からアップデートを受け取るには、Storage Center ディスト
リビューションがロードされ、Storage Center Update Utility が実行されている必要があります。
前提条件
• SupportAssist を無効にする必要があります。
• Storage Center Update Utility がセットアップされている必要があります。
• Storage Center は、バージョン 6.6 以上を実行している必要があります。
• Storage Center をアップデートするには、Storage Center Update Utility が実行されている必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center を選択します。
3. 設定の編集 をクリックします。

Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. Dell SupportAssist タブをクリックします。
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5. Storage Center をアップデートするためのアップデートの設定 で、有効 チェックボックスを選択します。
6. Update Utility のホストまたは IP アドレス フィールドに、Storage Center Update Utility の IP アドレスを入力します。
7. Update Utility ポート フィールドに、Storage Center Update Utility のポートを入力します。
8. OK をクリックします。

Storage Center のシャットダウンと再起動
Storage Center を再起動またはシャットダウンすると、すべてのコントローラが影響を受けます。コントローラは、個別にシャットダウンまたは再起動
することもできます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

Storage Center のすべてのコントローラのシャットダウン
IO が処理されていない間に Storage Center をシャットダウンすると、システム停止が生じます。このプロセスは、ハードウェアの交換、別の場所へ
の Storage Center の移動、またはデータセンターの電源メンテナンスのためのシャットダウンなど、必ず指示に従って使用してください。
前提条件
• IO を停止してもネットワークには影響しないように、停止をスケジュールする必要があります。
• コントローラへの IO を停止する必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. 右ペインで、Actions（アクション） → System（システム） → Shutdown/Restart（シャットダウン / 再起動） をクリックします。
Shutdown/Restart（シャットダウン / 再起動） ダイアログボックスが表示されます。

3. 最初のドロップダウンメニューから、シャットダウン を選択します。
4. OK をクリックします。
5. コントローラがシャットダウンしたら、電源装置を物理的にオフにしてディスクエンクロージャをシャットダウンします。

次の手順
停止が完了した後は、適切な順序でコントローラを開始する方法についてお使いのコントローラのオーナーズマニュアルを参照してください。

関連リンク
Storage Center のキャッシュオプションの設定

Storage Center のすべてのコントローラの再起動
Storage Center にデュアルコントローラが搭載されている場合、コントローラは順次または同時に再起動することができます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. 右ペインで、Actions（アクション） → System（システム） → Shutdown/Restart（シャットダウン / 再起動） をクリックします。
Shutdown/Restart（シャットダウン / 再起動） ダイアログボックスが表示されます。

3. 最初のドロップダウンメニューから、Restart（再起動） を選択します。
4. （デュアルコントローラのみ）再起動オプション ドロップダウンメニューから、コントローラを再起動する方法を選択します。

• コントローラを 1 台ずつ再起動して、停止を避けるには、順次再起動 を選択します。
• 同時にコントローラを再起動して、停止させるには、同時に再起動 を選択します。

5. OK をクリックします。
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コントローラのシャットダウン
Storage Center にデュアルコントローラが搭載されている場合、残りのコントローラが IO の処理を続行します。Storage Center のコントローラが 1 
つだけの場合、コントローラをシャットダウンすると停止します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックして、コントローラを選択します。
3. 右ペインで コントローラのシャットダウン / 再起動 をクリックします。コントローラのシャットダウン / 再起動 ダイアログボックスが開きます。
4. ドロップダウンメニューから、シャットダウン を選択します。
5. OK をクリックします。

コントローラの再起動
Storage Center にデュアルコントローラが搭載されている場合、残りのコントローラが IO 処理を続行します。Storage Center にコントローラが 1 
つしかない場合、コントローラを再起動すると停止します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックして、コントローラを選択します。
3. 右ペインで コントローラのシャットダウン / 再起動 をクリックします。コントローラのシャットダウン / 再起動 ダイアログボックスが開きます。
4. ドロップダウンメニューから、再起動 選択します。
5. OK をクリックします。

コントローラを工場出荷時のデフォルト設定にリセットする
コントローラをリセットして工場出荷時のデフォルト設定を適用し、コントローラに保存されているすべてのデータおよびドライブ上のすべてのデータを
消去します。
前提条件
• Storage Center は SCv2000 または SCv3000 シリーズのコントローラである必要があります。
• コントローラは、Storage Center バージョン 6.7 以降で実行されている必要があります。

このタスクについて

注意: コントローラを工場出荷時のデフォルト設定へリセットすると、コントローラー上のすべての情報およびドライブ上のすべてのデー
タが消去されます。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. アクション ドロップダウンメニューから、システム → 出荷時デフォルトにリセット を選択します。
Storage Center を工場出荷時のデフォルト設定にリセットする ダイアログボックスが表示されます。

3. トークンの工場出荷時設定リセット フィールドでは、トークンの工場出荷時設定リセット フィールドの上に表示されているテキストを正確に
ダイアログボックスに入力してください。

4. Storage Center システム管理者のユーザ名 フィールドでは、Storage Center ユーザーのユーザー名をシステム管理者レベルの権限で入
力してください。

5. Storage Center のシステム管理者のパスワード フィールドには、Storage Center ユーザーのパスワードをシステム管理者レベルの権限で
入力してください。

6. リセット後にコントローラを再起動するには、工場出荷時のデフォルト設定へのリセット完了時に Storage Center を起動する を選択しま
す。

7. OK をクリックします。
Storage Center は工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。
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フィールド交換可能ユニット（FRU）の管理
FRU Manager は、FRU のステータスを管理し、ユニットの交換が必要となったときにアクションチケットを発行します。Storage Manager は、各 
FRU についての固有情報を含む FRU チケットを表示し、チケットを閉じる機能を提供します。

メモ: FRU Manager がサポートされるのは、SCv2000 シリーズストレージシステムのみです。

FRU チケットの管理
FRU Manager はディスクの FRU チケットを保持します。Storage Manager は FRU チケットに関する情報を表示することができ、FRU チケットを
閉じることもできます。

メモ: FRU と FRU Manager が有効になっていない場合、Storage Manager はオプションまたはチケットを表示しません。

FRU チケットの表示
交換用のフィールド交換可能ユニット（FRU）ステータスを表示するには、アラート タブから FRU チケットを表示します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. アラート タブをクリックします。
3. FRU チケットを選択します。
4. FRU チケットの表示 をクリックします。

FRU チケット情報 ダイアログが表示されます。

FRU チケットを閉じる
FRU チケットが不要な場合は、FRU チケットを閉じます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. アラート タブをクリックします。
3. FRU チケットを選択します。
4. FRU チケットを閉じる をクリックします。

FRU チケットを閉じる ダイアログが表示されます。
5. OK をクリックして、チケットを閉じます。
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Storage Center 情報の表示
Storage Manager は、管理対象の Storage Center について、過去の IO パフォーマンスおよびハードウェアステータスを含む、サマリ情報へのアク
セスを可能にします。この情報を使用して、Storage Center の正常性とステータスを監視します。

サマリ情報の表示
Storage Center のサマリプラグインには、個別の Storage Center のサマリ情報が表示されます。サマリプラグインを使用して、複数の Storage 
Center を比較することもできます。

Storage Center サマリプラグイン
次のプラグインを設定して、サマリ タブおよび 比較 タブに表示できます。

概要プラグイン 説明
システム状態 Storage Center のディスク容量とアラートの概要を表示します。

ストレージ概要 Storage Center にディスク容量を示す棒グラフと、Storage Center の
使用可能ディスク容量、使用済みディスク容量、および低ディスク容
量アラートしきい値を示すグラフを表示します。

フロントエンド IO のサマリ 過去 4 週間の Storage Center とサーバー間のフロントエンド IO を示
すチャートを表示します。

現在のアラート 現在 Storage Center でアラートステータスのすべてのストレージオブジ
ェクトを示す表を表示します。

レプリケーション検証 Storage Center のレプリケーションおよび対応するレプリケーションステ
ータスを示す表を表示します。

成長が早いボリュームトップ 10 Storage Center の増加率が高いボリュームを示す表を表示します。

現在のしきい値アラート Storage Center に対する現在のすべてのしきい値アラートを示す表を
表示します。

Storage Center のサマリ情報の表示
Storage Center を ストレージ ペインから選択すると、その Storage Center に関する情報が サマリ タブのペインに表示されます。
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図 27. サマリ タブ

Storage Center の概要プラグインの表示
サマリ タブを使用して、現在有効にされている概要プラグインを表示します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブをクリックします。

関連リンク
ステータスプラグインの使用
ストレージ概要 プラグインの使用
フロントエンド IO の概要 プラグインの使用
現在のアラート プラグインの使用
レプリケーション検証 プラグインの使用
増加率が高い上位 10 個のボリューム プラグインの使用
現在のしきい値アラート プラグインの使用

サマリ タブに表示するプラグインの設定
各概要プラグインを個別に有効または無効にすることができます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 概要プラグラインの選択 をクリックします。概要設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
3. 表示するプラグインのチェックボックスにチェックを付けて、非表示にするビュープラグインのチェックボックスのチェックを外します。
4. OK をクリックして、サマリ タブのプラグインへの変更を保存します。

サマリ タブのプラグインの並べ替え
概要プラグインは必要に応じて並べ替えることができます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. サマリ タブで 概要プラグラインの選択 をクリックします。概要設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
3. 必要に応じて概要プラグインを並べ替えます。

• プラグインを 1 つ上のレベルに移動するには、上に移動 を 1 度押します。
• プラグインを 1 つ下のレベルに移動するには、下に移動 を 1 度押します。
• プラグインを最上部に移動するには、最上部に移動 を 1 度押します。
• プラグインを最下部に移動するには、最下部に移動 を 1 度押します。

4. OK をクリックして、サマリ タブのプラグインへの変更を保存します。
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複数の Storage Center のサマリ情報の表示
Storage Manager では、複数の Storage Center のサマリ情報を 2 通りの方法で表示できます。Storage Center ノードまたは Storage 
Center フォルダを選択すると、サマリ タブに一般的なサマリ情報が表示されます。比較 タブでは、特定のサマリプラグインを使用して複数の 
Storage Center を比較することができます。

複数の Storage Center の一般的な概要情報の表示
一般的な概要情報には、ストレージ使用状況に関する総合的な情報や、各 Storage Center の概要情報が含まれます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center フォルダまたは Storage Center ノードを選択します。
3. サマリ タブをクリックします。

図 28. Storage Center サマリ タブ

概要プラグインを使用した Storage Center の比較
Storage Center のサマリ情報は、概要プラグインを使用して比較できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. 比較 タブをクリックします。
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図 29. ストレージビュー比較 タブ

3. 右上隅のドロップダウンメニューから、Storage Center の比較に使用する概要プラグインを選択します。

関連リンク
ステータスプラグインの使用
ストレージ概要 プラグインの使用
フロントエンド IO の概要 プラグインの使用
現在のアラート プラグインの使用
レプリケーション検証 プラグインの使用
増加率が高い上位 10 個のボリューム プラグインの使用
現在のしきい値アラート プラグインの使用

ステータスプラグインの使用
ステータス プラグインには、Storage Center ディスク容量情報とアラートのステータスが表示されます。

• ステータス ビューの最上部を使用して、Storage Center の使用済みディスク容量と空きディスク容量を比較します。
• ステータス プラグインの最下部を使用して、Storage Center 上のアラートのサマリを表示します。

図 30. ステータスプラグイン

Status Information（ステータス情報）

ステータス プラグインの先頭の部分には、ディスク容量の使用状況に関する情報が表示されます。

フィールド / オプション 説明

設定済み容量 すべてのユーザーに表示されるボリュームの合計サイズ。
空き容量 Storage Center のすべてのディスクで利用可能なディスク容量合計。
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フィールド / オプション 説明

Free Space（空き容量） Storage Center で使用できるディスク容量。データの単位と空き容量
の割合で表示されます。

Used Space（使用容量） Storage Center で使用されたディスク容量。データの単位と空き容量
の割合で表示されます。

アラート情報
ステータス プラグインの上部には、Storage Center のアラートに関する情報が表示されます。
アラートアイコンは、最大のアクティブアラートレベルを示します。

アラートアイコン 説明
カテゴリに対して未確認のアラートがないことを示します。

最大未確認アラートレベルが警告であることを示します。

最大未確認アラートレベルがエラーであることを示します。

次のタイプのアラートは、ステータス プラグインに要約されています。

アラートタイプ 説明
現在のアラート Storage Center アラートの合計数と次の各カテゴリのアラート数を表

示します。
• ストレージアラート
• ディスクアラート
• ハードウェアアラート
• システムアラート
• 接続アラート

現在のアラートステータスアイコンは、現在のアラート 以下にあるカテゴ
リに対する最大未確認アラートレベルを示します。

しきい値アラート Storage Manager しきい値アラートの合計数と次の各カテゴリのアラー
ト数を表示します。
• IO アラート
• ストレージアラート
• レプリケーションアラート

しきい値アラートステータスアイコンは、しきい値アラート 以下にあるカテ
ゴリに対する最大アクティブアラートレベルを示します。

レプリケーション復元ポイントアラート 復元ポイントアラートの合計数を表示します。

詳細なステータス情報の表示
ステータス プラグインには、詳細情報を表示する領域へのショートカットが用意されています。

ディスク容量に関する詳細情報の表示
ディスク容量情報の右側にある 詳細情報 をクリックして、選択した Storage Center の ストレージ タブを表示します。

現在のアラートに関する詳細情報の表示
現在のアラート をクリックして、監視 ビューに Storage Center アラート タブを表示します。

レプリケーション復元ポイントアラートに関する詳細情報の表示
レプリケーション復元ポイントアラート をクリックして、レプリケーション & Live Volume ビューに ポイントのレポート タブを表示します。
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しきい値アラートに関する詳細情報の表示
しきい値アラート をクリックして、しきい値アラート ビューに 定義 タブを表示します。

ストレージ概要 プラグインの使用
ストレージ概要 プラグインには、Storage Center 上のディスク容量に関する詳細情報を示す棒グラフと、過去 4 週間の Storage Center のディ
スク容量の使用状況を示すグラフが表示されます。

図 31. ストレージ概要 プラグイン

このチャートを使用して、使用されているディスク容量と、Storage Center で使用可能なディスク容量を比較します。また、このチャートを使用し
て、使用されているディスク容量とディスク容量のアラートしきい値を比較します。使用されているディスク容量がアラートしきい値に達すると、アラー
ムが発生します。

ストレージサマリ棒グラフ
棒グラフを使用して、使用可能なディスクスペース、割り当て済みディスク容量、使用済みディスク容量、空きディスク容量、および RAID 10 と比
較した節約量を表示します。さらに、設定済みディスク容量と超過ディスク容量が棒グラフの下に表示されます。
次の情報が、ストレージ概要 プラグインの棒グラフに表示されます。

フィールド / オプション 説明

設定済み容量 すべてのユーザーに表示されるボリュームの合計サイズ。
超過容量 設定済み容量から空き容量を引いたもの。
使用可能な容量 Storage Center のディスクで利用可能なディスク容量合計。

空き容量 Storage Center で使用できるディスク容量。データの単位と空き容量
の割合で表示されます。

割り当て済み容量 ディスクで割り当てられたディスク容量。データの単位と利用可能な容
量の割合で表示されます。

使用容量 Storage Center で使用されたディスク容量。データの単位と空き容量
の割合で表示されます。

RAID 10 に対する節約量 RAID 10 の代わりに RAID 5/6 およびデータ削減を効率的に使用する
ことで、節約されるディスク容量を示します。

ストレージ概要棒グラフの操作
グラフのズームレベルを変更し、イメージとして保存または印刷することができます。

棒グラフの領域の拡大表示
詳細を表示したい場合は、拡大表示します。

1. マウスを使用して、拡大する棒グラフの領域を選択します。
a. 棒グラフで右または左マウスボタンをクリックしたままにします。
b. 右側にマウスをドラッグして棒グラフの領域を選択します。

2. マウスボタンを放して棒グラフの選択された領域を拡大します。
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棒グラフの通常のビューに戻る 
グラフのズームレベルを変更した場合は、通常のビューに戻ることができます。

1. 棒グラフで右または左マウスボタンをクリックしたままにします。
2. 左側にマウスをドラッグして、棒グラフの通常の拡大レベルに戻ります。

PNG 画像としてのグラフの保存
グラフを文書や電子メールなど、他の場所で使用するには、イメージとして保存します。

1. 棒グラフを右クリックし、名前を付けて保存 を選択します。保存 ダイアログボックスが表示されます。
2. 画像を保存する場所を選択し、ファイル名 フィールドに画像の名前を入力します。
3. 保存 をクリックして、棒グラフを保存します。

棒グラフの印刷
用紙にコピーする場合は、グラフを印刷します。

1. 棒グラフを右クリックし、印刷 を選択します。ページセットアップ ダイアログボックスが表示されます。
2. サイズ ドロップダウンメニューから、印刷する用紙サイズを選択します。
3. 棒グラフ全体を印刷できるように 横 ラジオボタンを選択します。
4. OK をクリックします。印刷 ダイアログボックスが表示されます。
5. 名前 ドロップダウンから、使用するプリンタを選択します。
6. OK をクリックします。棒グラフが、選択したプリンタで印刷されます。

ストレージ履歴情報
過去のディスク容量の使用状況に関する次の情報が、ストレージ概要 プラグインに表示されます。

フィールド / オプション 説明

空き容量 Storage Center のすべてのディスクで利用可能なディスク容量合計。

使用容量 Storage Center によって使用されたディスク容量。

アラートしきい値容量 Storage Center の低ディスク容量しきい値。

ストレージ履歴チャートの操作
チャートのズーム倍率を変更、チャートを画像として保存、または印刷できます。

チャート領域での拡大
詳細を表示する場合に拡大します。

1. マウスを使用して、拡大するチャートの領域を選択します。
a. チャートで右または左マウスボタンをクリックしたままにします。
b. 右側にマウスをドラッグしてチャートの領域を選択します。

2. マウスボタンを放してチャートの選択された領域を拡大します。

チャートの通常のビューへの復帰 
チャートのズーム倍率を変更した場合は、通常のビューに戻ることができます。

1. チャートで右または左マウスボタンをクリックしたままにします。
2. 左側にマウスをドラッグしてチャートの通常の拡大レベルに戻ります。
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PNG 画像としてのチャートの保存
チャートをドキュメントや電子メールなどの他の場所で使用する場合、画像として保存します。

1. チャートを右クリックして、名前を付けて保存 を選択します。保存 ダイアログボックスが表示されます。
2. 画像を保存する場所を選択し、ファイル名 フィールドに画像の名前を入力します。
3. 保存 をクリックしてチャートを保存します。

チャートの印刷
必要な場合、チャートは用紙に印刷できます。

1. チャートを右クリックし、印刷 を選択します。ページ設定 ダイアログボックスが表示されます。
2. S サイズ ドロップダウンメニューから、印刷する用紙サイズを選択します。
3. チャート全体を印刷するには、横 ラジオボタンを選択します。
4. OK をクリックします。印刷 ダイアログボックスが表示されます。
5. 名前 ドロップダウンメニューから、使用するプリンタを選択します。
6. OK をクリックします。選択したプリンタでチャートが印刷されます。

フロントエンド IO の概要 プラグインの使用
フロントエンド IO の概要 プラグインには、過去 4 週間のフロントエンド IO アクティビティを示す 2 つのグラフが表示されます（1 秒あたりの KB と 1 
秒あたりの IO 操作数で測定されます）。

図 32. フロントエンド IO の概要 プラグイン

Storage Center FE MB レポートを使用して、MB/ 秒で測定された読み取り、書き込み、および総フロントエンドアクティビティを表示し、FE IO 

レポートを使用して、IO/ 秒で測定された読み取り、書き込み、および総フロントエンドアクティビティを表示します。

チャート領域での拡大
詳細を表示する場合に拡大します。

1. マウスを使用して、拡大するチャートの領域を選択します。
a. チャートで右または左マウスボタンをクリックしたままにします。
b. 右側にマウスをドラッグしてチャートの領域を選択します。

2. マウスボタンを放してチャートの選択された領域を拡大します。

チャートの通常のビューへの復帰 
チャートのズーム倍率を変更した場合は、通常のビューに戻ることができます。

1. チャートで右または左マウスボタンをクリックしたままにします。
2. 左側にマウスをドラッグしてチャートの通常の拡大レベルに戻ります。
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PNG 画像としてのチャートの保存
チャートをドキュメントや電子メールなどの他の場所で使用する場合、画像として保存します。

1. チャートを右クリックして、名前を付けて保存 を選択します。保存 ダイアログボックスが表示されます。
2. 画像を保存する場所を選択し、ファイル名 フィールドに画像の名前を入力します。
3. 保存 をクリックしてチャートを保存します。

チャートの印刷
必要な場合、チャートは用紙に印刷できます。

1. チャートを右クリックし、印刷 を選択します。ページ設定 ダイアログボックスが表示されます。
2. S サイズ ドロップダウンメニューから、印刷する用紙サイズを選択します。
3. チャート全体を印刷するには、横 ラジオボタンを選択します。
4. OK をクリックします。印刷 ダイアログボックスが表示されます。
5. 名前 ドロップダウンメニューから、使用するプリンタを選択します。
6. OK をクリックします。選択したプリンタでチャートが印刷されます。

現在のアラート プラグインの使用
現在のアラート プラグインには、Storage Center と関連するストレージオブジェクトに関するアラートを示す表が表示されます。

図 33. 現在のアラート プラグイン

このプラグインを使用して、Storage Center アラートを監視および確認します。

関連リンク
ストレージシステムアラートの表示

アラートの確認
アラートを確認することで、アラートメッセージを読み、問題を認識していることを Storage Center に示すことができます。未確認のアラートの場合
は、確認 フィールドに いいえ ステータスが表示されます。

1. 確認する未確認アラートを選択します。
2. 選択したアラートを右クリックし、確認 を選択します。アラートの確認 ダイアログボックスが表示されます。

メモ: 選択したアラートのいずれかがすでに確認された場合は、確認 オプションが表示されません。
3. OK をクリックして、選択したアラートを確認します。

選択したアラートの 確認済み ステータスが はい に変わります。

アラートのリストの更新
アラートのリストを更新して最新の情報を表示します。
更新 をクリックして、  アラートの一覧を更新します。

レプリケーション検証 プラグインの使用
レプリケーション検証 プラグインには、レプリケーションおよび対応するステータスを示す表が表示されます。このプラグインを使用して、現在の 
Storage Center から別の Storage Center へのレプリケーションのステータスを監視します。
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図 34. レプリケーション検証 プラグイン

関連リンク
復元ポイントの保存と検証
災害復旧のアクティブ化のテスト
災害復旧をアクティブ化しています

増加率が高い上位 10 個のボリューム プラグインの使用
増加率が高い上位 10 個のボリューム プラグインには、増加率が最も高い Storage Center 上のボリュームを示す表が表示されます。このプラグ
インを使用して、Storage Center で増加率が高い上位 10 個のボリュームを監視します。

図 35. 増加率が高い上位 10 個のボリューム プラグイン

関連リンク
ボリュームのレプリケーション
Live Volume の変更

現在のしきい値アラート プラグインの使用
現在のしきい値アラート プラグインには、Storage Center および関連するストレージオブジェクトに対するアクティブなしきい値アラートを示す表が
表示されます。このプラグインを使用して、Storage Center の現在のしきい値アラートを監視します。

図 36. 現在のしきい値アラート プラグイン

関連リンク
しきい値アラートの表示と削除

アラートのしきい値の定義の表示
アラートを生成したしきい値の定義の詳細を表示する場合、アラートから定義に直接移動できます。

1. しきい値の定義を表示するアラートを選択します。
2. アラートを右クリックし、定義に移動 を選択するか、アラートをダブルクリックします。

選択したアラートのしきい値の定義が、しきい値アラート ビューの 定義 タブに表示されます。

関連リンク
しきい値の定義の設定
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しきい値アラートのリストの更新
しきい値アラートのリストを更新して、アップデートされたアラートのリストを表示します。
更新 をクリックして、  アラートのリストをアップデートします。

ストレージ使用状況の詳細情報の表示
ストレージ使用状況の詳細情報は、Storage Center に設定されたストレージタイプごとに取得できます。

階層および RAID タイプ別のストレージ使用状況の表示
ティアおよび RAID タイプ別のストレージ使用状況は、ストレージタイプごとに表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ストレージタイプ を展開し、テストする個別のストレージタイプを選択します。
4. サマリ サブタブをクリックして、ティアおよび RAID タイプ別にストレージ使用状況を表示します。

図 37. ストレージ タブの ストレージタイプ ノード

ボリューム別のストレージ使用状況の表示
ボリューム別のストレージの使用状況は、ストレージタイプごとに表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ストレージタイプ を展開し、テストする個別のストレージタイプを選択します。
4. ストレージの使用状況をボリューム別で表示するには、ボリューム サブタブをクリックします。
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図 38. ストレージタイプの ボリューム サブタブ

過去のストレージ使用状況の表示
割り当てられた容量と、時間の経過に伴う使用容量がストレージタイプごとに表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ストレージタイプ を展開し、テストする個別のストレージタイプを選択します。
4. 使用履歴 サブタブをクリックして、割り当て済み容量および時間の経過に伴う使用容量を表示します。

図 39. ストレージタイプ使用履歴 タブ

5. （オプション）過去 1 週間、過去 1 か月、過去 1 年、または カスタム をクリックして、グラフの期間を変更します。
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Data Progression プレッシャーレポートの表示
Data Progression プレッシャーレポートには、ストレージタイプごとに容量の割り当て、使用、および異なる RAID タイプやストレージティア間での移
動のスケジュールが表示されます。Data Progression プレッシャーレポートを使用して、Storage Center に追加するディスクのタイプを決定しま
す。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ストレージタイプ を展開し、テストする個別のストレージタイプを選択します。
4. プレッシャーレポート サブタブをクリックして、Data Progression プレッシャーレポートを表示します。デフォルトでは、デフォルトでは、Storage 

Center から収集された最新のデータが表示されます。
5. （オプション）以前に生成された Data Progression レポートを表示するには、ドロップダウンメニューからレポートを選択します。レポートは、生

成された日付と時刻によって識別されます。

図 40. プレッシャーレポート タブ

Data Progression プレッシャーレポートには、ティアごとに次の情報が表示されます。

プレッシャーレポー
トの列

説明

RAID レベル ティア内のレベル。

ディスクトラック トラックのタイプ：高速 または 標準 のいずれかになります。

チャート 割り当て済み容量および消費容量を示す棒グラフ。

割り当て済みディス
ク

ボリュームに予約されている容量。

使用済みディスク 割り当て済み容量のうち、ボリュームによって使用されている容量。

プレッシャーアップ 次の Data Progression サイクルで、上に移動する量。棒グラフの緑色の棒と上矢印で示されます。

プレッシャーダウン 次の Data Progression サイクルで、下に移動する量。棒グラフのオレンジ色の棒と上矢印で示されます。

割り当て済みボリュ
ーム

RAID 適用後にボリュームで使用するために予約する容量。
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プレッシャーレポー
トの列

説明

使用ボリューム RAID を適用した後にボリュームによって使用される容量。

RAID 10 として保
存

すべてのデータに RAID 10 を使用せず、よりアクセスの少ないデータは RAID 5 に移動させることで確保した容量。

過去の IO パフォーマンスの表示
IO 使用状況 タブは、Storage Center および関連するストレージオブジェクトの過去の IO パフォーマンス統計情報を表示し、監視するために使
用します。IO 使用状況 タブの 比較ビュー は、複数のストレージオブジェクトの過去の IO 使用状況データを表示し、比較するために使用しま
す。

IO 使用状況 タブの使用
IO 使用状況 タブを使用して、Storage Center または関連するストレージオブジェクトの過去の IO 使用状況データを表示し、複数のストレージ
オブジェクトからの IO 使用状況データを比較します。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、Help（ヘルプ）をクリックしてください。

Storage Center の過去の IO 使用状況データの表示
IO 使用状況　タブで Storage Center を選択し、過去の IO 使用状況データを表示します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. IO 使用状況 タブをクリックします。
3. IO 使用状況 ナビゲーションペインから Storage Center オブジェクトを選択します。

IO チャート タブに、Storage Center の過去の IO 使用状況データを示すチャートが表示されます。
4. 表示される IO 使用状況データを更新するには、IO 使用状況 ナビゲーションペインにある 更新 をクリックします。

ストレージオブジェクトの過去の IO 使用状況データの表示
IO 使用状況 タブのナビゲーションペインで特定のオブジェクトを選択して、そのオブジェクトの過去の IO 使用状況データを表示します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. IO 使用状況 タブをクリックします。
3. IO 使用状況 ナビゲーションペインからストレージオブジェクトを選択します。
4. 手順 4 で選択されたストレージオブジェクトの種類に応じて、次のいずれか、または両方のタブが表示されます。

• IO チャート：過去の IO 使用状況データを示すチャートを表示します。

– Storage Center が選択された場合は、IO チャート タブに Storage Center のフロントエンドとバックエンドの接続に関する IO 使用
状況データが表示されます。

– 他のストレージオブジェクトが割り当てられたストレージオブジェクトを選択した場合は、IO チャート タブに、選択したストレージオブジ
ェクトに割り当てられたすべてのオブジェクトの IO 使用状況データの平均値が表示されます。

– ストレージオブジェクトが割り当てられていないストレージオブジェクトを選択した場合は、IO チャート タブに、選択したストレージオブ
ジェクトの IO 使用状況データが表示されます。

• 最もアクティブなレポート：過去の IO 使用状況データの最小値、最大値、平均値、および標準偏差値を示す表を表示します。
最もアクティブなレポート タブは、選択したストレージオブジェクトが次のいずれかのコンテナオブジェクトである場合にのみ表示されま
す。

– ボリュームまたはボリュームフォルダ
– サーバーまたはサーバーフォルダ
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– リモート Storage Center

– ディスクまたはディスク速度フォルダ
5. 表示される IO 使用状況データを更新するには、IO 使用状況 ナビゲーションペインにある 更新 をクリックします。

IO 使用状況 タブに表示するデータの期間の変更
データは、過去 1 日、過去 3 日、過去 5 日、過去 1 週、過去 1 か月、またはカスタム期間で表示できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. IO 使用状況 タブをクリックします。
3. 次のいずれかのボタンをクリックして、表示する IO 使用状況データの期間を変更します。

• 過去 1 日：過去 24 時間の IO 使用状況データを表示します。
• 過去 3 日：過去 72 時間の IO 使用状況データを表示します。
• 過去 5 日：過去 120 時間の IO 使用状況データを表示します。
• 過去 1 週間：過去 168 時間の IO 使用状況データを表示します。
• 過去 1 か月：過去 1 か月の IO 使用状況データを表示します。
• カスタム：表示する IO 使用状況データの開始時間と終了時間を指定できるオプションを表示します。

4. カスタム をクリックした場合は、次のタスクを実行して、表示する IO 使用状況データの開始時間と終了時間を指定してください。
開始時間を指定するには、次の手順を実行します。

a. 開始時間 ドロップダウンメニューから その他 を選択します。
b. 日付ドロップダウンメニューの予定表から、表示する期間の開始日を選択します。
c. 時間フィールドに期間の開始時間を指定します。

開始時間をその日の始まりに設定するには、一日の開始時 チェックボックスにチェックを付けます。
d. アップデート をクリックし、指定した開始時間を使用して IO 使用状況データを表示します。

終了時間を指定するには、次の手順を実行します。
a. 現在の値の使用 チェックボックスのチェックを外します。
b. 日付ドロップダウンメニューの予定表から、表示する期間の終了日を選択します。
c. 時間フィールドに期間の終了時間を指定します。

終了時間をその日の終わりに設定するには、一日の終了時 チェックボックスにチェックを付けます。
d. アップデート をクリックし、指定した終了時間を使用して IO 使用状況データを表示します。

比較ビュー の表示
比較ビューを使用して、ストレージオブジェクトの過去の IO 使用状況を比較します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインから Storage Center を選択します。
3. IO 使用状況 タブをクリックします。
4. IO 使用状況 ナビゲーションペインで、  ビューの選択 をクリックします。
5. ドロップダウンメニューから 比較ビュー を選択します。

IO 使用状況 ナビゲーションペインのオプションが、比較ビュー オプションに置き換わります。
6. IO 使用状況 ナビゲーションペインで、比較するストレージオブジェクトのチェックボックスにチェックを付けます。

メモ: 比較ビュー では、一度に 10 個を超えるオブジェクトを比較できません。
7. アップデート をクリックします。

デフォルトで、総 IO/ 秒 チャートと 総 KB/ 秒 チャートが表示され、選択したストレージオブジェクトの書き込みと読み取りの IO 使用状況の
合計が IO/ 秒および KB/ 秒の単位で示されます。

8. 表示する追加のチャートのチェックボックスにチェックを付けます。

メモ: 表示できるチャートは、手順 6 で選択したストレージオブジェクトによって異なります。
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• 書き込み IO/ 秒：選択したストレージオブジェクトの書き込みを IO/ 秒単位で単一のチャートに表示します。
• 読み取り IO/ 秒：選択したストレージオブジェクトの読み取りを IO/ 秒単位で単一のチャートに表示します。
• 書き込み MB/ 秒：選択したストレージオブジェクトの書き込みを KB/ 秒単位で単一のチャートに表示します。
• 読み取り KB/ 秒：選択したストレージオブジェクトの読み取りを MB/ 秒単位で単一のチャートに表示します。
• 読み取りレイテンシ：選択したストレージオブジェクトの読み取りレイテンシを ms 単位で単一のチャートに表示します。
• 書き込みレイテンシ：選択したストレージオブジェクトの書き込みレイテンシを ms 単位で単一のチャートに表示します。
• Xfer レイテンシ：選択したサーバーまたはリモート Storage Center のデータ転送レイテンシを ms 単位で単一のチャートに表示します。
• 平均 IO サイズ：選択したストレージオブジェクトの平均 IO サイズを単一のチャートに表示します。
• IO 保留：選択したストレージオブジェクトの保留 IO を単一のチャートに表示します。

9. アップデート をクリックします。

現在の IO パフォーマンスの表示
Storage Center と関連するストレージオブジェクトの現在の IO パフォーマンス統計情報を表示および監視するには、グラフ タブを使用します。グ
ラフ タブの 比較ビュー を使用して、複数のストレージオブジェクトからの IO 使用状況データを表示し、比較します。

グラフ タブの使用
グラフ タブを使用して、Storage Center または関連付けられたストレージオブジェクトの現在の IO 使用状況データを表示し、複数のストレージ
オブジェクトの IO 使用状況データを比較します。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

Storage Center の現在の IO 使用状況データの表示
グラフ タブで Storage Center を選択して、現在の IO 使用状況データを表示します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. グラフ タブをクリックします。
3. グラフ ナビゲーションペインで Storage Center を選択します。

IO グラフ タブに、Storage Center の IO 使用状況データを示すグラフが表示されます。
4. IO 使用状況データを更新するには、グラフ ナビゲーションペインにある 更新 をクリックします。
5. Storage Center からの IO 使用状況データの収集を停止するには、停止 ボタンをクリックします。IO 使用状況データの収集を再開するに

は、スタート ボタンをクリックします。

ストレージオブジェクトの現在の IO 使用状況データの表示
グラフ タブのナビゲーションペインで特定のオブジェクトを選択し、そのオブジェクトの現在の IO 使用状況データを表示します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. グラフ タブをクリックします。
3. グラフ ナビゲーションペインからストレージオブジェクトを選択します。
4. 前の手順で選択したストレージオブジェクトのタイプに応じて、次のいずれか、または両方のタブが表示されます。

• IO グラフ：IO 使用状況データを示すグラフを表示します。

– Storage Center が選択された場合は、IO チャート タブに Storage Center のフロントエンドとバックエンドの接続に関する IO 使用
状況データが表示されます。

– 他のストレージオブジェクトが割り当てられたストレージオブジェクトを選択した場合は、IO チャート タブに、選択したストレージオブジ
ェクトに割り当てられたすべてのオブジェクトの IO 使用状況データの平均値が表示されます。

– ストレージオブジェクトが割り当てられていないストレージオブジェクトを選択した場合は、IO チャート タブに、選択したストレージオブ
ジェクトの IO 使用状況データが表示されます。

• 最もアクティブなレポート：IO 使用状況データの最小値、最大値、平均値、および標準偏差値を示す表を表示します。デフォルトで、
Storage Manager はこれらのデータを 5 分ごとに収集します。
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最もアクティブなレポート タブは、選択したストレージオブジェクトが次のいずれかのコンテナオブジェクトである場合にのみ表示されま
す。

– ボリュームまたはボリュームフォルダ
– サーバーまたはサーバーフォルダ
– リモート Storage Center

– ディスクまたはディスク速度フォルダ
5. IO 使用状況データを更新するには、グラフ ナビゲーションペインにある 更新 をクリックします。
6. Storage Center からの IO 使用状況データの収集を停止するには、停止 ボタンをクリックします。IO 使用状況データの収集を再開するに

は、スタート ボタンをクリックします。

グラフ タブに表示するデータの期間の変更
過去 5 分、過去 15 分、過去 30 分、または過去 1 時間のデータを表示できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. グラフ タブをクリックします。
3. 最後を表示 ドロップダウンから、グラフ タブに表示する IO 使用状況データの期間を選択します。

• 5 分：過去 5 分間の IO 使用状況データを表示します。
• 15 分：過去 15 分間の IO 使用状況データを表示します。
• 30 分：過去 30 分間の IO 使用状況データを表示します。
• 1 時間：過去 60 分間の IO 使用状況データを表示します。

グラフ タブでの 比較ビュー の表示
比較ビュー を使用して、ストレージオブジェクトの現在の IO 使用状況を比較します。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. グラフ タブをクリックします。
3. グラフ ナビゲーションペインにある ビューの選択 をクリックします。
4. ドロップダウンメニューから 比較ビュー を選択します。

グラフ ナビゲーションペインのオプションが、比較ビュー オプションに置き換わります。
5. グラフ ナビゲーションペインで、比較するストレージオブジェクトのチェックボックスにチェックを付けます。

メモ: 比較ビュー では、一度に 10 個を超えるオブジェクトを比較できません。
6. Update（アップデート）をクリックします。

デフォルトで、総 IO/ 秒 チャートと 総 KB/ 秒 チャートが表示され、選択したストレージオブジェクトの書き込みと読み取りの IO 使用状況の
合計が IO/ 秒および KB/ 秒の単位で示されます。

7. 表示する追加のチャートのチェックボックスにチェックを付けます。

メモ: 表示できるチャートは、手順 6 で選択したストレージオブジェクトによって異なります。

• 書き込み IO/ 秒：選択したストレージオブジェクトの書き込みを IO/ 秒単位で単一のチャートに表示します。
• 読み取り IO/ 秒：選択したストレージオブジェクトの読み取りを IO/ 秒単位で単一のチャートに表示します。
• 書き込み MB/ 秒：選択したストレージオブジェクトの書き込みを KB/ 秒単位で単一のチャートに表示します。
• 読み取り KB/ 秒：選択したストレージオブジェクトの読み取りを MB/ 秒単位で単一のチャートに表示します。
• 読み取りレイテンシ：選択したストレージオブジェクトの読み取りレイテンシを ms 単位で単一のチャートに表示します。
• 書き込みレイテンシ：選択したストレージオブジェクトの書き込みレイテンシを ms 単位で単一のチャートに表示します。
• Xfer レイテンシ：選択したサーバーまたはリモート Storage Center のデータ転送レイテンシを ms 単位で単一のチャートに表示します。
• 平均 IO サイズ：選択したストレージオブジェクトの平均 IO サイズを単一のチャートに表示します。
• IO 保留：選択したストレージオブジェクトの保留 IO を単一のチャートに表示します。

8. Update（アップデート）をクリックします。
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チャートオプションの設定
ユーザー設定は サマリ タブ、IO 使用状況 タブ、および チャート作成 タブのチャートに影響を与え、チャート設定は IO 使用状況 タブと チャート
作成 タブのチャートに影響を与えます。
関連リンク

チャートのユーザー設定
チャートの設定

チャートのユーザー設定
現在のユーザーアカウントのユーザー設定を変更して、チャートのアラートを表示し、チャートの色を変更します。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

アラートのチャートでの表示
チャートを設定して、レポートされたデータと設定済みしきい値アラートまたは Storage Center アラートとの関係を表示することができます。

1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。ユーザー設定の編集 ダイアログボックスが表示さ
れます。

2. 一般 タブの チャート作成オプション 領域で、チャートに表示するアラートのチェックボックスにチェックを付けます。
• しきい値アラートレベルをチャートに表示：X 軸と平行な水平ラインを表示して、レポートされたデータとしきい値レベルとの関係を示しま

す。デフォルトでは、しきい値アラートは表示されません。
• Storage Center アラートをチャートに表示：Y 軸と平行な垂直ラインを表示して、レポートされたデータと Storage Center アラートとの

関係を示します。デフォルトでは、Storage Center アラートは表示されません。
メモ: チャートには、コントローラまたはリモート Storage Center の障害に関連するアラートだけが表示されます。

3. OK をクリックします。

グラフの色のカスタマイズ
グラフの背景の色、グリッド線の色、およびクロスヘアカーソルの色を選択します。

1. Dell Storage Manager Client の上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。ユーザー設定の編集 ダイアログボックスが表示され
ます。

2. 全般 タブをクリックします。次の色が、グラフオプション 領域に表示されます。
• 背景色：グラフの背景色。
• グリッド線の色：グラフのグリッド線の色。
• 十字線の色：グラフの十字線の色。

3. 色をカスタマイズするには、現在の色見本の右側にある 変更 リンクをクリックします。色の選択 ダイアログボックスが表示されます。
• 色見本の一覧から色を選択するには、色見本 タブをクリックし、色をクリックして選択します。
• HSB 値に基づいて色を選択するには、HSB タブをクリックし、色相（H）、彩度（S）、および明度（B）の値を指定して HSB 値を入

力します。
• RGB 値に基づいて色を選択するには、RGB タブをクリックし、赤（R）、緑（G）、および青（B）の値を指定して RGB 値を入力しま

す。
4. OK をクリックして、色の選択 ダイアログボックスを閉じます。
5. OK をクリックします。次回にグラフが更新されたときに、カスタマイズされた色設定が表示されます。
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データポイントスライダーのグラフでの表示
グラフのスライダには、選択したデータポイントの特定のデータが表示されます。グラフスライダを有効にすると、表には選択したデータポイントの特
定のデータ値が表示されます。

1. Dell Storage Manager Client の上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。ユーザー設定の編集 ダイアログボックスが表示され
ます。

2. 一般 タブをクリックします。
3. グラフオプション の下にある グラフにスライダを表示する チェックボックスにチェックを付けます。
4. OK をクリックします。

チャートの設定
チャート設定オプションには、チャートでのしきい値および Storage Center のアラートの表示や、チャートの色の変更が含まれます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

使用状況データを 1 つのグラフに結合する
IO 使用状況データを Y 軸が複数ある 1 つのグラフに結合できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. IO 使用状況 または チャート タブをクリックします。
3. Combine Charts（グラフの結合）チェックボックスにチェックをつけて、IO 使用状況データを複数の Y 軸とともに単一のグラフに結合します。

チャート内での使用状況データの測定
MB/ 秒、IO/ 秒、および遅延のスケールを変更できます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. IO 使用状況 または チャート タブをクリックします。
3. 測定する使用状況メトリックのチェックボックスにチェックを付けます。

• MB/ 秒メトリックを測定するには、MB/ 秒測定の設定 チェックボックスを選択します。
• IO/ 秒メトリックを測定するには、IO/ 秒測定の設定 チェックボックスにチェックを付けます。
• レイテンシメトリックを測定するには、レイテンシ測定の設定 チェックボックスにチェックを付けます。

4. Y 軸を測定するために、選択した使用状況メトリックフィールドに値を入力します。
5. Enter を押します。新しい Y 軸に収まるようチャートのデータが調整されます。

チャートに表示する使用状況データの選択
チャートの使用状況データを表示または非表示にすることができます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. IO 使用状況 またはチャート タブをクリックします。
3. IO 使用状況 または チャート ナビゲーションペインで、Storage Center またはストレージオブジェクトを選択します。
4. チャートに表示する使用状況メトリックのチェックボックスにチェックを付け、チャートに表示しない使用状況メトリックのチェックボックスのチェック

を外します。

メモ: 表示する使用状況メトリックの数を減らすと、IO チャート タブを更新するのに必要な時間が短縮されます。
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Storage Center データ収集スケジュールの設定
Storage Manager が管理対象の Storage Center から IO 使用状況、レプリケーション使用状況、およびストレージ使用状況を収集する間隔
を設定できます。

1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、Data Collector 設定の編集 をクリックします。Data Collector 設定の編集 ダイアログ
ボックスが表示されます。

2. スケジュール タブをクリックします。
3. 編集 をクリックします。スケジュール ダイアログボックスが開きます。
4. 次の手順を実行して、Storage Center レポート収集設定 領域でデータ収集スケジュールを設定します。

• IO 使用状況データを収集する頻度を変更するには、IO 使用状況 ドロップダウンメニューから、異なる期間を選択します。
• レプリケーション使用状況データを収集する頻度を変更するには、レプリケーション使用状況 ドロップダウンメニューから、異なる期間を

選択します。
• ストレージ使用状況データを収集する頻度を変更するには、ストレージ使用状況 ドロップダウンメニューから、異なる期間を選択しま

す。
毎日 を ストレージ使用状況 ドロップダウンメニューから選択した場合、ストレージ使用状況データが収集される時間を ストレージ使用
時間 ドロップダウンメニューから選択できます。

5. OK をクリックします。

使用状況データのエクスポート
ストレージ使用状況 および IO 使用状況 のデータは、CSV、テキスト、Excel、HTML、XML、または PDF にエクスポートできます。

ストレージ使用状況データのエクスポート
Storage Center、ボリューム、およびサーバーのストレージ使用状況データをエクスポートすることができます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ ナビゲーションペインにある ストレージ使用状況データの保存 をクリックします。

ストレージ使用状況データの保存 ダイアログボックスが表示されます。
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図 41. ストレージ使用状況の保存 ダイアログボックス

4. ダイアログボックスの Storage Center ストレージ使用状況、ボリュームストレージ使用状況、および サーバーストレージ使用状況 の領域
にあるチェックボックスにチェックを付けるかチェックを外すことにより、エクスポートするストレージ使用状況データを指定します。
デフォルトでは、すべてのストレージ使用状況データをエクスポートするよう選択されます。

5. 次のいずれかのラジオボタンを選択して、出力にサイズデータを表示する方法を指定します。
• サイズデータを（読みやすい）テキストとして保存：表示されている値に最も適した単位を使用して、サイズデータを表示します。たと

えば、2097152 メガバイトは 2 TB と表示されます。
• サイズデータを（ソートしやすい）MB として保存：測定単位ラベルを付けずにサイズデータをメガバイトで指定します。たとえば、2 TB 

は 2097152（メガバイト）と表示されます。
6. 出力するファイル形式（CSV（.csv）、テキスト（.txt）、Excel（.xls）、HTML（.htm）、XML（.xml）、または PDF（.pdf））を選択しま

す。
7. 参照 をクリックして、ファイル名とファイルを保存する場所を指定します。
8. OK をクリックします。

IO 使用状況データのエクスポート
最もアクティブなボリューム、サーバ、およびディスクの IO 使用状況データをエクスポートできます。また、Storage Center、ボリューム、サーバ、ディ
スク、コントローラ、およびストレージプロファイルに IO 使用状況データもエクスポートできます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. IO 使用状況 またはチャート タブをクリックします。
3. IO 使用量 または グラフ ナビゲーションペインの IO 使用状況データの保存  をクリックします。

IO 使用状況データの保存 ダイアログボックスが表示されます。
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図 42. IO 使用状況データの保存 ダイアログボックス

4. 次のいずれかのラジオボタンを選択して、エクスポートする IO 使用状況データのタイプを指定します。
• 「最もアクティブなレポート」IO 使用状況情報の保存
• グラフ IO 使用状況情報の保存

5. 「最もアクティブなレポート」IO 使用状況情報の保存 ラジオボタンを選択した場合は、エクスポートする IO 使用状況データのチェックボック
スにチェックを付けます。
• 最もアクティブなボリューム：ボリュームの IO 使用状況データをエクスポートします。
• 最もアクティブなサーバ：サーバの IO 使用状況データをエクスポートします。
• 最もアクティブなディスク：ディスクの IO 使用状況データをエクスポートします。
• リモート Storage Center の IO 使用状況：リモート Storage Center の IO 使用状況をエクスポートします。

6. グラフ IO 使用状況情報の保存 ラジオボタンを選択した場合：

a. オブジェクトタイプの選択 ドロップダウンメニューから、IO 使用状況データをエクスポートするストレージオブジェクトを選択します。
b. Storage Center 以外のオブジェクトを選択した場合は、IO 使用状況データをエクスポートするストレージオブジェクトのチェックボックスに

チェックを付けてください。
• すべてのストレージオブジェクトを選択するには、すべて選択 をクリックします。
• すべてのストレージオブジェクトを選択解除するには、すべて選択解除 をクリックします。

7. 出力するファイル形式（CSV（.csv）、テキスト（.txt）、Excel（.xls）、HTML（.htm）、XML（.xml）、または PDF（.pdf））を選択しま
す。

8. 参照 をクリックして、ファイル名とファイルを保存する場所を指定します。
9. OK をクリックします。

Storage Center ハードウェアの監視
ストレージ ビューの ハードウェア タブを使用して、Storage Center ハードウェアを監視します。
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図 43. ハードウェア タブ

関連リンク
コントローラ Storage Center の監視
Storage Center ディスクエンクロージャの監視
SSD の耐久性の監視
UPS ステータスの表示
ディスクエンクロージャの管理
Storage Center のシャットダウンと再起動

コントローラ Storage Center の監視
ハードウェア タブには、Storage Center 内のコントローラのステータス情報が表示されます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

Storage Center のすべてのコントローラのサマリ情報の表示
ハードウェア タブの コントローラ ノードには、Storage Center のすべてのコントローラのサマリ情報が表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラ を選択します。
4. 右ペインにあるタブを使って、コントローラおよびコントローラのコンポーネントに関するサマリ情報を表示します。

コントローラのサマリ情報の表示
ハードウェア タブのコントローラノードには、名前、バージョン、ステータス、およびネットワーク設定を含むそのコントローラのサマリ情報が表示されま
す。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラを選択します。右側のペインにコントローラのサマリ情報が表示されます。

コントローラの図の表示
ハードウェア タブには、ハードウェア タブのナビゲーションペインから選択したコントローラの背面図が表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
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3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラ ノードを展開し、コントローラ を選択します。右ペインにコントローラの図が表示され
ます。
ハードウェアビューには、障害が発生したコンポーネントが赤いオーバーレイで示されます。

4. ハードウェアコンポーネントの詳細情報を表示するには、ハードウェアコンポーネントの上にマウスを置きます。ツールチップが表示され、ハードウ
ェアコンポーネントの名前やステータスを含む情報が表示されます。

5. コントローラの図上のズームを調整するには、コントローラの図の右側にあるズームスライダーの位置を変更します。
• ズームインするには、ズームスライダをクリックして上へドラッグします。
• ズームアウトするには、ズームスライダをクリックして下へドラッグします。

6. コントローラビュー タブ内でコントローラの図を移動するには、コントローラの図をクリックしてドラッグします。

コントローラの IO ポート情報とステータスの表示
ハードウェア タブのコントローラノードには、コントローラに取り付けられた IO カード上のすべての Fibre Channel、iSCSI、および SAS ポートのサマリ
とステータス情報が表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラ ノードを展開し、特定のコントローラのノードを展開して、IO ポート を選択します。

右ペインに、コントローラに存在するすべての IO ポートタイプのサマリおよびステータス情報が表示されます。
4. 特定のプロトコルの詳細情報を表示するには、ハードウェア タブのナビゲーションペインで Fibre Channel、iSCSI、または SAS を選択しま

す。

コントローラの図でポートの位置を確認
ハードウェア タブのナビゲーションペインからポートを選択すると、ハードウェア タブのコントローラの図にそのポートの場所が表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラ ノードを展開し、特定のコントローラのノードを展開して、IO ポート を選択します。
4. Fibre Channel、iSCSI、または SAS ノードから IO ポートを選択します。右ペインの ポートビュー タブのコントローラの図で、選択したポート

が強調表示されます。

コントローラのファンのステータス表示
ハードウェア タブの ファンセンサー ノードには、コントローラのファンのサマリおよびステータス情報が表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラ タブを展開し、特定のコントローラのノードを展開して、ファンセンサー をクリックしま

す。右ペインには、コントローラのファンのサマリおよびステータス情報が表示されます。

コントローラの電源装置のステータスの表示
ハードウェア タブの 電源装置 ノードには、コントローラの電源装置のサマリおよびステータス情報が表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラ ノードを展開し、特定のコントローラのノードを展開し、電源装置 をクリックします。

右ペインに、コントローラの電源装置のサマリおよびステータス情報が表示されます。

コントローラの温度情報の表示
ハードウェア タブの 温度センサー ノードには、コントローラの温度センサーのサマリおよびステータス情報が表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
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3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラ ノードを展開し、特定のコントローラのノードを展開して、温度センサー をクリックしま
す。右ペインに、コントローラ内の温度センサーのサマリおよびステータス情報が表示されます。

コントローラの電圧センサーのステータスの表示
ハードウェア タブの 電圧センサー ノードには、コントローラ内の電圧センサーのステータス情報が表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラ ノードを展開し、特定のコントローラのノードを展開して、電圧センサー をクリックしま

す。右ペインに、コントローラの電圧センサーのステータス情報が表示されます。

コントローラのキャッシュモジュールのステータスの表示
ハードウェア タブの キャッシュカード ノードには、コントローラ内のキャッシュカードのステータス情報が表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラ ノードを展開し、特定のコントローラのノードを展開して、キャッシュカード をクリックし

ます。右ペインに、コントローラ内のキャッシュカードのサマリおよびステータス情報が表示されます。

Storage Center ディスクエンクロージャの監視
ハードウェア タブには、Storage Center 内のディスクエンクロージャのステータス情報が表示されます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

Storage Center のすべてのエンクロージャのサマリ情報の表示
ハードウェア タブの エンクロージャ ノードには、Storage Center 内のすべてのディスクエンクロージャのサマリ情報が表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、エンクロージャ を選択します。
4. 右ペインのタブを使用して、エンクロージャとエンクロージャコンポーネントのサマリ情報を表示します。

エンクロージャのサマリ情報の表示
ハードウェア タブのエンクロージャノードには、エンクロージャのサマリ情報が表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、エンクロージャを選択します。右ペインにサマリ情報が表示されます。

エンクロージャのダイアグラムの表示
ハードウェア タブには、ハードウェア タブのナビゲーションペインから選択したエンクロージャが視覚的に表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、エンクロージャ ノードを展開します。
4. エンクロージャを選択します。右ペインの エンクロージャビュー タブには、選択したエンクロージャの正面図と背面図が表示されます。

ハードウェアビューには、障害が発生したコンポーネントが赤いオーバーレイで示されます。
5. ハードウェアコンポーネントの詳細情報を表示するには、ハードウェアコンポーネントの上にマウスを置きます。ツールチップが表示され、ハードウ

ェアコンポーネントの名前やステータスを含む情報が表示されます。
6. エンクロージャの図の上でズームを調整するには、エンクロージャの図の右側にあるズームスライダーの位置を変更します。
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• ズームインするには、ズームスライダをクリックして上へドラッグします。
• ズームアウトするには、ズームスライダをクリックして下へドラッグします。

7. エンクロージャビュー タブ内でエンクロージャの図を移動するには、エンクロージャの図をクリックしてドラッグします。

エンクロージャのアラームステータスの表示
ハードウェア タブの 可聴アラーム には、エンクロージャのアラームステータスが表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、可聴アラーム を選択します。右のペインにサマリ情報が表示されます。

エンクロージャのディスクステータスの表示
ハードウェア タブの ディスク ノードには、エンクロージャのすべてのディスクのステータスが表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで エンクロージャ ノード、特定のエンクロージャのノードの順に展開します。
4. ディスク ノードをクリックします。右ペインに、エンクロージャ内のすべてのディスクのステータスが表示されます。

エンクロージャの図でディスクの位置を確認
ハードウェア タブには、右ペインの ディスク タブから選択されたディスクの場所が表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、エンクロージャ ノード、特定のエンクロージャのノードの順に展開します。
4. ディスク ノードをクリックします。右ペインの エンクロージャ タブに、エンクロージャ内のディスクが表示されます。
5. ディスク タブからディスクを選択します。ディスクビュー タブのエンクロージャの図で、ディスクが強調表示されます。

メモ: Storage Manager は、SC280 エンクロージャ内のディスクをドロワーにグループ化します。エンクロージャが SC280 である
場合、ドロワーを展開してディスクを選択する必要があります。

エンクロージャの冷却ファンステータスの表示
ハードウェア タブの 冷却ファンセンター ノードには、エンクロージャの冷却ファンステータスが表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、エンクロージャ ノード、特定のエンクロージャのノードの順に展開します。
4. 冷却ファンセンサー を選択します。右ペインにサマリ情報が表示されます。

エンクロージャの図で冷却ファンセンサーの位置を確認
ハードウェア タブのエンクロージャの図で、冷却ファンセンサーの場所が強調表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、エンクロージャ ノード、特定のエンクロージャのノードの順に展開します。
4. 冷却ファンセンサー ノードをクリックします。右ペインに、そのエンクロージャ内の冷却ファンセンサーが表示されます。
5. 冷却ファン タブから冷却ファンセンサーを選択します。ファンビュー タブのエンクロージャの図で、選択したファンが強調表示されます。
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エンクロージャの IO Module ステータスの表示
ハードウェア タブの IO Module ノードには、エンクロージャの IO Module ステータスが表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、エンクロージャ ノード、特定のエンクロージャのノードの順に展開します。
4. IO Module をクリックします。右ペインに、IO Module タブから選択した IO Module のステータス情報が表示されます。

エンクロージャの図で IO Module の位置を確認
ハードウェア タブのエンクロージャの図で、IO Module の位置が強調表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、エンクロージャ ノード、特定のエンクロージャのノードの順に展開します。
4. IO Module ノードを選択します。右ペインに、エンクロージャの IO Module が表示されます。
5. IO Module タブから IO Module を選択します。IO Module ビュー タブのエンクロージャの図で、選択した IO Module が強調表示されま

す。

エンクロージャの電源装置ステータスの表示
ハードウェア タブの 電源装置 ノードには、エンクロージャの電源装置ステータスが表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、エンクロージャ ノード、特定のエンクロージャのノードの順に展開します。
4. 電源装置 をクリックします。右側のペインには、電源装置 タブから選択した電源装置のステータス情報が表示されます。

エンクロージャの図で電源装置の位置を確認
ハードウェア タブのエンクロージャの図には、電源装置の場所が強調表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、エンクロージャ ノード、特定のエンクロージャのノードの順に展開します。
4. 電源装置 ノードをを選択します。右ペインに、エンクロージャ内の電源装置が表示されます。
5. 電源装置 タブから電源装置を選択します。電源装置ビュー タブのエンクロージャの図で、選択した電源装置が強調表示されます。

エンクロージャの温度の表示
ハードウェア タブの 温度センサー ノードには、エンクロージャの温度が表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、エンクロージャ ノード、特定のエンクロージャのノードの順に展開します。
4. 温度センサー をクリックします。右ペインには、温度センサー情報が表示されます。

SSD の耐久性の監視
ソリッドステートドライブ（SSD）の製品寿命は、そこに書き込まれるデータの量によって決定されます。SSD の耐久性レベルは、残りの寿命を示
すパーセンテージとして表示されます。SSD によって、耐久性ステータスを追跡して報告するものとしないものがあります。
新しいドライブの耐久性レベルは 100 % で始まり、ドライブにデータが書き込まれるたびに減少していきます。Storage Center は、SSD が 120 日
以内に耐久性限度に到達すると判断した場合にアラートをトリガします。

Storage Center 情報の表示 335



メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

SSD の現在の耐久性および耐久性履歴の表示
SSD の現在の耐久性レベルは、パーセンテージで表示されます。また、SSD の耐久性レベルは、時間の経過とともに記録され、グラフに表示する
ことができます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで SSD を選択します。
4. SSD の耐久性情報を表示します。

• SSD の現在の耐久性レベルを表示するには、右ペインに表示される 耐久性 値を参照してください。
• SSD の耐久性履歴情報を表示するには、耐久性履歴 サブタブをクリックします。

ディスクフォルダのすべての SSD の現在の耐久性レベルの表示
ディスクフォルダに SSD が存在する場合、サマリテーブルには各 SSD の残り寿命のパーセンテージと対応する耐久性グラフが表示されます。

1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ストレージ タブをクリックします。
3. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ストレージフォルダを選択します。
4. ディスク サブタブのテーブルで、耐久性 と 耐久性グラフ の列を探します。

図 44. SSD の耐久性

耐久性グラフ 列には、残りの寿命を示すゲージと、アラートが送信されるタイミングが示されます。ゲージインジケータは次のとおりです。

• 赤：ディスクの寿命が残り 120 日になるときを予測する、ディスクデータから計算されたフェールゾーン。ディスクの寿命が残り 120 日にな
ると、（赤：ディスクの寿命が残り 120 日になるときを予測する、ディスクデータから計算されたフェールゾーン。アラートは、緑色のゾーンか
ら赤色のゾーンに摩耗寿命が移行したときに送信されます。

• 緑：安全な動作ゾーン。
• 黒のティックマーク：現在の耐久性レベル。右端は耐久性 100 %（新規ディスク、摩耗なし）、左端は 0 %（寿命の終わり）を示し

ます。これは、耐久率として 耐久性 列にも表示されます。

UPS ステータスの表示
UPS では、バックアップバッテリーを使用して、Storage Center に冗長電源を供給します。
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Storage Center への電源が切断されると、UPS はただちにバッテリーに切り替えるので、Storage Center 管理者は Storage Center の電源を
適切にオフにしたり、電源の問題を修正したりする時間を取ることができます。UPS がバッテリーに切り替わると、バッテリーメッセージが Storage 

Center に送信されます。Storage Center はバッテリーメッセージをアラートとして登録し、書き込みキャッシュをオフにして、キャッシュをディスクにフ
ラッシュします。Storage Center は、シャットダウンするか、UPS がオンラインメッセージを送信して通常の動作が再開されるまで、この方法で動作
し続けます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックします。

関連リンク
Storage Center への UPS の追加

Storage Center に使用するすべての UPS ユニットのサマリ情報の表示
ハードウェア タブの UPS ノードには、Storage Center にバックアップ電源を提供する UPS ユニットのサマリ情報が表示されます。
前提条件
UPS は Storage Center に設定されている必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、UPS を選択します。右ペインにサマリ情報が表示されます。

Storage Center に使用する UPS ユニットのサマリ情報の表示
ハードウェア タブには、Storage Center にバックアップ電源を提供する UPS ユニットのサマリ情報が表示されます。
前提条件
UPS は Storage Center に設定されている必要があります。

手順
1. Storage Center を ストレージ ビューから選択します。（Data Collector に接続された Storage Manager Client のみ）

2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、UPS ノードの下から UPS ユニットの名前を選択します。右ペインにサマリ情報が表示されます。
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12
SMI-S
Storage Management Initiative Specification（SMI-S）は、Storage Networking Industry Association（SNIA）によって開発された標準
のインタフェース仕様です。Common Information Model（CIM）および Web-Based Enterprise Management（WBEM）標準に基づいた 
SMI-S は、ストレージベンダーのソフトウェアとハードウェア間の相互運用を可能にする共通のプロトコルおよびデータモデルを定義します。

Dell SMI-S プロバイダ
Dell SMI-S プロバイダは、Storage Manager Data Collector に付属します。Data Collector のプロパティを変更することによって、Data 
Collector Manager の初期インストールまたはポストインストールで SMI-S を設定できます。SMI-S を有効にして設定すると、Data Collector は
自動的に Dell SMI-S プロバイダをインストールおよび管理します。追加のインストールは必要ありません。

サポートされている管理ソリューション
Storage Manager SMI-S は、Microsoft System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）2012 および Microsoft Server バージョンの
次の組み合わせと互換性があります。

• Windows Server 2008 R2 で実行されている SCVMM 2012

• Windows Server 2012 で実行されている SCVMM 2012 SP1（HTTPS が必要です）

• Windows Server 2012 で実行されている SCVMM 2012 R2（HTTPS が必要です）

• Windows Server 2012 R2 で実行されている SCVMM 2012 R2（HTTPS が必要です）

• Windows Server 2016 で実行されている SCVMM 2016 R2（HTTPS が必要です）

サポートされている SMI-S 1.6 プロファイル
SMI-S プロファイルは、ストレージサブシステムの管理インタフェースを説明します。
Storage Manager に付属の Dell SMI-S プロバイダは、次の SMI-S 1.6 プロファイルをサポートします。

• アクセスポイント
• アレイ
• ブロックサービス
• ブロックサーバーパフォーマンス
• コピーサービス
• ディスクドライブライト
• 範囲構成
• FC ターゲットポート
• Health（正常性）

• iSCSI ターゲットポート
• ジョブ制御
• マスキングおよびマッピング
• 複数のコンピュータシステム
• 物理パッケージ
• レプリケーションサービス
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• サーバ
• ソフトウェア
• シンプロビジョニング

SMI-S のセットアップ
SMI-S をセットアップするには、Data Collector で SMI-S を有効にし、必要な SMI-S ユーザーを追加します。HTTPS は、SMI-S プロバイダのデ
フォルトのプロトコルです。

1. SMI-S の前提条件の確認
2. Data Collector での SMI-S の有効化

SMI-S の前提条件の確認
SMI-S を設定する前に、Storage Manager Data Collector のホストとなるサーバ上に必要なソフトウェアがインストールされ、必要なポートが開
かれていることを確認してください。

1. 次の Microsoft ソフトウェアをインストールしておく必要があります。
• Microsoft .NET Framework 4.0 Full

• Windows PowerShell 3.0

2. Windows PowerShell を使用して、必要なポートを開きます。
a. Windows PowerShell アプリケーションを起動します。
b. 次のコマンドを実行して、必要なポートを開きます。

• netsh advfirewall firewall add rule name="CIM-XML" dir=in protocol=TCP 
localport=5988-5989 action=allow

• netsh advfirewall firewall add rule name="CIM-XML" dir=out protocol=TCP 
localport=5990 action=allow

c. SLP プロトコルを使用するように Data Collector を設定している場合、次のコマンドを実行して、SLP ポートを開きます。
• netsh advfirewall firewall add rule name="SLP-udp" dir=in protocol=UDP 

localport=427 action=allow
• netsh advfirewall firewall add rule name="SLP-udp" dir=out protocol=UDP 

localport=427 action=allow

Data Collector での SMI-S の有効化
Storage Manager Data Collector Manager を使用して、SMI-S を有効にします。

1. Storage Manager Data Collector Manager アプリケーションを起動します。Storage Manager のログイン画面が表示されます。
2. 管理者権限を持つユーザーのユーザー名とパスワードを入力し、ログイン をクリックします。Data Collector Manager ウィンドウが開き、一般

情報 タブが表示されます。
3. SMI-S タブをクリックします。
4. SMI-S を有効にします。

a. 有効 チェックボックスをオンにします。有効にすると、Data Collector は Dell SMI-S プロバイダをインストールし、起動します。
b. 変更の適用 をクリックします。

5. OK をクリックし、Data Collector プロパティの画面を閉じます。
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Microsoft SCVMM 2012 での Dell SMI-S プロバイダの使用
Microsoft System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）2012 を使用して Dell SMI-S プロバイダを検出するには、次の手順を実行
します。

1. SCVMM 2012 の前提条件の確認
2. SCVMM 2012 の制限事項
3. （HTTPS のみ）SCVMM 2012 管理サーバーのレジストリの変更による HTTPS の許可
4. SCVMM 2012 による Dell SMI-S プロバイダの検出

SCVMM 2012 の前提条件の確認
Microsoft SCVMM 2012 を使用して Dell SMI-S プロバイダと Storage Center を検出する前に、次の前提条件が満たされていることを確認し
ます。

• Microsoft SCVMM 2012 サーバーと Storage Manager Data Collector は、別のサーバーにインストールし、同じ Active Directory ドメイン
のメンバーである必要があります。

• SMI-S が有効で、Storage Manager Data Collector 向けの設定を行う必要があります。
• SMI-S で管理する Storage Center を Storage Manager に追加し、SMI-S ユーザーにマッピングする必要があります。

SCVMM 2012 の制限事項
Microsoft SCVMM 2012 には、Dell SMI-S プロバイダと Storage Center を検出する上で、次のような制限事項があります。

シンプロビジョニング
SCVMM 2012 コンソールでは、作成時の最大ボリュームサイズがストレージプールの使用可能容量に制限されます。Storage Center のシンプロ
ビジョニングには、このような制限はありません。この制限により、割り当て済みのストレージが使用可能な物理ストレージを超えている場合、
SCVMM 2012 コンソールでは「割り当て済みストレージ」のエラーが表示されることがあります。

使用可能なストレージプールを超える容量のボリュームを作成するには、SCVMM 2012 コンソールではなく PowerShell cmdlet の New-
SCStorageLogicalUnit を使用してください。

サーバー WWN の追加
WWN が Storage Center サーバーオブジェクトに関連付けられていない場合、SMI-S は使用可能な WWN ごとに 1 つの新規サーバーオブジェ
クトを作成します。サーバーに複数の WWN が存在する場合、SMI-S では、複数の WWN で 1 つのサーバーオブジェクトを作成するのではなく、
WWN ごとに 1 つのサーバーオブジェクトを作成します。

サーバーに WWN が複数存在する場合、サーバーオブジェクトを自動生成するのではなく、手動で作成してください。

ボリューム名
SCVMM 2012 では、ボリューム名にスペースや、アンダースコアまたはダッシュなどの特殊文字を使用できません。ただし、検出前にすでに作成さ
れていたボリュームについては、名前にスペースを含めることができます。

SCVMM 2012 で LUN を作成する場合、ボリューム名に空白文字は指定しないでください。

Storage Center コントローラのフェールオーバー
Storage Center コントローラのフェールオーバーの際には、いつくかの操作で、タイムアウトのために SCVMM に失敗したように見えることがありま
す。たとえば、SCVMM でのボリューム作成時にコントローラのフェールオーバーが発生した場合、ボリュームは Storage Center 上で正常に作成さ
れますが、SCVMM での操作は失敗したようにみえます。
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Storage Center コントローラのフェールオーバーの際には、SCVMM で Dell SMI-S プロバイダを更新します。フェールオーバーの後にプロバイダを
更新することは、SCVMM における情報を正確に保持するために役立ちます。

SCVMM 2012 管理サーバーのレジストリの変更による HTTPS の許可
SMI-S 接続に HTTPS を使用する設定を Data Collector で行う場合、SCVMM 2012 が Dell SMI-S プロバイダ証明書をインポートする際に
証明書エラーが発生することがあります。これらのエラーを防止するには、SCVMM 2012 管理サーバーでレジストリを編集します。
このタスクについて

警告: レジストリを誤って変更すると深刻な問題が発生します。追加の保護として、レジストリを変更する前にバックアップします。

手順
1. レジストリエディタ アプリケーションを起動します。
2. ユーザーアカウント制御 ダイアログボックスが表示されたら、はい をクリックします。レジストリエディタ ウィンドウが表示されます。
3. ストレージプロバイダ証明書の CN 検証を無効にします。

a. レジストリエディタで、次のフォルダに移動します。
• Windows Server 2008R2：HKEY_LOCAL_MACHINE→ ソフトウェア→ Microsoft→ ストレージ管理 の順に選択します。
• Windows Server 2012：HKEY_LOCAL_MACHINE→ ソフトウェア→ Microsoft→ Windows→ CurrentVersion→ ストレー

ジ管理 の順に選択します。
b. DisableHttpsCommonNameCheck エントリが存在しない場合、編集→ 新規→ DWORD（32 ビット）値 の順に選択して、

DisableHttpsCommonNameCheck と入力しエントリを作成します。
c. DisableHttpsCommonNameCheck をダブルクリックします。
d. 値 データボックスに 1 と入力して OK をクリックします。

4. SCVMM をホストするサーバーが Windows Server 2012 で実行している場合、クライアント証明書のチェックを無効にします。
a. レジストリエディタ で、HKEY_LOCAL_MACHINE→ ソフトウェア→ Microsoft → Windows→ CurrentVersion ストレージ管理 

の順に選択します。
b. EnableHTTPListenerClientCertificateCheck をダブルクリックします。
c. 値 データボックスに 0 と入力して OK をクリックします。

5. SCVMM をホストするサーバーが Windows Server 2012 または Microsoft セキュリティ更新 KB2585542（2012 年 1 月）がインストール
された Windows Server 2008R2 を実行している場合、次の手順を実行して、レジストリを変更します。
a. レジストリエディタ で、HKEY_LOCAL_MACHINE→ システム→ CurrentControlSet→ コントロール→ SecurityProviders→ 

SCHANNEL の順に選択します。
b. SendExtraRecord エントリが存在しない場合、編集→ 新規→ DWORD（32 ビット）値 の順に選択して、SendExtraRecord と

入力しエントリを作成します。
c. SendExtraRecord をダブルクリックします。
d. 値 データボックスに 2 と入力して OK をクリックします。

メモ: 詳細については、http://support.microsoft.com/kb/2643584 を参照してください。
6. レジストリエディタ を閉じます。

SCVMM 2012 サーバの通知の準備
Windows Server 2012 以降で稼働する SCVMM 2012 搭載の Dell SMI-S プロバイダを使用している場合、SMI-S 通知を受け入れるように 
SCVMM サーバを設定します。
このタスクについて
これらの手順は、Windows Server 2008R2 で実行している SCVMM 2012 では必要ありません。
手順
1. Windows Standards-Based Storage Management 機能がインストールされていることを確認します。
2. Windows PowerShell で、次のコマンドを実行して、必要なポートを開きます。

netsh advfirewall firewall add rule name="CIM-XML" dir=in protocol=TCP localport=5990 
action=allow
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3. Windows PowerShell で、次のコマンドを実行して、ネットワークサービスと HTTPS ポートのバインディングを許可します。
netsh http add urlacl url=https://*:5990/ user="NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE"

SCVMM 2012 による Dell SMI-S プロバイダの検出
ストレージデバイスの追加 ウィザードで、Dell SMI-S プロバイダを追加できます。
このタスクについて
Storage Center の設定によっては、Dell SMI-S プロバイダの検出に数分かかる場合もあります。
手順
1. Microsoft SCVMM 2012 管理コンソールを起動します。
2. ファブリック ワークスペースを選択して開きます。
3. ホーム タブで、リソースの追加 をクリックしてから、ストレージデバイスの追加 を選択します。ストレージデバイスの追加 ウィザードが表示さ

れます。
4. ストレージプロバイダの IP アドレスまたは FQDN の指定 ウィザードページのフィールドを入力します。

a. IP アドレス /FQDN およびポート フィールドで、接続ポートの後に、Dell SMI-S プロバイダをホストする Storage Manager サーバの IP 
アドレスまたは FQDN を入力します。HTTP のデフォルトポートは 5988、HTTPS のデフォルトポートは 5989 です。
たとえば、hostname.example.com:5989 の場合、hostname.example.com が Storage Manager サーバの FQDN、5989 がデフォル
ト HTTPS ポートです。

b. セキュアな接続を使用するには、セキュアな接続を使用 チェックボックスをオンにします。デフォルトではこのチェックボックスはオンになって
います。

c. 実行アカウント フィールドで、Dell SMI-S プロバイダに追加した SMI-S ユーザーアカウントとパスワードを指定します。デフォルトでは、ス
トレージデバイス カテゴリに割り当てられている 実行 アカウントが表示されます。

メモ: 実行アカウント が存在しない場合、実行アカウントの選択 ダイアログで 実行アカウントの作成 を選択します。
5. 情報の収集 ウィザードページを完了します。SCVMM 2012 は、ストレージデバイス情報の検出とインポートを自動実行します。

a. セキュアな接続を使用 オプションを選択した場合は、証明書のインポート ダイアログが表示されます。証明書情報を確認し、インポー
ト をクリックします。
検出プロセスが完了すると、検出されたストレージアレイ、ストレージプール、製造元、モデル、容量が表示されます。

メモ: エラーが表示される場合は、HTTPS 接続が許可されるように SCVMM 2012 サーバーのレジストリを変更していること
を確認します。「SCVMM 2012 管理サーバーのレジストリの変更による HTTPS の許可」を参照してください。

b. プロセスが完了したら、次へをクリックします。
6. SCVMM 2012 で管理するストレージプールを選択するための ストレージプールの選択 ウィザードページを完了します。

a. ストレージアレイから、SCVMM 2012 で管理するストレージプールを選択します。
b. 分類 列で、ストレージアレイに割り当てるストレージ分類を選択します。

メモ: 新しい分類を作成するには、新しい分類 をクリックし、分類の名前と説明を入力します。
c. SCVMM 2012 で管理するすべてのストレージプールについて、ストレージアレイと分類を選択します。
d. ストレージプールを選択したら、次へ をクリックします。

7. サマリ ページのすべての設定を確認して 完了 をクリックします。
8. 新しく検出されたストレージの情報を確認します。

メモ: SCVMM 2012 がストレージプールを検出するまでに数分かかる場合があります。検出プロセスの監視には、ジョブ ビューを
使用します。

a. ファブリックワークスペースの ホーム タブで、ファブリックリソースをクリックします。
b. ストレージ ノードを展開し、次の内容を確認します。

• 分類に割り当てられたストレージプールを表示するには、分類とプール をクリックします。ストレージを追加した分類を展開します。ス
トレージプールを展開すると、ストレージプールの論理ユニット情報が表示されます。

• ストレージプロバイダ情報を表示するには、プロバイダ をクリックします。ストレージプロバイダの名前、管理アドレス、管理対象アレ
イ、およびプロバイダのステータスを表示できます。
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• 検出されたストレージアレイを表示するには、アレイ をクリックします。アレイの名前、合計容量と使用済み容量、管理対象ストレー
ジプールの数、プロバイダの名前とポート、およびプロバイダステータスを表示できます。
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パート

III
FluidFS v6 クラスタの管理
このセクションでは、Storage Manager を使用してバージョン 6.x を実行している FluidFS クラスタを管理する方法について説明します。

メモ: FluidFS クラスタの管理には、FluidFS v6 用と FluidFS v5 用の 2 つの独立したセクションが含まれています。これは、GUI の手
順が、これら 2 つのバージョン間で異なるためです。
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13
FS8x00 スケールアウト NAS の動作
Dell FS8x00 スケールアウト NAS は、Dell Fluid File System（FluidFS）と Storage Center を活用して、Microsoft Windows、UNIX、および 
Linux の各クライアントにファイルストレージを提供します。FluidFS クラスタは、専用サーバにインストールされているか、あるいは Hyper-V または 
VMware 仮想化を導入している仮想システムにインストールされている、Windows、UNIX、および Linux オペレーティングシステムをサポートしま
す。
Storage Center は、ある一定の容量（NAS プール）を FluidFS クラスタに提供します。この NAS プールはその後、NAS ボリュームに分割され、
SMB 共有および NFS エクスポートを作成するために使用されます。

図 45. NAS ストレージ

クライアントには、FluidFS システムがそれ自体を、複数の SMB 共有および NFS エクスポートをホストし、1 つの IP アドレスと名前空間を持つ単
一のファイルサーバーとして提供します。クライアントは、それぞれのオペレーティングシステムの NAS プロトコルを使用して FluidFS クラスタに接続し
ます。

• UNIX および Linux ユーザーは NFS プロトコルを介してファイルにアクセスする
• Windows ユーザーは SMB プロトコルを介してファイルにアクセスする
• ユーザーは FTP プロトコルおよび FTPS プロトコルを介してファイルにアクセスすることもできます

FluidFS クラスタはすべてのクライアントに同時にデータを提供します。

FS8x00 スケールアウト NAS 用語
次の表では、FS8x00 スケールアウト NAS に関連する用語を定義しています。

用語 説明
Fluid File System（FluidFS） NAS コントローラにインストールされている、Dell の高パフォーマンスで拡張可能なファイルシステムソフトウ

ェアです。

アプライアンス（NAS アプライアンス） FluidFS クラスタ内のアクティブ - アクティブ構成のホットスワップ可能な 2 台の NAS コントローラが搭載さ
れた、ラックマウント型 2U シャーシ。キャッシュデータは、NAS アプライアンス内でペアになる NAS コントロ
ーラ の間でミラーリングされます。
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用語 説明

コントローラ（NAS コントローラ） NAS アプライアンスの 2 つのプライマリコンポーネントで、それぞれが FluidFS クラスタの別のメンバーとして
機能します。

ピアコントローラ NAS アプライアンスで特定の NAS コントローラとペアになる、NAS コントローラです。

スタンバイコントローラ FluidFS ソフトウェアでインストールされる NAS コントローラですが、FluidFS クラスタの一部ではないもので
す。たとえば、Dell の工場から出荷された新しいコントローラまたは交換のコントローラは、スタンバイコント
ローラと見なされます。

バックアップ電源装置 各 NAS コントローラにはバッテリ電源装置が搭載され、電源障害が発生した場合にバックアップバッテリ
電源を提供します。

FluidFS クラスタ FluidFS クラスタとして設定される、1 ～ 6 台の FS8x00 スケールアウト NAS アプライアンス。

Storage Center NAS ストレージ容量を提供する、最大 8 台の Storage Center。

Storage Manager FluidFS クラスタおよび Storage Center の管理に必要な、マルチシステム管理ソフトウェアおよびユーザー
インタフェース。

FS8x00 スケールアウト NAS 完全に設定された、可用性が高く拡張性に優れた FluidFS クラスタで、NAS（SMB および NFS）サー
ビスを提供します。このクラスタは、NAS アプライアンス、1 つ、または複数の Storage Center で提供され
るストレージ、および Storage Manager で構成されます。

FTP FluidFS クラスタ間でのファイル転送に使用するファイル転送プロトコル。

NAS プール 最大 8 台の Storage Center が提供するすべてのストレージから、内部システム用に予約された容量を
引いた合計。

NAS ボリューム NAS プール内のストレージの容量を消費する仮想ボリューム。システム Administrator は、SMB 共有お
よび NFS エクスポートを NAS ボリューム上に作成して、それらを認証済みのユーザーと共有することがで
きます。

LAN またはクライアントネットワーク クライアントが SMB 共有または NFS エクスポートにアクセスする際に経由するネットワークです。また、こ
のネットワークはストレージ Administrator が FluidFS クラスタを管理するためにも使用されます。

クライアント VIP FluidFS クラスタでホストされた SMB 共有および NFS エクスポートにアクセスするためにクライアントが使
用する 1 つ、または複数の仮想 IP アドレス。

SMB 共有 サーバーメッセージブロック（SMB）プロトコルを使用してネットワーク上で共有される、NAS ボリューム内
のディレクトリ。

NFS エクスポート Network File System（NFS）プロトコルを使用してネットワーク上で共有される、NAS ボリューム内のデ
ィレクトリ。

ネットワークデータ管理プロトコル
（NDMP）

NDMP バックアップおよび復元操作に使用されるプロトコル。

複製 2 つの FluidFS クラスタ間、または 2 つの NAS ボリューム間で NAS ボリュームデータをコピーします。

レプリケーションパートナー レプリケーション操作に参加する FluidFS クラスタ。

スナップショット 特定のポイントインタイムで読み取り専用として凍結されたすべての NAS ボリュームデータのイメージ。

スケールアウト NAS の主な機能
次の表は、スケールアウト NAS の主な機能の概要を示しています。
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機能 説明

共有バックエンドインフラストラクチャ Storage Center SAN およびスケールアウト NAS は、同じ仮想ディスクプールを使用します。

ファイル管理 Storage Manager を使用した Storage Center SAN とスケールアウト NAS の管理およびレポート。

高パフォーマンスのスケールアウト NAS 最大 4 つの NAS アプライアンス（8 つの NAS コントローラ）にまたがる単一の名前空間のサポート。

容量の拡張 最大 8 つの Storage Center で最大 4 PB の容量まで単一の名前空間を拡張できる機能。

接続オプション クライアントネットワークに接続する場合の 1 GbE および 10 GbE のオプションと銅線および光ファイバの
オプションを提供。

高可用性およびアクティブ―アクティブ
設計

NAS アプライアンスごとの冗長なホットスワップ対応 NAS コントローラ。NAS アプライアンスの両方の 
NAS コントローラ が I/O を処理します。

マルチテナンシー マルチテナンシーを可能にする単一の物理 FluidFS クラスタは複数の分離環境に接続されており、そ
れぞれの環境は個別に管理されます。

自動負荷バランシング ネットワークポートと NAS コントローラ全体でのクライアント接続と、Storage Center ボリュームでのバッ
クエンド I/O の自動バランシング。

マルチプロトコルサポート SMB（Windows の場合）プロトコル、NFS（UNIX および Linux の場合）プロトコル、および FTP/

FTPS プロトコルがサポートされ、すべてのプロトコルでユーザーデータを共有できます。

クライアント認証 ローカルおよびリモートクライアント認証（LDAP、Active Directory、および NIS を含む）を使用してフ
ァイルへのアクセスを制御します。

クォータルール クライアントの容量使用状況を制御します。

ファイルセキュリティスタイル NAS ボリュームのファイルセキュリティモードの選択（UNIX、Windows、または混合）。

Storage Center Data Progression 非アクティブデータの安価なドライブへ自動的に移行。

Storage Center の動的容量 NAS プールと NAS ボリュームに割り当てられたブロックレベルストレージのシンプロビジョニングを行い、
書き込みが発生したときのみ容量を使用します。

キャッシュミラーリング 書き込みキャッシュは、NAS コントローラ間でミラーリングされます。これによって、クライアント要求への
高パフォーマンスな応答が保証され、NAS コントローラの障害発生時にデータの整合性が維持されま
す。

ジャーナリングモード NAS コントローラの障害発生時に、ピアの NAS コントローラのキャッシュがストレージに書き込まれ、ピ
アの NAS コントローラがストレージへの直接的な書き込みを続行します。これにより、データ損失を防ぐ
ことができます。

バックアップ電源装置 電源障害が発生した場合にデータ整合性が維持できるよう、キャッシュを内部ストレージデバイスに書
き込むのに十分な時間、NAS コントローラ をオンラインのままにします。

NAS ボリュームシンクローン データセットを物理的にコピーせずに NAS ボリュームをクローンします。

重複排除 使用していない冗長データを排除するポリシー駆動のポストプロセス重複除外テクノロジー。

圧縮 使用していないデータをインテリジェントに圧縮する LZPS（Level Zero Processing System）圧縮ア
ルゴリズム。

メタデータの保護 メタデータについては、データの整合性とプロテクションを目的として絶えずチェックサム処理が行われ、
Storage Center 上と FS Series アプライアンス内の両方の複数の場所に保存されます。

スナップショット ネットワークを介してユーザーがアクセスできるリダイレクトオンライト方式のスナップショット。

複製 災害復旧を可能にするリモート FluidFS クラスタへの NAS ボリュームレベルのスナップショットベース非
同期レプリケーション。
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機能 説明

NDMP バックアップ 認定サードパーティのバックアップソリューションに対する Ethernet 経由のスナップショットベースの非同
期 2 ウェイバックアップ（直接 NDMP）、または 3 ウェイバックアップ（リモート NDMP）。

アンチウイルススキャン 認証サードパーティの Internet Content Adaptation Protocol（ICAP）対応アンチウイルスソリューシ
ョンを使用した、SMB アンチウイルススキャンのオフロード機能。

監視 組み込みのパフォーマンス監視および容量計画。

FS8x00 ハードウェアの概要
スケールアウト NAS は、FluidFS クラスタとして設定された 1 ～ 6 台の FS8x00 アプライアンスで構成されます。各 NAS アプライアンスは、ラックマ
ウント型 2U シャーシであり、アクティブ - アクティブ構成でホットスワップ可能な 2 台の NAS コントローラが搭載されています。NAS アプライアンス
では、1 台の NAS コントローラのペアになっている 2 台目の NAS コントローラをピアコントローラと呼びます。スケールアウト NAS は拡張をサポート
しています。つまり、1 台の NAS アプライアンスから始め、必要に応じて FluidFS クラスタに NAS アプライアンスを追加してパフォーマンスを向上さ
せることができます。
NAS アプライアンスの番号は 1 から始まり、NAS コントローラの番号は 0 から始まります。アプライアンス 1 にはコントローラ 0 とコントローラ 1、アプ
ライアンス 2 にはコントローラ 2 とコントローラ 3 というように続きます。Storage Manager に表示される物理ハードウェアを識別するには、Storage 

Manager で表示されるサービスタグと、NAS アプライアンスの前面右側にあるシールに印刷されているサービスタグを照合する必要があります。

次の FS8x00 アプライアンス構成が使用可能です。FluidFS クラスタ内のすべての NAS アプライアンスが同じ構成を使用する必要があります。つ
まり、1 GbE と 10 GbE、または Fibre Channel と iSCSI を混在させることはできません。

• Storage Center に対する 8 Gb Fibre Channel バックエンド接続を使用した 1 Gb Ethernet クライアント接続
• Storage Center に対する 8 Gb Fibre Channel バックエンド接続を使用した 10 Gb Ethernet クライアント接続
• Storage Center に対する 10 Gb Ethernet iSCSI バックエンド接続を使用した 10 Gb Ethernet クライアント接続

メモ: 10 GbE モデルには、24 GB と 48 GB の 2 つの RAM 構成があり、同じアプライアンスに混在させることはできませんが、クラスタ
内で混在させることはできます。

内蔵バックアップ電源装置
それぞれの NAS コントローラ にはバックアップ電源装置（BPS）が内蔵され、電源障害時にデータを保護することができます。BPS を使用する
と、電源障害の発生時に NAS コントローラへ最低 5 分間は連続して電力が供給され、NAS コントローラを安全にシャットダウンするために十分
なバッテリ電源を備えることができます。さらに、BPS は、NAS コントローラがキャッシュからすべてのデータを不揮発性の内蔵ストレージに書き込む
ために十分な時間を提供します。
NAS コントローラは、BPS バッテリステータスを定期的にチェックして、正常に動作するために必要な最低限レベルの電力を維持します。BPS バッ
テリステータスが正確になるように、NAS コントローラは定期的にバッテリキャリブレーションを行います。バッテリキャリブレーションサイクル中に、BPS 

は充電サイクルと放電サイクルを経ます。したがって、このプロセス中はバッテリエラーイベントが予期されます。バッテリキャリブレーションサイクルが完
了するには最大 7 日間かかります。NAS コントローラがバッテリキャリブレーションサイクルを開始し、ピア NAS コントローラ BPS に障害が発生した
場合は、NAS コントローラがジャーナルモードになります。ジャーナルモードになるとパフォーマンスに影響がある場合があるため、デルでは障害が発
生した BPS はできるだけ早く修復することをお勧めします。

内蔵ストレージ
それぞれの NAS コントローラには、FluidFS イメージ用に、また、電源障害発生時にはキャッシュストレージオフロードの場所にのみ使用される内
蔵ストレージデバイスがあります。この内蔵ハードドライブは、NAS ストレージ機能を備えていません。

内部キャッシュ
それぞれの NAS コントローラには、高速な読み取りと信頼性の高い書き込みを提供する内部キャッシュが含まれます。
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FS 8600 のアーキテクチャの概要
スケールアウト NAS は以下のコンポーネントで構成されています。

• ハードウェア

– FluidFS クラスタ
– Storage Center

• NAS アプライアンスネットワークインタフェース接続

– SAN ネットワーク
– 内部ネットワーク
– LAN/ クライアントネットワーク

次の図はスケールアウト FS8600 アーキテクチャの概要を示しています。

図 46. FS8600 アーキテクチャ

Storage Center

Storage Center は、FS8600 スケールアウト NAS ストレージ容量を提供します。FS8600 をスタンドアロン NAS アプライアンスとして使用するこ
とはできません。Storage Center には、ブロックおよびファイルストレージ用に別個のストレージ容量を備える必要はありません。また、Data 
Progression および Dynamic Capacity などの Storage Center 機能は、NAS ボリュームに自動的に適用されます。

SAN ネットワーク
FS8600 は、Storage Center とバックエンドインフラストラクチャを共有します。SAN ネットワークは FS8600 を Storage Center に接続し、ブロッ
クレベルのトラフィックを伝送します。FS8600 は、購入した NAS アプライアンス構成に応じて、iSCSI または Fibre Channel プロトコルを使用して 
Storage Center と通信します。
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内部ネットワーク
内部ネットワークは、NAS コントローラ間の通信に使用されます。次のことを実現するために、FluidFS クラスタ内の各 NAS コントローラは、
FluidFS クラスタ内の他のすべての NAS コントローラ にアクセスできる必要があります。

• FluidFS クラスタの作成に接続を提供する
• 高可用性を維持するために、ハートビートメカニズムとして機能する
• NAS コントローラ間の内部データ転送を有効にする
• NAS コントローラ間のキャッシュミラーリングを有効にする
• NAS コントローラ間のクライアント分散を有効にする

LAN/ クライアントネットワーク
LAN/ クライアントネットワークは、SMB 共有および NFS エクスポート、および FTP ランディングディレクトリへのクライアントアクセスに使用されま
す。また、FluidFS クラスタを管理するためにストレージ Administrator によっても使用されます。FluidFS クラスタには 1 つ、または複数の仮想 IP 
アドレス（クライアント VIP）が割り当てられ、クライアントは FluidFS クラスタに単一のエンティティとしてアクセスできます。また、クライアント VIP に
より、NAS コントローラ間での負荷バランシングが有効になり、NAS コントローラの障害発生時にフェールオーバーが行われます。
FluidFS クラスタへのクライアントアクセスがルーターを経由しない場合（つまり、フラットネットワークである場合）は、NAS コントローラ 1 台につき 1 

つのクライアント VIP を定義します。クライアントがルーター経由で FluidFS クラスタにアクセスする場合は、NAS コントローラ 1 台につき、クライアン
トインタフェースポートごとに 1 つの VIP を定義します。

データキャッシュおよび冗長性
新しいファイルおよび変更されたファイルは最初にキャッシュに書き込まれ、次にピア NAS コントローラにただちにミラーリングされます（ミラーリングモ
ード）。データキャッシュにより高いパフォーマンスが提供され、ピア NAS コントローラ間のキャッシュミラーリングによりデータ冗長性が確保されます。
キャッシュデータは、最適なデータ配置スキームを使用して最終的に（非同期で）永続ストレージに転送されます。
キャッシュミラーリングが可能でない場合（1 つの NAS コントローラに障害が発生した場合や BPS バッテリのステータスが低い場合など）、NAS コン
トローラはストレージに直接書き込みを行います（ジャーナリングモード）。

ファイルメタデータの保護
FluidFS クラスタには、ファイルメタデータ（名前、所有者、権限、作成日、変更日、ファイルのストレージの場所へのソフトリンクなどの情報を含む）
を保管および保護する複数の機能が組み込まれています。

• すべてのメタデータアップデートは、電源障害発生時に破損またはデータ損失を回避するために常に記録されます。
• メタデータは、2 つの異なるボリュームに複製されます。
• メタデータは、個別のキャッシング方式を介して管理されます。
• チェックサムは、メタデータおよびディレクトリ構造を保護します。バックグラウンドプロセスが継続的にチェックし、誤ったチェックサムを修正します。

負荷バランシングおよび高可用性
可用性とパフォーマンスを最適化するために、クライアントの接続は使用可能な NAS コントローラ間で負荷分散されます。NAS アプライアンスの 
2 つの NAS コントローラは、同時に動作します。NAS アプライアンスの 1 つの NAS コントローラで障害が発生すると、クライアントは自動的にピア
コントローラにフェールオーバーされます。フェールオーバーが実行された場合、一部の SMB クライアントは自動的にピア NAS コントローラに再接
続します。それ以外の場合、SMB アプリケーションは失敗することがあり、ユーザーが再起動する必要があります。NFS クライアントはフェールオー
バー時に一時的に停止しますが、クライアントネットワークトラフィックは自動的に再開されます。

障害シナリオ
FluidFS クラスタは、データの可用性に影響を与えず、データを損失せずに 1 台の NAS コントローラの障害を許容できます。NAS アプライアンスの 
1 台の NAS コントローラが利用できなくなった場合（たとえば、NAS コントローラに障害が発生した場合、電源がオフである場合、ネットワークから
切断された場合）、NAS アプライアンスのステータスは劣化します。FluidFS クラスタはまだ動作可能であり、クライアントがデータを利用できます
が、ほとんどの設定を変更できず、データがキャッシュされなくなるためにパフォーマンスも低下することがあります。
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複数の NAS コントローラの障害によるデータ可用性およびデータ整合性への影響は、障害シナリオの状況によって異なります。障害のある NAS 

コントローラをできるだけ早く取り外し、安全にオフラインにして保守できるようにすることが推奨されます。データアクセスは、FluidFS クラスタにある
各 NAS アプライアンス内のいずれかの NAS コントローラが動作している限り、保持されます。

次の表は、さまざまな障害シナリオのデータ可用性およびデータ整合性への影響の概要を示しています。

シナリオ システム状態 データ整合性 Commnets（コメント）

1 台の NAS コントローラの障害 使用可能、劣化状態 影響なし • ピア NAS コントローラがジャーナル処理モード
• ファイルシステムをオンラインの状態に保ちなが

ら、障害のある NAS コントローラを交換できる

1 つの NAS アプライアンスクラスタ
でのシーケンシャルデュアル NAS 

コントローラの障害

使用不可 影響なし シーケンシャル障害では、NAS コントローラで 1 つの
障害が発生してから次の障害が発生するまでにすべ
てのデータをキャッシュからディスク（Storage Center 

または非揮発性内蔵ストレージ）に書き込むのに十
分な時間があることを前提とする

1 つの NAS アプライアンスクラスタ
での同時デュアル NAS コントロー
ラの障害

使用不可 キャッシュ内のデータが
失われる

ディスクに書き込まれていないデータが失われる

複数の NAS アプライアンスクラス
タでのシーケンシャルデュアル NAS 

コントローラの障害（同じ NAS ア
プライアンス）

使用不可 影響なし シーケンシャル障害では、NAS コントローラで 1 つの
障害が発生してから次の障害が発生するまでにすべ
てのデータをキャッシュからディスク（Storage Center 

または非揮発性内蔵ストレージ）に書き込むのに十
分な時間があることを前提とする

複数の NAS アプライアンスクラス
タでの同時デュアル NAS コントロ
ーラの障害（同じ NAS アプライア
ンス）

使用不可 キャッシュ内のデータが
失われる

ディスクに書き込まれていないデータが失われる

複数の NAS アプライアンスクラス
タでのデュアル NAS コントローラの
障害（別の NAS アプライアンス）

使用可能、劣化状態 影響なし • ピア NAS コントローラがジャーナル処理モード
• ファイルシステムをオンラインの状態に保ちなが

ら、障害のある NAS コントローラを交換できる

FluidFS クラスタによって使用されるポート
FluidFS クラスタによって使用されるネットワークポート上のトラフィックを許可するよう、ファイアウォールの設定を調整する必要がある場合がありま
す。FluidFS クラスタで使用されるポートのリストについては、『Dell Fluid File System Support Matrix』（Dell Fluid File System サポートマトリック
ス）を参照してください。
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14
FS Series アプライアンス用 FluidFS システム管理
本項には、基本的な FluidFS クラスタシステム管理に関する情報が記載されています。この作業には、Dell Storage Manager Client を使用し
ます。

NAS アクセス
FluidFS v6.x では Unicode/UTF-8 エンコードがサポートされており、UTF-8 互換のクライアントから同時にアクセスできます。すべての NAS イン
タフェースは、ファイル、フォルダ / ディレクトリ、共有、およびその他の名前の UTF-8 文字を予測します。
このため、内部的に UTF-8 形式で維持および管理されます。個々のファイルおよびディレクトリ名は 255 バイトに制限されますが、UTF-8 エンコ
ーディングの変数幅の性質上、文字数はさらに制限される場合があります。

管理アクセス
ボリューム名、共有名、ディレクトリ名、ユーザー名、説明フィールドなどの管理データアイテムは、すべて UTF-8 形式で管理されます。
CLI アクセスの場合、XTERM などの UTF-8 ターミナルアプリケーションを使用する必要があります。KTERM などの UTF-8 文字をサポートしない
ターミナルアプリケーションは推奨されません。

シームレスなセッションのフェールオーバー
シームレスなセッションのフェールオーバーは、クライアント接続のタイムアウトを短縮します。シームレスなセッションのフェールオーバーを使用して、ク
ラスタコントローラ間の接続を簡単に移動できます。この機能は、ドロップされたクライアントに接続リセットパケットを送信し、故障したコントローラと
のセッションをただちに終了させます。次に、クライアントは新しいコントローラとのセッションを再確立し、接続が再開されます。

開いているファイルの表示
開いているファイルは 1,000 個まで表示できます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクティビティ を選択します。
4. 開いているファイル タブをクリックします。開いているファイルのフィルタ パネルに、開いているファイルのリストが表示されます。

開いているファイルのフィルタ
ファイルサフィックス、ユーザー、プロトコル、または開いているファイルの最大数により、開いているファイルをフィルタできます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクティビティ を選択します。
4. 開いているファイル タブをクリックします。
5. 開いているファイルのフィルタ パネルで、表示されているフィールド（ファイルサフィックス、ユーザー、プロトコル、または開いているファイルの最大

数）の 1 つ、または複数に入力します。
6. フィルタの適用 / 更新 をクリックします。パネルに開いているファイルの新しいリストが表示されます。
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Dell Storage Manager Client または CLI を使用した FluidFS クラスタへの
接続
ストレージ Administrator は、Dell Storage Manager Client またはコマンドラインインタフェース（CLI）を使用して FluidFS クラスタに接続し、管
理できます。デフォルトでは、FluidFS クラスタはクライアントネットワークからアクセスします。

Dell Storage Manager Client を使用した FluidFS クラスタへの接続
FluidFS クラスタを管理するために、Dell Storage Manager Client にログインします。
前提条件
Storage Manager のユーザーアカウントには、Dell Storage Manager Client で FluidFS クラスタを表示、管理、または追加するためのシステム
管理者権限が必要です。

手順
1. Dell Storage Manager Client アプリケーションを起動します。Dell Storage Manager Client が開きます。
2. Dell Storage Manager Client の ようこそ 画面が開いたら、Storage Center または Data Collector へのログイン をクリックします。
3. ユーザー名 フィールドに DSM Data Collector ユーザー名を入力します。
4. パスワード フィールドに、DSM Data Collector パスワードを入力します。
5. ホスト /IP フィールドに、Data Collector をホストするサーバのホスト名または IP アドレスを入力します。Data Collector とクライアントが同一

システムにインストールされている場合、代わりに localhost を入力することができます。
6. インストール時にウェブサーバーポートを変更した場合は、ウェブサーバーポート フィールドにアップデートされたポートを入力します。
7. ログイン をクリックします。Dell Storage Manager Client が Data Collector に接続し、FluidFS クラスタを含む ストレージ ビューを表示しま

す。

FluidFS クラスタへの再接続
Storage Manager が FluidFS クラスタと通信できない、またはログインできない場合、Storage Manager は FluidFS クラスタにダウンのマークを付
けます。FluidFS クラスタに再接続し、更新された接続情報または資格情報を入力します。

1. ストレージ ボタンをクリックします。
2. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
3. サマリ タブをクリックします。
4. FluidFS クラスタへの再接続 をクリックします。FluidFS クラスタへの再接続 ダイアログボックスが開きます。
5. ユーザー名 フィールドには、FluidFS クラスタの管理者ユーザー名を入力します。デフォルトのユーザー名は Administrator です。
6. パスワード フィールドに、FluidFS クラスタの管理者パスワードを入力します。デフォルトのパスワードは Stor@ge! です。
7. OK をクリックします。

VGA コンソールを使用した FluidFS クラスタ CLI への接続
VGA コンソールを使用して CLI にログインし、FluidFS クラスタを管理します。NAS コントローラの VGA ポートにモニタを接続し、キーボードを 
NAS コントローラの USB ポートの １ つに接続します。

1. コマンドラインで、最初の login as プロンプトに次のユーザー ID を入力します。
cli

2. 次の login as プロンプトで FluidFS クラスタの管理者ユーザー名を入力します。デフォルトユーザー名は Administrator です。
3. FluidFS クラスタの管理者パスワードを user_name のパスワード プロンプトに入力します。デフォルトのパスワードは Stor@ge! です。CLI 

へのログインが完了し、ようこそ ウィンドウが開き、メインメニューに使用可能なコマンドが表示されます。
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パスワードを使用した SSH 経由での FluidFS クラスタ CLI への接続
FluidFS クラスタを管理するために、SSH で CLI にログインします。

1. 次のいずれかのオプションを使用します。
• SSH クライアントを使用する Windows からは、クライアント VIP に接続します。コマンドラインからは、login as プロンプトに次のコマンド

を入力します。
cli

• UNIX/Linux システムからは、プロンプトに次のコマンドを入力します。
ssh cli@client_vip_or_name

2. login as プロンプトで FluidFS クラスタの管理者ユーザー名を入力します。デフォルトユーザー名は Administrator です。
3. FluidFS クラスタの管理者パスワードを user_name のパスワード プロンプトに入力します。デフォルトのパスワードは Stor@ge! です。CLI 

へのログインが完了し、ようこそ ウィンドウが開き、メインメニューに使用可能なコマンドが表示されます。

SSH キー認証を使用した FluidFS クラスタ CLI への接続
SSH キー交換を実行することによって、特定のマシンおよびユーザーに信頼を付与できます。

1. RSA SSH キーを生成します。

メモ: 次の例では、ssh-keygen ユーティリティを使用します。RSA SSH キーを生成する手順は、オペレーティングシステムによって
異なる場合があります。詳細については、それぞれのオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

a. SSH キー認証を使用する UNIX/Linux ワークステーションにログインします。
b. コマンドラインで次のように入力します。

ssh-keygen -t rsa
c. キーの保存先を指定するファイルの入力（/home/user_name/.ssh/id_rsa） プロンプトで Enter を押します。
d. パスフレーズの入力（パスフレーズがない場合は空白） プロンプトで Enter を押し、同じパスフレーズの再入力 プロンプトで再び 

Enter を押します。SSH キーが /home/user_name/.ssh/id_rsa.pub に生成されます。
2. SSH キーをクリップボードにコピーします。
3. パスワードを使用して SSH で FluidFS クラスタ CLI にログインします。
4. 次のコマンドを入力し、コピーした SSH キーを貼りつけます。

system administrators passwordless-access add-ssh-keys Administrator add-ssh-keys 
ssh_key

ここでは、次のコマンドを使用して、パスワードを使用せずにワークステーションから FluidFS クラスタにログインできます。

ssh fluidfs_administrator_user_name@client_vip_or_name

また、次の形式を使用して、パスワードを使用せずにワークステーションからコマンドを実行することもできます。

ssh fluidfs_administrator_user_name@client_vip_or_name cli_command

セキュアな管理
デフォルトでは、すべての FluidFS クラスタ管理ポートが、クライアントアクセス（SMB/NFS/FTP）、レプリケーション、および NDMP に必要な他の
ポートとともにすべてのサブネットで開きます。セキュアな管理を有効にすると、すべての管理トラフィックが 1 つの特定のサブネットにのみ制限されま
す。また、セキュアな管理が有効なサブネットでも、クライアントアクセス、レプリケーション、FTP、および NDMP トラフィックに必要なポートが開きま
す。他のサブネットではこれらのトラックをリッスンする管理ポートがなく、クライアントアクセス、レプリケーション、および NDMP トラフィックにのみこれ
らの管理ポートを使用できます。この設定により、クライアント（データ）アクセスサブネットのユーザーがすべての FluidFS クラスタの管理機能にア
クセスできなくなります。
FluidFS では、以下の表にリストされた管理ポートは SMB/NFS 通信に参加しませんが、デフォルトによってクライアントネットワークで公開されま
す。セキュアな管理を有効にすると、管理サブネット上でのみ管理ポートを公開できます。
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サービス ポート
ウェブサービス 80

セキュアな Web サービス 443

FTP 44421

FTP（パッシブ） 44430–44439

SSH 22

Storage Manager 通信 35451

セキュアな管理は、システムの導入後にのみ有効にできます。サブネットをセキュアにするには、次の条件を満たす必要があります。

• セキュアな管理機能を有効にする前にサブネットが存在する必要があります。
• サブネットは、クライアントネットワーク（管理トラフィックのサブネットレベルの分離）または LOM（Lights Out Management）Ethernet ポー

ト（管理トラフィックの物理的な分離）上に存在することができます。LOM Ethernet ポートは、NAS コントローラの背面パネルの右下にあり
ます。

• ログイン元のサブネットが存在する必要があります。

セキュアな管理サブネットの追加
セキュアな管理機能を有効にする前に、セキュアな管理を有効にするサブネットが存在する必要があります。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択して 管理ネットワーク タブをクリックします。
4. 管理ネットワークパネルで、設定の編集 をクリックします。

管理ネットワークの変更 ダイアログボックスが開きます。
5. 状態 ドロップダウンリストから、管理ネットワークで使用される状態を選択します。

• その他のサブネットでブロックする管理機能については、制限 を選択します。
• すべてのサブネットで使用できる管理機能については、制限なし を選択します。

6. ネットワークのプレフィックスを変更するには、プレフィックス フィールドにプレフィックス長を入力します。
7. ネットワーク ID フィールドに、変更するネットワークの ID を入力します。
8. 管理者が FluidFS クラスタを管理するために使用する 1 つ、または複数の管理 VIP を追加します。

a. 仮想 IP フィールドに、管理仮想 IP アドレスを入力します。
b. コントローラ IP アドレス フィールドのボックスにコントローラの IP アドレスを入力して、追加 をクリックします。各コントローラについて、この

手順を繰り返します。
9. VLAN タグを指定するには、VLAN タグ フィールドに VLAN タグを入力します。VLAN タグは、VLAN が複数のスイッチにまたがっている場合

に、どのポートとインタフェースにブロードキャストパケットを送信するかを指定するために使用されます。
10. インタフェース ドロップダウンリストから、セキュアな管理サブネットが置かれているインタフェースを選択します。

• 管理トラフィックを物理的に分離するために LOM Ethernet ポートを使用するには、管理 を選択します。ネットワークケーブルを最初（ま
たは唯一の）アプライアンスの各コントローラの LOM Ethernet ポートに接続する必要もあります。

• 管理トラフィックをサブネットレベルで分離するには、クライアント を選択します。
11. OK をクリックします。

セキュアな管理サブネットインタフェースの変更
セキュアな管理サブネットが置かれているインタフェースを変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択して 管理ネットワーク タブをクリックします。
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4. 管理ネットワーク パネルで、設定の編集 をクリックします。管理ネットワークの変更 ダイアログボックスが開きます。
5. インタフェース ドロップダウンリストから、セキュアな管理サブネットが置かれているインタフェースを選択します。

• 管理トラフィックを物理的に分離するために LOM Ethernet ポートを使用するには、管理 を選択します。ネットワークケーブルを最初（ま
たは唯一の）アプライアンスの各コントローラの LOM Ethernet ポートに接続する必要もあります。

• 管理トラフィックをサブネットレベルで分離するには、クライアント を選択します。
6. OK をクリックします。

セキュアな管理サブネットのプレフィックスの変更
セキュアな管理サブネットのプレフィックスを変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択して 管理ネットワーク タブをクリックします。
4. 管理ネットワーク パネルで、設定の編集 をクリックします。管理ネットワークの変更 ダイアログボックスが開きます。
5. プレフィックス フィールドに、セキュアな管理サブネットのプレフィックスを入力します。
6. OK をクリックします。

セキュアな管理サブネットの VLAN タグの変更
VLAN タグは、VLAN が複数のスイッチにまたがっている場合に、どのポートとインタフェースがブロードキャストパケットを送信するかを指定するため
に使用されます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択して 管理ネットワーク タブをクリックします。
4. 管理ネットワーク パネルで、設定の編集 をクリックします。管理ネットワークの変更 ダイアログボックスが開きます。
5. VLAN タグ フィールドに、セキュアな管理サブネットの VLAN タグを入力します。
6. OK をクリックします。

セキュアな管理サブネットの VIP の変更
管理者が FluidFS クラスタを管理するセキュアな管理サブネットの VIP を変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択して 管理ネットワーク タブをクリックします。
4. 管理ネットワーク パネルで、設定の編集 をクリックします。管理ネットワークの変更 ダイアログボックスが開きます。
5. 管理 VIP を変更するには、次の手順を実行します。

a. 仮想 IP アドレス フィールドに、管理仮想 IP アドレスを入力します。

メモ: セキュアな管理サブネットは単一の管理 VIP を持ちます。
6. OK をクリックします。

セキュアな管理サブネットの NAS コントローラ IP アドレスの変更
セキュアな管理サブネットの NAS コントローラの IP アドレスを変更するには（たとえば、セキュリティで保護されていない環境からセキュリティで保護
された環境に移動する場合、またはお使いの機器を物理的に移動する場合）、次の手順を実行します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択して 管理ネットワーク タブをクリックします。
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4. 管理ネットワーク パネルで、設定の編集 をクリックします。管理ネットワークの変更 ダイアログボックスが開きます。
5. コントローラの IP アドレスが表示されます。
6. 追加 または 削除 をクリックすると、コントローラの IP アドレスを追加または削除できます。
7. OK をクリックします。

セキュアな管理の有効化または無効化
管理トラフィックを 1 つの特定のサブネットに制限するために、セキュアな管理を有効にします。
前提条件
• セキュアな管理機能を有効にする前に、セキュアな管理を有効にするサブネットが存在する必要があります。
• FluidFS クラスタは、セキュアな管理が有効なサブネットを使用して Storage Manager で管理する必要があります。セキュアな管理サブネット

で FluidFS クラスタを管理するには、Storage Manager から FluidFS クラスタを削除し、セキュアな管理サブネット管理 VIP を使用して 
Storage Manager へ FluidFS クラスタを再び追加します。

このタスクについて
セキュアな管理を有効にした後に、セキュアな管理サブネットを介して Storage Manager に接続されている場合は、管理セッションが一時的に中
断され、変更が反映されます。このときに、Storage Manager に次のメッセージが表示されます。
Communication with the cluster was interrupted in process of issuing a command that performs 
modification to the cluster（クラスタへの変更を実行するコマンドの発行プロセスで、クラスタとの通信が中断されました）。

変更の反映後に、管理セッションが自動的に再開されます。他のすべてのサブネット上の管理セッションが切断されています。

すべてのサブネットからの管理トラフィックを許可するために、セキュアな管理を無効にします。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択して 管理ネットワーク タブをクリックします。
4. 管理ネットワークパネルで、設定の編集 をクリックします。

クライアントネットワークの変更 ダイアログボックスが開きます。
5. セキュアな管理を有効または無効にします。

状態 ドロップダウンリストで、次の手順を実行します。
• セキュアな管理を有効にするには、制限 または 制限なし を選択します。
• セキュアな管理を無効にするには、無効 を選択します。

6. OK をクリックします。

FluidFS クラスタ名の管理
FluidFS クラスタ名は、Storage Manager 内の FluidFS クラスタを識別するために使用される一意の名前であり、クライアントが FluidFS クラスタ
にアクセスするために使用する名前です。また、この名前は、FluidFS クラスタの NetBIOS 名です。
クライアントが（IP アドレスではなく）名前で FluidFS クラスタにアクセスする場合は、FluidFS クラスタ名を FluidFS クラスタクライアント VIP に関
連付けるエントリを DNS サーバーに追加する必要があります。複数のクライアント VIP を使用している場合は、すべてのクライアント VIP を DNS 

サーバーに追加し、同じ FluidFS クラスタ名に関連付けます（ラウンドロビン DNS と呼ばれます）。この関連付けにより、クライアント VIP 間のクラ
イアント負荷バランシングが有効になります。

FluidFS クラスタ名の表示
Storage Manager に表示される現在の FluidFS クラスタ名と、FluidFS クラスタにアクセスするためにクライアントが使用する名前を表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。FluidFS クラスタ名がタブの下部に表示されます。
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FluidFS クラスタ名の変更
FluidFS クラスタ名を変更すると、Storage Manager に表示される FluidFS クラスタ名と、FluidFS クラスタにアクセスするためにクライアントが使
用する名前が変更されます。
前提条件
FluidFS クラスタ名を変更した後は、次の調整を行う必要があります。

• DNS サーバー上の FluidFS クラスタ名を変更します。
• FluidFS クラスタが Active Directory ドメインに参加している場合は、FluidFS クラスタを 脱退させてから、Active Directory ドメインに再び参

加させます。古い FluidFS クラスタ名を使用して FluidFS クラスタが Active Directory に参加した場合は、Active Directory ユーザーによる
システムへのアクセスに影響が出ることがあります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
3. FluidFS クラスタステータス パネルで、FluidFS クラスタ設定の編集 をクリックします。FluidFS クラスタ設定の編集 ダイアログボックスが開

きます。
4. 名前 フィールドに、FluidFS クラスタの新しい名前を入力します。
5. OK をクリックします。

エンドユーザーライセンス契約への同意
システムを使用する前に、エンドユーザーライセンス契約（EULA）に同意する必要があります。EULA は導入時に初めて受諾されます。EULA の
承認者の名前と役職はいつでも変更できます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタメンテナンス を選択します。
4. ライセンス タブをクリックします。
5. ライセンス パネルで、ライセンス契約の同意 をクリックします。ライセンス契約の同意 ダイアログボックスが開きます。
6. EULA を読みます。
7. 承認者名 フィールドにあなたの名前を入力します。
8. 承認者役職 フィールドにあなたの役職を入力します。
9. OK をクリックします。

システム時刻の管理
システムが正常に機能するには、正確なシステム時刻を設定することが重要です。システム時刻を設定することにより、次のことが可能になりま
す。

• Windows クライアントでシステムをマウントする。
• スナップショットタスクやレプリケーションタスクなどのスケジュールされたアクティビティを正しい時刻に実行する。
• 正しい時刻をイベントログに記録する。
• Active Directory 認証に必要な、Active Directory 認証サーバと FluidFS クラスタ間の時刻の同期。

次のいずれかのオプションを使用して、システムの時間を設定できます。

• 時間を手動設定 - FluidFS クラスタの時間を手動で設定します。
• NTP サーバと時間を自動的に同期する - Network Time Protocol（NTP）はネットワーク上の時計を同期します。FluidFS クラスタが 

Windows ネットワークの一部である場合は、Active Directory が NTP サーバとして機能する必要があります。FluidFS クラスタが Windows 
ネットワークの一部でない場合は、ローカル NTP サーバ（存在する場合）またはインターネット上の NTP サーバと同期するよう設定します。
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時刻設定の表示および設定
FluidFS システムの正しい時刻情報を指定します。NTP サーバは、Active Directory で作業するために必要です。正確なスナップショットおよび
レプリケーションスケジュール、そしてイベントの記録のために、NTP サーバが推奨されています。この手順では、Storage Center セットアップから時
刻情報がコピーされます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択して 全般 タブをクリックします。
4. 時刻 パネルで 設定の編集 をクリックします。
5. タイムゾーン ドロップダウンリストからタイムゾーンを選択します。
6. NTP サーバを追加または削除します。NTP サーバ フィールドで、次の手順を実行します。

• NTP サーバを追加するには、NTP サーバ フィールドに NTP サーバのホスト名または IP アドレスを入力し、追加 をクリックします。
• NTP サーバを削除するには、NTP サーバ リストから NTP サーバを選択し、削除 をクリックします。

7. 時間 フィールドに表示されている時刻が正しい場合は、OK をクリックします。
8. 現在の時刻を変更する場合は、有効な NTP を使用して時刻を設定する チェックボックスをクリアします。
9. 時間 ドロップダウンリストで、日付と時刻を選択します。
10. OK をクリックします。

FTP サーバの管理
FluidFS クラスタには、次の種類のシステムファイルに対してストレージの場所を提供する FTP サーバが含まれます。

• 診断結果ファイル
• ライセンスファイル
• SNMP MIB およびトラップ
• サービスパックファイル
• テクニカルサポート使用のための他のファイル

FTP サーバへのアクセス
FTP サーバには次のアドレスでアクセスすることができます。
ftp://fluidfs_administrator_user_name@client_vip_or_name:44421/
例：ftp://Administrator@172.22.69.32:44421/

FluidFS クラスタの管理者パスワードを入力するよう求められます。

FTP サーバの有効化または無効化
FTP サーバを有効または無効にすることができます。Storage Manager を使用せずにサービスパックを手動でアップロードする場合は、FTP サー
バを有効にする必要があります。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタメンテナンス を選択します。
4. プロトコル タブをクリックします。
5. サポート用 FTP アクセシビリティ パネルで、設定の編集 をクリックします。サポート用 FTP アクセシビリティ設定の変更 ダイアログボックスが

開きます。
6. 次の手順を実行して、FTP サーバを有効または無効にします。

• FTP サーバを有効にするには、FTP 有効 チェックボックスを選択します。
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• FTP サーバを無効にするには、FTP 有効 チェックボックスをクリアします。
7. OK をクリックします。

SNMP の管理
シンプルネットワーク管理プロトコル（SNMP）を使用して、システムの正常性を監視し、システムの問題に関するアラートメッセージ（SNMP トラ
ップ）を生成することができます。SNMP を使用するには、FluidFS クラスタ固有の管理情報ベース（MIB）およびトラップを、ユーザー提供の 
SNMP 管理ステーションにコンパイルする必要があります。MIB は、FluidFS クラスタに固有な情報のデータベースです。
FluidFS は SNMP v3（読み取り要求）と v2 をサポートしますが、同時に両方のバージョンを使用することはできません。SNMP v3 ではユーザ
ー認証が必要です。

SNMP MIB およびトラップの取得
FluidFS クラスタの SNMP MIB およびトラップは、FluidFS クラスタの FTP サーバからダウンロードできます。
前提条件
FTP サーバは有効にする必要があります。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタメンテナンス を選択します。
4. SNMP タブをクリックし、MIB ファイルのダウンロード リンクをクリックします。
5. ブラウザのダイアログボックスを使用して、ダウンロードプロセスを開始します。
6. クリックします。

オプションとして、SNMP MIB およびトラップを次の場所からダウンロードすることもできます。
ftp://fluidfs_administrator_user_name@client_vip_or_name:44421/mibs/

SNMP バージョンの変更
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタメンテナンス を選択します。
4. SNMP タブをクリックします。
5. SNMP MIB アクセス パネルで、設定の編集 をクリックします。SNMP MIB アクセスの変更 ダイアログボックスが開きます。
6. バージョンの読み取り フィールドに、SNMP を変更するバージョンを入力します。
7. バージョンのトラップ フィールドに、SNMP を変更するバージョンを入力します。
8. OK をクリックします。

SNMP 読み取り専用コミュニティの変更
FluidFS クラスタから SNMP 変数を読み取るデバイスの読み取り専用コミュニティを変更します。デフォルトでは、読み取り専用コミュニティは 
FluidFS です。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタメンテナンス を選択します。
4. SNMP タブをクリックします。
5. SNMP MIB アクセス パネルで、設定の編集 をクリックします。SNMP MIB アクセスの変更 ダイアログボックスが開きます。
6. 読み取り専用コミュニティ フィールドに読み取り専用コミュニティ名を入力します。
7. OK をクリックします。
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SNMP トラップシステムの場所または連絡先の変更
FluidFS クラスタ生成 SNMP トラップのシステムの場所または連絡先を変更します。デフォルトでは、SNMP トラップのシステムの場所と連絡先は 
不明 です。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタメンテナンス を選択します。
4. SNMP タブをクリックします。
5. SNMP トラップ パネルで、SNMP トラップの変更 をクリックします。SNMP トラップ設定の変更 ダイアログボックスが開きます。
6. SNMP トラップシステムの場所または連絡先を変更します。

• FluidFS クラスタの場所の説明を指定するには、システムの場所 フィールドに場所を入力します。
• SNMP 担当者の名前を指定するには、システム担当者 フィールドに担当者名を入力します。

7. OK をクリックします。

SNMP トラップの受信者の追加または削除
FluidFS クラスタ生成 SNMP トラップを受け取るホストを追加または削除します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタメンテナンス を選択します。
4. SNMP タブをクリックします。
5. SNMP トラップ パネルで、SNMP トラップの変更 をクリックします。SNMP トラップ設定の変更 ダイアログボックスが開きます。
6. SNMP トラップの受信者を追加または削除します。

• SNMP トラップの受信者を追加するには、ホスト名または IP アドレスを トラップ受信者 フィールドに入力し、追加 をクリックします。
• SNMP トラップの受信者を削除するには、SNMP トラップの受信者を選択し、削除 をクリックします。

7. OK をクリックします。

SNMP トラップの有効化または無効化
カテゴリ別に SNMP トラップを有効または無効にします（NAS ボリューム、アクセスコントロール、パフォーマンスと接続性、ハードウェア、システム、
または 監査）。有効な SNMP トラップに対して、SNMP トラップを送信するイベントの重大度を指定します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタメンテナンス を選択します。
4. SNMP タブをクリックします。
5. SNMP トラップの送信イベント パネルで、設定の編集 をクリックします。イベントフィルタリングの変更 ダイアログボックスが開きます。
6. ダイアログボックスで、それらのトラップを有効にするために適用するすべてのチェックボックスを選択します。
7. 任意の SNMP トラップを無効にするには、該当するチェックボックスをクリアします。
8. ドロップダウンリストからイベントの重大度（メジャー または すべて）を選択します。
9. OK をクリックします。

正常性スキャンスロットルモードの管理
正常性スキャンスロットルには次の 3 つのモードがあります。

• 標準（デフォルトモード） - 正常性スキャンが実行され、ファイルシステムをスキャンして潜在的なエラーを識別します。

364 FS Series アプライアンス用 FluidFS システム管理



• メンテナンス - 正常性スキャンが高優先度で実行され、ファイルシステムをスキャンして潜在的なエラーを識別します。
• オフ - 正常性スキャンはオフになっており、実行されません。

メモ: 特に指示がない限り、またはデルテクニカルサポートから指示がないかぎり、正常性スキャンスロットルモードは 標準 に設定して
おきます。

正常性スキャン設定の変更
有効になっている場合、正常性スキャンバックグラウンドプロセスがファイルシステムをスキャンして潜在的なエラーを識別します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタメンテナンス を選択します。
4. 内部 タブをクリックします。
5. 詳細設定 パネルで、正常性スキャン設定の変更 をクリックします。正常性スキャン設定の変更 ダイアログボックスが開きます。
6. 正常性スキャンを有効にするには、有効 チェックボックスを選択します。
7. 正常性スキャンを無効にするには、有効 チェックボックスをクリアします。
8. スキャンモード ドロップダウンリストで、正常 または 集約 を選択します。
9. OK をクリックします。

動作モードの管理
FluidFS クラスタには、次の 3 つの動作モードがあります。

• 標準 - システムは、SMB および NFS プロトコルを使用してクライアントを処理し、ミラーリングモードで動作します。
• ライトスルー - システムは、SMB および NFS プロトコルを使用してクライアントを処理しますが、強制的にジャーナリングモードで動作されま

す。この動作モードは、書き込みパフォーマンスに影響する可能性があります。これは、たとえば電源障害が繰り返し発生する場合などに推
奨されます。

• サービスなし - システムは、SMB および NFS プロトコルを使用してクライアントを処理せず、制限された管理機能を許可します。このモード
は、NAS アプライアンスを交換する前に選択する必要があります。

動作モードの表示または変更
動作モードを変更すると、SMB 共有および NFS エクスポートのアクセス性およびパフォーマンスに影響が出る場合があります。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタメンテナンス を選択します。
4. 内部 タブをクリックします。
5. 詳細設定 パネルで、動作モードの変更 をクリックします。動作モードの変更 ダイアログボックスが開きます。
6. 新しい動作モードを選択します（通常、ライトスルー、または サービスなし）。
7. OK をクリックします。

クライアント接続の管理
クライアント接続を管理するには、次のオプションが利用できます。

• NAS コントローラ間でのクライアントの分散状態の表示
• NAS コントローラへのクライアントの割り当て
• 別の NAS コントローラへのクライアントの手動による移行
• 割り当てられている NAS コントローラへのクライアントのフェールバック
• NAS コントローラ間でのクライアント接続の再バランス
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NAS コントローラ間でのクライアントの分散状態の表示
NAS コントローラ間のクライアントの現在の分散状態を表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択します。
4. クライアントおよびルーター タブをクリックします。フィルタ パネルに、各クライアントが接続されている NAS コントローラおよびインタフェースが

表示されます。

NAS コントローラに割り当てられたクライアントの表示
特定の NAS コントローラに現在割り当てられているクライアントを表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択します。
4. クライアントおよびルーター タブをクリックします。パネルに、各クライアントが接続されている NAS コントローラおよびインタフェースが表示さ

れます。

NAS コントローラへのクライアントの割り当てまたは割り当て解除
1 つ、または複数のクライアントを永続的に特定の NAS コントローラに割り当てることができます。効果的な負荷バランシングのために、デルテクニ
カルサポートから特別に指示がない限り、NAS コントローラへクライアントを手動で割り当てないでください。クライアントを NAS コントローラに割り
当てると、クライアントの接続が切断されます。その後、クライアントは割り当てられた NAS コントローラに自動的に再接続します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択します。
4. クライアントおよびルーター タブをクリックして、クライアントまたはルーター IP を選択します。
5. フィルタ パネルで、固定 をクリックします。クライアントを NAS コントローラに割り当てる ダイアログボックスが開きます。
6. NAS コントローラにクライアントを割り当てるには、次の手順を実行します。

a. クライアントの固定先 ドロップダウンリストで、クライアントの割り当て先の NAS コントローラを選択します。
b. クライアントインタフェースの使用 ドロップダウンリストで、クライアントの割り当て先の NAS コントローラ上のクライアントインタフェースを

選択します。
7. OK をクリックします。

別の NAS コントローラへのクライアントの手動による移行
NAS コントローラ上のネットワーク負荷が分散されていない場合などは、NAS コントローラ間でクライアントを手動で移行できます。クライアントを
別の NAS コントローラに移行すると、クライアントの接続が切断されます。クライアントは移行先の NAS コントローラに自動的に再接続します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択します。
4. フィルタ パネルで、移動 をクリックします。クライアントを NAS コントローラに移動 ダイアログボックスが開きます。
5. クライアントの移行先 ドロップダウンリストで、クライアントの移行先の NAS コントローラを選択します。
6. OK をクリックします。
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割り当てられている NAS コントローラへのクライアントのフェールバック
ダウンした NAS コントローラが使用可能になった場合に、クライアント接続を元の NAS コントローラにフェールバックする必要があります。クライアン
ト接続をフェールバックすると、元の NAS コントローラの障害が原因でフェールオーバーしたクライアント接続だけが切断されます。これらのクライア
ントは、割り当てられた NAS コントローラに自動的に再接続します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択します。
4. フィルタ パネルで、フェールバック をクリックします。クライアントのフェールバック ダイアログボックスが開きます。
5. OK をクリックします。

NAS コントローラ間でのクライアント接続の再バランス
クライアント接続を再バランスすると、利用可能なすべての NAS コントローラ間で接続が均等に分散されます。
このタスクについて
次の場合に、クライアント接続の再バランスを行う必要があります。

• FluidFS クラスタハードウェアの変更後（NAS アプライアンスの追加後など）

• ダウンした NAS コントローラが利用できるようになった場合

クライアント接続を再分散すると、すべてのクライアント接続が切断されます。クライアントは FluidFS クラスタに自動的に再接続します。
手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択します。
4. フィルタ パネルで、再バランス をクリックします。クライアントの再バランス ダイアログボックスが開きます。
5. OK をクリックします。

NAS コントローラのシャットダウンおよび再起動
場合によっては、FluidFS クラスタを一時的にシャットダウンするか、NAS コントローラを再起動する必要があります。

FluidFS クラスタのシャットダウン
場合によっては、FluidFS クラスタ内のすべての NAS コントローラを一時的にシャットダウンする必要があります。たとえば、これは、NAS ハードウェ
アを別の場所に移動する場合にコントローラをシャットダウンする必要があります。FluidFS クラスタがシャットダウンされると、クライアントは NAS ボ
リュームデータを利用できなくなり、クライアントの接続は切断されます。
前提条件
メンテナンスウィンドウをスケジュールし、FluidFS クラスタによってホストされたリソースが利用できないことをクライアントに通知します。

注意: データの整合性を維持するため、次の手順に確実に従ってください。

手順
1. FluidFS クラスタの動作モードを サービスなし に変更します。

a. ファイルシステム ビューで、クラスタメンテナンス を選択します。
b. 内部 タブをクリックします。
c. 詳細設定 パネルで、動作モードの変更 をクリックします。動作モードの変更 ダイアログボックスが開きます。
d. サービスなし を選択し、OK をクリックします。

2. 各 NAS コントローラの背面にある埋め込み式電源ボタンを押して離すことにより、コントローラをシャットダウンします。
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メモ: 電源ボタンを押したままにしないでください。

FluidFS クラスタの起動
FluidFS クラスタのすべての NAS コントローラをシャットダウンした後で、FluidFS クラスタを起動し、操作を再開します。
前提条件
システムをオンにする前に、すべてのケーブルが接続されていることと、すべてのコンポーネントが電源に接続されていることを確認します。

手順
1. 以前にシャットダウンした場合は、FluidFS クラスタを起動する前に Storage Center を再びオンにします。
2. 各 NAS コントローラの背面にある埋め込み型電源ボタンを押して離し、コントローラをオンにします。クラスタが起動し、管理可能になるまで

約 15 分待ってください。
3. FluidFS クラスタの動作モードを 標準 に変更します。

a. ファイルシステム ビューで クラスタ管理 を選択します。
b. 内部 タブをクリックします。
c. 詳細設定 パネルで、動作モードの変更 をクリックします。動作モードの変更 ダイアログボックスが開きます。
d. 標準 を選択して、OK をクリックします。

NAS コントローラの再起動
NAS アプライアンスの NAS コントローラは、一度に 1 つだけ再起動できます。NAS コントローラを再起動すると、クライアントが他の NAS コントロ
ーラに転送され、クライアントの接続が切断されます。クライアントは FluidFS クラスタに自動的に再接続します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. アプリケーション パネルで、コントローラを選択します。
4. 再起動 をクリックします。再起動 ダイアログボックスが開きます。
5. OK をクリックします。

NAS アプライアンスと NAS コントローラの点滅の管理
ラック内の特定の NAS アプライアンスまたはコントローラを簡単に見つけるために、NAS アプライアンスまたは NAS コントローラのシステム識別ボタ
ンが点滅するよう設定できます。NAS アプライアンスのシステム識別ボタンは、前面パネルにあり、ラベルが付いています。 NAS コントローラのシ
ステム識別ボタンは、背面パネルにあり、ラベルが付いています 。

NAS アプライアンスの点滅の有効化または無効化
NAS アプライアンスの点滅が有効になっている場合は、ラック内の NAS アプライアンスを見つけやすくするためにシステム識別ボタンが点滅します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. アプライアンス パネルで、NAS アプライアンスを選択します。
4. アプライアンス名を右クリックして、リストボックスから 点滅 を選択します。点滅 ダイアログボックスが開きます。
5. NAS アプライアンスの点滅を有効または無効にします。

• NAS アプライアンスの点滅を有効にするには、このアプライアンスを点滅します を選択します。
• NAS アプライアンスの点滅を無効にするには、このアプライアンスの点滅を停止します を選択します。

6. OK をクリックします。
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NAS コントローラの点滅の有効化または無効化
NAS コントローラの点滅が有効になっている場合は、ラック内の NAS コントローラを見つけやすくするためにシステム識別ボタンが点滅します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. コントローラ パネルで、NAS コントローラを選択します。
4. コントローラを右クリックして、リストボックスから 点滅 を選択します。点滅 ダイアログボックスが開きます。
5. NAS コントローラの点滅を有効または無効にします。

• NAS コントローラの点滅を有効にするには、スロット 1 のコントローラの点滅 または スロット 2 のコントローラの点滅 を選択します。
• NAS コントローラの点滅を無効にするには、スロット 1 のコントローラの点滅 または スロット 2 のコントローラの点滅 をクリアします。

6. OK をクリックします。

ストレージ接続の検証
ストレージ接続を検証すると、FluidFS クラスタで最新のサーバー定義が収集され、一致するサーバーオブジェクトが FluidFS クラスタにストレージ
を提供する Storage Center で定義されます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ツールバーで、アクション → Storage Center → ストレージ接続の検証 を選択します。ストレージ接続の検証 ダイアログボックスが開きま

す。
4. OK をクリックします。
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15
FluidFS ネットワーク
本項では、FluidFS クラスタネットワーク設定の管理について説明します。この作業は、Dell Storage Manager Client を使用して実行されます。

デフォルトゲートウェイの管理
デフォルトゲートウェイはサブネット間のクライアントアクセスを可能にします。デフォルトゲートウェイは、IP アドレスのタイプ（IPv4 または IPv6）ごと
に 1 つしか定義できません。クライアントアクセスがルーターを介して行われない場合（フラットネットワークの場合）は、デフォルトゲートウェイを定義
する必要はありません。

デフォルトゲートウェイの表示
現在のデフォルトのゲートウェイを表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択します。
4. クライアントネットワーク タブをクリックします。静的ルート パネルにデフォルトゲートウェイが表示されます。

デフォルトゲートウェイの変更
ネットワークのデフォルトゲートウェイが変わった場合は、デフォルトゲートウェイを変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択し、クライアントネットワーク タブをクリックします。
4. 静的ルート パネルで、デフォルトゲートウェイの設定 をクリックします。デフォルトゲートウェイの設定 ダイアログボックスが開きます。
5. デフォルト IPvn ゲートウェイ フィールドに、新しいデフォルトゲートウェイ IP アドレスを入力します。

デフォルトゲートウェイに IPv4 および IPv6 アドレスを設定するには、デフォルトゲートウェイを含む適切なタイプのクライアントサブネットが必要
です。

6. OK をクリックします。

DNS サーバーおよびサフィックスの管理
ドメイン名サービス（DNS）は、名前から IP アドレス、IP アドレスから名前の解決サービスを提供することによりユーザーがコンピュータを見つけるこ
とができるようにするネットワークサービスです。名前解決に 1 つまたは複数の外部 DNS サーバー（FluidFS クラスタの外部だがサイトの内部）を
使用するよう設定できます。DNS サフィックスは名前のホスト部分なしで DNS ドメイン名を指定します（たとえば、
computer1.west.example.com ではなく west.example.com）。
クライアントが名前で FluidFS クラスタにアクセスする場合は、FluidFS クラスタ名を FluidFS クラスタのクライアント VIP に関連付けるエントリを 
DNS サーバーに追加する必要があります。複数のクライアント VIP を使用している場合は、すべてのクライアント VIP を DNS サーバーに追加し、
それらを同じ FluidFS クラスタ名に関連付けます（ラウンドロビン DNS と呼ばれます）。この関連付けにより、クライアント VIP 間でクライアントの負
荷バランシングが可能になります。また、Active Directory を使用している場合は DNS を設定する必要があり、DNS サーバーは Active 

Directory ドメインコントローラが使用するのと同じ DNS サーバーである必要があります。
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DNS サーバーおよびサフィックスの表示
FluidFS クラスタに名前解決サービスを提供する現在の DNS サーバーと、関連する DNS サフィックスを表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。DNS パネルに DNS サーバとサフィックスが表示されます。

DNS サーバーおよびサフィックスの追加または削除
FluidFS クラスタに名前解決サービスを提供するために、1 つ、または複数の DNS サーバーを追加し、関連付けられた DNS サフィックスを追加し
ます。複数の DNS サーバーおよびサフィックスを追加すると、DNS サーバーの障害発生時に名前解決サービスを続行できます。FluidFS クラスタ
が優先サーバーとの通信を確立することができない場合は、残りのサーバーへの接続が順番に試行されます。利用しなくなった DNS サーバーまた
は DNS サフィックスを削除します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. DNS パネルで、設定の編集 をクリックします。DNS 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. DNS サーバを追加するには、DNS サーバの IP アドレスを DNS サーバ IP アドレス フィールドに入力し、追加 をクリックします。
6. DNS サーバを削除するには、DNS サーバ IP アドレス フィールドから選択して、削除 をクリックします。
7. DNS サフィックスを追加するには、DNS サフィックスを DNS サフィックス フィールドに入力し、追加 をクリックします。
8. DNS サフィックスを削除するには、DNS サフィックス フィールドから選択して、削除 をクリックします。
9. OK をクリックします。

DNS サーバーおよびサフィックスの優先順位の変更
DNS サーバーまたは DNS サフィックスの優先順位を変更します。FluidFS クラスタが優先サーバーとの通信を確立できない場合は、残りのサーバ
ーへの接続が順番に試行されます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. DNS パネルで、設定の編集 をクリックします。DNS 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. DNS サーバーは、優先度が高い順にリストされます。

• DNS サーバーの優先度を上げるには、DNS サーバーを選択し、上へ をクリックします。
• DNS サーバーの優先度を下げるには、DNS サーバーを選択し、下へ をクリックします。

6. DNS サフィックスは、優先度が高い順にリストされます。
• DNS サフィックスの優先度を上げるには、DNS サフィックスを選択し、上へ をクリックします。
• DNS サフィックスの優先度を下げるには、DNS サフィックスを選択し、下へ をクリックします。

7. OK をクリックします。

静的ルートの管理
ルーター間のホップを最低限に抑えるために、FluidFS クラスタにさまざまなルーターへの複数のダイレクトパスがある場合は、ルーティングされたネッ
トワークで静的ルートを使用することが推奨されます。静的ルートを使用すると、システムが、ルーティングされたネットワーク上のさまざまなクライア
ントと通信するのに使用する正確なパスを設定できます。
次の図に示されたネットワークを考えてください。システムには 1 つのデフォルトゲートウェイしか存在することができません。ルーター X はデフォルトゲ
ートウェイとして指定されていることを前提とします。サブネット Y のクライアントに送信されるパケットはルーター X にルーティングされ、ルーター Y に
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（スイッチ経由で）送信されます。これらのパケットは不必要にルーター X を移動するため、ネットワークのすべてのサブネットに対するスループットが
低下します。

図 47. ルーティングされたネットワーク

ソリューションは、静的ルートを設定することにより、デフォルトゲートウェイ以外に特定のサブネットに固有なゲートウェイを定義することです。これら
のルーターを設定するには、ネットワーク内の各サブネットを定義し、そのサブネットにアクセスするのに最適なゲートウェイを識別する必要がありま
す。

静的ルートはネットワーク全体に対して指定する必要はありません。パフォーマンスに問題がない場合は、デフォルトゲートウェイが最適です。パフォ
ーマンスのニーズを満たすために、静的ルートを使用するケースと場所を選択することができます。

静的ルートの表示
現在の静的ルートを表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択します。
4. クライアントネットワーク タブをクリックします。静的ルート パネルに静的ルートが表示されます。

静的ルートの追加
静的ルートを追加する際、サブネットのプロパティと、このサブネットにアクセスするためのゲートウェイを指定する必要があります。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択します。
4. クライアントネットワーク タブをクリックします。
5. 静的ルート パネルで、静的ルートの作成 をクリックします。静的ルートの作成 ダイアログボックスが開きます。
6. ターゲットネットワーク IP アドレス フィールドに、ネットワーク IP アドレス（例：192.0.2.27）を入力します。
7. ネットマスクまたはプレフィックス長 フィールドに、ネットマスク（例：255.255.255.0）を入力します。
8. ゲートウェイ IP アドレス フィールドに、サブネットにアクセスするために使用するゲートウェイ IP アドレスを入力します（例：192.0.2.30）。
9. OK をクリックします。
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静的ルートのゲートウェイの変更
静的ルートのサブネットにアクセスするために使用するゲートウェイを変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択します。
4. クライアントネットワーク タブをクリックします。
5. 静的ルート パネルで、デフォルトゲートウェイの設定 をクリックします。デフォルトゲートウェイの設定 ダイアログボックスが開きます。
6. デフォルトゲートウェイの IPvn アドレス フィールドに、サブネットにアクセスするために使用するゲートウェイ IP アドレスを入力します

（192.0.2.25 など）。
7. OK をクリックします。

静的ルートの削除
特定のゲートウェイではなくデフォルトゲートウェイを介してサブネットにトラフィックを送信する静的ルートを削除します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択します。
4. クライアントネットワーク タブをクリックします。
5. 静的ルート パネルで、デフォルトのゲートウェイの削除 をクリックします。 デフォルトのゲートウェイの削除 ダイアログボックスが開きます。
6. OK をクリックします。

クライアントネットワークの管理
クライアントネットワークにより、クライアントが SMB 共有と NFS エクスポートにアクセスするときに使用するクライアント VIP が定義されます。負荷
バランシングを効果的に行うために、次の推奨事項を使用して、定義するクライアント VIP の数を決定します。

• FluidFS クラスタへのクライアントアクセスがルーターを経由しない場合（つまり、フラットネットワークの場合）は、FluidFS クラスタごとに 1 つのク
ライアント VIP を定義します。

• クライアントがルーターを経由して FluidFS クラスタにアクセスする場合は、NAS コントローラ ごとに各クライアントインタフェースポートのクライア
ント VIP を定義します。

関連リンク
LAN/ クライアントネットワーク
LAN/ クライアントネットワーク

クライアントネットワークの表示
現在のクライアントネットワークを表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択します。
4. クライアントネットワーク タブをクリックします。クライアントネットワーク パネルにクライアントネットワークが表示されます。
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クライアントネットワークの作成
クライアントが SMB 共有および NFS エクスポートにアクセスするために使用するクライアントネットワークを作成します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択します。
4. クライアントネットワーク タブをクリックします。
5. クライアントネットワーク パネルで、クライアントネットワークの作成 をクリックします。クライアントネットワークの作成 ダイアログボックスが開

きます。
6. ネットマスクまたはプレフィックス長 フィールドに、クライアントネットワークのネットマスクまたはプレフィックスを入力します。
7. VLAN アタグ フィールドに、VLAN タグを入力します。

VLAN タグは、VLAN が複数のスイッチにまたがっている場合に、どのポートとインタフェースがブロードキャストパケットを送信するのかを指定し
ます。

8. 各 NAS コントローラの IP アドレスを追加します。
a. NAS コントローラを選択し、設定の編集 をクリックします。コントローラ IP アドレスの編集 ダイアログボックスが開きます。
b. IP アドレス フィールドに、NAS コントローラの IP アドレスを入力します。
c. OK をクリックします。
d. 各 NAS コントローラに対してこの手順を繰り返します。

9. コメント フィールドに、追加情報を入力します。
10. OK をクリックします。

クライアントネットワークのプレフィックスの変更
クライアントネットワークのプレフィックスを変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択します。
4. クライアントネットワーク タブをクリックします。
5. クライアントネットワーク パネルで、クライアントネットワークを選択して 設定の編集 をクリックします。クライアントネットワーク設定の編集 ダ

イアログボックスが開きます。
6. プレフィックス長 フィールドに、クライアントネットワークのプレフィックスを入力します。
7. OK をクリックします。

クライアントネットワークの VLAN タグの変更
クライアントネットワークの VLAN タグを変更します。VLAN タグは、VLAN が複数のスイッチにまたがっている場合に、どのポートとインタフェースにブ
ロードキャストパケットを送信するかを指定するために使用されます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. クライアントネットワーク タブをクリックします。
4. クライアントネットワーク パネルで、クライアントネットワークを選択して 設定の編集 をクリックします。クライアントネットワーク設定の編集 ダ

イアログボックスが開きます。
5. VLAN タグ フィールドに、クライアントネットワークの VLAN タグを入力します。
6. OK をクリックします。
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クライアントネットワークのクライアント VIP の変更
クライアントが SMB 共有および NFS エクスポートにアクセスするために使用するクライアント VIP を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで テナント を展開して、テナントを選択します。
4. クライアントアクセシビリティ を選択します。
5. 右側のペインで、DNS およびパブリック IP タブを選択します。パブリック IP ペインで、設定の編集 をクリックします。パブリック IP 設定の

編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. クライアント VIP を追加するには、次の手順を実行します。

a. VIP 領域で、追加 の横にあるボックスにクライアントの仮想 IP アドレスを入力して 追加 をクリックます。
b. OK をクリックします。

7. クライアント VIP を削除するには、次の手順を実行します。
a. クライアント VIP を選択します。
b. 削除 をクリックします。

メモ: クライアントネットワークには少なくとも 1 つのクライアント VIP が必要です。
8. OK をクリックします。

クライアントネットワークの NAS コントローラ IP アドレスの変更
クライアントネットワークの NAS コントローラ IP アドレスを変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択します。
4. クライアントネットワーク タブをクリックします。
5. クライアントネットワーク パネルで、設定の編集 をクリックします。クライアントネットワーク設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. NAS コントローラ IP アドレス フィールドで、NAS コントローラを選択し、設定の編集 をクリックします。コントローラ IP アドレスの編集 ダイア

ログボックスが開きます。
7. IP アドレス フィールドに、NAS コントローラの IP アドレスを入力します。
8. OK をクリックします。

クライアントネットワークの削除
クライアントがクライアントネットワークの SMB 共有および NFS エクスポートにアクセスする必要がなくなった場合に、クライアントネットワークを削除
します。プライマリサブネットは削除できません。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択します。
4. クライアントネットワーク タブをクリックします。
5. クライアントネットワーク パネルで、クライアントネットワークを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが開きます。
6. OK をクリックします。
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クライアントネットワーク MTU の表示
クライアントネットワークの現在の最大転送単位（MTU）を表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択します。
4. ネットワークインタフェース タブをクリックします。クライアントインタフェース パネルに MTU が表示されます。

クライアントネットワーク MTU の変更
使用している環境と一致するよう、クライアントネットワークの最大転送単位（MTU）を変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択します。
4. ネットワークインタフェース タブをクリックします。
5. クライアントインターフェイスパネルで、設定の編集 をクリックします。クライアントインタフェース設定の変更 ダイアログボックスが開きます。
6. MTU フィールドに新しい MTU を入力します。ネットワークハードウェアがジャンボフレームをサポートしている場合は 9000 を使用し、それ以

外の場合は 1500 を使用します。
7. OK をクリックします。

クライアントネットワークのボンディングモードの表示
クライアントネットワークインタフェースの現在のボンディングモード（Adaptive Load Balancing または Link Aggregation Control Protocol）を表
示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタの接続性 を選択します。
4. ネットワークインタフェース タブをクリックします。
5. クライアントインタフェース パネルで、ボンディングモードが表示されます。

クライアントネットワークのボンディングモードの変更
使用している環境に一致するよう、クライアントネットワークインタフェースのボンディングモード（Adaptive Load Balancing または Link 
Aggregation Control Protocol）を変更します。
前提条件
• ALB を使用している場合は、FluidFS クラスタのクライアントポートごとに 1 つのクライアント VIP を使用します。
• LACP を使用している場合は、FluidFS クラスタの NAS コントローラごとに 1 つのクライアント VIP を使用します。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 を選択します。
4. ネットワークインタフェース タブをクリックします。
5. クライアントインタフェース パネルで、設定の編集 をクリックします。クライアントインタフェース設定の変更 ダイアログボックスが開きます。
6. モード ドロップダウンリストから、ボンディングモード（ALB または LACP）を選択します。
7. OK をクリックします。
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マルチチャンネルについて
マルチチャンネルは、クライアントが単一のセッションを複数の接続にバインドできるようにする SMB 3.0 プロトコルの機能です。この機能は、デフォ
ルトのテナントのみをサポートします。マルチチャンネルには、次の利点があります。
スループットの向上 - ファイルサーバは、高速ネットワークアダプタまたは複数のネットワークアダプタに対する複数の接続を使用して、大量のデー
タを同時に送信することができます。

ネットワークのフォールトトレランス - 同時に複数のネットワーク接続を使用すると、クライアントは、ネットワーク接続の損失があっても中断せずに
作業を続行できます。

自動設定 - SMB のマルチチャネルでは、複数の使用可能なネットワークインタフェースの存在が自動的に検出され、必要に応じて動的に接続
が追加されます。

マルチチャンネルは、CLI で CLI > (tenant) internal protocols-settings SMB-settings edit コマンドを使用して有効または無効にすることができ
ます。

マルチチャンネルの要件
マルチチャンネルには次の要件が必要です。
ハードウェア - クライアントとサーバの両方で、マルチチャネルには、複数の NIC または RSS（受信側スケーリング）が設定された NIC が必要で
す。

オペレーティングシステム - FluidFS v6 は、Windows 8 または Windows Server 2012 以降でマルチチャネルをサポートします。
デフォルトでは、 Windows クライアントは、RSS 非対応の NIC に対して 1 つの接続を提供し、RSS 対応 NIC に最大 4 つの接続を提供しま
す。

Fibre Channel WWN の表示
Storage Manager は、Fibre Channel スイッチ上のファブリックゾーニングのアップデートに必要な NAS コントローラのワールドワイド名（WWN）を
表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア ビューで、アプライアンス、NAS アプライアンス ID、NAS コントローラ ID の順に展開し、インタフェース を選択します。NAS 

コントローラの WWN が Fibre Channel リストの右ペインに表示されます。

iSCSI SAN 接続性の管理
iSCSI SAN サブネット（Storage Center フォールトドメイン）または「ファブリック」は、FluidFS クラスタと Storage Center 間のネットワーク接続で
す。SAN ネットワークは、SAN および SANb という名前の 2 つのサブネットから構成されます。FluidFS クラスタ iSCSI SAN 構成は、ネットワーク
が変更した場合に導入後でも変更することができます。

iSCSI ポートの追加または削除
接続されたサブネット（Storage Center フォールトドメイン）それぞれに Storage Center iSCSI 制御ポートを追加します。少なくとも 1 つの iSCSI 
ポートが設定されている必要があります。設定された iSCSI ポートが 1 つしかない場合、そのポートを削除することはできません。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. NAS プール タブをクリックします。
3. ネットワーク タブをクリックします。
4. iSCSI ポートを追加するには、次の手順を実行します。

a. iSCSI ポートの追加 をクリックします。iSCSI ポータルの追加 ダイアログボックスが開きます。
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b. IP アドレス と 説明 フィールドに入力します。
c. OK をクリックします。

5. ポートを削除するには、次の手順を実行します。
a. iSCSI ポータル パネルでポートを選択し、削除 をクリックします。iSCSI ポータルの削除 ダイアログボックスが開きます。
b. OK をクリックします。

6. OK をクリックします。

iSCSI ファブリックの追加または削除
FluidFS クラスタには、2 つの iSCSI サブネット（Storage Center フォールトドメイン）または「ファブリック」が必要です。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. NAS プール タブをクリックします。
3. ネットワーク タブをクリックします。
4. iSCSI ファブリックを追加するには、次の手順を実行します。

a. iSCSI ファブリック パネルで、iSCSI ファブリックの追加 をクリックします。iSCSI ファブリックの追加 ダイアログボックスが開きます。
b. アプライアンス ID フィールドで、ドロップダウンリストから ID を選択します。
c. インタフェース フィールドで、ドロップダウンリストからインタフェースを選択します。
d. ネットマスク と VLAN タグ フィールドに適切な情報を入力します。
e. NAS コントローラ IP アドレスを追加するには、コントローラのリストからコントローラを選択し、設定の編集 をクリックします。コントローラ 

IP アドレスの編集 ダイアログボックスが開きます。
f. IP アドレス フィールドに、コントローラの IP アドレスを入力し、OK をクリックします。
g. 各コントローラに対してこの手順を繰り返します。
h. OK をクリックし、編集 ダイアログボックスを閉じます。

5. OK をクリックします。
6. ファブリックを削除するには、次の手順を実行します。

a. ISCSI ファブリック パネルで、アプライアンスを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが開きます。
b. OK をクリックします。

iSCSI ファブリックの VLAN タグの変更
iSCSI ファブリックの VLAN タグを変更します。VLAN タグは、VLAN が複数のスイッチにまたがっている場合に、ブロードキャストパケットを送信する
ポートとインタフェースを指定します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. NAS プール タブをクリックします。
3. ネットワーク タブをクリックします。
4. iSCSI ファブリックペインで、アプライアンスを選択して、設定の編集 をクリックします。ファブリック SAN の設定の変更 ダイアログボックスが表

示されます。
5. VLAN タグ フィールドに、iSCSI ファブリックの新しい VLAN タグを入力します。
6. OK をクリックします。

iSCSI ファブリックの NAS コントローラ IP アドレスの変更
iSCSI ファブリックの NAS コントローラ IP アドレスを変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ネットワーク タブをクリックします。
3. iSCSI ファブリック パネルで、アプライアンスを選択して 設定の編集 をクリックします。ファブリック SAN の設定の変更 ダイアログボックスが開

きます。
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4. コントローラのリストからコントローラを選択し、設定の編集 をクリックします。コントローラ IP アドレスの編集 ダイアログボックスが開きます。
5. IP アドレス フィールドにコントローラのアドレスを入力し、OK をクリックして 編集 ダイアログボックスを閉じます。
6. OK をクリックします。
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16
FluidFS アカウントの管理および認証
本項では、FluidFS クラスタのアカウントおよび認証の管理について説明します。この作業は、Dell Storage Manager Client を使用して実行され
ます。

アカウントの管理および認証
FluidFS クラスタには、次の 2 つのタイプのアクセスがあります。

• FluidFS クラスタ管理のための管理者レベルアクセス
• SMB 共有、NFS エクスポート、および FTP フォルダへのクライアントレベルアクセス

管理者アカウントは、管理者レベルのアクセスを制御します。ユーザーとグループは、SMB 共有および NFS エクスポートへのクライアントレベルアク
セスを制御します。

FluidFS クラスタは、ローカルおよびリモートのユーザーとグループに対して管理者レベルとクライアントレベルの認証をサポートします。

• ローカルユーザーおよびグループ - FluidFS システムで定義され、管理されるユーザーおよびグループ ID。ローカル管理は、ユーザーおよびグ
ループの数が制限されている場合に役に立ちます。また、認証は外部サーバーに依存しません。

• 外部ユーザーおよびグループ - 外部リポジトリで定義、管理するユーザーおよびグループ ID。外部管理は、多くの異なるリソースへの多数の
ユーザーおよびグループアクセスを管理する際に便利ですが、外部データベースの可用性に依存します。FluidFS は、次の外部 ID リポジトリ
をサポートしています。

– Active Directory - Windows ユーザーを認証するために Active Directory データベースにアクセスするよう FluidFS クラスタを設定しま
す。

メモ: また、Active Directory は、UNIX/Linux ユーザー用の LDAP データベースとして使用できます。

– NIS または LDAP - NIX および Linux ユーザーを認証するために NIS または LDAP データベースにアクセスするよう FluidFS クラスタを設
定します。

メモ: 

• ローカルおよび外部ユーザーは同時に使用することができます。
• Active Directory と NIS または LDAP のいずれかを設定する場合は、両タイプのデータアクセスに一組の資格情報を使用できるよう、

Active Directory 内の Windows ユーザーと LDAP または NIS 内の UNIX および Linux ユーザー間のマッピングを設定できます。

デフォルトの管理アカウント
FluidFS クラスタには、特定の目的に使用する次の組み込み管理アカウントがあります。

ログイン名 目的 デフォルトで
有効な SSH 
アクセス

許可された 
SSH アクセ
ス

デフォルトで有
効な VGA コン
ソールアクセス

許可された 
VGA コンソー
ルアクセス

デフォルトパスワード

システム管理者 FluidFS クラスタの管理
（非 UNIX または Linux 
ユーザー）

はい はい はい はい Stor@ge!

サポート FluidFS クラスタのトラブ
ルシューティング（通常の 
UNIX または Linux ユー
ザー）

いいえ はい いいえ はい なし（管理者が設定
する必要がある）
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ログイン名 目的 デフォルトで
有効な SSH 
アクセス

許可された 
SSH アクセ
ス

デフォルトで有
効な VGA コン
ソールアクセス

許可された 
VGA コンソー
ルアクセス

デフォルトパスワード

enableescalationaccess エスカレーションアカウン
トを有効にする

いいえ いいえ はい はい

エスカレーション サポートアカウントでログ
インできない場合の 
FluidFS クラスタのトラブ
ルシューティング

いいえ はい いいえ はい

cli コマンドラインインタフェー
スアクセスへのゲートウェ
イ

はい（SSH キ
ーを使用して
パスワードを
省略可能）

はい（SSH 
キーを使用
してパスワー
ドを省略可
能）

該当なし 該当なし 該当なし

管理者アカウント
Administrator アカウントは、FluidFS クラスタの管理に使用され、Storage Manager と FluidFS CLI へのアクセスに使用できます。このアカウント
の削除または名前の変更はできず、すべての NAS ボリューム、フォルダ、およびファイルでの書き込み許可があります。

サポートアカウント
サポートアカウントは、FluidFS システムにアクセスするときに Dell Technical Support によって使用されます。サポートアカウントとパスワードは、シ
ステム Administrator によって管理されます。

注意: サポートユーザーとして実行する動作は、高度なリモートトラブルシューティングを目的としており、重大なシステムの不具合のみ
を解決します。このアカウントを誤って使用すると、FluidFS またはそのデータ、あるいはその両方が損傷するおそれがあります。

メモ: 厳格なセキュリティのためには、リモートトラブルシューティングセッションの直前にサポートアカウントを有効にし、トラブルシューテ
ィングセッションの直後に無効にしてください。

サポートアカウントの有効化または無効化
リモートトラブルシューティングを可能にするために、サポートアカウントを有効にします。トラブルシューティングが完了したら、サポートアカウントを無
効にします。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタメンテナンス を選択します。
4. サポート タブをクリックします。
5. ローカルサポートユーザー パネルで、ローカルサポートユーザー設定の変更 をクリックします。ローカルサポートユーザー設定の変更 ダイア

ログボックスが開きます。
6. 次の手順を実行して、SupportAssist を有効または無効にします。

• SupportAssist を有効にするには、ローカルサポートユーザーへの SSH アクセス チェックボックスをオンにします。
• SupportAssist を無効にするには、ローカルサポートユーザーへの SSH アクセス チェックボックスをクリアします。

7. OK をクリックします。

サポートアカウントのパスワードの変更
それぞれのトラブルシューティングセッションの終了後は、サポートアカウントのパスワードを新しい強力なパスワードに変更してください。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタメンテナンス を選択します。
4. サポート タブをクリックします。
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5. ローカルサポートユーザー パネルで、ローカルサポートユーザーパスワードの変更 をクリックします。ローカルサポートユーザーパスワードの
変更 ダイアログボックスが開きます。

6. パスワード フィールドに、パスワードを入力します。パスワードは、8 文字から 14 文字の間の長さにする必要があり、小文字、大文字、数
字、または特殊文字（たとえば、+、?、または ∗）のうちの 3 つの要素が含まれている必要があります。

7. パスワードの確認 フィールドに、パスワードを再入力します。
8. OK をクリックします。

Dell SupportAssist の有効化または無効化
Dell SupportAssist を使用して FluidFS クラスタ診断を送信するために、Storage Client を有効化することができます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタメンテナンス を選択します。
4. サポート タブをクリックします。
5. Support Assist パネルで、Support Assist 設定の変更 をクリックします。Support Assist 設定の変更 ダイアログボックスが開きます。
6. 次の手順を実行して、SupportAssist を有効または無効にします。

• SupportAssist を有効にするには、サポートアシスタンス有効 チェックボックスを選択します。
• SupportAssist を無効にするには、サポートアシスタンス有効 チェックボックスをクリアします。

7. OK をクリックします。

CLI アカウント
CLI アカウントは、FluidFS クラスタのコマンドラインインタフェースにアクセスするために管理者アカウントで使用されます。

デフォルトのローカルユーザーおよびローカルグループアカウント
FluidFS クラスタには、特定の目的に使用する次の組み込みのローカルユーザーアカウントとローカルグループアカウントがあります。

アカウントタイプ アカウント名 目的
ローカルユーザー システム管理者 FluidFS クラスタの管理に使用されるアカウント

ローカルユーザー nobody ゲストユーザーに使用されるアカウント

ローカルグループ 管理者 • Administrator アカウントと、他のすべての Administrator ユーザー（ローカル
およびリモート）を含む

• Windows 管理者グループとの完全な互換性がある BUILTIN ドメイングルー
プ

ローカルグループ nobody_group nobody アカウントを含む

ローカルグループ ローカルユーザー ローカルユーザーアカウントを含む

ローカルグループ ユーザー Windows ユーザーグループとの完全な互換性がある BUILTIN ドメイングループ

ローカルグループ バックアップオペレータ Windows バックアップオペレータグループとの完全な互換性がある BUILTIN ドメイ
ングループ

管理者アカウントの管理
ローカル FluidFS Administrator を作成し、リモートユーザー（AD/LDAP/NIS）FluidFS を Administrator にすることができます。システムアラート
が、Administrator に対して指定された電子メールアドレスに送信されます。
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管理者を作成する場合は、システム管理者の権限レベルを指定します。この権限レベルによって、管理者により許可された一連のアクションが定
義されます。権限レベルは、次のようにシステムで事前に定義されます。

• NAS クラスタ管理者 - 管理者は、FluidFS クラスタのすべての側面を管理できます。
• NAS ボリューム Administrator - 次の表は、割り当てられた NAS ボリュームに対してボリューム Administrator が変更できる設定の概要を

示しています。また、ボリューム Administrator は、残りの FluidFS クラスタ構成を参照できます（ただし、変更はできません）。

NAS ボリュームの設定 ボリューム管理者が設定を変更できるかどうか

NAS ボリューム名 はい

NAS ボリュームが割り当てられる NAS ボリュームフォルダ はい

アクセス時刻の粒度 はい

権限の相互運用性 はい

ゼロディスク使用のレポート はい

データ削減 はい

NAS ボリュームの容量設定と警告しきい値 はい

SMB 共有および NFS エクスポート はい

スナップショットおよびスナップショットスケジュール はい

スナップショットからの NAS ボリュームの復元 はい

NAS ボリューム設定の復元 はい

クォータ はい

NAS ボリュームクローン いいえ

複製 いいえ

管理者の表示
現在の管理者アカウントのリストを表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタメンテナンス を選択します。
4. メールおよび管理者 をクリックします。Administrators パネルに現在の管理者のリストが表示されます。

システム管理者の追加
Dell Storage Manager Client および CLI を使用して FluidFS クラスタを管理する管理者アカウントを追加します。ユーザーはユーザー自身よりも
階層的に低いアクセス権限レベルを持つ管理者のみ定義できます。
前提条件
ローカル管理者を作成するには、まず、管理者になるローカルユーザーを作成します。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
5. ローカルユーザー パネルで、作成 をクリックします。ローカルユーザーの作成 ダイアログボックスが開きます。
6. Administrator となるユーザーを選択します。
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a. ファイルシステム ビューで、クラスタメンテナンス を選択します。
b. メールおよび管理者 タブをクリックします。
c. Administrators パネルで、管理権限の付与 をクリックします。管理権限の付与 ダイアログボックスが開きます。
d. ユーザーの選択 をクリックします。ユーザーの選択 ダイアログボックスが開きます。
e. ドメイン ドロップダウンリストで、ユーザーが属するドメインを選択します。
f. ユーザー フィールドに、ユーザーの正式名かユーザー名の最初の文字を入力します。
g. 返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンリストから検索結果の最大数を選択します。
h. 検索 をクリックします。
i. 検索結果からユーザーを選択し、OK をクリックします。
j. OK をクリックします。

7. グローバル管理権限が有効 チェックボックスを選択します。
8. 電子メールアドレス フィールドに、管理者の電子メールアドレスを入力します。
9. OK をクリックします。

ボリューム管理者への NAS ボリュームの割り当て
デフォルトでは、新しいボリューム管理者はどの NAS ボリュームも管理できません。ボリューム管理者の作成後に、ボリューム管理者が管理できる 
NAS ボリュームを変更できます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を選択します。
4. ツールバーで、設定の編集 をクリックします。NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. Administrators をクリックします。すべての管理者のリストが表示されます。
6. リストからボリューム管理者を選択して、追加 をクリックします。
7. マルチテナンシーが有効なシステムでは、テナント管理者が NAS ボリュームにアクセスすることを許可しない場合、テナント管理者のアクセス

を有効にする チェックボックスをオフにします。
8. OK をクリックします。

管理者の権限レベルの変更
管理者アカウントの権限レベルを変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタメンテナンス を選択します。
4. メールおよび管理者 をクリックします。Administrators パネルに現在の管理者のリストが表示されます。
5. 管理者 パネルで、管理者を選択して 設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. 権限 ドロップダウンリストから、管理者の権限レベルを選択します。

• NAS クラスタ Administrator - これらの管理者は、FluidFS クラスタのすべての側面を管理できます。
• NAS ボリューム Administrator - これらの管理者は、FluidFS クラスタの設定のみを表示し、これらが割り当てられた NAS ボリュームを

管理できます。
7. OK をクリックします。

管理者の電子メールアドレスの変更
管理者アカウント向けのシステムアラートが送信される電子メールアドレスを変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタメンテナンス を選択します。
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4. メールおよび管理者 タブをクリックします。
5. 管理者 パネルで、管理者を選択して 設定の編集 をクリックします。メール設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. 電子メールアドレス フィールドに、管理者の電子メールアドレスを入力します。
7. OK をクリックします。

管理者パスワードの変更
ローカル Administrator アカウントのパスワードのみを変更することができます。リモート Administrator のパスワードは、外部データベース内に保持
されます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
5. 管理者を選択し、パスワードの変更 をクリックします。パスワードの変更 ダイアログボックスが開きます。
6. パスワード フィールドに、Administrator のパスワードを入力します。
7. パスワードの確認 フィールドに、Administrator のパスワードを再入力します。
8. OK をクリックします。

管理者の削除
FluidFS クラスタの管理に使用されなくなった管理者アカウントを削除します。組み込みの管理者アカウントは削除できません。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
5. 管理者を選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが開きます。
6. OK をクリックします。

MMC を使用するローカルユーザーおよびグループの管理
ローカルユーザーおよびグループ スナップインがある Microsoft 管理コンソール（MMC）を使用して、ローカルユーザーとグループを管理できます。
クラスタへの管理アクセス権を取得するには、ドメイン Administrator のメンバーとして、またはクラスタ上の Administrators グループのメンバーとし
て Windows にログインします。
前提条件
MMC を使用して FluidFS のローカルユーザーとグループを管理する際には、以下の制限が適用されます。

• ユーザーおよびグループの名前の変更はサポートされていません。
• プライマリグループをメンバーシップリストから削除することはできません。
• ローカルグループにメンバーユーザーが含まれている場合、ローカルグループは削除できません。
• ユーザーアカウントの以下のフィールドの保存はサポートされていません。

– ユーザプロファイルの設定
– ホームフォルダの設定
– ユーザーは次回ログオン時にパスワード変更が必要 チェックボックス
– ユーザーはパスワードを変更できない チェックボックス

このタスクについて
ローカルユーザーとグループを管理するには、Windows エクスプローラのアドレスバーにクライアント VIP アドレスを入力して、FluidFS クラスタに接
続します。Administrator アカウントでログインしてから MMC に接続します。
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手順
1. スタート、実行 の順に選択します。
2. mmc と入力して OK をクリックします。コンソール 1 - [コンソールルート] ウィンドウが表示されます。
3. ファイル、スナップインの追加と削除 の順に選択します。
4. ローカルユーザーおよびグループ 選択し、追加 をクリックします。
5. ローカルユーザーおよびグループ ウィンドウで、別のコンピュータ を選択し、FluidFS クラスタ名（DNS で設定されている）を入力します。

また、クライアント VIP を使用することもできます。
6. 完了 をクリックします。新規ローカルユーザーおよびグループツリーが コンソールルート ウィンドウに表示されます。
7. ユーザー または グループ を選択します。
8. ローカルユーザーまたはグループを選択し、アクション ペインからアクションを選択します。

ローカルユーザーの管理
SMB 共有および NFS エクスポートにアクセスできるローカルユーザーを作成できます（作成しない場合は、FluidFS クラスタ管理者になります）。
ローカルユーザーは、次のような場合に作成できます。

• リモートユーザーがありません（AD/LDAP/NIS）。
• 両方の SMB/NFS が使用されますが、リモートユーザーリポジトリ（AD/LDAP/NIS）が 1 つのプロトコルと、他のプロセスを使用している少数

のユーザーに対して有効です。

SMB 共有にアクセスするために認証するよう求められた場合、ローカルユーザーはユーザー名に次の形式を使用する必要があります。
client_vip_or_name\local_user_name

ローカルユーザーの追加
ローカルユーザーアカウントを追加します。
前提条件
ローカルユーザーを割り当てるローカルグループは、あらかじめ作成しておく必要があります。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
5. ローカルユーザー ペインで、作成 をクリックします。ローカルユーザーの作成 ダイアログボックスが開きます。
6. ローカルユーザー フィールドに、ローカルユーザーの名前を入力します。ユーザー名には、英字、数字、アンダースコア、ハイフン、スペース、お

よびピリオドのみを使用できます。ただし、ピリオドは最後の文字として使用できません。
7. プライマリローカルグループ ドロップダウンリストで、ローカルユーザーを割り当てるプライマリグループを選択します。
8. Password（パスワード）フィールドに、ローカルユーザーのパスワードを入力します。
9. パスワードの確認 フィールドに、ローカルユーザーのパスワードを再入力します。
10. （オプション）必要に応じて残りのローカルユーザーの属性を設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してください。

• ローカルユーザーを有効にするには、アクセス許可の有効化 チェックボックスを選択します。
• ローカルユーザーのセカンダリグループを追加または削除するには、追加 ボタンと 削除 ボタンを使用します。
• ユーザー ID を選択するには、自動的にユーザー ID を生成する ボックスのチェックを外し、ユーザー ID フィールドに値を入力します。この

値は 1001～100,000 の間にする必要があります。
11. OK をクリックします。

FluidFS アカウントの管理および認証 387



ローカルユーザーが割り当てられるプライマリローカルグループの変更
ローカルユーザーが属しているプライマリグループにより、ユーザーのクォータが決まります。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
5. ローカルユーザーを選択し、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. プライマリローカルグループ ドロップダウンリストで、ローカルユーザーを割り当てるグループを選択します。
7. OK をクリックします。

ローカルユーザーが割り当てられるセカンダリローカルグループの変更
セカンダリグループは、Windows（SMB 共有）アクセス権を決定します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
5. ローカルユーザーを選択し、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. ローカルユーザーを割り当てるセカンダリローカルグループを追加するには、次の手順を実行します。

a. 追加グループ 領域で、追加 をクリックします。グループの選択 ダイアログボックスが開きます。
b. ドメイン ドロップダウンリストから、ローカルグループを割り当てるドメインを選択します。
c. グループ フィールドで、ローカルグループの正式名かローカルグループ名の最初の文字を入力します。
d. （オプション）必要に応じて、残りのローカルグループの検索オプションを設定します。これらのオプションの詳細については、オンラインヘルプ

を参照してください。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンリストから検索結果の最大数を選択します。

e. 検索 をクリックします。
f. 検索結果からローカルグループを選択します。
g. OK をクリックします。

7. ローカルユーザーが割り当てられているセカンダリローカルグループを削除するには、追加グループ 領域でローカルグループを選択し、削除 を
クリックします。

8. OK をクリックします。

ローカルユーザーの有効化または無効化
ローカルユーザーを無効にすると、ローカルユーザーは SMB 共有と NFS エクスポートにアクセスできなくなります。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
5. ローカルユーザーを選択し、設定の編集 をクリックします。ローカルユーザー設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. ローカルユーザーを有効または無効にします。

• ローカルユーザーを有効にするには、アクセス許可の有効化 チェックボックスを選択します。
• ローカルユーザーを無効にするには、アクセス許可の有効化 チェックボックスをクリアします。

7. OK をクリックします。
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ローカルユーザーのパスワードポリシーの設定
パスワードの有効期限を有効にすると、ローカルユーザーに対して指定した日数が経過した後のパスワードの変更が強制されます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
5. ローカルユーザー 領域でユーザーを選択し、設定の編集 をクリックします。ローカルユーザー設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. ローカルユーザーのパスワード有効期限を有効または無効にします。

• ローカルユーザーのパスワードと Administrator パスワードの有効期限を有効にするには、パスワードの有効期限なし チェックボックスを
クリアします。

• ローカルユーザーのパスワードと Administrator パスワードの有効期限を無効にするには、パスワードの有効期限なし チェックボックスを
選択します。

7. パスワード有効期限が有効になっている場合は、パスワード有効期限（日数） フィールドにそのパスワードが有効な日数を入力します（指
定した日数後にパスワードの有効期限が切れます）。

8. OK をクリックします。

ローカルユーザーパスワードの変更
ローカルユーザーアカウントのパスワードを変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. ローカルユーザーを選択し、パスワードの変更 をクリックします。パスワードの変更 ダイアログボックスが表示されます。
4. パスワード フィールドに、ローカルユーザーの新しいパスワードを入力します。パスワードは、少なくとも 7 文字長である必要があり、小文字、

大文字、数字、または特殊文字（たとえば、+、?、または ∗）のうちの 3 つの要素を含む必要があります。
5. パスワードの確認 フィールドに、ローカルユーザーのパスワードを再入力します。
6. OK をクリックします。

ローカルユーザーの削除
ユーザーが SMB 共有および NFS エクスポートにアクセスするか、FluidFS クラスタを管理する必要がなくなったら、ローカルユーザーアカウントを削
除します（ローカルユーザーに基づく管理者の場合）。
前提条件
ローカルユーザーに管理者アカウントが関連付けられている場合は、ローカルユーザーアカウントを削除する前に、管理者アカウントを削除する必
要があります。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
5. ローカルユーザーを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが開きます。
6. OK をクリックします。
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ローカルグループの管理
ローカルグループを作成して複数のユーザーにクォータルールを適用します。ローカルユーザー、リモートユーザー、およびリモートユーザーグループ、
および外部コンピュータを 1 つまたは複数のローカルグループに割り当てることができます。ユーザーが属しているプライマリグループによって、ユーザー
のクォータが決まります。

ローカルグループの表示
現在のローカルグループを表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。

ローカルグループ リストにローカルグループが表示されます。

ローカルグループの追加
ローカルユーザー、リモートユーザー、およびリモートユーザーグループを含むローカルグループを追加します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
5. ローカルグループ 領域で、作成 をクリックします。ローカルグループの作成 ダイアログボックスが開きます。
6. ローカルグループ フィールドに、ローカルグループの名前を入力します。
7. ローカルユーザー 領域で、ローカルグループに割り当てる必要があるローカルユーザーを選択します。

a. 追加 をクリックします。ユーザーの選択 ダイアログボックスが開きます。
b. ドメイン ドロップダウンリストで、ローカルユーザーが割り当てられたドメインを選択します。
c. ユーザー フィールドで、ローカルユーザーの完全な名前かローカルユーザー名の最初の文字を入力します。
d. （オプション）必要に応じて残りのローカルユーザー検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照し

てください。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンリストから検索結果の最大数を選択します。

e. 検索 をクリックします。
f. 検索結果からローカルユーザーを選択します。
g. OK をクリックします。

8. 外部ユーザー 領域で、ローカルグループに割り当てる必要がある個別リモートユーザーを選択します。
a. 追加 をクリックします。ユーザーの選択 ダイアログボックスが開きます。
b. ドメイン ドロップダウンリストで、リモートユーザーが割り当てられたドメインを選択します。
c. ユーザー フィールドで、リモートユーザーの完全な名前かリモートユーザー名の最初の文字を入力します。
d. （オプション）必要に応じて残りのリモートユーザー検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照して

ください。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンリストから検索結果の最大数を選択します。

e. 検索 をクリックします。
f. 検索結果からリモートユーザーを選択します。
g. OK をクリックします。

9. 外部グループ 領域で、ローカルグループに割り当てる必要があるリモートユーザーグループを選択します。
a. 追加 をクリックします。グループの選択 ダイアログボックスが開きます。
b. ドメイン ドロップダウンリストで、リモートユーザーグループが割り当てられたドメインを選択します。
c. グループ フィールドで、リモートユーザーグループの完全な名前かリモートユーザーグループ名の最初の文字を入力します。
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d. （オプション）必要に応じて残りのリモートユーザーグループ検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを
参照してください。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンリストから検索結果の最大数を選択します。

e. 検索 をクリックします。
f. 検索結果からリモートユーザーグループを選択します。
g. OK をクリックします。

10. 外部コンピュータ 領域で、ローカルグループに割り当てる必要がある外部コンピュータアカウントを選択します。
a. 追加 をクリックします。コンピュータアカウントの選択 ダイアログボックスが開きます。
b. ドメイン ドロップダウンリストで、外部コンピュータアカウントが割り当てられたドメインを選択します。
c. コンピュータアカウント フィールドで、外部コンピュータアカウントの完全名、または外部コンピュータアカウント名の最初の文字を入力しま

す。
d. （オプション）必要に応じて残りのリモートユーザーグループ検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを

参照してください。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンリストから検索結果の最大数を選択します。

e. 検索 をクリックします。
f. 検索結果から外部コンピュータアカウントを選択します。
g. OK をクリックします。

ローカルグループに割り当てられたユーザーの変更
ローカルグループに割り当てられたローカルユーザー、リモートユーザー、またはリモートユーザーグループを変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
5. グループを選択し、設定の編集 をクリックします。ローカルユーザーグループ設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. ローカルグループにローカルユーザーを割り当てるには、次の手順を実行します。

a. ローカルユーザー 領域で、追加 をクリックします。ユーザーの選択 ダイアログボックスが開きます。
b. ドメイン ドロップダウンリストで、ローカルユーザーが割り当てられたドメインを選択します。
c. ユーザー フィールドで、ローカルユーザーの完全な名前かローカルユーザー名の最初の文字を入力します。
d. （オプション）必要に応じて残りのローカルユーザー検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照し

てください。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンリストから検索結果の最大数を選択します。

e. 検索 をクリックします。
f. 検索結果からローカルユーザーを選択します。
g. OK をクリックします。

7. ローカルグループに個別リモートユーザーを割り当てるには、次の手順を実行します。
a. 外部ユーザー 領域で、追加 をクリックします。ユーザーの選択 ダイアログボックスが開きます。
b. ドメイン ドロップダウンリストで、リモートユーザーが割り当てられたドメインを選択します。
c. ユーザー フィールドで、リモートユーザーの完全な名前かリモートユーザー名の最初の文字を入力します。
d. （オプション）必要に応じて残りのリモートユーザー検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照して

ください。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンリストから検索結果の最大数を選択します。

e. 検索 をクリックします。
f. 検索結果からリモートユーザーを選択します。
g. OK をクリックします。

8. ローカルグループにリモートユーザーグループを割り当てるには、次の手順を実行します。
a. 外部グループ 領域で、追加 をクリックします。グループの選択 ダイアログボックスが開きます。
b. ドメイン ドロップダウンリストで、リモートユーザーグループが割り当てられたドメインを選択します。
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c. グループ フィールドで、リモートユーザーグループの完全な名前かリモートユーザーグループ名の最初の文字を入力します。
d. （オプション）必要に応じて残りのリモートユーザーグループ検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを

参照してください。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンリストから検索結果の最大数を選択します。

e. 検索 をクリックします。
f. 検索結果からリモートユーザーグループを選択します。
g. OK をクリックします。

9. ローカルグループからユーザーまたはグループを削除するには、該当する領域でユーザーまたはグループを選択し（ローカルユーザー、外部ユ
ーザー、または 外部グループ）、削除 をクリックします。

10. 外部コンピュータにローカルグループを割り当てるには、次の手順を実行します。
a. 外部コンピュータ 領域で、ローカルグループに割り当てる必要がある外部コンピュータを選択します。
b. 追加 をクリックします。コンピュータアカウントの選択 ダイアログボックスが開きます。
c. ドメイン ドロップダウンリストで、リモートユーザーグループが割り当てられたドメインを選択します。
d. ユーザー フィールドで、リモートユーザーの完全な名前かリモートユーザー名の最初の文字を入力します。
e. （オプション）必要に応じて残りのリモートユーザーグループ検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを

参照してください。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンリストから検索結果の最大数を選択します。

11. OK をクリックします。

ローカルグループの削除
使用しなくなったローカルグループを削除します。
前提条件
ローカルグループを削除する前に、そのメンバーを削除する必要があります。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
5. グループを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが開きます。
6. OK をクリックします。

Active Directory の管理
Active Directory（AD）を使用する環境では、Active Directory ドメインに参加し、SMB 共有へのアクセスに Active Directory を使用して 
Windows クライアントを認証するよう FluidFS クラスタを設定できます。FluidFS クラスタは、混合モードおよびネイティブモードの Active Directory 
設定をサポートします。

Active Directory 認証の有効化
FluidFS クラスタを Active Directory ドメインに参加させてディレクトリサービスと通信できるようにします。デフォルトでは、FluidFS クラスタは、
Active Directory が返したドメインコントローラを使用します。また、FluidFS クラスタが特定のドメインコントローラを使用するようにする場合は、ド
メインコントローラを指定できます。複数のドメインコントローラを追加することで、ドメインコントローラで障害が発生したときにユーザーの認証が継
続されます。FluidFS クラスタが優先サーバとの通信を確立できない場合は、残りのサーバへの接続が順番に試行されます。
前提条件
Fluidfs v6 以降では、NAS 管理者が FluidFS クラスタを Active Directory ドメイン内の任意の組織単位に参加させることができます。
• Active Directory ディレクトリサービスは、お使いの環境に導入する必要があります。
• FluidFS クラスタは、ディレクトリサービスにネットワーク接続できる必要があります。
• Active Directory の設定に慣れている必要があります。
• 参加動作には、FluidFS クラスタで Active Directory アカウントからの資格情報が必要です。この資格情報が必要になるのは参加動作のみ

です。この資格情報は、FluidFS クラスタによって保管またはキャッシュされません。
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FluidFS クラスタをドメインに参加させるために使用するアカウントに対して次のいずれかのオプションを使用します。

– ドメイン Administrator アカウントを使用します（推奨方法）。
– 「コンピュータをドメインに参加させる」権限と、ドメイン内のすべてのコンピュータオブジェクトを完全に制御できる権限が委譲されるアカウン

トを使用します。
– 前述したオプションが両方とも使用できない場合、アカウントの最小要件は次のようになります。

* 「コンピュータをドメインに参加させる」権限と、OU 内のオブジェクト（コンピュータオブジェクトを含む）を完全に制御できる権限が委譲
される組織単位（OU）管理者。

* FluidFS クラスタをドメインに参加させる前に、OU 管理者は FluidFS クラスタのコンピュータオブジェクトを作成する必要があります
（OU 内では管理する権限が提供されます）。FluidFS クラスタのコンピュータオブジェクト名と、参加時に使用される NetBIOS 名は
一致する必要があります。FluidFS クラスタのコンピュータオブジェクトを作成するときに、ドメインに参加させる許可の ユーザー フィール
ドまたは グループ フィールドで、OU 管理者アカウントを選択します。この結果、OU 管理者の資格情報を使用して FluidFS クラスタ
を参加させることができるようになります。

• FluidFS クラスタでは、すべてのユーザーに対する tokenGroups 属性の読み取りアクセスが必要です。すべてのドメインコンピュータに対する 
Active Directory のデフォルト設定では、tokenGroups 属性への読み取りアクセスが許可されます。許可が与えられていない場合、ネストさ
れたグループまたは OU 内の Active Directory ドメインユーザーには、Access Denied（アクセス拒否）エラーが発生し、ネストされた OU 
またはグループ内にないユーザーには、アクセスが許可されます。

• Active Directory サーバおよび FluidFS クラスタは、時刻について共通ソースを使用する必要があります。
• FluidFS クラスタが DNS を使用するよう設定する必要があります。指定した DNS サーバは、Active Directory ドメインコントローラが使用す

るものと同じである必要があります。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ディレクトリサービス タブをクリックします。
5. 設定の編集 をクリックします。Active Directory 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. 優先ドメインコントローラ リストからドメインコントローラを選択するか、またはドメインコントローラの IP アドレスを入力して 追加 をクリックしま

す。
7. OK をクリックします。

Active Directory 認証の設定の変更
Active Directory 認証の設定を直接変更することはできません。Active Directory ドメインから FluidFS クラスタを削除してから、Active 
Directory ドメインに再度追加する必要があります。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ディレクトリサービス タブをクリックします。
5. 脱退 をクリックします。ドメインからの離脱 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。
7. 参加 をクリックします。ドメインへの参加 ダイアログボックスが表示されます。
8. 必要に応じてオプションを設定します。
9. OK をクリックします。
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Active Directory コントローラ設定の変更
システムは、Active Directory で定義されているサイトに基づいて、使用するドメインコントローラを自動的に選択します。この自動選択をオーバ
ーライドして優先ドメインコントローラのリストを指定することができます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ディレクトリサービス タブをクリックします。
5. 設定の編集 をクリックします。Active Directory 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. ドメインコントローラを 優先ドメインコントローラ の下にあるボックスに入力し、追加 または 削除 をクリックします。
7. OK をクリックします。

Active Directory 認証の無効化
FluidFS クラスタがディレクトリサービスと通信する必要がなくなった場合は、Active Directory ドメインから FluidFS クラスタを削除します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントのアクセシビリティ を選択します。
4. ディレクトリサービス タブをクリックします。
5. 離脱 をクリックします。Active Directory ドメインからの離脱 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

開いているファイルの表示
開いているファイルは 1,000 個まで表示できます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクティビティ を選択します。
4. 開いているファイル をクリックします。開いているファイル ダイアログボックスが開きます。

ダイアログボックスの下部には、現在開いているファイルのリストが表示されます。

開いているファイルのフィルタ
ファイル名、ユーザー、プロトコル、または開いているファイルの最大数により、開いているファイルをフィルタできます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクティビティ を選択します。
4. 開いているファイル をクリックします。開いているファイル ダイアログボックスが開きます。
5. ダイアログボックスの最上部で、フィールド（ファイル名、ユーザー、プロトコル、表示ファイル数）の 1 つ、または複数に入力します。
6. フィルタの適用 / 更新 をクリックします。

ダイアログボックスに、フィルタと一致する現在開いているファイルのリストが表示されます。

LDAP の管理
Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）を使用する環境では、NFS エクスポートへのアクセスに LDAP を使用して UNIX および Linux 
クライアントを認証するよう FluidFS クラスタを設定できます。LDAP データベースは、LDAP サーバーまたは Active Directory のいずれかによって
提供できます。
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FluidFS クラスタは次の LDAP 設定をサポートしています。

• 匿名 LDAP - FluidFS クラスタから LDAP サーバへの接続は認証されません。データはプレーンテキストで送信されます。
• 認証済み LDAP - FluidFS クラスタから LDAP サーバーへの接続は、ユーザー名とパスワードを使用して認証されます。データはプレーンテキ

ストで送信されます。
• TLS/SSL 経由の LDAP - FluidFS クラスタから LDAP サーバーへの接続は、認証および暗号化されます。LDAP サーバーが使用する証明

書を検証するには、SSL 証明書を LDAP サーバーからエクスポートし、それを FluidFS クラスタにアップロードする必要があります。

検索するサブツリー数の削減
FluidFS では、検索に使用される LDAP ツリー内のサブツリーの数を絞り込むことができます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ディレクトリサービス タブをクリックします。
5. NFS ユーザーのリポジトリ（NIS または LDAP）領域で、設定の編集 をクリックします。Active Directory 設定の編集 ダイアログボックスが

開きます。
6. LDAP ラジオボタンを選択します。
7. フィルタが適用されたブランチ フィールドで、検索する LDAP 名を入力して、追加 をクリックします。
8. Active Directory 拡張スキーマに LDAP を使用するには、次の手順を実行します。

a. 拡張スキーマ フィールドに 有効 を選択します。
9. TLS 経由での LDAP を使用して LDAP サーバとのすべての通信を暗号化するには、次の手順を実行します。

a. TLS 経由での LDAP フィールドに、有効 を選択します。
10. LDAP 証明書をインストールするには、次の手順を実行します。

a. LDAP 証明書のインストール フィールドに、有効 を選択します。
b. LDAP 証明書 フィールドで証明書を指定します。
c. 証明書のアップロード をクリックします。

11. 非匿名 LDAP バインドを使用するには、次の手順を実行します。
a. 非匿名 LDAP バインド フィールドに、有効 を選択します。
b. バインド DN および バインドパスワード の各フィールドに適切な情報を入力します。

12. OK をクリックします。

LDAP 認証の有効化
FluidFS クラスタが LDAP ディレクトリサービスと通信するように設定します。複数の LDAP サーバーを追加することで、LDAP サーバーの障害が発
生した場合に、ユーザーの認証が継続されます。FluidFS クラスタが優先サーバーとの接続を確立できない場合は、他の残りのサーバーとの接続
が順番に試行されます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ディレクトリサービス タブをクリックします。
5. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 設定の編集 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボックスが開きます。
6. LDAP を選択します。
7. ベース DN フィールドに、ユーザーの検索を開始するディレクトリ内の場所を表す LDAP ベース識別名を入力します。通常、この名前の書

式は dc=domain, dc=com のようになります。
8. LDAP サーバー テキストフィールドに、LDAP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力し、追加 をクリックします。追加の LDAP サーバー

に対してこの手順を繰り返します。
9. （オプション）必要に応じて残りの LDAP の属性を設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してください。
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• Active Directory で LDAP データベースを提供することを指定する場合は、拡張スキーマ チェックボックスを選択します。
• FluidFS クラスタから LDAP サーバへの接続を認証するには、非匿名 LDAP バインド チェックボックスをオンにします。続いて、接続を認

証するために使用する LDAP バインド識別名を バインド DN フィールドに入力し、LDAP バインドパスワードを バインドパスワード フィー
ルドに入力します。

• TLS を使用して FluidFS クラスタから LDAP サーバへの接続を暗号化するには、TLS 経由での LDAP チェックボックスを選択します。
• LDAP サービスで使用される証明書を検証するには、LDAP 証明書のインストール チェックボックスを選択します。次に、証明書のアッ

プロード をクリックし、FluidFS クラスタにアップロードする LDAP SSL 証明書を選択します。
10. OK をクリックします。

LDAP ベース DN の変更
LDAP ベース識別名は、ユーザーの検索を開始するディレクトリ内の場所を表します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ディレクトリサービス タブをクリックします。
5. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 設定の編集 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボックスが開きます。
6. ベース DN フィールドに、LDAP ベース識別名を入力します。通常、この名前の書式は dc=domain, dc=com のようになります。
7. OK をクリックします。

LDAP サーバーの追加または削除
少なくとも 1 つの LDAP サーバーを設定する必要があります。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ディレクトリサービス タブをクリックします。
5. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 設定の編集 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボックスが開きます。
6. LDAP サーバを追加または削除します。

• LDAP サーバを追加するには、LDAP サーバ フィールドに LDAP サーバのホスト名または IP アドレスを入力し、追加 をクリックします。
• LDAP サーバーを削除するには、LDAP サーバーを選択し、削除 をクリックします。

7. OK をクリックします。

Active Directory 拡張スキーマでの LDAP の有効化または無効化
Active Directory で LDAP データベースが提供される場合は、拡張スキーマオプションを有効にします。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ディレクトリサービス タブをクリックします。
5. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 設定の編集 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボックスが開きます。
6. Active Directory 拡張スキーマで LDAP を有効または無効にします。

• Active Directory で LDAP データベースを提供することを指定する場合は、Active Directory 拡張スキーマで LDAP を使用する チェ
ックボックスを選択します。

• LDAP サーバで LDAP データベースを提供することを指定する場合は、Active Directory 拡張スキーマで LDAP を使用する チェック
ボックスをクリアします。

7. OK をクリックします。
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LDAP 接続の認証の有効化または無効化
LDAP サーバで認証が必要な場合は、FluidFS クラスタから LDAP サーバへの接続の認証を有効にします。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ディレクトリサービス タブをクリックします。
5. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 設定の編集 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボックスが開きます。
6. LDAP 接続の認証を有効または無効にします。

• LDAP 接続の認証を有効にするには、非匿名 LDAP バインド チェックボックスを選択します。次に、接続を認証するために使用される 
LDAP バインド識別名を バインド DN フィールドに入力し、LDAP バインドパスワードを バインドパスワード フィールドに入力します。

• LDAP 接続の認証を無効にするには、非匿名 LDAP バインドを使用する チェックボックスをクリアします。
7. OK をクリックします。

LDAP 接続の TLS 暗号化の有効化または無効化
プレーンテキストでのデータ送信を回避するために、FluidFS クラスタから LDAP サーバーへの接続の TLS 暗号化を有効にします。LDAP サーバ
ーが使用する証明書を検証するには、LDAP SSL 証明書をエクスポートし、FluidFS クラスタにアップロードする必要があります。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ディレクトリサービス タブをクリックします。
5. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 設定の編集 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボックスが開きます。
6. LDAP 接続の TLS 暗号化を有効または無効にします。

• LDAP 接続の TLS 暗号化を有効にするには、TLS 経由での LDAP チェックボックスを選択します。
• LDAP 接続の TLS 暗号化を無効にするには、TLS 経由での LDAP チェックボックスをクリアします。

7. TLS 暗号化が有効な場合は、LDAP 証明書の検証を有効または無効にします。
• LDAP 証明書の検証を有効にするには、LDAP 証明書のインストール チェックボックスを選択して、証明書のアップロード をクリック

し、FluidFS クラスタにアップロードする LDAP SSL 証明書を選択します。
• LDAP 証明書の検証を無効にするには、Install LDAP Certificate（LDAP 証明書のインストール）チェックボックスのチェックをクリアし

ます。
8. OK をクリックします。

LDAP 認証の無効化
FluidFS クラスタがディレクトリサービスと通信する必要がなくなった場合は、LDAP 認証を無効にします。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ディレクトリサービス タブをクリックします。
5. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 設定の編集 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボックスが開きます。
6. なしを選択します。
7. OK をクリックします。
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NIS の管理
Network Information Service（NIS）を使用する環境では、NFS エクスポートへのアクセスに NIS を使用してクライアントを認証するよう FluidFS 
クラスタを設定できます。

NIS サポートの有効化または無効化
FluidFS クラスタが NIS ディレクトリサービスと通信するように設定します。複数の NIS サーバを追加することで、NIS サーバの障害が発生した場
合に、ユーザーの認証が継続されます。FluidFS クラスタが優先サーバとの接続を確立できない場合は、他の残りのサーバとの接続が順番に試
行されます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ディレクトリサービス タブをクリックします。
5. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 設定の編集 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボックスが開きます。
6. 次の手順を実行して、NIS を有効または無効にします。

• NIS を無効にするには、なし チェックボックスをオンにします。
• NIS を有効にするには、NIS チェックボックスをオンにします。

7. NIS Domain Name（NIS ドメイン名）フィールドに、NIS ドメイン名を入力します。
8. NIS サーバ テキストフィールドに、NIS サーバのホスト名または IP アドレスを入力し、追加 をクリックします。追加する NIS サーバごとに、この

手順を繰り返します。
9. NIS サーバは、優先度が高い順にリストされます。

• NIS サーバの優先度を上げるには、NIS サーバを選択し、上へ をクリックします。
• NIS サーバの優先度を下げるには、NIS サーバを選択し、下へ をクリックします。

10. OK をクリックします。

NIS ドメイン名の変更
NIS ドメイン名は、NIS ディレクトリサービスで問い合わせるドメインを指定します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ディレクトリサービス タブをクリックします。
5. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 設定の編集 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボックスが開きます。
6. NIS Domain Name（NIS ドメイン名）フィールドに、NIS ドメイン名を入力します。
7. OK をクリックします。

NIS サーバーの追加または削除
少なくとも 1 つの NIS サーバーを設定する必要があります。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ディレクトリサービス タブをクリックします。
5. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 設定の編集 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボックスが開きます。
6. NIS サーバを追加または削除します。
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• NIS サーバを追加するには、NIS サーバ フィールドに LDAP サーバのホスト名または IP アドレスを入力し、追加 をクリックします。
• NIS サーバーを削除するには、NIS サーバーを選択し、削除 をクリックします

7. OK をクリックします。

NIS サーバーの優先順位の変更
FluidFS クラスタが優先サーバーとの通信を確立できない場合は、残りのサーバーへの接続が順番に試行されます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. ディレクトリサービス タブをクリックします。
5. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 設定の編集 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボックスが開きます。
6. NIS サーバは、優先度が高い順にリストされます。

• NIS サーバーの優先度を上げるには、NIS サーバーを選択し、上へ をクリックします。
• NIS サーバーの優先度を下げるには、NIS サーバーを選択し、下へ をクリックします。

7. OK をクリックします。

Windows と UNIX/Linux ユーザー間のユーザーマッピングの管理
Active Directory 内の Windows ユーザーと LDAP または NIS 内の UNIX/Linux ユーザー間のマッピングを定義できます。マッピングを定義する
ことにより、Windows ユーザーは UNIX/Linux ユーザーの権限を継承し、UNIX/Linux ユーザーは Windows ユーザーの権限を継承できます（マ
ッピングの方向と NAS ボリュームのセキュリティスタイルに依存）。

ユーザーマッピングポリシー
ユーザーマッピングポリシーには、自動化マッピングとマッピングルールが含まれます。

• 自動マッピング - Active Directory 内のすべての Windows ユーザーを LDAP または NIS 内の同一の UNIX/Linux ユーザーにマッピングす
るとともに、すべての UNIX/Linux ユーザーを同一の Windows ユーザーにマッピングします。自動マッピングはデフォルトでは無効になっていま
す。

• マッピングルール - Active Directory 内の特定の Windows ユーザーと LDAP または NIS 内の同一の UNIX/Linux ユーザー間のマッピング
を定義します。これらのマッピングルールの指定は、自動マッピングより優先されます。マッピングの方向は選択することができ、マッピングは一方
向または両方向で行うことができます。

– 次の一方向でマッピングが可能です。

* Windows ユーザーから UNIX/Linux ユーザーへ
* UNIX/Linux ユーザーから Windows ユーザーへ

– Windows ユーザーと UNIX/Linux ユーザーの間では両方向でのマッピングが可能です。

ユーザーマッピングポリシーと NAS ボリュームセキュリティ方式
ユーザーマッピングのアクセス許可は、NAS ボリュームのファイルセキュリティ方式に依存します。

• NTFS セキュリティ方式 - アクセス許可は Windows と NTFS によって制御されます。UNIX/Linux ユーザーは、UNIX/Linux のアクセス許
可設定を無視して、対応する Windows ユーザーのアクセス許可に従います。

• UNIX セキュリティ方式 - アクセス許可は UNIX/Linux のアクセス許可に基づきます。Windows ユーザーは対応する UNIX/Linux ユーザー
のアクセス許可に従います。

• 混合セキュリティ方式 - UNIX/Linux と Windows の両方のアクセス許可が使用されます。それぞれのユーザーはもう一方のユーザーのアク
セス許可設定を無効にします。したがって、混合セキュリティ方式を使用する際は注意する必要があります。
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ユーザーマッピングポリシーの管理
すべてのユーザーを自動的にマップするか、特定のユーザー間でのみマッピングを許可するよう FluidFS クラスタのマッピングポリシーを設定します。

Windows および UNIX/Linux ユーザーを自動的にマップ
Active Directory 内のすべての Windows ユーザーを LDAP または NIS 内の同一の UNIX/Linux ユーザーに自動的にマッピングし、すべての 
UNIX/Linux ユーザーを同一の Windows ユーザーに自動的にマッピングします。マッピングルールは自動マッピングよりも優先されます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. マッピングポリシー タブをクリックします。
5. 設定の編集 をクリックします。マッピングポリシー設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. 同じ名前の CIFS ユーザーと NFS ユーザーを自動的にマッピングする を選択します。
7. OK をクリックします。

マッピングルールのみによる Windows ユーザーと UNIX/Linux ユーザーのマッピング
Active Directory 内の特定の Windows ユーザーと LDAP または NIS 内の同一の UNIX/Linux ユーザー間のマッピングのみを許可します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. マッピングポリシー タブをクリックします。
5. 設定の編集 をクリックします。マニュアルマッピングの作成 ダイアログボックスが開きます。
6. マッピングルールを選択します。
7. OK をクリックします。

ユーザーマッピングルールの管理
特定のユーザー間のマッピングルールを管理します。マッピングルールは自動マッピングよりも優先されます。

ユーザーマッピングルールの作成
Active Directory 内にある特定の Windows ユーザーと LDAP または NIS 内にある同一の UNIX/Linux ユーザー間のマッピングルールを作成し
ます。マッピングルールは自動マッピングよりも優先されます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. マッピングポリシー タブをクリックします。
5. 設定の編集 をクリックします。マニュアルマッピングの作成 ダイアログボックスが開きます。
6. SMB ユーザー 領域で、ユーザーの選択 をクリックします。ユーザーの選択 ダイアログボックスが開きます。
7. Windows ユーザーを選択します。

a. ドメイン ドロップダウンリストで、ユーザーが割り当てられたドメインを選択します。
b. ユーザー フィールドに、ユーザーの正式名かユーザー名の最初の文字を入力します。
c. （オプション）必要に応じて残りのユーザー検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してくださ

い。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンリストから検索結果の最大数を選択します。

d. 検索 をクリックします。
e. 検索結果からユーザーを選択します。
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f. OK をクリックします。
8. NFS ユーザー 領域で、ユーザーの選択 をクリックします。ユーザーの選択 ダイアログボックスが開きます。
9. UNIX/Linux ユーザーを選択します。

a. ドメイン ドロップダウンリストで、ユーザーが割り当てられたドメインを選択します。
b. ユーザー フィールドに、ユーザーの正式名かユーザー名の最初の文字を入力します。
c. （オプション）必要に応じて残りのユーザー検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してくださ

い。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンリストから検索結果の最大数を選択します。

d. 検索 をクリックします。
e. 検索結果からユーザーを選択します。
f. OK をクリックします。

10. ユーザーマッピングの方向を選択します。
• 2 人のユーザーに同じファイルアクセス許可（任意のプロトコルを介して）割り当てることができます
• Unix から Windows へのマッピングを有効にする
• Windows から Unix へのマッピングを有効にする

11. OK をクリックします。

ユーザーマッピングルールのマッピング方向の変更
Active Directory 内にある特定の Windows ユーザーと LDAP または NIS 内にある同一の UNIX/Linux ユーザー間のマッピング方向を変更しま
す。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. マッピングポリシー タブをクリックします。
5. 設定の編集 をクリックします。マニュアルマッピングの作成 ダイアログボックスが開きます。
6. ユーザーマッピングの方向を選択します。

• 2 人のユーザーに同じファイルアクセス許可（任意のプロトコルを介して）割り当てることができます
• NFS ユーザーを SMB ユーザーにマップします。
• SMB ユーザーを NFS ユーザーにマップします。

7. OK をクリックします。

ユーザーマッピングルールの削除
Active Directory 内にある特定の Windows ユーザーと LDAP または NIS 内にある同一の UNIX/Linux ユーザー間のマッピングルールを削除し
ます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクセシビリティ を選択します。
4. マッピングポリシー タブをクリックします。
5. 設定の編集 をクリックします。マニュアルマッピングの作成 ダイアログボックスが開きます。
6. ユーザーマッピングルールを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが開きます。
7. OK をクリックします。
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17
FluidFS NAS ボリューム、共有、およびエクスポート
本項では、クライアント側からの FluidFS クラスタの管理について説明します。この作業は、Dell Storage Manager Client を使用して実行されま
す。

NAS プールの管理
FluidFS クラスタを構成する場合に、FluidFS クラスタ（NAS プール）に割り当てるロー Storage Center 容量のサイズを指定します。NAS プール
の最大サイズは次のとおりです。

• 2 PB（1 つの Storage Center）

• 4 PB（8 つの Storage Center）

NAS プールの使用可能なサイズは、システムが内部使用のために NAS プールから差し引く容量に左右されます。NAS アプライアンスごとに平均
で約 400 GB が内部使用のために差し引かれます。内部容量の正確な値は構成によって異なりますが、次のように FluidFS クラスタごとに概算
できます。

（256 GB ∗ NAS アプライアンスの数）+（4 GB ∗ Storage Center ボリュームの数）+ 20 GB + NAS プールの合計量の 0.5 % +（100 GB * 

NAS アプライアンスの数（データ削減が有効になっている場合））

内蔵ストレージ予約の表示
システムが内部使用のために NAS プールから差し引く容量についての情報を表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで クラスタメンテナンス を選択します。
4. 内部 タブをクリックします。

内部ストレージの予約 パネルの内部ストレージの予約を表示します。

NAS プールのサイズの表示
NAS プールの現在の設定サイズを表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。

NAS プールのステータス パネルに、NAS プールの設定サイズが表示されます。

NAS プールのサイズの拡張
NAS ストレージ容量要件の増加に応じて、クライアントへのサービスに影響することなく NAS プールのサイズを拡大できます。ただし、NAS プール
のサイズを縮小することはできません。
前提条件
FluidFS クラスタへのストレージ容量の割り当てを増やすには、Storage Center に十分な容量が存在している必要があります。

NAS プールの最大サイズは次のとおりです。
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• 2 PB（1 つの Storage Center）

• 4 PB（2 つの Storage Center）

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタ を選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
3. 右ペインで、アクション、 Storage Center、NAS プールの拡張 の順に選択します。NAS プールの拡張 ダイアログボックスが開きます。
4. NAS プールサイズ フィールドに、NAS プールの新しいサイズをギガバイト（GB）またはテラバイト（TB）の単位で入力します。

メモ: 新しいサイズは、新しい最小サイズ フィールドと 新しいサイズ最大サイズ フィールドに表示されたサイズに基づきます。
5. OK をクリックします。コンテナに複数のストレージタイプがある場合は、ドロップダウンリストが表示されます。
6. ストレージタイプ ドロップダウンリストから、単一のデータページサイズと指定した冗長性レベルを含むストレージプールのタイプを選択します。
7. OK をクリックします。

NAS プールの拡張 ダイアログボックスに、プロセスのステータスが表示されます。

メタデータ層の設定
メタデータ階層化は、異なるストレージ層または LUN 内のデータおよびメタデータを保存する機能を提供します。メタデータの階層化により高速
ディスク上のメタデータアイテムを保存でき、メタデータ指向の作業負荷に役立ちますが、ほとんどのデータについて低コストのディスクが必要になり
ます。この機能はデフォルトで無効で、システム操作中にいつでも有効にできます。システムのファームウェアが旧バージョンから更新されたときに、メ
タデータ階層化は無効になります。
このタスクについて
NAS プールの作成または拡張時に、管理者はメタデータ層に割り当てる FluidFS NAS プール容量の割合を選択できます。たとえば、高優先度

（ティア 1）は、メタデータ層の FluidFS のストレージの約 12.5 パーセントを格納します。低優先度（ティア 3）は、メタデータ層の FluidFS のスト
レージの約 3 パーセントを格納します。
手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. NAS プール タブをクリックします。
3. ストレージのサブシステム パネルをクリックし、ストレージプロファイルの変更 をクリックします。

ストレージプロファイルの選択 ウィンドウが開きます。
4. メタデータに割り当てるストレージプロファイルおよび NAS プールの割合を選択します。
5. OK をクリックします。

NAS プール使用容量アラートの有効化または無効化
NAS プールで使用されている容量の割合が指定値に達するとトリガされるアラートを有効または無効にすることができます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
3. サマリ パネルで、クリックして NAS プールの設定の編集 をクリックします。

NAS プール設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
4. NAS プール使用容量アラートの有効化または無効化：

• NAS プール使用容量アラートを有効にするには、使用容量アラート チェックボックスをオンにします。
• NAS プール使用容量アラートを無効にするには、使用容量アラート チェックボックスをオフにします。

5. 使用容量アラート チェックボックスを有効にした場合は、使用容量しきい値 フィールドに、アラートをトリガする NAS プール容量の使用率を
指定する数値（0 ～ 100）を入力します。

6. OK をクリックします。
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NAS プール未使用容量アラートの有効化または無効化
残りの未使用 NAS プール容量が指定サイズ未満になるとトリガされるアラートを有効または無効にすることができます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
3. サマリ パネルで、NAS プールの設定の編集 をクリックします。

NAS プール容量の設定 ダイアログボックスが表示されます。
4. NAS プール未使用容量アラートの有効化または無効化：

• NAS プール使用容量アラートを有効にするには、未使用容量アラート チェックボックスをオンにします。
• NAS プール使用容量アラートを無効にするには、未使用容量アラート チェックボックスをオフにします。

5. 未使用容量アラート チェックボックスを有効にした場合は、未使用容量しきい値 フィールドに、アラートをトリガする NAS プール容量の未使
用率を指定する数値（0 ～ 100）を入力します。

6. OK をクリックします。

マルチテナンシーについて
マルチテナンシーによって、単一の物理 FluidFS クラスタは複数の個別サービスのエンティティ（テナント）にパーティション分割され、それぞれを個
別に管理できます。FluidFS v6 は最大 100 のテナントをサポートします。マルチテナンシーが有効の場合、ユーザーインタフェースは最適化され、
テナントビューが含まれます。
ネットワーク接続 - 各テナントは排他的 IP アドレス（仮想 IP）を使用します。テナントの VIP にアクセスできるユーザーのみが、そのテナントの 
NFS エクスポート、SMB 共有などを参照できます。

認証およびユーザーのリポジトリ - 各テナントは独自の認証およびユーザーのリポジトリを使用します。各テナントは次の設定を定義して使用で
きます。

• DNS 設定 - デフォルトのテナントの DNS 設定は、クラスタサービス（NTP など）の役割を果たします。
• Active Directory - 各テナントは異なる Active Directory に参加できます。（Active Directory の別のテナントコンピュータを使用して）2 つ

のテナントが同じ Active Directory に参加することもできます。
• LDAP または NIS

• ローカルユーザーとグループ
• ユーザーマッピング

別のテナントに同じ名前を再使用する - マルチテナンシーは同じ SMB 共有名および同じローカルユーザー名またはグループ名の使用をサポート
します。

ボリュームレプリケーション - 管理者は、どのテナントボリュームレプリケーションが許可されるかを定義できます。

テナントの管理 - テナント管理者と呼ばれる FluidFS v6 とは呼ばれる新しいタイプの管理者を追加します。テナント管理者は次のことができま
す：

• すべての一般的なクラスタ設定の参照（アップデートはできません）

• テナントに属するすべての NAS ボリュームを含むテナントアクセスが許可されているテナントの管理
• クラスタ全体に関連する E メールイベントおよび電源切断イベントなどのテナント管理者アクセスが許可されているテナントに関連する E メー

ルイベントの受信

既存の機能によるマルチテナンシーの使用
マルチテナンシーが次の既存の FluidFS の機能と相互運用されます。
アンチウイルス - SMB 共有はそれらのテナントに隔離されます。共有でアンチウイルスが有効な場合は、クラスタ全体のレベルで定義されている
ウィルススキャナを利用します。
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ファイルアクセス通知 - ファイルアクセス通知は FluidFS v6 のクラスタ全体のレベルで設定します。マルチテナンシーを使用中の場合は、1 つのテ
ナントのみが外部の監査サーバ機能を利用できます。異なるテナント間でのファイルアクセス通知を区切るには、複数の FluidFS クラスタが必要
です。また、ファイルアクセス通知のテナント間で区切られる SACL 監査を使用できます。

NDMP バックアップ - マルチテナンシーにかかわらず、任意の VIP（または物理コントローラ IP）を使用して任意のボリュームをバックアップできま
す。異なるテナント間の NDMP を区切るには、複数の FluidFS は必要です。

レプリケーションおよび災害復旧 - クラスタ管理者には、ソースシステムのテナントとリモートシステムのテナント間にパートナー関係を作成する機
能があります。

マルチテナンシーを有効にする
システム管理者は Dell Storage Manager または CLI を使用したマルチテナンシーを有効にすることができます。マルチテナンシーが有効の場合、
システム管理者はテナントの内容を参照したり、制御したりできなくなります。テナントの内容はそのテナント管理者のみが管理できます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. 概要 パネルの FluidFS クラスタのステータスセクションで FluidFS クラスタ設定の編集 をクリックします。

FluidFS クラスタ設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
3. マルチテナンシーの有効化 チェックボックスをオンにします。
4. OK をクリックします。

マルチテナンシーの無効化
テナント管理者は Dell Storage Manager または CLI を使用してマルチテナンシーを無効にすることができます。
前提条件
デフォルトのテナントが存在する場合にのみマルチテナンシーを無効にすることができます。つまり、マルチテナンシーを無効にするには、デフォルトの
テナントを除くすべてのテナントを削除する必要があります。テナントはそのテナント上のすべての NAS ボリュームが削除された場合にのみ削除で
きます。NAS ボリュームはすべての SMB 共有と NFS エクスポートをボリュームから削除した場合にのみ削除できます。
手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタ を選択します。
2. サマリ パネルの FluidFS クラスタステータス セクションで、FluidFS クラスタ設定の編集 をクリックします。

FluidFS クラスタ設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. マルチテナンシーの有効化 チェックボックスをオフにします。
4. OK をクリックします。

マルチテナンシー – システム管理へのアクセス
このタスクについて
この手順はクラスタ管理者のアクセス権をユーザーに付与します。
手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで クラスタメンテナンス を選択します。
4. メールおよび管理者 タブをクリックします。
5. 管理者権限の付与 をクリックします。

管理者権限の付与 ダイアログボックスが表示されます。
6. グローバル管理権限は有効 チェックボックスをオンにします。

このチェックボックスが有効にすると、選択したユーザーにクラスタ上のデータを管理する権限が付与されます。
7. Next（次へ） をクリックします。

ユーザーの選択 ダイアログボックスが表示されます。
8. ユーザーを ユーザー、ドメインを ドメイン ドロップダウンリストから選択します。
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9. OK をクリックします。

マルチテナンシー – テナント管理のアクセス
テナント管理者は自分のテナントのコンテンツを管理します。テナントは複数のテナント管理者によって管理されることが可能で、テナント管理者
は、複数のテナントを管理することが可能です。テナント管理者は、テナントの作成または削除、テナントごとの管理の委任、およびすべてのテナン
トの容量消費を表示することができます。
このタスクについて
この手順により、テナント管理者はユーザーへのアクセスが許可されます。
手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタ を選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで クラスタメンテナンス を選択します。
4. メールおよび管理者 タブをクリックします。
5. 管理者 パネルで、設定の編集 をクリックします。

メール設定の変更 ダイアログボックスが表示されます。
6. ユーザーを選択し、グローバル管理許可 チェックボックスをオフにします。
7. OK をクリックします。

次の手順

メモ: 

• ユーザーは、テナント管理者またはボリューム管理者になる前に管理者に追加される必要があります。
• 次のユーザーのみが管理者になれます。

– Active Directory ドメインまたはデフォルトのテナントの UNIX ドメイン内のユーザー
– デフォルトのテナントまたはその他のテナントのローカルユーザー

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタ を選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、テナント管理者として委任するテナントを選択して、設定の編集 をクリックします。
4. 設定の編集 ダイアログボックスで、管理者 タブを選択します。
5. 選択したテナントのテナント管理者として委任するユーザーを選択して、追加 ボタンをクリックします。
6. OK をクリックします。

マルチテナンシー - NAS ボリュームの管理アクセス
新しいボリュームの管理者を定義するには、クラスタ管理者権限が必要です。
手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタ を選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を選択します。
4. NAS ボリューム パネルで、NAS ボリュームを選択します。
5. 設定の編集 をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. リストから管理者を選択し、追加 をクリックします。
7. OK をクリックします。
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次の手順

メモ: 

• ユーザーは、テナント管理者またはボリューム管理者になる前に管理者に追加される必要があります。
• 次のユーザーのみが管理者になれます。

– Active Directory ドメインまたはデフォルトのテナントの UNIX ドメイン内のユーザー
– デフォルトのテナントまたはその他のテナントのローカルユーザー

新規テナントの作成
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタ を選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで テナント を選択します。
4. テナントの作成 をクリックします。

テナントの作成 ウィザードが表示され、次の手順をガイドします。

a. テナントの作成
b. パブリック IP

c. DNS

d. 制限
e. Active Directory

f. NFS ユーザーリポジトリ

テナントの作成 - 手順 1

テナントの値は有効なテナント名でなければなりません。名前は文字、数字、アンダースコア、およびハイフンのみを使用できます。

1. テナントの作成 ウィンドウで、テナント フィールドにテナント名を入力します。
2. Next（次へ） をクリックします。

テナントの作成 - 手順 2

1. テナントの作成 ウィンドウで、パブリック IPs をクリックします。

メモ: FluidFS については、パブリック IP は VIP と同じで、この用語は交互に使用されます。
2. VIP フィールドに 1 つまたは複数のファイルアクセス用仮想 IP アドレスを入力します。クライアントがルーターの背後から着信している場合、各

物理ネットワークポートの VIP を 1 つ定義する必要があります。クライアントがルーターの背後から着信していない場合、VIP は 1 つのみ使用
できます。

3. 追加 または 削除 をクリックします。
4. Next（次へ） をクリックします。

テナントの作成 - 手順 3

1. テナントの作成 ウィンドウで、DNS をクリックします。
2. DNS サーバの IP アドレス フィールドに 1 つまたは複数の DNS サーバの IP アドレスを入力します。
3. Next（次へ） をクリックします。
4. DNS サフィックス フィールド に DNS サフィックスを入力します。
5. 追加 または 削除 をクリックします。
6. Next（次へ） をクリックします。
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テナントの作成 - 手順 4

1. テナントの作成 ウィンドウで、制限 をクリックします。

メモ: これらの制限の設定はオプションです。
2. テナント容量の制限を有効にする チェックボックスをオンにします。
3. テナント容量の制限をギガバイト単位（GB）で入力します。
4. テナントの NAS ボリューム数の制限を有効にする チェックボックスをオンにします。
5. このテナントの NAS ボリュームの最大数を入力します。
6. テナントの NFS エクスポート数の制限を有効にする チェックボックスをオンにします。
7. このテナントの NAS エクスポートの最大数を入力します。
8. テナントの SMB 共有数の制限を有効にする チェックボックスをオンにします。
9. このテナントの SMB 共有の最大数を入力します。
10. Next（次へ） をクリックします。

テナントの作成 - 手順 5

1. テナントの作成 ウィンドウで、Active Directory をクリックします。
2. SMB ユーザーおよび NFS ユーザーの認証に使用する Active Directory の完全修飾ドメイン名を指定します。
3. ドメイン フィールドにドメイン名を入力します。
4. （オプション）このテナントのコンピュータアカウントを作成する AD ドメイン内の組織単位を指定します。
5. （オプション）組織単位 フィールドに組織単位を入力します。
6. 次の操作を実行するには、資格情報を入力します。

a. ユーザー名を表示します。
b. パスワードを入力します。

7. Next（次へ） をクリックします。

テナントの作成 - 手順 6

1. テナントの作成ウィンドウで、NFS ユーザーリポジトリ をクリックします。
2. NFS ユーザーリポジトリを指定して、なし、NIS または LDAP のいずれかの選択肢を有効にし、UID および GID の検索に使用します。
3. 終了 をクリックします。

テナント間での NAS ボリュームの移動
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューをクリックして ボリューム を展開し、ボリュームを選択します。
4. テナントへの移動をクリックします.

5. OK をクリックします。

NAS ボリュームの管理
NAS ボリュームは、NAS プールの一部であり、SMB 共有および NFS エクスポートを作成してクライアントが利用できるストレージ容量を確保する
ために使用されます。NAS ボリュームには、容量割り当て、データ保護、セキュリティ方式などを制御する固有の管理ポリシーが与えられます。
NAS プール全体を使用して 1 つの大きな NAS ボリュームを作成することも、NAS プールを複数の NAS ボリュームに分割することもできます。いず
れの場合でも、NAS ボリュームを作成、サイズ変更、または削除することができます。
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NAS ボリュームの可用性は、Storage Center の可用性に依存します。Storage Center がオフラインの場合は、Storage Center の LUN を 
FluidFS クラスタに使用できず、共有および / またはエクスポートへのアクセスは失われます。サービスを再開するには、Storage Center の問題を
修正します。

次の NAS 機能は、各 NAS ボリュームで設定できます。

• ファイルセキュリティ方式
• クォータルール
• データ削減
• スナップショット
• NDMP バックアップ
• Replicatoin（複製）

ファイルセキュリティ方式
Windows および UNIX/Linux オペレーティングシステムは、リソースのアクセスコントロールにそれぞれ異なるメカニズムを使用します。そのため、ク
ライアントが NAS ボリュームに作成するファイルおよびディレクトリのアクセスコントロール（アクセス許可と所有権）のタイプを制御するファイルセキ
ュリティ方式（NTFS、UNIX、または混合）を各 NAS ボリュームに割り当てます。
NAS ボリュームは、次のセキュリティ方式をサポートします。

• UNIX – UNIX アクセス許可を使用してファイルアクセスを制御します。クライアントは、NFS マウントポイントで chmod および chown コマンド
を使用した場合にのみアクセス許可を変更できます。

• NTFS – Windows アクセス許可でファイルアクセスを制御します。クライアントは、Windows を使用してアクセス許可と所有権を変更できま
す（ファイルプロパティ、セキュリティ タブ）。

• 混合 – NTFS と UNIX の両方のセキュリティ方式をサポートします。このオプションを選択すると、ファイルまたはディレクトリのデフォルトのセキュ
リティには最後に設定されたものが使用されます。アクセス許可とアクセス権は方式間で自動的に変換されます。たとえば、Windows 
Administrator が SMB 共有経由のファイルに対してファイルアクセス許可をセットアップした場合、Linux ユーザーは NFS 経由でそのファイル
にアクセスし、すべてのファイル許可を変更できます。したがって、このオプションは、本番稼働環境での使用には推奨されません。ただし、スク
ラッチ領域のニーズがある場合、ファイルアクセスのセキュリティが重要ではなく、ファイルを一時的に保存する NAS ボリューム容量が必要な場
合は除きます。

NTFS と UNIX のセキュリティ方式はどちらも複数プロトコルのファイルアクセスが可能です。セキュリティ方式は、単に、NAS ボリューム内のファイル
アクセス権情報の保存および管理の方法のみを決定します。

Windows と UNIX または Linux の両方から同じ一連のファイルにアクセスする必要がある場合、複数プロトコルのアクセスを実装するには、個々
のユーザーマッピングルールをセットアップするか、自動ユーザーマッピングを有効にすることが最適な方法です。所有権とアクセス権は、ユーザーマッ
ピングの設定とファイルアクセスの資格情報に基づいて自動的に変換されます。

NAS ボリュームのファイルセキュリティ方式の変更は、変更後に作成されるファイルおよびディレクトリにのみ影響します。

NAS ボリューム用のシンおよびシックプロビジョニング
NAS プールに適用されるシンプロビジョニング以外に、NAS ボリュームをシンプロビジョニングすることができます。シンプロビジョニングを使用した場
合（デフォルト）、Storage Center 上のストレージ容量は、データが NAS ボリュームに物理的に書き込まれたときにのみ消費され、NAS ボリューム
が最初に割り当てられたときには消費されません。シンプロビジョニングにより、将来の使用量の増加に対応するために NAS ボリュームをシンプロビ
ジョニングする柔軟性が提供されます。ただし、NAS ボリュームが使用するストレージ容量が NAS プールに割り当てられているストレージ容量を
超える場合があるため、Storage Center 上の利用可能な容量を監視して、FluidFS クラスタに常に十分な空き容量があることを確認してくださ
い。また、NAS ボリューム専用の NAS ボリュームの一部（予約容量）を指定することもできます（ほかのボリュームはこの容量を使用できませ
ん）。すべての NAS ボリュームの予約容量の合計が、NAS プールの利用可能な容量を超えることはできません。
シンプロビジョニングされた NAS ボリュームからファイルが削除されると、Storage Manager で示される空き容量が増加します。この空き容量は、
SMB 共有または NFS エクスポートのクライアントに対して可視および利用可能な状態です。ただし、SCSI マッピング解除機能を有効にしない
限り、Storage Center は NAS プール内で解放された容量を報告しません。
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シックプロビジョニングを使用すると、Storage Center 上のストレージ容量を NAS ボリュームに静的に割り当てることができます（ほかのボリューム
がこの領域を使用することはできません）。お使いの環境で NAS ボリューム用に保証された容量を必要とする場合は、シックプロビジョニングが適
しています。

NAS ボリューム作成の戦略の変更
複数の NAS ボリュームを定義する場合は、さまざまな管理ポリシー（データ削減、データ保護、ファイルセキュリティ方式、クォータなど）をそれぞれ
のニーズに基づいて適用することができます。
使用環境の要件に基づいた最適な戦略を選択するために、次の要因について検討してください。

• 一般的な要件

– NAS ボリュームを作成、サイズ変更（拡大 / 縮小）、または削除できます。
– 1 つの NAS ボリュームに NFS エクスポート、SMB 共有、または NFS エクスポートと SMB 共有の組み合わせを含めることができます。
– NAS ボリュームの最小サイズは 20 MB です（ボリュームがすでに使用されている場合、最小サイズは使用容量か予約容量のいずれか大

きい値を上回る必要があります）。
• ビジネス要件 – 分離または単一 NAS ボリュームの使用について会社またはアプリケーションの要件を考慮する必要があります。NAS ボリュー

ムを使用して、要求に応じて部署にストレージを割り当てることができ、しきい値メカニズムを使用して、割り当てられた空き容量の終わりに近
づくと管理者に通知します。

• データ削減 – 各 NAS ボリュームには、保存されているデータタイプに最適な専用のデータ削減ポリシーを使用することができます。
• スナップショット – 各 NAS ボリュームには、保存されているデータタイプの保護に最も適した専用スナップショットスケジュールポリシーを使用す

ることができます。
• セキュリティ方式 – 複数プロトコルの環境では、データを分けて、UNIX/Linux ベースのクライアントに対しては UNIX セキュリティ方式で、

Windows ベースのクライアントに対しては NTFS で、NAS ボリュームを定義することが有用な場合があります。これにより、Administrator は
セキュリティ方式をビジネス要件およびさまざまなデータアクセスパターンに合わせることができます。セキュリティ方式は、POSIX セキュリティおよ
び Windows ACL の両方を同じ NAS ボリュームでサポートする混合に設定することもできます。NAS ボリュームが作成されると、デフォルトの
ファイルアクセス権は Windows に設定されます。設定は NAS ボリュームの設定後すぐに編集する必要があります。

• クォータ – NAS ボリュームそれぞれに異なるクォータポリシーを適用することが可能で、管理者は適切な時にクォータの管理を集中して行うこ
とができます。

• レプリケーションスケジュール – 異なるボリュームに異なるレプリケーションスケジュールおよびポリシーを設定することができます。
• 監査 SACL SMB アクセス – 異なるボリュームに、SACL SMB アクセスの監査を処理するための異なるポリシーを設定することができます。

NAS ボリュームの作成の例
このセクションでは、部門がある組織のニーズと次の表に示された NAS ボリューム要件を満たす NAS ボリュームの作成方法を示します。

部署 セキュリティ方
式

スナップショット 複製 NDMP バック
アップ

SMB/NFS ク
ライアントの数

読み取り / 書
き込みの構成
割合

既存データの
毎時変化率

ポストプロダクショ
ン

UNIX 毎時 いいえ 毎週 20 20/80 1%

総務部および経
理部

NTFS いいえ いいえ 毎週 10 50/50 なし

Broadcast 混合 いいえ いいえ 毎週 10 90/10 なし

報道 NTFS 毎日 いいえ いいえ 5 10/90 5 %

マーケティング NTFS 毎日 はい いいえ 5 50/50 なし

平均の読み取り / 書き込みの構成割合は 20/80 です。既存データの時間あたりの平均変化率は 1 % 未満です。

例 1

部署に基づいて NAS ボリュームを作成します。Administrator はストレージと管理を機能グループに分割します。この例では、部署の要件は異な
り、部署の方針に沿って NAS ボリュームを作成するための設計をサポートします。
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• 利点

– NAS ボリュームは論理的に設定されるため、管理が容易である、
– 部署ごとの要求にぴったりとマッチした NAS ボリュームを作成できる。

• 短所：組織内の部署の数が増えると、NAS ボリュームの管理が困難になる。

例 2

セキュリティ要件が類似している部署を NAS ボリュームにグループ化します。管理者は 3 つの NAS ボリュームを作成します。UNIX 用に 1 つ、
NTFS 用に 1 つ、混合用に 1 つです。

• 長所：NAS ボリュームが Windows と Linux で別々に動作します。
• 短所：一部の部署に対して不要なサービスが提供される可能性があります。たとえば、SMB ボリュームが管理部門と経理部門に対して毎週

バックアップが実行される場合に、不要であっても、広報部門とマーケティング部門のバックアップが行われます。

例 3

NAS ボリュームは機能（スナップショット、レプリケーション、NDMP バックアップなど）に基づいて作成できます。

• 長所 – NAS ボリュームが、各機能のニーズに的確に合うように作成されます。
• 短所 – ユーザーマッピングが必要になります。ユーザーはセキュリティ方式（NTFS または UNIX のいずれか 1 つ）のを選択する必要があり、そ

のセキュリティ方式に基づいて、他のユーザー用に正しいマッピングが設定されます。

NAS ボリュームストレージ容量の用語
Storage Manager は、個々の NAS ボリュームおよびすべての NAS ボリューム全体についてストレージ容量の詳細を表示します。次の表に、
Storage Manager で使用される NAS ボリュームストレージ容量関連の用語を定義します。

用語 説明
サイズ ストレージ管理者によって定義される NAS ボリュームの最大サイズ

使用容量 NAS ボリュームへの書き込み（ユーザーデータとスナップショット）によって占有されているストレージ容量

予約容量 Thin Provisioning された NAS ボリュームの NAS ボリューム専用の領域（ほかのボリュームはこの領域を使用
できません）。予約容量はストレージ管理者によって指定されます。予約容量は未予約容量の前に使用さ
れます。

未予約容量 シンプロビジョニングされた NAS ボリュームの予約されていない領域（ほかのボリュームがこの領域を使用でき
ます）。NAS ボリュームの未予約容量を計算するには、（NAS ボリュームサイズ）-（NAS ボリューム予約容
量）を使用します。

未使用の容量 NAS ボリュームで物理的に現在使用できるストレージ容量。NAS ボリュームに使用可能な容量を計算する
には、（未使用の NAS ボリューム予約容量）+（NAS ボリュームの未予約容量）を使用します。

過剰コミット容量 実際に利用可能な NAS プールの物理容量を超えて、シンプロビジョニングされたボリュームに割り当てられて
いるストレージ容量。NAS ボリュームの過剰コミット容量を計算するには、（合計ボリューム容量） - （NAS 
プール容量）を使用します。
シンプロビジョニングを使用した場合、ストレージ容量は、データが NAS ボリュームに物理的に書き込まれたと
きにのみ消費されます。NAS ボリュームが最初に割り当てられたときには消費されません。NAS ボリュームに
は、NAS プール自体に割り当てられている容量を超えるストレージ容量を割り当てることができます。

スナップショット容量 NAS ボリュームのスナップショットによって占有されているストレージ容量

データ削減節約容量 データ削減処理の結果として回収されたストレージ容量

NAS クラスタまたはプールのストレージプロファイルの管理
Storage Center のストレージプロファイルにより、Storage Center でボリュームデータを管理する方法が制御されます。選択したストレージプロファ
イルは、最初の書き込みを受け入れるストレージティアと、パフォーマンスとコストのバランスを維持するために Data Progression によりストレージテ
ィア間でページを移動する方法を決定します。
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ストレージプロファイルの詳細については、『Storage Manager Administrator’s Guide』（Storage Manager Administrator ガイド）を参照してく
ださい。

NAS クラスタまたはプールのストレージプロファイルの表示
NAS クラスタまたはプールに設定された Storage Center のストレージプロファイルを表示します。固有のストレージプロファイルを、FluidFS クラスタ
のストレージを提供する各 Storage Center に設定できます。

ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
各 Storage Center のストレージプロファイルは、ストレージのサブシステム 領域に表示されます。

NAS クラスタまたはプールのストレージプロファイルの変更
NAS クラスタまたはプールに設定された Storage Center のストレージプロファイルを変更します。固有のストレージプロファイルが、FluidFS クラスタ
のストレージを提供する各 Storage Center に設定されている場合があります。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. NAS プール タブをクリックします。
3. ストレージのサブシステム パネルで、ストレージプロファイルの変更 をクリックします。
4. ストレージプロファイルを変更する Storage Center を見つけます。
5. ストレージプロファイル ドロップダウンリストで、ストレージプロファイルを選択します。
6. OK をクリックします。

NAS ボリュームの設定
NAS ボリュームを設定して、ボリュームおよびボリュームアラートを管理します。

VMware vSphere データストアとして使用するための NAS ボリュームの最適化
VM（仮想マシン）整合スナップショットを使用するために NAS ボリュームを設定するとき、各スナップショットの作成（スケジュール済み、マニュア
ル、レプリケーション、NDMP など）では、VMware サーバで追加のスナップショットが自動的に作成されます。
このタスクについて
有効にされ、VMware サーバーが定義されている場合、NAS ボリュームは VM データストアのリポジトリとして使用されていることを認識します。
NAS ボリュームの作成は、整合性のある状態の NAS ボリュームに保存されている VMware データを維持するために、関連する VM スナップショ
ットの作成と同期化されます。

メモ: VM アプリケーションアウェアネスは、グローバル名前空間機能を使用している NAS ボリュームでは使用できません。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリュームパネルで、設定の編集をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. 詳細設定 タブをクリックします。
6. VM-consistent 整合スナップショットを有効または無効にします。

• VM 整合スナップショットを有効にするには、VMware vSphere データストアとして使用するために NAS ボリュームを最適化する チェ
ックボックスをオンにします。

• VM 整合スナップショットを無効にするには、VMware vSphere データストアとして使用するために NAS ボリュームを最適化する チェ
ックボックスをオフにします。

7. OK をクリックします。
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スナップショットアクセスの制限
NAS ボリュームで、ユーザーがスナップショットのファイルまたはフォルダにアクセスする機能を制限できます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリュームパネルで、設定の編集をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. データプロテクション タブをクリックします。
6. スナップショットコンテンツへのユーザーのアクセスを有効または無効にします。

• NAS ボリュームのスナップショットに対するユーザーのアクセスを有効にするには、スナップショットコンテンツへのアクセス チェックボックスを
オンにします。

• NAS ボリュームのスナップショットに対するユーザーのアクセスを無効にするには、スナップショットコンテンツへのアクセス チェックボックスを
オフにします。

7. OK をクリックします。

メモ: スナップショットコンテンツへのアクセス が有効でも、バックアップオペレータおよびローカル管理者は、引き続きスナップショットファ
イルおよびフォルダにアクセスできます。

NAS ボリュームの表示
現在の NAS ボリュームを表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。

NAS ボリュームパネルには、現在のすべての NAS ボリュームが表示されます。

NAS ボリュームの作成
NAS ボリュームを作成して、ネットワーク上で共有が可能なストレージを割り当てます。NAS ボリュームを作成すると、デフォルト値が適用されま
す。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を選択します。
4. NAS ボリューム パネルで、NAS ボリュームの作成 をクリックします。

NAS ボリュームの作成 ダイアログボックスが開きます。

メモ: 新しく作成された NAS ボリュームのデフォルトのセキュリティスタイルは Windows です。セキュリティスタイルを変更するに
は、設定の編集 を選択し、相互運用性 タブをクリックします。

5. 名前 フィールドに、NAS ボリュームの固有の名前を入力します。
6. サイズ フィールドに、NAS ボリュームのサイズをメガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）で入力します。

メモ: NAS ボリュームの最小サイズは 20 MB です。
7. フォルダ パネルで、NAS ボリュームの親フォルダを選択します。
8. OK をクリックします。
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NAS ボリュームの名前の変更
NAS ボリュームの名前を変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリュームパネルで、設定の編集をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. 名前 フィールドに、NAS ボリュームの新しい名前を入力します。
6. OK をクリックします。

メモ: NAS ボリュームの名前を変更すると、現在の NFS クライアントに影響します。現在の NFS クライアントは、stale NFS file 

handle というエラーメッセージを受信します。NFS マウントポイントをアンマウントし、新しいボリューム名を使用して再マウントす
る必要があります。

NAS ボリュームに対するアクセス時刻の粒度の変更
NAS ボリュームのアクセス時刻の粒度の設定を変更して、ファイルアクセスのタイムスタンプをアップデートする間隔を変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリュームパネルで、設定の編集をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. 詳細設定 をクリックします。
6. ファイルアクセス時刻のアップデート 領域で適切なオプションを選択することにより、ファイルアクセスタイムスタンプをアップデートする間隔を

次から選択します。Always, Every Five Minutes, Once an Hour、および Once a Day。
7. OK をクリックします。

NAS ボリュームの許可の相互運用性の変更
NAS ボリュームの許可の相互運用性（ファイルセキュリティ方式）設定を変更して、NAS ボリュームのファイルアクセスセキュリティ方式を変更しま
す。NAS ボリュームのファイルセキュリティ方式を変更すると、変更後に作成されるファイルおよびディレクトリのみが影響を受けます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリュームパネルで、設定の編集をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. 相互運用性 領域で、NAS ボリュームにファイルアクセス権の相互運用性を選択します。
6. OK をクリックします。

NAS ボリュームの容量設定の変更
プロビジョニング、サイズ、予約容量など、NAS ボリュームの容量設定を変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリューム パネルで、設定の編集をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
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5. 容量プロビジョニング ドロップダウンリストから、容量プロビジョニングタイプ（シック または シン）を選択します。これらのオプションの詳細につ
いては、オンラインヘルプを参照してください。

6. サイズ フィールドに、NAS ボリュームの新しいサイズをメガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）単位で入力します。

メモ: 新しいサイズは NAS ボリュームで使用される容量よりも大きくする必要があります。
7. （シン NAS ボリュームの場合）予約容量 フィールドに、NAS ボリュームに静的に割り当てられるストレージのサイズをメガバイト（MB）、ギガ

バイト（GB）、またはテラバイト（TB）単位で入力します。

メモ: 予約容量は NAS ボリュームの設定サイズよりも小さくする必要があります。
8. OK をクリックします。

SCSI マップ解除
SCSI マップ解除機能が有効になっていると、削除されたページがブロックまたはファイルストレージとしてストレージプールに返されます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. NAS プール詳細ステータス 領域で、容量再利用設定の編集 をクリックします。
4. SCSI マップ解除を有効にするには、SCSI マップ解除の有効化（TRIM） チェックボックスをオンにします。
5. OK をクリックします。

NAS ボリューム使用容量アラートの有効化または無効化
NAS ボリュームで使用されている容量の割合が指定値に達するとトリガされるアラートを有効にすることができます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリュームパネルで、設定の編集をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. 容量 をクリックします。
6. NAS ボリューム使用容量アラートを有効または無効にします。

• NAS ボリューム使用容量アラートを有効にするには、使用容量アラート チェックボックスをオンにします。
• NAS ボリューム使用容量アラートを無効にするには、使用容量アラート チェックボックスをオフにします。

7. NAS ボリューム使用容量アラートを有効にした場合は、使用容量しきい値 フィールドに、アラートをトリガする NAS ボリューム容量の使用
率を指定する数値（0 ～ 100）を入力します。

8. OK をクリックします。

NAS ボリューム未使用容量アラートの有効化または無効化
残りの未使用 NAS ボリューム容量が指定したサイズを下回ったときにトリガされるアラートを有効にすることができます。このアラートは通知のみの
目的です。ユーザーは責任をもって容量を維持します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリュームパネルで、設定の編集をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. 容量 をクリックします。
6. NAS ボリューム未使用容量アラートの有効化または無効化：

• NAS ボリューム未使用容量アラートを有効にするには、未使用容量有効 チェックボックスをオンにします。
• NAS ボリューム未使用容量アラートを無効にするには、未使用容量有効 チェックボックスをオフにします。

7. NAS ボリューム未使用容量アラートを有効にした場合は、未使用容量アラート フィールドに、サイズをメガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、
またはテラバイト（TB）単位で入力して、アラートがトリガされる未使用 NAS ボリューム容量を指定します。
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8. OK をクリックします。

NAS ボリュームスナップショット容量消費しきい値アラートの有効化または無効化
NAS ボリュームでスナップショットに使用されている容量の割合が指定値に達するとトリガされるアラートを有効にすることができます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリューム パネルで、設定の編集 をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. 容量 をクリックします。
6. NAS ボリュームスナップショット容量消費しきい値アラートの有効化または無効化：

• NAS ボリュームスナップショット容量消費しきい値アラートを有効にするには、スナップショット容量アラート チェックボックスをオンにしま
す。

• NAS ボリュームスナップショット容量消費しきい値アラートを無効にするには、スナップショット容量アラート チェックボックスをオフにしま
す。

7. NAS ボリュームスナップショット容量消費しきい値アラートを有効にした場合は、スナップショット使用容量しきい値 フィールドに、アラートをト
リガする NAS ボリュームスナップショット容量の割合を指定する数字（0 ～ 100）を入力します。

8. OK をクリックします。

メモ: スナップショット容量は、データ削減によって処理されるファイルを持つ NAS ボリュームには使用できません。

NAS ボリュームの削除
NAS ボリュームを削除した後、削除されたボリュームで使用されていたストレージ容量は NAS プールに回収されます。NAS ボリュームを削除する
と、すべてのファイルとディレクトリだけでなく、そのプロパティ、つまり、SMB 共有、NFS エクスポート、スナップショット定義なども削除されます。削除
された NAS ボリュームは、外部のバックアップから再定義して復元しない限り、復元することはできません。
前提条件
• NAS ボリュームを削除するには、その SMB 共有、NFS エクスポート、レプリケーション、クォータルール、NAS ボリュームクローン、および NAS 

ボリュームへのその他の参照を削除しておく必要があります。
• NAS ボリュームがマウントされていないことを確認し、影響を受けるクライアントにデータが削除されることを警告します。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリューム パネルで、削除 をクリックします。

削除 ダイアログボックスが開きます。
5. OK をクリックします。

フォルダを使用した Storage Manager 内の NAS ボリュームの構成
デフォルトでは Storage Manager によって NAS ボリュームがアルファベット順に表示されます。Storage Manager で NAS ボリュームの構成をカス
タマイズするには、フォルダを作成して NAS ボリュームをグループ化します。

NAS ボリュームフォルダの作成
NAS ボリュームを整理するフォルダを追加します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリューム パネルで、NAS ボリュームフォルダの作成をクリックします。
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NAS ボリュームフォルダの作成 ダイアログボックスが表示されます。
5. 名前 フィールドに、フォルダの名前を入力します。
6. 親フォルダ 領域で、親フォルダを選択します。
7. OK をクリックします。

NAS ボリュームフォルダの名前変更
NAS ボリュームフォルダの名前を変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 設定の編集 をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. 名前 フィールドに、フォルダの新しい名前を入力します。
6. OK をクリックします。

NAS ボリュームフォルダの親フォルダの変更
NAS ボリュームフォルダの親フォルダを変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 設定の編集 をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. 親フォルダ 領域で、親フォルダを選択します。
6. OK をクリックします。

NAS ボリュームの NAS ボリュームフォルダへの移動
他の NAS ボリュームを持つ NAS ボリュームをグループ化するには、NAS ボリュームフォルダ内に移動します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 設定の編集 をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. フォルダ 領域で、親フォルダを選択します。
6. OK をクリックします。

NAS ボリュームフォルダの削除
NAS ボリュームをまとめるために使用しなくなった NAS ボリュームフォルダを削除します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 削除 をクリックします。

削除 ダイアログボックスが開きます。
5. OK をクリックします。
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フォルダに NAS ボリュームが含まれている場合は、NAS ボリュームが、削除する NAS ボリュームフォルダの（デフォルト）ルート親フォルダに移
動します。

NAS ボリュームのクローニング
NAS ボリュームのクローニングにより、NAS ボリュームの書き込み可能なコピーが作成されます。このコピーは、実稼働のファイルシステム環境に影
響を与えることなく、テスト環境で非実稼働データセットをテストする際に役立ちます。NAS ボリューム上で実行可能なほとんどの動作（SMB 共
有、NFS エクスポート、スナップショット、レプリケーション、NDMP などのサイズ変更、削除、設定といった動作）は、クローン NAS ボリューム上で
も実行することができます。
クローン NAS ボリュームは、元の NAS ボリューム（ベースボリューム）のスナップショット（ベーススナップショット）から作成されます。クローン NAS 

ボリュームは、新しいデータが保存されるかデータが修正されるまで、容量を消費することはありません。

NAS ボリュームクローンのデフォルト
クローン NAS ボリュームには、次のデフォルト値が設定されます。

• ボリュームにはベースボリュームと同じサイズが与えられ、シンプロビジョニングされて、予約容量は 0 になります（したがって、容量を消費してい
ません）。

• クォータの使用はベースボリュームのベーススナップショットからコピーされます。
• クォータルールには、デフォルトの定義（新規 NAS ボリュームなど）が与えられます。ディレクトリクォータには、スナップショット時のベースボリュー

ムと同じ定義が与えられます。
• ボリュームでは、フォルダ（ルートディレクトリを含む）にベースボリュームと同じアクセス許可が与えられます。
• ボリュームでは、セキュリティ方式とアクセス時刻の粒度にベースボリュームと同じ定義が与えられます。
• SMB 共有、NFS エクスポート、スナップショットスケジュールは定義されません。

NAS ボリュームクローンの制限事項
クローン NAS ボリュームには次の制限事項があります。

• クローン NAS ボリュームのクローン NAS ボリューム（ネストされたクローン）を作成することはできません。ただし、クローン NAS ボリュームが別
の FluidFS クラスタにレプリケーションされ、クローンされた場合を除きます。

• ベースボリュームは、そのクローン NAS ボリュームがすべて削除されるまで、削除することはできません。
• スナップショットは、クローン NAS ボリュームがそれをベースにしている限り削除できません。
• 古いスナップショットへの復元は、それによりベーススナップショットが削除される場合は失敗します。
• クローン NAS ボリュームは、ベースボリュームがレプリケーションされた後でなければレプリケーションできません。ベースボリューム内のベーススナッ

プショットが削除され、クローン NAS ボリュームがレプリケーションターゲット FluidFS クラスタ上に存在する場合、NAS ボリューム間のレプリケー
ションは停止します。レプリケーションを再開するには、ターゲット FluidFS クラスタ上のクローン NAS ボリュームを削除する必要があります。

• レプリケーション元の NAS ボリュームのスナップショット（rep_ で始まる名前のスナップショット）または NDMP スナップショットからクローン NAS 
ボリュームを作成することはできません。ただし、レプリケーション先の NAS ボリュームのクローン NAS ボリュームを作成することはできます。

• クローン NAS ボリュームを作成する前に、データ削減およびスナップショット容量消費しきい値アラートをベースボリューム上で無効にしておく必
要があります（その前にデータを重複排除することは可能です）。

• クローン NAS ボリューム上でデータ削減を有効にすることはできません。
• NAS ボリュームのクローンが作成された後は、すべてのクローン NAS ボリュームが削除されない限り、データ削減を再び有効にすることはでき

ません。
• クローン NAS ボリュームには、ユーザーおよびグループのリカバリ情報が含まれていますが、NAS ボリューム設定は含まれていません。
• クローン NAS ボリュームの数は、FluidFS クラスタ内の NAS ボリュームの合計数に含まれます。

NAS ボリュームクローンの表示
現在の NAS ボリュームクローンを表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. スナップショットとクローン タブをクリックします。
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クローン NAS ボリューム パネルには、現在の NAS ボリュームクローンが表示されます。

NAS ボリュームクローンの作成
NAS ボリュームのクローニングにより、NAS ボリュームの書き込み可能なコピーが作成されます。
前提条件
• クローン NAS ボリュームを作成する元のスナップショットは、すでに存在している必要があります。
• ベースボリューム上でデータ削減が無効になっている必要があります。
• ベースボリューム上でスナップショット容量消費しきい値アラートが無効になっている必要があります。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. スナップショットとクローン タブをクリックし、スナップショットを選択します。
5. クローン NAS ボリュームの作成 をクリックします。

クローン NAS ボリュームの作成 ダイアログボックスが開きます。
6. NAS ボリューム名 フィールドに、クローン NAS ボリュームの名前を入力します。
7. フォルダ 領域で、クローン NAS ボリュームの親フォルダを選択します。
8. OK をクリックします。

NAS ボリュームクローンの削除
不要になった NAS ボリュームクローンを削除します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. スナップショットとクローン タブをクリックして、次にクローンを選択します。
5. 削除 をクリックします。

削除 ダイアログボックスが開きます。
6. OK をクリックします。

SMB 共有の管理
Server Message Block（SMB）共有は、許可されたクライアントと Windows ネットワーク上でファイルを共有する効果的な方法を提供します。
FluidFS クラスタは、SMB プロトコルのバージョン 1.0、2.0、2.1、3.0、および 3.1.1 をサポートします。
SMB 共有を最初に作成したとき、アクセスは次のように制限されます。

• 管理者アカウントにはフルアクセスが与えられます。
• Active Directory を使用している場合、AD ドメイン管理者にはフルアクセスが与えられます。

その他のユーザーに SMB 共有へのアクセスを割り当てるには、これらの Administrator アカウントのいずれかを使用して SMB 共有にログインし、
SMB 共有のアクセス権と所有権を設定します。

共有レベル権限

新しい共有に対するデフォルトの共有レベル権限（SLP）は、「認証されたユーザー」に対する完全制御となります。この制御は、次のいずれかの
方法で変更できます。

• MMC ツールの使用
• Storage Manager の 設定の編集 パネルにある セキュリティ タブで使用します。
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SMB 共有の設定
SMB 共有を表示、追加、変更、および削除します。

FluidFS クラスタ上のすべての SMB 共有の表示
FluidFS クラスタに対して現在のすべての SMB 共有を表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、SMB 共有 を選択します。

SMB 共有パネルには、現在の共有が表示されます。

NAS ボリューム上の SMB 共有の表示
NAS ボリュームの現在の SMB 共有を表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. SMB 共有 タブをクリックします。

SMB 共有パネルには、現在のシェアが表示されます。

SMB 共有の作成
SMB プロトコルを使用して NAS ボリューム内のディレクトリを共有するために SMB 共有を作成します。SMB 共有が作成されるとき、一部の設
定にデフォルト値が適用されます。デフォルト値を変更するには、SMB 共有を変更する必要があります。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、SMB 共有 を選択します。
4. SMB 共有 パネルで、SMB 共有の作成 をクリックします。

NAS ボリュームの選択 ダイアログボックスが開きます。
5. SMB 共有を作成する NAS ボリュームを選択して、OK をクリックします。

SMB 共有の作成 ダイアログボックスが開きます。
6. 共有名 フィールドに、SMB 共有の名前を入力します。
7. パス フィールドに、共有するディレクトリを指定します。

メモ: 共有パスは 512 文字未満である必要があります。名前を Unicode で入力する場合、Unicode 文字のバイト数は変化す
るので、特定の文字によって使用できる文字数が少なくなります。

• NAS ボリュームのルートを共有するには、パス フィールドにデフォルト値 / を設定したままにします。
• 共有する既存のディレクトリを指定するには、ディレクトリへのパスを パス フィールドに入力します。
• 共有する既存のディレクトリを参照するには、次の手順を実行します。

フォルダの選択 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示され、NAS ボリュームの最上位のフォルダが示されます。共有
するフォルダを探し、フォルダを選択し、OK をクリックします。

– 特定のフォルダにドリルダウンを行い、サブフォルダを表示するには、フォルダ名をダブルクリックします。
– 特定のフォルダの親フォルダを表示するには、上へ をクリックします。

• 共有する新しいディレクトリを指定するには、作成するディレクトリへのパスを パス フィールドに入力し、フォルダが存在しない場合は、作
成する チェックボックスをオンにします。

• 既存のディレクトリを参照し、共有する新規ディレクトリを作成するには、次の手順を実行します。
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フォルダの選択 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示され、NAS ボリュームの最上位のフォルダが示されます。新規
フォルダを作成するフォルダに移動し、フォルダの作成 をクリックします。フォルダの作成 ダイアログボックスが表示されます。フォルダ名 フ
ィールドにフォルダの名前を入力し、OK をクリックして、フォルダの作成 ダイアログボックスを閉じます。新しいフォルダを選択し、OK をクリ
ックします。

– 特定のフォルダにドリルダウンを行い、サブフォルダを表示するには、フォルダ名をダブルクリックします。
– 特定のフォルダの親フォルダを表示するには、上へ をクリックします。

8. （オプション）必要に応じて残りの SMB 共有の属性を設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してください。
• システム管理者にわかりやすい説明を メモ フィールドに入力します。この説明は SMB クライアントには表示されません。
• 共有にアクセスするクライアントが、アクセス権がない共有内のフォルダおよびファイルの名前を表示するのを防ぐには、アクセスベースの

列挙 チェックボックスをオンにします。
9. OK をクリックします。

SMB 共有の削除
SMB 共有を削除すると、共有ディレクトリ内のデータは、共有されなくなりますが、削除されることはありません。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、SMB 共有 を選択します。
4. SMB 共有パネルで、SMB 共有を選択し、削除 をクリックします。

削除 ダイアログボックスが開きます。
5. OK をクリックします。

SMB 共有に対する共有レベル権限の設定
管理者は Windows を使用して共有にログインし、フォルダのセキュリティプロパティを設定しなくても、SMB 共有の初期アクセス権を設定できま
す。
このタスクについて
この手順は、ユーザーに SMB 共有に対する共有レベルのアクセス権（完全な制御、変更、または読み取り）を付与します。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、SMB 共有 を選択します。
4. SMB 共有パネルで、SMB 共有を選択し、設定の編集 をクリックします。

設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 共有セキュリティ をクリックします。

SMB 共有設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. アクセス権テーブルの下の 追加、編集、または 削除 リンクをクリックします。

アカウントの選択 ダイアログボックスが表示されます。
7. 必要な情報を入力して、OK をクリックします。

SMB 共有のアクセスベースの共有列挙の有効化または無効化
SLP アクセスベースの共有列挙が有効になっている場合、特定の SMB 共有に対して共有レベルのアクセス許可を持っていない特定のユーザー
またはグループには、その SMB 共有（およびそのフォルダとファイル）が表示されません。SLP アクセスベースの共有列挙が無効になっている場
合、SMB 共有（およびそのフォルダとファイル）は、ユーザーとグループがその SMB 共有のアクセス許可を持っているかどうかに関係なく表示され
ます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、SMB 共有 を選択します。
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4. SMB 共有パネルで、SMB 共有を選択し、設定の編集 をクリックします。
設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。

5. コンテンツ をクリックします。
6. アクセスベースの共有列挙を有効または無効にします。

• アクセスベースの共有列挙を有効にするには、アクセスベースの列挙 チェックボックスをオンにします。
• アクセスベースの共有列挙を無効にするには、アクセスベースの列挙 チェックボックスをオフにします。

7. OK をクリックします。

SMB 共有の AES ベース暗号化の有効化または無効化
暗号化には SMBv3 以降が必要です。v3 よりも前のバージョンの SMB を使用している場合は、暗号化が有効になっている共有へのアクセスは
拒否されます。
このタスクについて
この手順は、SMB 共有で Advanced Encryption Standard（AES）ベースの暗号化を有効または無効にします。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、SMB 共有 を選択します。
4. SMB 共有パネルで、SMB 共有を選択し、設定の編集 をクリックします。

設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. Advanced（詳細設定）をクリックします。
6. AES ベース暗号化 フィールドで、有効 チェックボックスをオンまたはオフにします。
7. OK をクリックします。

SMB メッセージ署名の有効化または無効化
移行中の SMB パケットを改変する攻撃を防ぐため、SMB プロトコルは SMB パケットのデジタル署名をサポートします。SMB プロトコル 3.1.1 ダイ
アレクトにより、事前認証の整合性、暗号ネゴシエーション、AES-128-GCM 暗号、およびクラスタのダイアレクトフェンシングが追加されます。事
前認証の整合性は、攻撃者が SMB2 の接続の確立およびメッセージ認証の改ざんを行わないよう改善されます。暗号は接続確立中にネゴシ
エーションができます。SMB 3.0.x で使用される AES-128-GCM 暗号に加えて、Windows 10（および Windows Server 2016）では AES-128-
GCM 暗号が SMB 3.1.1 で追加されています。GCM モードでは、パフォーマンスが大幅に向上しています。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントのアクセス性 を選択します。
4. プロトコル タブをクリックします。
5. SMB プロトコル パネルで、設定の編集 をクリックします。

設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. 必須のメッセージ署名の有効化または無効化：

• 必須メッセージ署名を有効にするには、SMB 署名を強制する チェックボックスをオンにします。
• 必須のメッセージの署名を無効にするには、SMB 署名を強制する チェックボックスをクリアします。

7. OK をクリックします。

SMB メッセージ暗号化の有効化または無効化
SMBv3 は、移動中データを暗号化することによってデータ転送をセキュアにする機能を追加します。この暗号化によってデータの改ざんや傍受攻
撃を防ぎます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
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3. ファイルシステム ビューで、クライアントのアクセシビリティ を選択します。
4. プロトコル タブをクリックします。
5. SMB プロトコル パネルで、設定の編集 をクリックします。

設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. メッセージ暗号化の有効化または無効化：

• メッセージ暗号化を有効にするには、SMB 暗号化を強制 チェックボックスをオンにします。
• メッセージ暗号化を無効にするには、SMB 暗号化を強制 チェックボックスをオフにします。

7. OK をクリックします。

SMB 接続の表示と切断
アクティブでアイドル状態の SMB クライアント接続を表示し、個々の SMB 接続を切断できます。

SMB 接続の表示
アクティブでアイドル状態の SMB 接続を表示するには、次の手順を実行します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクティビティ を選択します。
4. Sessions（セッション） タブをクリックします。
5. セッション表示フィルタ パネルで、すべてのプロトコル ドロップダウンリストを使用して、SMB および NFS 接続を表示します。
6. SMB 接続を表示します。

• SMB を選択し、表示を SMB 接続に制限するには、プロトコル フィルタのドロップダウンリストから、SMB を選択します。
• 表示をアクティブな SMB 接続に制限するには、セッションのアイドル状態の最大時間 フィルタにあるドロップダウンリストから なし を選択

します。
• 表示をアイドル状態の SMB 接続に制限するには、セッションのアイドル状態の最大時間 フィルタにあるドロップダウンリストから値を選択

します。
7. フィルタの適用 / 更新 をクリックします。

SMB 接続の切断
特定の SMB 接続を切断するには、次の手順を実行します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントアクティビティ を選択します。
4. Sessions（セッション） タブをクリックします。
5. セッション表示フィルタ パネルで、すべてのプロトコル ドロップダウンリストを使用して、SMB 接続および NFS 接続を表示します。
6. 接続を右クリックし、切断をクリックします。

削除 ダイアログボックスが開きます。
7. OK をクリックします。

SMB ホーム共有の使用
FluidFS クラスタでは、ユーザーごとにそのユーザーに限定された共有を作成できます。たとえば、ユーザー「jsmith」が FluidFS クラスタに接続する
と、利用可能なすべての一般共有とともに、jsmith に対してのみ表示される「jsmith」というラベルの付いた共有が jsmith に提供されます。

ホーム共有フォルダの自動作成
ホーム共有フォルダの自動作成を使用すると、ユーザーが初めてログインするときに、そのユーザー用のフォルダが自動的に作成されます。ユーザー
にはホーム共有の所有権が自動的に割り当てられ、ドメイン Administrator にはその共有への完全アクセスが自動的に付与されます。
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このタスクについて
ホーム共有フォルダの自動作成を有効にするには、次の手順を実行します。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、SMB 共有 を選択します。
4. SMB 共有 パネルで、SMB ホーム共有設定の編集 をクリックします。

SMB ホーム共有の設定 ダイアログボックスが開きます。
5. SMB ホーム共有 オプションの 有効 チェックボックスをオンにします。
6. フォルダの作成 の 有効 チェックボックスをオンにします。
7. OK をクリックします。

ホーム共有フォルダの手動作成
ホーム共有フォルダは、スクリプト（ユーザー作成）、バッチファイル、またはストレージ管理者によって作成された PowerShell コマンドレットを使用し
て手動で作成することができます。または、ストレージ管理者に対してより強固なアクセス制御を提供するため、ストレージ管理者がこれらのフォル
ダを手動で作成することもできます。ストレージ管理者は、ユーザーの一部またはすべてにホーム共有を与えるかどうかを決定できます。

SMB 共有フォルダでの ACL の管理
NTFS および混合セキュリティ方式で Storage Manager から新しい共有ルートフォルダを作成すると、そのフォルダにはデフォルトの ACL が設定さ
れます。Storage Manager を使用して、SMB 共有のルートフォルダの所有者、SACL、DACL を表示および変更することができます。

SMB ホーム共有の設定
SMB ホーム共有を有効にして、クライアントごとに特定のクライアントに限定される 1 つの共有を作成します。

1. ユーザーベースのディレクトリツリーが含まれている SMB 共有を作成します。
a. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
b. ファイルシステム タブをクリックします。
c. ファイルシステム ビューで、SMB 共有 を選択します。
d. SMB 共有 パネルで、SMB ホーム共有設定の編集 をクリックします。

SMB ホーム共有設定 ダイアログボックスが表示されます。
e. SMB ホーム共有 オプションの 有効 チェックボックスにチェックを付けます。
f. NAS ボリューム領域で 変更 をクリックします。

NAS ボリュームの選択 ダイアログボックスが開きます。
g. SMB ホーム共有が配置されている NAS ボリュームを選択し、OK をクリックします。
h. 最初のパス フィールドに、すべてのユーザーフォルダのルートであるフォルダ（たとえば、/users）を指定します。

メモ: フォルダ名の長さは 100 文字未満にする必要があります。>、"、\、|、?、* などの文字を含めることはできません。

• 既存のフォルダを指定するには、フォルダへのパスを 最初のパス フィールドに入力します。
• 既存のフォルダを参照するには、次の手順を実行します。

フォルダの選択 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示され、NAS ボリュームの最上位のフォルダが示されます。フ
ォルダを探して選択し、OK をクリックします。

– 特定のフォルダにドリルダウンを行い、サブフォルダを表示するには、フォルダ名をダブルクリックします。
– 特定のフォルダの親フォルダを表示するには、上へ をクリックします。

• 既存のディレクトリを参照し、新しいフォルダを作成するには、次の手順を実行します。
フォルダの選択 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示され、NAS ボリュームの最上位のフォルダが示されます。
新規フォルダを作成するフォルダに移動し、フォルダの作成 をクリックします。フォルダの作成 ダイアログボックスが表示されます。フォ
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ルダ名 フィールドにフォルダの名前を入力し、OK をクリックして、フォルダの作成 ダイアログボックスを閉じます。新しいフォルダを選択
し、OK をクリックします。
– 特定のフォルダにドリルダウンを行い、サブフォルダを表示するには、フォルダ名をダブルクリックします。
– 特定のフォルダの親フォルダを表示するには、上へ をクリックします。

i. フォルダテンプレート ドロップダウンリストから、ユーザーのフォルダの形式を選択します。
• ユーザーのフォルダの形式を initial_path/domain/user_name のようにする場合は、/Domain/User を選択します。
• ユーザーのフォルダの形式を initial_path/ user_name のようにする場合は、/User を選択します。

j. （オプション）必要に応じて残りの SMB ホーム共有の属性を設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してくださ
い。
• 共有にアクセスするクライアントが、アクセス権を持っていない共有のフォルダおよびファイルにアクセスするのを防ぐには、コンテンツ タ

ブをクリックし、アクセスベースの列挙 チェックボックスをオンにします。
• SMB ホーム共有のウイルススキャンを有効にするには、アンチウイルススキャナ タブをクリックし、ウイルススキャン チェックボックスをオ

ンにします。
• アンチウイルススキャンからディレクトリを除外するには、フォルダのフィルタリングの有効化 チェックボックスをオンにし、スキャンから除

外されたディレクトリ リストでディレクトリを指定します。
• アンチウイルススキャン対象からファイル拡張子を除外するには、ファイル拡張子のフィルタリングの有効化 チェックボックスをオンに

し、スキャンから除外された拡張子 リストで拡張子を指定します。
• 指定されたアンチウイルススキャンのファイルサイズしきい値よりも大きいファイルへのアクセスを拒否するには、スキャンされていない大

規模なファイルへのアクセスを拒否する チェックボックスをオンにします。
• アンチウイルススキャンに含まれるファイルの最大サイズを変更するには、ウイルススキャンファイルサイズしきい値 フィールドに、サイズ

をキロバイト（KB）、メガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）の単位で入力します。
k. OK をクリックします。
フォルダの自動作成を有効にしなかった場合は、手順 2 と 3 に従います。

2. 各ユーザーのホーム共有のフォルダを（ユーザーが作成したスクリプトまたは手動により）作成するアカウントに SMBS ホーム共有の所有権
を与えます。
a. Windows エクスプローラを使用して、SMB ホーム共有の最初のパスに接続します。
b. SMB 共有のセキュリティ設定で 詳細設定 をクリックし、所有者を ドメイン Administrator、特定のドメイン Administrator、または 

FluidFS クラスタの Administrator アカウントに変更します。
c. SMB ホーム共有への接続を切断し、SMB ホーム共有の所有権を持つアカウントで再接続します。

3. Windows エクスプローラ を使用して、ホーム共有を付与する各ユーザー用に、以前選択したフォルダテンプレートに従うフォルダを作成しま
す。

SMB 共有の所有者の変更
SMB 共有を作成したら、アクセスコントロールリスト（ACL）や共有レベル許可（SLP）を設定したり、SMB 共有へのアクセスを試みたりする前
に、SMB 共有の所有者を変更する必要があります。SMB 共有の所有者を最初に変更する際は、次の方法を使用できます。

• プライマリグループが Domain Admins グループとして設定された Active Directory ドメインのアカウントを使用する。
• FluidFS クラスタの管理者アカウントを使用する（Active Directory に参加しない場合、またはドメイン管理者資格情報を使用できない場合

に使用）。

Active Directory ドメインアカウントを使用した SMB 共有の所有者の変更 
SMB 共有の所有者を変更するには、Active Directory ドメインアカウントのプライマリグループを Domain Admins グループとして設定する必要
があります。次の手順は、使用している Windows のバージョンに応じて多少異なる場合があります。

1. Windows エクスプローラ を開き、アドレスバーに \\client_vip_or_name と入力します。すべての SMB 共有のリストが表示されま
す。

2. 必要な SMB 共有（フォルダ）を右クリックし、プロパティ を選択します。プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
3. セキュリティ タブをクリックし、次に 詳細設定 をクリックします。セキュリティの詳細設定 ダイアログボックスが表示されます。
4. 所有者 タブをクリックし、次に 編集 をクリックします。セキュリティの詳細設定 ダイアログボックスが表示されます。
5. 他のユーザーまたはグループ をクリックします。ユーザーまたはグループの選択 ダイアログボックスが表示されます。
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6. この SMB 共有の ACL を設定するために使用されるドメイン Administrator ユーザーアカウントを選択するか、ドメイン Administrator グル
ープを選択します。OK をクリックします。

7. サブコンテナおよびオブジェクトの所有者の差し替え が選択されていることを確認して、OK をクリックします。
8. アクセス許可 タブをクリックし、Microsoft のベストプラクティスに従ってユーザーとグループの ACL 許可を SMB 共有に割り当てます。

FluidFS クラスタの管理者アカウントを使用した SMB 共有の所有者の変更 
FluidFS クラスタが Active Directory に参加していない場合は、管理者アカウントを使用して SMB 共有の所有者を変更します。次の手順は、
使用している Windows のバージョンに応じて多少異なる場合があります。

1. ネットワークドライブのマッピングウィザードを起動します。
2. フォルダ タイプに「\\client_vip_or_name\smb_share_name」と入力します。
3. 別の資格情報を使用して接続する 選択します。
4. 終了 をクリックします。
5. プロンプトが表示されたら、管理者の資格情報を入力し、OK をクリックします。
6. マップされた SMB 共有（フォルダ）を右クリックし、プロパティ を選択します。プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
7. セキュリティ タブをクリックし、次に 詳細設定 をクリックします。セキュリティの詳細設定 ダイアログボックスが表示されます。
8. 所有者 タブをクリックし、次に 編集 をクリックします。セキュリティの詳細設定 ダイアログボックスが表示されます。
9. 他のユーザーまたはグループ をクリックします。ユーザーまたはグループの選択 ダイアログボックスが表示されます。
10. この SMB 共有の ACL を設定するために使用されるドメイン Administrator ユーザーアカウントを選択するか、ドメイン Administrator グル

ープを選択します。あるいは、FluidFS クラスタの Administrator アカウントを使用することもできます。OK をクリックします。
11. サブコンテナおよびオブジェクトの所有者の差し替え が選択されていることを確認して、OK をクリックします。
12. 所有者を設定したら、ネットワークドライブのマッピングを解除します。
13. 以前の設定に従って、ネットワークドライブを、その所有権を持つアカウントとして再マッピングします。
14. セキュリティの詳細設定 ダイアログボックスの アクセス許可 タブをクリックし、Microsoft のベストプラクティスに従ってユーザーとグループの 

ACL 許可を SMB 共有に割り当てます。

SMB 共有での ACL または SLP の管理
FluidFS クラスタは、SMB 共有、ファイル、およびフォルダに対し、2 つのアクセスコントロールレベルをサポートします。

• アクセスコントロールリスト（ACL）：特定のファイルおよびフォルダへのアクセスを統制します。Administrator は、ユーザーおよびグループが実
行できる広範囲な動作を制御できます。

• 共有レベル許可（SLP）：共有全体へのアクセスを制御します。Administrator は、共有全体に対する読み取り、変更、または完全アクセ
スのみを制御します。

SLP は、任意のユーザーまたはグループに対して SMB 共有レベルで完全な制御、変更、および読み取りの権限を指定することのみに限定され
ています。ACL は、読み取り / 変更 / 完全アクセスのみならず多くの動作を制御することができます。SLP はデフォルトの設定のまま使用し（認
証されたユーザーに完全な制御が与えられる）、ACL を使用して SMB 共有へのアクセスを制御します。ただし、ACL を使用しても実現できな
い、SLP 固有の要件が存在する場合は除きます。

Windows 管理者は Microsoft で定められている ACL と SLP のベストプラクティスに従う必要があります。

メモ: MMC を使用して SMB 共有を作成しないでください。MMC は SLP を設定するためにのみ使用します。

ACL から UNIX ワード 777 への自動マッピング
NFS クライアントから Windows ACL を持つファイルを表示する場合、FluidFS マッピングアルゴリズムでは変換後の UNIX アクセスモードが表示さ
れます。完全な変換は不可能であるため、リッチ Windows ACL から 9 ビット UNIX ワードへの変換にはヒューリスティックが使用されます。ただ
し、ACL 内で特殊 SID（作成者 – 所有者の ACE など）が使用されていると、マッピングが正確に行われない場合があります。一部のアプリケー
ションでは、NFS クライアントは正確なマッピングまたは許容度の高いアクセスへのマッピングを必要とします。このようなマッピングが行われなかった
場合、NFS アプリケーションが拒否操作を実行できない可能性があります。
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FluidFS バージョン 5 以降では、SMB ACL 使用のすべてのオブジェクトが NFS クライアントから UNIX ワード 777 で示される（表示のみ）オプシ
ョンが追加されました。このオプションは、デフォルトでは無効で、NAS ボリューム設定に基づき設定できます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリュームを選択します。
4. 設定の編集 をクリックします。
5. NAS ボリューム設定の編集 パネルで、相互運用 をクリックします。
6. ACL を NFS クライアントの UNIX 777 としての表示を有効にする チェックボックスをオンにします。

メモ: この場合も、FluidFS での実際のアクセスチェックは、元のセキュリティ ACL に対して行われます。

この機能は Windows または混合セキュリティ形式の NAS ボリューム（Windows ACL を持つファイル）にのみ適用されます。

SMB 共有での ACL の設定
ACL を設定するには、Windows Explorer の手順を使用します。ローカルユーザーアカウントの ACL を定義するときは、
client_vip_or_name\local_user_name の形式を使用する必要があります。

MMC を使用した SMB 共有での SLP の設定
SLP を設定するには、アクセス許可を設定する共有フォルダスナップインとともに Microsoft Management Console（MMC）を使用できます。管
理者は、あらかじめ定義された MMC ファイル（.msc）を Windows Server 2003/2008/2012 のスタートメニューから使用して、FluidFS クラスタ
に接続する共有フォルダスナップインを追加できます。
このタスクについて
MMC では、リモートコンピュータに接続するユーザーを選択できません。デフォルトでは、MMC はマシンにログインしているユーザーによって接続さ
れます。別のユーザーによる接続を行うには、次の手順を実行します。

• 管理しようとしている FluidFS クラスタが Active Directory に参加している場合は、domain\Administrator で管理ステーションにログ
インします。

• MMC を使用する前に、Windows エクスプローラのアドレスバーにクライアント VIP アドレスを入力して、FluidFS クラスタに接続します。管理
者アカウントでログインしてから MMC に接続します。

メモ: ローカル管理者パスワードを先にリセットしなければならない場合があります。

手順
1. スタート、実行 の順にクリックします。
2. 「mmc」と入力して OK をクリックします。コンソール 1 - [コンソールルート] ウィンドウが表示されます。
3. ファイル、スナップインの追加と削除 の順に選択します。
4. 共有フォルダ を選択して 追加 をクリックします。
5. 共有フォルダ ウィンドウで 別のコンピュータ を選択し、FluidFS クラスタ名（DNS で設定されている）を入力します。また、クライアントアクセ

ス VIP を使用することもできます。
6. 完了 をクリックします。新規共有ツリーが コンソールルート ウィンドウに表示されます。
7. 必要な SMB 共有を右クリックし、プロパティ を選択します。
8. 共有のプロパティ ウィンドウで、共有のアクセス許可 タブをクリックして、SLP を設定します。

セキュリティ監査イベントの表示
Storage Manager では、SACL イベントが設定されているボリュームで生成されたセキュリティ監査イベントの一元的なビューが表示されます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、クライアントアクティビティ を選択します。
3. SACL 監査イベント タブをクリックします。
4. イベント パネルで、表示するセキュリティ監査イベントを選択します。
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監査 SACL アクセス
監査 SACL（システムアクセスコントロールリスト）アクセスを設定して、オブジェクト（SACL エントリを持つファイルまたはディレクトリ）にアクセスし
たときに監査タイプが実行されるようにします。NAS ボリュームに対して SACL アクセスを有効にしないと、ファイルまたはディレクトリに SACL エント
リが存在する場合でも、アクセスによって監査イベントは生成されません。NAS ボリュームに対して生成されるイベントは、成功または失敗、または
両方に制限できます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリューム パネルで、設定の編集 をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. データ保護 をクリックします。
6. ファイルアクセスイベントの SACL 監査 領域で、成功、失敗、あるいはその両方を選択します。
7. OK をクリックします。

監査 SACL アクセスの表示
ファイルまたはディレクトリにアクセスしたときに監査イベントが生成されるように、SACL（システムアクセスコントロールリスト）アクセスを表示できま
す。監査 SACL アクセスを表示するには、次の手順を実行します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリュームパネルで、設定の編集をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. データプロテクション タブをクリックします。

監査 パネルには、ボリュームの SACL アクセス設定が表示されます。

Windows を使用した SMB 共有へのアクセス
Microsoft Windows は、SMB 共有に接続するいくつかの方法を提供します。SMB 共有にアクセスするには、クライアントが有効なユーザー（ロ
ーカルまたはリモート）であり、有効なパスワードを提供する必要があります。

オプション 1 - net use コマンド
コマンドプロンプトから次の net use コマンドを実行します。
net use drive_letter: \\client_vip_or_name\smb_share_name

オプション 2 - UNC パス
UNC パスを使用します。

1. スタート メニューから、実行 を選択します。実行 ウィンドウが開きます。
2. 接続する SMB 共有へのパスを入力します。

\\client_vip_or_name\smb_share_name
3. OK をクリックします。

オプション 3 - 共有をネットワークドライブとしてマップ
共有をネットワークドライブとしてマップします。

1. Windows エクスプローラ を開いて、ツール、ネットワークドライブのマップ の順に選択します。ネットワークドライブのマップ ダイアログボッ
クスが表示されます。

2. Drive（ドライブ）ドロップダウンリストから、使用可能なドライブを選択します。
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3. フォルダ フィールドに接続する SMB 共有へのパスを入力するか、SMB 共有を参照します。
\\client_vip_or_name\smb_share_name

4. 終了 をクリックします。

オプション 4 - ネットワーク
Windows ネットワークを使用して共有に接続します。このオプションでは、共有のマッピングは行われません。

1. スタート メニューから、コンピュータ を選択します。コンピュータ ウィンドウが表示されます。
2. ネットワーク をクリックします。
3. NAS アプライアンスを見つけてダブルクリックします。
4. SMB 共有 リストで、接続する SMB 共有を選択します。

SMB クライアントへのドットファイルの表示
SMB 共有ごとにドットファイルの表示設定を有効または無効にすることができます。デフォルトでは、この設定が有効になっています。つまり、ドット

（ピリオド）で始まる名前を持つファイルが SMB クライアントに表示されます。無効にすると、ドットで始まるファイルは、特定の共有にアクセスするす
べてのバージョン（SMB、SMB2）の SMB クライアントに、非表示のフラグが設定された状態で表示されます。この設定は、作成元にかかわらず、
システム内のすべてのファイルおよびフォルダに適用されます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、SMB 共有 を選択します。
4. SMB 共有パネルで、SMB 共有を選択し、設定の編集 をクリックします。

SMB 共有設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. コンテンツ をクリックします。
6. ドットで始まる名前を持つファイルの表示を有効または無効にします。

• ドットで始まる名前を持つファイルの表示を有効にするには、ドットで始まる名前を持つファイルを表示する チェックボックスをオンにしま
す。

• ドットで始まる名前を持つファイルの表示を無効にするには、ドットで始まる名前を持つファイルを表示する チェックボックスをオフにしま
す。

7. 適用、OK の順にクリックします。

ブランチキャッシュ
ブランチキャッシュは、クライアントコンピュータと FluidFS クラスタの両方で適切に設定されると、WAN を介して FluidFS クラスタと通信する同じネッ
トワーク上の異なるクライアントからの連続的な読み取りパフォーマンスを大幅に向上させます。
リモートサーバ上のコンテンツにアクセスするとき、WAN 帯域幅を最適化するために、ブランチキャッシュは本社のコンテンツを読み取って支社の場
所にコンテンツをキャッシュし、支社にあるクライアントコンピュータがデータをローカルで取得できるようにします。ブランチキャッシュを設定するとき、
Windows ブランチキャッシュクライアントは最初にストレージシステムからコンテンツを取得し、支社内のコンピュータ上にコンテンツをキャッシュしま
す。支社内のブランチキャッシュが有効になっている別のクライアントが同じコンテンツを要求する場合、ストレージシステムは最初に要求しているユ
ーザーを認証および承認します。次にストレージシステムはキャッシュされたコンテンツが最新かどうかを判断し、最新である場合はキャッシュされた
コンテンツに関するメタデータをクライアントに送信します。その後でクライアントはそのメタデータを使用して、キャッシュのローカルホストから直接コン
テンツを取得します（該当データがローカルに存在する場合）。

ブランチキャッシュには次の制限があります。

• FluidFS は、64 KB よりも小さいファイル、または 256 MB よりも大きいファイルのハッシュを計算しません。
• ハッシュ計算は、読み取り専用 / フル / レプリケーション先ボリュームでは実行されません。

ブランチキャッシュの設定
ブランチキャッシュは、ブランチオフィスのサイトのブランチキャッシュをサポートする各クライアントに適切に設定される必要があります。
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このタスクについて
Windows 7 または 8 上で適切なグループポリシーを設定します：コンピュータの構成 → ポリシー → 管理用テンプレート → ネットワーク → 
BranchCache をオンにする → 有効化。

Windows 8.1 では、Enable-BCHostedClient -ServerNames hosted_cache_server_name などの PowerShell コマンドを使用してブランチキ
ャッシュを設定することもできます。

ブランチキャッシュはデフォルトでは無効です。この手順でブランチキャッシュを有効（または無効）にできます。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、SMB 共有 を選択します。
4. SMB 共有パネルで、SMB 共有を選択し、設定の編集 をクリックします。

SMB 共有設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. Advanced（詳細設定）をクリックします。
6. ブランチキャッシュを有効にする チェックボックスをオンまたはオフにします。
7. 適用 → OK をクリックします。

ブランチキャッシュ設定の詳細については、http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh848392.aspx にある TechNet 記事を参照し
てください。

UNIX または Linux を使用した SMB 共有へのアクセス
UNIX または Linux オペレーティングシステムから次のいずれかのコマンドを使用して SMB 共有をマウントします。
# mount -t smbfs -o user_name=user_name,password=password//client_vip_or_name/
smb_share_name/local_folder
# smbmount //client_vip_or_name/smb_share_name/local_folder -o user_name=user_name

NFS エクスポートの管理
Network File System（NFS）エクスポートを利用すると、認証されたクライアントが UNIX または Linux ネットワークで効果的にファイルを共有で
きます。NFS エクスポートを作成した後は、NFS クライアントが各 NFS エクスポートをマウントする必要があります。FluidFS クラスタは、NFS プロ
トコルバージョン 3 と、NFS プロトコルバージョン 4.0 および 4.1 のすべての要件を完全にサポートしています。

• サポートされる NFSv4 機能：

– ファイルおよびバイト範囲のロック
メモ: マルチテナンシー機能が有効になっている場合に FluidFS v6 以降では、NAS システム管理者は、CLI を使用して、テナ
ントレベルでバイト範囲のロックを必須からアドバイザに切り替えるよう NFSv4 を設定できます。

– AD サーバーを使用した Kerberos v5 セキュリティ
– 脆弱な AUTH_SYS レガシー認証
– LDAP サーバー（UNIX または AD）または NIS サーバーを使用した UID 変換
– UTF‐-8 ファイルおよびディレクトリ名

• サポートされない NFSv4 機能：

– クライアントへのファイルロックの委任
– NFSv3 と NFSv4 間の完全な相互運用性（たとえば、異なるプロトコルを使用したクライアントからのロックの競合解決）

– アンチウイルススキャンおよび結果キャッシュ
– LIPKEY および SPKM-3 セキュリティ（NFSv4.1 では必須ではありません）

– Kerberos UNIX サーバー
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NFS エクスポートの設定
NFS エクスポートを表示、追加、変更、および削除し、クラスタがサポートする最大レベルの NFS プロトコルを制御します。

FluidFS クラスタのすべての NFS エクスポートの表示
FluidFS クラスタの現在のすべての NFS エクスポートを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NFS エクスポート を選択します。NFS エクスポートは右ペインに表示されます。

NAS ボリュームの NFS エクスポートの表示
NAS ボリュームの現在の NFS エクスポートを表示するには、次の手順を実行します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. NFS エクスポート タブをクリックします。NFS エクスポートが表示されます。

NFS エクスポートの追加
NFS プロトコルを使用して、NAS ボリューム内のディレクトリを共有する NFS エクスポートを作成します。NFS エクスポートを追加すると、一部の
設定にデフォルト値が適用されます。デフォルトを変更するには、NFS エクスポートを変更する必要があります。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NFS エクスポート を選択します。
4. NFS エクスポートの作成 をクリックします。NFS エクスポートの作成 ダイアログボックスが表示されます。
5. NFS エクスポートを作成する NAS ボリュームを選択し、OK をクリックします。NFS エクスポートの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. フォルダパス フィールドに、共有するディレクトリを指定します。

メモ: フォルダ名の長さは 100 文字未満にする必要があります。>、"、\、|、?、* の文字を含めることはできません。

• NAS ボリュームのルートを共有するには、フォルダパス フィールドにデフォルト値 / を設定したままにします。
• 共有する既存のディレクトリを使用するには、ディレクトリへのパスを フォルダパス フィールドに入力します。
• 共有する既存のディレクトリを参照するには、次の手順を実行します。

フォルダの選択 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示され、NAS ボリュームの最上位のフォルダが示されます。共有
するフォルダを探し、フォルダを選択し、OK をクリックします。

– 特定のフォルダにドリルダウンを行い、サブフォルダを表示するには、フォルダ名をダブルクリックします。
– 特定のフォルダの親フォルダを表示するには、上へ をクリックします。

• 共有する新しいディレクトリを表示するには、作成するディレクトリへのパスを フォルダパス フィールドに入力し、フォルダが存在しない場
合は、作成する チェックボックスを選択します。

• 既存のディレクトリを参照し、共有する新規ディレクトリを作成するには、次の手順を実行します。
フォルダの選択 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示され、NAS ボリュームの最上位のフォルダが示されます。新規
フォルダを作成するフォルダにナビゲートし、フォルダの作成 をクリックします。フォルダの作成 ダイアログボックスが表示されます。フォルダ
名 フィールドに、フォルダの名前を入力し、OK をクリックして、フォルダの作成 ダイアログボックスを閉じます。新しいフォルダを選択し、OK 

をクリックします。

– 特定のフォルダにドリルダウンを行い、サブフォルダを表示するには、フォルダ名をダブルクリックします。
– 特定のフォルダの親フォルダを表示するには、上へ をクリックします。

7. （オプション）必要に応じて残りの NFS エクスポートの属性を設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してください。

432 FluidFS NAS ボリューム、共有、およびエクスポート



• システム管理者にわかりやすい説明を メモ フィールドに入力します。この説明は NFS クライアントには表示されません。
• NFS エクスポートのクライアントアクセス設定を変更するには、追加、削除、および 編集 の各ボタンを使用します。

8. OK をクリックします。

NFS エクスポートのフォルダパスの変更
NFS エクスポートで共有するディレクトリへのパスを変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NFS エクスポート を選択します。
4. 右ペインで NFS エクスポートを選択し、設定の編集 をクリックします。NFS エクスポート設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. フォルダパス フィールドに、共有するディレクトリを指定します。

メモ: フォルダ名の長さは 100 文字未満にする必要があります。>、"、\、|、?、* などの文字を含めることはできません。

• NAS ボリュームのルートを共有するには、フォルダパス フィールドに / を設定します。
• 共有する既存のディレクトリを使用するには、ディレクトリへのパスを フォルダパス フィールドに入力します。
• 共有する既存のディレクトリを参照するには、次の手順を実行します。

フォルダの選択 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示され、NAS ボリュームの最上位のフォルダが示されます。共有
するフォルダを探し、フォルダを選択し、OK をクリックします。

– 特定のフォルダにドリルダウンを行い、サブフォルダを表示するには、フォルダ名をダブルクリックします。
– 特定のフォルダの親フォルダを表示するには、上へ をクリックします。

• 既存のディレクトリを参照し、共有する新規ディレクトリを作成するには、次の手順を実行します。
フォルダの選択 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示され、NAS ボリュームの最上位のフォルダが示されます。新規
フォルダを作成するフォルダに移動し、フォルダの作成 をクリックします。フォルダの作成 ダイアログボックスが表示されます。フォルダ名 フ
ィールドにフォルダの名前を入力し、OK をクリックして、フォルダの作成 ダイアログボックスを閉じます。新しいフォルダを選択し、OK をクリ
ックします。

– 特定のフォルダにドリルダウンを行い、サブフォルダを表示するには、フォルダ名をダブルクリックします。
– 特定のフォルダの親フォルダを表示するには、上へ をクリックします。

6. OK をクリックします。

NFS エクスポートに対するクライアント認証方法の変更
クライアントが NFS エクスポートへのアクセスに使用する認証方法を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NFS エクスポート を選択します。
4. 右ペインで NFS エクスポートを選択し、設定の編集 をクリックします。NFS エクスポート設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 中央領域で、クライアントに対して NFS エクスポートへのアクセスに使用を許可する 1 つ、または複数の認証方法（UNIX スタイル、

Kerberos v5、または Kerberos v5 統合、および Kerberos v5 プライバシー）のチェックボックスにチェックを付けます。これらのオプションの
詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

6. OK をクリックします。

NFS エクスポートに対するクライアントアクセス権の変更
NFS エクスポートにアクセスしているクライアントの権限を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NFS エクスポート を選択します。
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4. 右ペインで NFS エクスポートを選択し、設定の編集 をクリックします。NFS エクスポート設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. NFS エクスポートにアクセスするクライアントのアクセス権を追加するには、次の手順に従います。

a. 追加 をクリックします。アクセス許可の追加 ダイアログボックスが表示されます。
b. クライアントマシンの信頼 領域で、NFS エクスポートへのアクセスを許可するクライアントマシン（すべてのクライアント、単一クライアン

ト、ネットワーク内のクライアントマシン、または ネットグループ内のクライアントマシン）を指定するオプションを選択します。これらのオ
プションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

c. クライアントに NFS エクスポートへの書き込みアクセスまたは読み取り専用アクセスが付与されているかどうかを指定します。
• 読み書きアクセスを許可するには、アクセスの許可 チェックボックスを選択します。
• 読み取り専用アクセスを許可するには、アクセスの許可 チェックボックスをオフにします。

d. 信頼ユーザー ドロップダウンメニューから、NFS エクスポートへのアクセスが許可されたクライアントアカウント（root 以外全員、全員、また
は ユーザーなし）を選択します。これらのオプションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

e. OK をクリックします。
6. NFS エクスポートにアクセスするクライアントのアクセス権を変更するには、次の手順を実行します。

a. アクセス詳細 リストでエントリを選択し、編集 をクリックします。アクセス権の編集 ダイアログボックスが表示されます。
b. クライアントマシンの信頼 領域で、NFS エクスポートへのアクセスを許可するクライアントマシン（すべてのクライアント、単一クライアン

ト、ネットワーク内のクライアントマシン、または ネットグループ内のクライアントマシン）を指定するオプションを選択します。これらのオ
プションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

c. クライアントに NFS エクスポートへの書き込みアクセスまたは読み取り専用アクセスが付与されているかどうかを指定します。 
• 読み書きアクセスを許可するには、アクセスの許可 チェックボックスを選択します。
• 読み取り専用アクセスを許可するには、アクセスの許可 チェックボックスをオフにします。

d. 信頼ユーザー ドロップダウンメニューから、NFS エクスポートへのアクセスが許可されたクライアント（root 以外全員、全員、または ユーザ
ーなし）を選択します。これらのオプションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

e. OK をクリックします。
7. NFS エクスポートにアクセスするクライアントのアクセス権を削除するには、アクセス詳細 リストのエントリを選択し、削除 をクリックします。
8. OK をクリックします。

メモ: 全員を信頼する オプションは、すべてのクライアント に使用できず、1 つのクライアント、ネットワーク、またはネットグループ
の制限と組み合わせる必要があります。

NFS エクスポートに対するセキュアなポートの有効化または無効化
セキュアなポートを要求すると、NFS エクスポートへのクライアントアクセスが 1024 より小さいポートに制限されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NFS エクスポート を選択します。
4. 右ペインで NFS エクスポートを選択し、設定の編集 をクリックします。NFS エクスポート設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. セキュアなポートを有効または無効にします。

• セキュアなポートを有効にするには、セキュアなポートを要求する チェックボックスにチェックを付けます。
• セキュアなポートを無効にするには、セキュアなポートを要求する チェックボックスのチェックを外します。

6. OK をクリックします。

NFS エクスポートの削除
NFS エクスポートを削除すると、共有ディレクトリ内のデータは共有されなくなりますが、削除はされません。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NFS エクスポート を選択します。
4. 右ペインで NFS エクスポートを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。
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サポートされている最新の NFS バージョンの表示または選択
NFS v4 は、システム単位で有効または無効になります。デフォルトでは、NFS v4 は無効になり、クライアントは NFS v3 以前を使用することを強
制されます。NFS v4 と互換性のないクライアントを使用している場合は、以前のバージョンを使用できます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、クライアントのアクセス性 を選択します。
3. 右側のペインで、プロトコル タブをクリックし、設定の編集 をクリックします。NFS プロトコル設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. サポートされる最大 NFS プロトコル フィールドで下向き矢印をクリックし、使用する NFS バージョンを選択します。オプションは、NF Sv3、

NFSv4.0、および NFS v4.1 です。
5. OK をクリックします。

NFS エクスポートに対する権限の設定
NFS エクスポートへのユーザーアクセスを割り当てるには、信頼されるクライアントマシンアカウントを使用して NFS エクスポートにログインし、NFS 
マウントポイントで chmod コマンドおよび chown コマンドを使用して NFS エクスポートのアクセス権と所有権を設定する必要があります。

NFS エクスポートへのアクセス
クライアントは、mount コマンドを使用し、UNIX システムまたは Linux システム上で NFS エクスポートに接続します。

メモ: コマンドラインに表示されているパラメータは推奨パラメーターです。詳細およびその他のオプションについては、各オペレーティン
グシステムの mount コマンドマニュアルページを参照してください。

グローバル名前空間
グローバル名前空間とは、組織内における共有フォルダの仮想ビューです。この機能により管理者は、2 つ以上の異なるサーバでホストされたデー
タに対し、シングルポイントアクセス権を提供できるようになります。
グローバル名前空間はデフォルトで有効に設定され、CLI を使用して設定できます。グローバル名前空間のコマンドについて詳しくは、『Dell 

FluidFS バージョン 5.0 FS8600 アプライアンス CLI リファレンスガイド』を参照してください。

グローバル名前空間の制限事項
• グローバル名前空間は、SMB2.x、SMB3.x、および NFSv4.x クライアントのみでサポートされています。
• グローバル名前空間は、これらのボリュームでは設定できません。

– 最大容量に達した NAS ボリューム
– レプリケーション先の NAS ボリューム（または他の読み取り専用 NAS ボリューム）

• NFSv4 リダイレクションターゲットは、NFSv4 プロトコルをサポートします（リモート NAS サーバーは、NFSv4 をサポートして NFSv4 のリダイレ
クトを有効にします）。

• SMB 共有をリダイレクトフォルダに直接に定義することはできません。SMB 共有はリダイレクトフォルダを含むローカルフォルダで定義されます。
リダイレクトフォルダを SMB 共有フォルダ上で定義することは（空の場合でも）できません。

• リダイレクトフォルダは、空でないディレクトリには設定できません。
• NAS 仮想ボリュームのバックアップ、復元、レプリケーション、スナップショットの各操作は、リモートターゲットデータでサポートされません。ローカ

ルボリュームデータ内に存在するリダイレクトフォルダ（リダイレクトデータ情報を含む）でのみサポートされています。
• NFSv4 または SMB クライアントがリモートサーバーにリダイレクトされ、リモート接続を確立した後で、クライアントはリモートサーバーとの通信

を続行します。

その他のマニュアル
名前空間の集約の設定について詳しくは、以下を参照してください。

• http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20442194
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• http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20442085

FTP の使い方
ファイル転送プロトコル（FTP）は、コンピュータアカウント間でのファイル交換、アカウントとデスクトップコンピュータ間でのファイル転送、またはオンラ
インソフトウェアアーカイブへのアクセスに使用されます。FTP はデフォルトで無効に設定されています。Administrator は FTP サポートを有効また
は無効にすることができ、システムごとにランディングディレクトリ（ボリューム、パス）を指定できます。
ファイルへの FTP ユーザーアクセスは、ファイルアクセス権によって定義されます。FTP 匿名ユーザーはユーザーなしとして処理されます。ファイルの 
ACL または UNIX アクセスモードに応じて、アクセス許可が拒否または許可されます。FTP アクセスは、SMB/NFS ファイルアクセス権（ACL、
NFSv4 ACL、UNIX ワード、SID オーナー、および UID 所有権）を考慮し、相互運用できます。ファイルへの FTP アクセスは、SMB/NFSv4 オー
プンファイル状態とバイト範囲のロックも考慮します。必要に応じて oplock を停止します。

FTP ユーザー認証
FTP ユーザーは、FTP サイトに接続するとき、または匿名アクセス（FTP サイトで許可されている場合）を使用するために、自分自身を認証でき
ます。ユーザー名とパスワードを使用して認証されると、接続が暗号化されます。匿名ユーザーは、anonymous をユーザー名として、有効な電
子メールアドレスをパスワードとして使用することを認証します。

FTP の制約
• FTP 同時セッションの数は、NAS アプライアンスごとに 800 セッションに制限されています。
• アイドル状態の FTP 接続は、900 秒（15 分）が経過するとタイムアウトして終了します。
• FTP クライアントはシンボリックリンク、NFS 照会、または SMB ワイドリンクに従いません。
• ディレクトリ構造で FTP を変更（ファイルの新規作成、削除、変更）すると、SMB 変更通知がトリガされます。
• FTP アクセスにより、ファイルアクセス通知イベント（ファイルアクセス通知機能）がトリガされます。
• FTP では、基盤となるファイルシステムで大文字と小文字が区別されます。
• ファイル名には次の制限があります。

– 大文字と小文字を区別する
– 255 文字を超えることはできません
– 次の文字は使用できません。

* . および ..

* @Internal&Volume!%File

– 2 つの ~ 記号の間に 4 文字、または 3 文字の繰り返しのサフィックスがある名前は使用できません（たとえば、~1234~ および ~123123~）

FTP の有効化または無効化
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クライアントのアクセス性 を選択します。
4. プロトコル タブをクリックします。
5. FTP プロトコル まで下にスクロールし、設定の編集 をクリックします。FTP 設定の変更 ダイアログボックスが開きます。
6. FTP の有効化または無効化：

• FTP を有効にするには、FTP を有効にする チェックボックスをオンにします。
• FTP を無効にするには、FTP を有効にする チェックボックスをオフにします。

7. このダイアログボックスには、ランディングボリューム フィールドとランディングディレクトリ フィールドも表示されます。ランディングボリュームまたはラ
ンディングディレクトリを変更するには、各フィールドの横にある 選択 をクリックします。

8. OK をクリックします。
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シンボリックリンクの使い方
シンボリックリンクとは、絶対パスまたは相対パスの形式で他のファイルやディレクトリへの参照が含まれており、パス名の解決に影響を与える特別
な種類のファイルです。シンボリックリンクは、ほとんどの動作で透過的に機能し、シンボリックリンクで名前を付けられたファイルの読み取りや書き込
みを行うプログラムは、ターゲットファイルで直接動作しているかのように機能します。シンボリックリンクには、別のファイルまたはディレクトリへのパスと
してオペレーティングシステムが自動的に解釈し、従う文字列が含まれています。
ローカルファイルシステムのシンボリックリンクは、Windows Vista と Windows Server 2008 で起動する NTFS で使用可能ですが、SMB 経由の
シンボリックリンクは SMB2 でのみ使用できます。

シンボリックリンクを使用する場合の制限
シンボリックリンクを使用する場合は、次の制限に注意してください。

• SMB1、FTP、および NFS はシンボリックリンクをサポートしません。
• シンボリックリンクは 2,000 バイトに制限されています。
• ユーザーおよびディレクトリクォータはシンボリックリンクに適用されません。
• FluidFS スペースカウントは、シンボリックリンクデータを通常のファイルデータとしてカウントしません。
• スナップショットビューからアクセスした場合、シンボリックリンクは無効であり、通常のファイルまたはフォルダとして表示されます。
• 相対シンボリックリンクが別の場所に移動された場合は、無効になることがあります。
• SMB シンボリックリンクのクローン作成はサポートされていません。

ファイルアクセス
シンボリックリンクはデフォルトで有効になります。FluidFS でシンボリックリンクを設定することはできませんが、次の Microsoft のツールを使用してア
クセスすることができます。

• mklink - シンボリックリンクとハードリンクの両方を作成するために使用される基本的なユーティリティ（ハードリンクは SMB 上ではサポートされ
ず、ローカルでのみサポートされます）

• fsutil - 再解析ポイントでの作業とシンボリックリンクポリシーの変更が可能になるファイルシステムユーティリティ

シンボリックリンクの詳細については、https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa365680%28v=vs.85%29.aspx にア
クセスしてください。

クォータルールの管理
クォータルールを利用して、ユーザーまたはグループが使用できる NAS ボリュームの容量を制御できます。クォータは NAS ボリューム単位で設定し
ます。
ユーザーが指定されたクォータサイズ（ソフトクォータ制限）に達すると、ストレージ管理者にアラートが送信されます。クォータの最大サイズ（ハー
ドクォータ制限）に達すると、ユーザーは NAS ボリューム上の SMB 共有および NFS エクスポートにデータを書き込むことができなくなりますが、ア
ラートは生成されます。

データ削減について
FluidFS クラスタでは 2 種類のデータ削減がサポートされます。

• データの重複除外：アルゴリズムを使用して冗長データを除外し、データのコピーが 1 つだけ保存されるようにします。FluidFS クラスタでは、フ
ァイルレベルの重複除外とは対照的な可変サイズのブロックレベルの重複除外または固定サイズのブロックレベルの重複除外が使用されま
す。

• データの圧縮：アルゴリズムを使用して、保存されたデータのサイズを削減します。
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データ削減を使用する場合は、次の制限に注意してください。

• データ削減処理の対象となる最小ファイルサイズは 65 KB です。
• クォータは物理容量の消費ではなく論理容量に基づいているため、データ削減はクォータの計算には影響しません。
• データ削減を無効にする場合、デフォルトでは後続の読み取り操作中もデータは削減された状態のままとなります。データ削減を無効にした

ときは、読み取り時のリハイドレートを有効にすることができます。それによって、後続の読み取り操作時にデータのリハイドレーション（データ削
減の反対）が行われます。NAS ボリューム全体をバックグラウンドでリハイドレートすることはできませんが、NAS ボリューム全体を読み取ること
によってこれを実現できます。

• クロスボリュームの重複排除は現時点ではサポートされません。
• データ削減は、ベースクローンおよびクローンのボリュームをサポートしません。

表 11. FluidFS v6.0 でのデータ削減拡張機能

FluidFS v6.0 以降 FluidFS v5.0 以前

データ削減は NAS クラスタごとに有効になります。 データ削減は NAS ボリュームごとに有効になります。

データ削減は、異なるドメインで作成される、または存在するファイルの
重複排除をサポートします。

データ削減は NAS コントローラごとに適用されます。つまり、異なる 
NAS コントローラで所有されている同じデータの塊は重複とは見なさ
れません。

分散辞書サービスは、（利用可能なシステムのストレージに応じて）容
量がほぼ満杯に達し、サイズが 2 倍になるタイミングを検出します。

辞書のサイズは静的で、最適化エンジンによって参照される固有デー
タの量を制限します。

データ削減有効期間ベースのポリシーとアーカイブモード
デフォルトでは、データ削減処理によるパフォーマンスへの影響を最小限に抑えるために、データ削減は、30 日間アクセスまたは変更されていない
ファイルにのみ適用されます。データ削減をファイルに適用するまでの日数は Storage Manager を使用して設定されます。
デフォルトの日数は 30 に設定されます。FluidFS v5 以前を使用するときは、デフォルトを 5 まで低く変更することができ、データ削減処理を即座
に（アーカイブモード）開始することができます。FluidFS v6 以降、アーカイブモードは使用できません。最後にアクセスされたファイルを除外する 
および 最後に変更されたファイルを除外する のデフォルト値は、アーカイブモードを使用する代わりに 1 日に設定されます。

アーカイブモードの有効化と無効化の詳細については、『Dell FluidFS FS8600 Appliance CLI Reference Guide』（Dell FluidFS FS8600 アプラ
イアンス CLI リファレンスガイド）を参照してください。

データ削減に関する考慮事項
データ削減を有効にする場合、次の要因を考慮します。

• データ削減処理は、削減されたデータに対する読み取り操作のパフォーマンスに 5 ～ 20 % の影響を与えます。通常のデータに対する書き
込み操作または読み取り操作には影響しません。

• Storage Center Data Progression が影響を受けます。データ削減処理後に、Storage Center により、削減されたデータは階層 1 ディスク
に移行されます。

• データ削減処理中に内部トラフィックが増加します。
• アンチウイルススキャンのデータはリハイドレートされます。
• データは、ターゲット NAS ボリュームに複製される前にリハイドレートされます。レプリケーションがすでに設定されている場合は、削減されるデ

ータはすでに複製されています。
• NAS ボリュームのクローンでは、データ削減を有効にできません。
• NAS ボリュームの未使用容量が 5 GB 未満になると、データ削減は自動的に停止します。したがって、NAS ボリュームのサイズ変更操作によ

り、データ削減が誤って停止される場合があります。

データ削減の設定
データ削減は、システムレベルで有効にし、NAS ボリュームごとに設定する必要があります。
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FluidFS クラスタのデータ削減の有効化または無効化
データ削減は、データ削減が有効になっている NAS ボリュームで実行する前に、システムレベルで有効にする必要があります。システムパフォーマ
ンスへのデータ削減の処理の影響を最小限に抑えるために、データ削減がピーク時以外に実行されるようスケジュールします。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューの、NAS プール詳細ステータス 領域で データ削減設定の編集 をクリックします。

データ削減設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
4. FluidFS クラスタのデータ削減の有効化または無効化：

• FluidFS クラスタ上でデータ削減を有効にするには、データ削減最適化を有効にする チェックボックスをオンにします。
• FluidFS クラスタ上でデータ削減を無効にするには、データ削減最適化を有効にする チェックボックスをオフにします。

5. データ削減最適化の開始時刻 を入力します。
6. データ削減の最適化の実行時 フィールドにデータ削減の実行時間数を入力します。
7. OK をクリックします。

NAS ボリュームでのデータ削減の有効化
データ削減は、NAS ボリュームごとに有効になります。
前提条件
データ削減を個々の NAS ボリュームで実行できるようにするには、まず、システムレベルでデータ削減を有効にする必要があります。
手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリュームパネルで、設定の編集を をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. データ削減 をクリックします。
6. データ削減を有効にする チェックボックスをオンにします。
7. データ削減方法 フィールドで、実行するデータ削減タイプ（重複除外 または 重複除外と圧縮）を選択します。

重複除外および圧縮では通常、より多くの容量が確保されますが、データ削減時や、圧縮されたデータの読み取り時に使用するリソースが
増加し、パフォーマンスが低下する可能性があります。

8. （オプション）必要に応じて残りのデータ削減の属性を設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してください。
• アクセスされていないファイルにデータ削減を適用するまでの日数を変更するには、最後のアクセスからの最小日数によるファイルの除

外 フィールドに日数を入力します。日数は少なくとも 1 である必要があります。
• アクセスされていないファイルにデータ削減を適用するまでの日数を変更するには、最後の変更からの最小日数によるファイルの除外 

フィールドに日数を入力します。日数は少なくとも 1 である必要があります。
9. OK をクリックします。

NAS ボリュームに対するデータ削減タイプの変更
NAS ボリュームに対するデータ削減タイプ（重複除外 または 重複除外および圧縮 を変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリューム パネルで、設定の編集 をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. データ削減 をクリックします。
6. データ削減方法 フィールドで、実行するデータ削減のタイプ（重複除外 または 重複除外および圧縮）を選択します。
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重複除外および圧縮では通常、より多くの容量が確保されますが、データ削減時や、圧縮されたデータの読み取り時に使用するリソースが
増加し、パフォーマンスが低下する可能性があります。

7. OK をクリックします。

NAS ボリュームのデータ削減用候補の変更
NAS ボリュームのアクセスまたは変更されていないファイルにデータ削減を適用するまでの日数を変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリューム パネルで、設定の編集 をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. ファイルのデータ削減をいつ適用するかを指定します。

• アクセスされていないファイルにデータ削減を適用するまでの日数を変更するには、最後のアクセスからの最小日数によるファイルの除
外 フィールドに日数を入力します。日数は少なくとも 1 である必要があります。

• アクセスされていないファイルにデータ削減を適用するまでの日数を変更するには、最後の変更からの最小日数によるファイルの除外 
フィールドに日数を入力します。日数は少なくとも 1 である必要があります。

6. OK をクリックします。

NAS ボリュームでのデータ削減の無効化
デフォルトでは、NAS ボリュームでのデータ削減を無効にした後、後続の読み取り操作中にデータは削減された状態のままとなります。データ削減
を無効にするときに、読み取り時のリハイドレートを有効にすることができます。それによって、後続の読み取り操作時にデータのリハイドレーション

（データ削減の反対）が行われます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリューム パネルで、設定の編集 をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. データ削減 チェックボックスをオフにします。
6. OK をクリックします。

データ削減量の表示
Storage Manager には、個々の NAS ボリュームと FluidFS クラスタのデータ削減量が表示されます。

FluidFS クラスタのデータ削減量の表示
データ削減の結果として得られた FluidFS クラスタのストレージ容量のサイズ（MB）と割合を表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。

FluidFS NAS プールのステータス パネルにデータ削減量が表示されます。

NAS ボリュームに対するデータ削減量の表示
データ削減処理の結果として得られた NAS ボリュームのストレージ容量（MB 単位）を表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。

NAS ボリュームのステータス パネルにデータ削減量が表示されます。
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18
FluidFS データプロテクション
本項には、FluidFS クラスタデータの保護に関する情報が記載されています。データ保護はあらゆるストレージインフラストラクチャにおいて重要で
あり、不可欠な役割を担います。この作業は、Dell Storage Manager Client を使用して実行されます。

アンチウイルスの管理
FluidFS クラスタのアンチウイルスサービスは、SMB 共有に保存されたファイルのリアルタイムアンチウイルススキャンを提供します。このアンチウイル
スサービスは、SMB 共有にのみ適用されます。NFS はサポートされません。スキャン操作は、アンチウイルスサーバーの可用性を前提として、クラ
イアントに対して透過的に行われます。
ファイルは、クライアントがファイルの読み取りまたは実行を試みるときにスキャンされます。

アンチウイルスサービスは、次の 2 つのコンポーネントで構成されています。

• アンチウイルスサーバー - サポートされているサードパーティの ICAP 有効アンチウイルスアプリケーションを実行して、FluidFS クラスタにアンチウ
イルススキャンサービスを提供している、1 つ、または複数のネットワークアクセス可能コンピュータ。

• スキャンから除外するファイル拡張子およびディレクトリ、アンチウイルススキャンのファイルサイズしきい値、およびファイルサイズしきい値よりも大
きいファイルを許可または拒否するかどうかを指定する、FluidFS クラスタのアンチウイルススキャンポリシー。

SMB 共有クライアントが FluidFS クラスタからのファイルを要求すると、クラスタはファイルをアンチウイルスサーバーに渡してスキャンし、次のいずれ
かの処置を取ります。

• ファイルがウイルスに感染していなければ、FluidFS クラスタはクライアントのアクセスを許可します。FluidFS クラスタは、最後のチェック以降に修
正されていない限り、そのファイルを再びスキャンすることはありません。

• ファイルが感染している場合は、FluidFS クラスタはクライアントのアクセスを拒否します。クライアントにはファイルが感染していることはわかりま
せん。したがって、次のように処理されます。

– ファイルにアクセスしようとした場合にファイルが欠落していると、クライアントのコンピュータによっては、システム固有の file not 
found 状態が返されます。

– アクセス拒否は、ファイル権限の問題として解釈される可能性があります。

図 48. アンチウイルススキャン

感染していないファイルを回復したり、感染したファイルにアクセスして処理したりできるのは、ストレージ管理者のみです。感染したファイルにアクセ
スするには、アンチウイルスサービスが無効になっている別の SMB 共有を介して、SMB 共有に接続する必要があります。そうしないと、FluidFS ク
ラスタはファイルが感染していると認識し、アクセスを拒否します。また、NFS はアンチウイルスをサポートしていないので、NFS エクスポートを介して
ファイルにアクセスすることもできます。

FluidFS クラスタとアンチウイルスサーバー間のファイル転送は暗号化されないため、通信を保護または制限する必要があります。
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サポート対象アンチウイルスアプリケーション
サポートされるアンチウイルスアプリケーションの最新のリストについては、『Dell Fluid File System Support Matrix』（Dell Fluid File System サポ
ートマトリクス）を参照してください。

アンチウイルススキャンの設定
アンチウイルススキャンを実行するには、アンチウイルスサーバを追加し、SMB 共有ごとにアンチウイルススキャンを有効にする必要があります。

メモ: 外部サービスのいずれかが IPv6 リンクローカルアドレスで設定されている場合、モニタは常にこれらのサービスを 
Unavailable として表示します。

スナップショットの管理
スナップショットは、NAS ボリュームデータの読み取り専用のポイントインタイムコピーです。ストレージ管理者は、必要に応じてスナップショットから 
NAS ボリュームを復元できます。また、クライアントは、ストレージ管理者の操作を必要とせずに簡単にスナップショット内のファイルを取得できま
す。
スナップショットでは、書き込み時にリダイレクトメソッドを使用して NAS ボリューム変更を追跡します。つまり、スナップショットは変更セットをベース
とします。NAS ボリュームの最初のスナップショットが作成されると、ベースラインスナップショットの後に作成されたすべてのスナップショットには、前の
スナップショットから変更された部分が含まれます。

スナップショットを作成するタイミングやスナップショットの保存期間など、スナップショットの作成に関してさまざまなポリシーを設定できます。たとえ
ば、チャーンレートの高いミッションクリティカルなファイルは 30 分ごとにバックアップする必要があるのに対し、アーカイブ共有は 1 日 1 回のバックアッ
プで十分な場合があります。

VM 整合スナップショットを使用するために NAS ボリュームを設定している場合、スケジュール済み、マニュアル、レプリケーション、または NDMP な
どの各スナップショット作成操作では、VMware サーバーで自動的にスナップショットを作成します。この機能を使用すると、VM を NAS ボリューム
のスナップショットが作成される前の状態に復元できます。

スナップショットは NAS ボリューム上の容量を消費することから、NAS ボリュームにユーザーデータとスナップショットの両方を確保するために十分な
空き容量が常に存在するように NAS ボリュームの使用可能容量を監視し、スナップショットをスケジュールして保持します。また、スナップショットが 
NAS ボリューム容量を大幅に消費しているときに通知が行われるように、スナップショット容量消費量アラートを有効にします。

FluidFS クラスタは、次の場合に NAS ボリュームのスナップショットから 1 つ、または複数を自動的に削除します。

• NAS ボリュームを削除すると、FluidFS クラスタは NAS ボリュームのすべてのスナップショットを削除します。
• NAS ボリュームをスナップショットから復元すると、FluidFS クラスタは、NAS ボリュームを復元した元のスナップショットの後に作成されたスナップ

ショットをすべて削除します。

専用 FluidFS リプレイプロファイル
FluidFS 展開の場合、Storage Manager は FluidFS LUN（ストレージボリューム）に自動的に割り当てられている、専用の FluidFS リプレイを作
成します。プロファイル設定はデフォルトの 毎日 に設定され、保持ポリシーは 25 時間後に削除されます。

オンデマンドスナップショットの作成
NAS ボリュームのスナップショットを作成して、スケジュールされたデータの即時ポイントインタイムコピーを作成します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開して NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリュームのステータス パネルで、スナップショットとクローン タブをクリックします。
5. スナップショット 領域で、作成 をクリックします。

スナップショットの作成 ダイアログボックスが開きます。
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6. スナップショット フィールドにスナップショットの名前を入力します。
7. （オプション）必要に応じて残りのスナップショットの属性を設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してください。

• スナップショットを無期限に保持するには、スナップショット失効の有効化 チェックボックスをクリアします。
• スナップショットを将来的に期限切れにするには、スナップショット失効の有効化 チェックボックスを選択し、スナップショットを期限切れに

する日時を指定します。
8. OK をクリックします。

スケジュールされたスナップショットの管理
スナップショットを定期的に生成するようにスケジュールを作成できます。システムパフォーマンスに対するスナップショットの処理の影響を最小限に
するために、スナップショットはオフピーク時にスケジュールします。スナップショットスケジュールによって作成されたスナップショットは、次のフォーマット
で名前が付けられます。<snapshot_schedule_name>_YYYY_MM_DD__HH_MM

NAS ボリュームに対するスナップショットスケジュールの作成
NAS ボリュームのスナップショットスケジュールを作成して、スケジュールされたデータのポイントインタイムコピーを作成します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. スナップショットとクローン タブをクリックします。
5. スナップショットスケジュール 領域で、作成 をクリックします。

スナップショットスケジュールの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. スナップショットスケジュール フィールドで、スナップショットスケジュールの名前を入力します。
7. スナップショットを作成するタイミングを指定します。

• 一定期間に基づいてスナップショットを作成するには、次の頻度でスナップショットを作成する オプションを選択し、頻度を分、時間、
日、または週単位で入力します。

• 日付と時刻に基づいてスナップショットを作成するには、次の日時でスナップショットを作成する オプションを選択し、日付と時刻を選択
します。

8. （オプション）必要に応じて、残りのスナップショットスケジュールの属性を設定します。レプリケーションには、3 つの異なるスナップショット保持ポ
リシー、同一（デフォルト）、履歴なし、および 日単位の保持期間でアーカイブ があります。これらのオプションの詳細については、オンラインヘ
ルプを参照してください。
• スナップショットスケジュールによって作成されるすべてのスナップショットを無期限に維持するには、次の頻度でスナップショットを作成す

る オプションの選択を解除します。
• スナップショットスケジュールによって作成されるスナップショットの保存期限を後に期限切れにするには、次の期間の各スナップショットを

維持する オプションを選択し、スナップショットの保存期間を分、時間、日、または週単位で指定します。
9. OK をクリックします。

スナップショットスケジュールに対するスナップショット頻度の変更
スナップショットスケジュールでスナップショットを作成する頻度を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開して NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリュームのステータス パネルで、スナップショットとクローン タブをクリックします。
5. スナップショットスケジュールを選択し、設定の編集 をクリックします。

スナップショットスケジュールの編集 ダイアログボックスが開きます。
6. スナップショットを作成するタイミングを指定します。

• 一定期間に基づいてスナップショットを作成するには、次の頻度でスナップショットを作成する オプションを選択し、頻度を分、時間、
日、または週単位で入力します。
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• 日付と時刻に基づいてスナップショットを作成するには、次の日時でスナップショットを作成する オプションを選択し、日付と時刻を選択
します。

7. OK をクリックします。

スナップショットスケジュールに対する保持ポリシーの変更
スナップショットスケジュールによって作成されるすべてのスナップショットを保持するかどうか、または一定期間後にスナップショットを期限切れにする
かどうかを設定します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開して NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリュームのステータス パネルで、スナップショットとクローン タブをクリックします。
5. スナップショットスケジュールを選択し、設定の編集 をクリックします。

設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. 保持ポリシーを指定します。

メモ: 現在のスナップショットを使用しているレプリケーション - この「アーカイブ」保持ポリシーのオプションはボリュームの新しいレ
プリケーションのセットアップに影響します。これにより、以前のすべてのスナップショットからではなく、現在のスナップショットを使
用してレプリケートすることができます。

7. OK をクリックします。

スナップショットスケジュールの削除
スケジュールされたデータのポイントインタイムコピーが不要になった場合は、スナップショットスケジュールを削除します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開して NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリュームのステータス パネルで、スナップショットとクローン タブをクリックしてスナップショットスケジュールを選択します。
5. スナップショットスケジュールを選択して 削除 をクリックします。

削除 ダイアログボックスが開きます。
6. OK をクリックします。

スナップショットの変更および削除
オンデマンドで、またはスケジュールによって作成されたスナップショットを管理します。

スナップショットの名前変更
スナップショットの名前を変更するには：

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開して NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリュームのステータス パネルで、スナップショットとクローン タブをクリックします。
5. スナップショットを選択し、設定の編集 をクリックします。

スナップショット設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. 名前 フィールドに、スナップショットの新しい名前を入力します。
7. OK をクリックします。
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スナップショットに対する保持ポリシーの変更
スナップショットを無期限に維持するか、または一定期間後に期限切れとするかどうかを指定します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開して NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリュームのステータス パネルで、スナップショットとクローン タブをクリックします。
5. スナップショットを選択し、設定の編集 をクリックします。

スナップショット設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. 次の保持ポリシーを指定します。

• スナップショットを無期限に保持するには、スナップショット失効の有効化 チェックボックスをクリアします。
• スナップショットを将来的に期限切れにするには、スナップショット失効の有効化 チェックボックスを選択し、スナップショットを期限切れに

する日時を指定します。
7. OK をクリックします。

スナップショットの削除 
データのポイントインタイムコピーが不要になった場合は、スナップショットを削除します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開して NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリュームのステータス パネルで、スナップショットとクローン タブをクリックします。
5. スナップショットを選択して、削除 をクリックします。

削除 ダイアログボックスが開きます。
6. OK をクリックします。

スナップショットからのデータの復元
データの復元には次の 2 つの方法があります。

• 個々のファイルの復元：スナップショットが作成された後、FluidFS クラスタはスナップショットに含まれるファイルのコピーを含むクライアントアクセ
ス可能なスナップショットのディレクトリを作成します。クライアントは、ストレージ Administrator の操作を必要とせずにコピーアンドペーストを使
用してスナップショットから個々のファイルを簡単に復元できます。この方法は、個々のファイルの日常的な復元処理に役立ちます。

• スナップショットからの NAS ボリュームの復元：ストレージ Administrator は、既存のスナップショットの時点に状態を戻すことによって、NAS 
ボリューム全体を復元できます。この方法は、アプリケーションエラーまたはウィルス攻撃が発生した場合に役立ちます。

スナップショットでは、アクティブなファイルシステムと同じセキュリティ方式が維持されます。したがって、スナップショットを使用している場合でも、クラ
イアントがアクセスできるのは、現在の許可に基づいた自身のファイルだけです。特定のスナップショットにアクセスするときに使用できるデータは、特
定の共有およびそのサブディレクトリのレベルにあるため、ユーザーはファイルシステムの他の部分にはアクセスできません。

使用可能なスナップショットの表示
データの復元に使用できるスナップショットの表示

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開して NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリュームのステータス パネルで、スナップショットとクローン タブをクリックします。

スナップショット リストにスナップショットが表示されます。
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スナップショットからの NAS ボリュームの復元
ストレージ管理者は NAS ボリューム全体をスナップショットから復元できます。復元された NAS ボリュームには、スナップショットが作成されたときに
存在していたすべての NAS ボリュームデータが含まれます。復元された NAS ボリューム内の各ファイルには、スナップショットを作成（またはスケジュ
ール）したときに存在していた、許可や時刻などのプロパティが設定されます。
前提条件
スナップショットから NAS ボリュームを復元した後：

• FluidFS クラスタは、NAS ボリュームを復元した元のスナップショットの後に作成されたスナップショットを削除します。NAS ボリュームを復元した
元のスナップショットよりも前に作成されたスナップショットには影響しません。

• NAS ボリュームの現在の SMB クライアントは、自動的に切断されます。
• NAS ボリュームの現在の NFS クライアントは、stale NFS file handle というエラーメッセージを受信します。NFS エクスポートをマウ

ント解除してから、再びマウントする必要があります。

注意: この復元操作は元に戻せません。スナップショット作成時から復元操作の完了時までに作成または変更されたデータは、完全に
消去されます。スナップショットから NAS ボリュームを復元する場合は、あらかじめすべての影響を理解しておいてください。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開して NAS ボリュームを選択します。
4. NAS ボリュームのステータス パネルで、スナップショットとクローン タブをクリックします。
5. スナップショットを選択し、NAS ボリュームの復元 をクリックします。

NAS ボリュームの復元 ダイアログボックスが開きます。
6. OK をクリックします。

オプション 1 - UNIX、Linux、 または Windows を使用したファイルの復元
この復元オプションを選択すると、コピーアンドペーストを使用してスナップショットからファイルを復元できます。

1. NFS エクスポートまたは SMB 共有にアクセスします。
2. .snapshots ディレクトリにアクセスします。
3. 作成の時間に基づいてスナップショットを検索します。
4. ファイルを元の場所にコピーします。

オプション 2 - Windows のみを使用したファイルの復元
スナップショットは、Windows のシャドウコピーおよび前バージョンの機能に統合されています。この復元オプションにより、クライアントで前バージョン
を使用してファイルを復元できます。

1. ファイルを右クリックし、プロパティ を選択します。
2. 前のバージョン タブをクリックします。

リストに使用可能な以前のバージョンが表示されます。
3. 復元するバージョンを選択してから、復元 をクリックします。

自己復元の無効化

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開して NAS ボリュームを選択します。
4. 設定の編集 をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. データプロテクション をクリックします。
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6. スナップショットのコンテンツへのユーザーアクセスを許可または防止するには、次の手順を実行します。
• スナップショットのコンテンツへのユーザーアクセスを許可するには、スナップショットコンテンツへのアクセス チェックボックスを選択します。
• スナップショットのコンテンツへのユーザーアクセスを防止するには、スナップショットコンテンツへのアクセス チェックボックスをクリアします。

7. OK をクリックします。

NDMP の管理
FluidFS クラスタは、Network Data Management Protocol（NDMP）をサポートします。このオープン標準プロトコルにより、FluidFS クラスタの 
NAS ボリュームを含むネットワーク接続ストレージに対するバックアップ操作が容易になります。NDMP は、長期保持期間を伴う週ごとのバックアッ
プなど、長期的なデータ保護に使用します。
FluidFS クラスタはリモートおよび 3 ウェイバックアップアーキテクチャの実装をサポートします。ここで、サポート対象である外部のデータ管理アプリケ
ーション（DMA）サーバーは FluidFS クラスタとストレージデバイス間のデータ転送を仲介します。FluidFS クラスタはフル、差分、増分、NDMP レ
ベルベースのバックアップ（レベル 0-9）、完全、増分 / 差分トークンベースのバックアップ、およびダイレクトアクセスリカバリ（DAR）をサポートしま
す。FluidFS クラスタは、NDMP バージョン 2、3、および 4（デフォルトモード）をサポートします。

FluidFS クラスタには、次の操作を担う NDMP サーバーが含まれます。

• DMA サーバーから送信されるすべての NDMP バックアップおよび復元要求の処理
• DMA サーバーへのすべての NDMP 応答および通知メッセージの送信
• リモート NDMP テープまたはデータサーバーとの間のネットワークを介したデータの転送

NDMP サーバーは、XDR エンコード TCP（伝送コントロールプロトコル）データストリームを介して DMA サーバーやその他の NDMP デバイスとの
すべての通信を処理します。

NDMP サーバーは、２ つのバックアップタイプをサポートします。

• dump：i ノードベースの NDMP ファイル履歴を生成します。
• tar：パスベースの NDMP ファイルを生成します。

バックアップタイプは、NDMP 環境変数 TYPE によって制御されます。両方のバックアップタイプは同じ機能をサポートしますが、tar バックアップタ
イプでは、特定の DMA サーバーに関する情報をより効率的に処理できる場合があります。

バックアップと復元 - NDMP

表 12. バックアップと復元アプリケーション サポートされるバックアップとアプリケーションがリストされます。
表 12. バックアップと復元アプリケーション

アプリケーション サポートされるバージョン
CommVault Simpana 10.x、11.x

Dell Quest NetVault 10.x、11.x

EMC ネットワーク 8.x

IBM Tivoli Storage Manager 6.3

Symantec BackupExec 2014、2015

Symantec NetBackup 7.x

Dell FluidFS システムをサポートする最小のリビジョン / サービスパックについては、アプリケーションのマニュアルを参照してください。

表 13. サポートされるテープライブラリ 2 ウェイ NDMP バックアップ（ファイバチャネル接続のみ）でサポート対象のテープライブラリをリストします。
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表 13. サポートされるテープライブラリ

サプライヤ モデル
Dell TL-2000、TL-4000、ML-6000

表 14. NDMP エージェントの特性 NDMP の特性ごとのサポート範囲をリストします。

表 14. NDMP エージェントの特性

機能性 サポートされる範囲

NDMP バージョン v2、v3、v4

DMA アドレスタイプ IPv4 のみ

DMA サーバの設定 最大 10 台

同時 NDMP セッション 最大 10 台

DMA のユーザー名の長さ 1～63 バイト（Unicode を許可）

DMA パスワード長 1～32 文字

NDMP ジョブに対する包含パスの最大数 32

NDMP ジョブに対する除外パスの最大数 32

メモ: お使いの環境が FluidFS コントローラのプライベート IP アドレス（アクセス VIP ではない）と、バックアップサーバ間で ICMP

（ping）トラフィックを許可する必要があります。

表 15. サポートされる NDMP 環境変数 FluidFS でサポートされている NDMP 環境変数について説明します。データ管理アプリケーション
（DMA）がサポートする変数のリストについては、DMA のマニュアルを参照してください。DMA に変数を設定していない場合、 NDMP サーバはデ
フォルト値で動作します。

表 15. サポートされる NDMP 環境変数

変数名 説明 デフォルト
TYPE バックアップ / 復元アプリケーションのタイプを指定します。有効な値は dump であり、

tar は大文字と小文字が区別されます。
dump - NDMP サーバは i ノードベースのファイル履歴を生成します。

tar - NDMP サーバはファイルベースのファイル履歴を生成します。

dump

FILESYSTEM バックアップに使用されるパスを指定します。このパスはディレクトリである必要がありま
す。

適用なし

レベル バックアップ動作のダンプレベルを指定します。有効な値は 0～9 です。 0

HIST ファイル履歴の生成方法を指定します。有効な値は d、f、y、および n です。
d はノード /dir 形式のファイル履歴が生成されることを指定します。

f はファイルベースのファイル履歴が生成されることを指定します。

y はデフォルトのファイル履歴タイプ（ノード /dir 形式）が生成されることを指定しま
す。

n はファイル履歴が生成されないことを指定します。

Y
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変数名 説明 デフォルト
DIRECT 復元が直接アクセス検索であるかどうかを指定します。有効な値は Y および N で

す。
Y

UPDATE バックアップ操作のダンプレベルとダンプ時刻を NDMP サーバで更新し、後続のバック
アップが前のバックアップのダンプレベルを参照できるようにするかどうかを指定します。
有効な値は Y および N です。

Y

EXCLUDE バックアップされないファイルまたはディレクトリ名のパターンを指定します。このパターン
は、ファイルまたはディレクトリ名（最大 32 文字）のカンマ区切りのリストです。各名
前はバックアップ中に発生したノードを照合するために使用されます。名前には、ワイ
ルドカード文字としてアスタリスク（* ）を含めることができます。名前のカンマ（,）ま
たはバックスラッシュ（\）はバックスラッシュでエスケープする必要があります。

デフォルトなし

RECURSIVE 復元を再帰的にするかどうかを指定します。有効な値は Y および N です。この環境
変数を N に設定すると、復元ターゲットの直下のファイルのみが復元されます。

Y

RESTORE_OVERWRITE 復元動作により、既存のファイルをバックアップデータで上書きするかどうかを指定しま
す。有効な値は Y および N です。

Y

LISTED_INCREMENTAL コントロールの動作は tar アプリケーションの listed incremental オプションに
似ています。この変数は、増分バックアップ中に追加のディレクトリリストをバックアップ
ストリームに追加するかどうかを指定します。これにより、増分バックアップ間で削除さ
れたファイルとディレクトリをリカバリ操作で処理できます。
バックアップの実行中にこの変数が設定されている場合は、追加のディレクトリリストが
バックアップデータストリームに追加されます。追加処理が必要であるため、このオプシ
ョンはバックアップデータストリームのサイズとパフォーマンスに影響する可能性がありま
す。

リカバリ中、この変数が設定されており、この変数を有効にしてバックアップデータストリ
ームが生成された場合、NDMP サーバは、増分バックアップ間で削除されたファイルと
ディレクトリの削除を処理します。

この変数の設定には、追加の処理時間が必要でバックアップデータストリームのサイ
ズを拡大する必要があります（設定変更の程度はバックアップデータセット内の要素
数に応じます）。この機能がエンドユーザーにとって重要でない場合は、設定する必
要はありません。

N

BASE_DATE LEVEL 環境変数を使用する代わりに、トークンベースのバックアップ用 TSM によって
使用されます。
BASE_DATE を 00 に設定すると、フルバックアップが実行されます。

フルバックアップの完了後、DUMP_DATE 環境変数を取得することによってトークン
を取得することができます。このトークンは BASE_DATE の値として後続のバックアッ
プで渡すことができます。この場合に実行されるバックアップは、トークンが生成された
時刻に関連する増分バックアップとなります。

BASE_DATE を -1 に設定すると、トークンベースのバックアップが無効になります。

-1

DEREF_HARD_LINK 同一ファイルのすべてのインスタンスに対して、ハードリンクファイルのデータコンテンツを
バックアップするかどうかを制御します。有効な値は Y および N です。

N

FluidFS データプロテクション 449



増分バックアップ
バックアップが実行されるたびに、NDMP サーバーはバックアップのタイムスタンプを保存します。NDMP サーバーは、増分バックアップを実行すると
きに、以前の完全または増分バックアップに保存されたタイムスタンプを使用して、ファイルまたはディレクトリを含める必要があるかどうかを判断しま
す。

サポートされているバックアップタイプ（dump および tar）はいずれも増分バックアップに対応します。バックアップターゲットディレクトリを移動するア
ルゴリズムは同じです。ただし、i ノードベースのファイル履歴生成には DAR をサポートするための異なる要件があるため、生成されるバックアップデ
ータストリームが異なります。

• dump：アクセスされる各ディレクトリがバックアップされ、ファイル履歴エントリが生成されます。ディレクトリが変更されたかどうかは関係ありませ
ん。

• tar：変更されたディレクトリのみがバックアップされ、ファイル履歴エントリが生成されます。

したがって、tar を使用してバックアップされたデータの量は、dump バックアップよりも少なくなります。サイズの違いは、バックアップデータセット内のデ
ィレクトリ数によって異なります。

NDMP 2 ウェイバックアップ
FluidFS は、物理的にまたは高速内部ネットワーク経由で、テープデバイスがデータホストに直接接続されている 2 ウェイ NDMP 構成をサポート
します。データサービスとテープサービスの両方が同一の NDMP サーバ上にあり、データ接続は、NDMP サーバに内蔵されます。データとテープ制
御コマンドの両方が、DMA から NDMP サーバへの 1 つの制御接続を通じて通信されます。

メモ: iSCSI のソリューションは直接接続 NDMP の機能をサポートしていません。

図 49. 2 ウェイ 設定

メモ: コントローラがテープへの接続を失った場合、コントローラに割り当てられている NDMP セッションは失敗します。

NDMP 2 ウェイバックアップの設定と調整
テープ接続

すべての NAS コントローラで、FC 接続のテープドライブが HBA に認識されるようにゾーニングを定義する必要があります。各バックアップに使用す
るポートを選択して HBA ポートの間で負荷を分散できるように、ドライブがすべての HBA ポートを介して使用できる必要があります。
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メモ: Linux マルチパスドライバは文字デバイスをサポートしていないため、テープデバイスをマルチパス構成にすることはできません。各
バックアップジョブに特定の HBA ポートを使用する、特定の SCSI デバイスを選択する必要があります。

テープデバイスの追加

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 をクリックします。
4. バックアップ タブをクリックし、テープデバイス まで下方向にスクロールします。
5. テープデバイスの作成 をクリックします。

テープデバイスの作成 ダイアログボックスが開きます。
6. 物理 ID で ID を選択し、名前 フィールドにテープデバイスの名前を入力します。必要に応じて、再スキャンします。
7. OK をクリックします。

ハードリンクの処理
NDMP バックアップは、デフォルトで最も効率的な方法でハードリンクファイルを処理します。つまり、ハードリンクファイルのデータコンテンツがバックア
ップされるのは、一回限りです。バックアップ操作で最初のハードリンクファイルが検出され、コンテンツがバックアップされると、バックアッププロセスによ
り、そのファイルの i ノード番号が記憶されます。その結果、バックアップ操作で同じ i ノード番号のファイルが検出された場合は、ヘッダーのみがバッ
クアップされます。このバックアップデータストリームが復元されると、ハードリンクファイルはハードリンクファイルとして回復されます。

このバックアップモードでは、復元対象として選択したファイルまたはディレクトリ内にバックアップ時に検出された最初のインスタンスではないハードリ
ンクファイルが含まれているときに選択的復元を実行すると問題が生じる場合があります。この場合、復元が失敗し、選択的復元にも含まれる
必要のあるファイルの最初のインスタンスを示す NDMP メッセージが DMA サーバーに送信されます。

この問題を回避するには、バックアップ中における動作を変更します。バックアップが Y に設定されている環境変数 DEREF_HARD_LINK で始ま
る場合、ハードリンクファイルの最初のインスタンスだけをバックアップするのではなく、ハードリンクファイルのすべてのインスタンスが通常のファイルであ
るかのようにバックアップされます。この場合、選択的復元には常にファイルデータが含まれます。このオプションの欠点は、バックアップに時間がかか
り、ハードリンクファイルを伴うデータセットのバックアップ用に必要な容量が増えることです。

NDMP を使用した NAS ボリュームデータのバックアップ
FluidFS クラスタでは、バックアップ操作専用の IP アドレスを使用しません。設定済みのクライアントネットワークアドレスは使用できます。データは 
Ethernet を介して送信されます。複数の NDMP バックアップ / 復元セッションは、NAS コントローラ 1 台あたり、最大 48 セッションで同時に実
行できます。システムパフォーマンスに対する NDMP バックアップ処理の影響を最小限にするため、NDMP 操作はオフピーク時にスケジュールして
ください。
このタスクについて
FluidFS クラスタで NDMP を設定した後、NDMP サーバはクライアントネットワークで DMA サーバからのバックアップ要求を監視します。その後、
DMA サーバは、バックアップを目的とし、バックアップ操作を開始する NAS ボリュームにアクセス（マウント）します。

図 50. NDMP バックアップ

NDMP を使用して NAS ボリュームデータをバックアップする場合は、次の考慮事項に注意してください。

• NDMP は高可用性（HA）を提供しません。接続損失によってバックアップセッションが中断されると、セッションは終了します。
• 現在のバックアップセッションの一時的なスナップショットを手動で削除することはできず、実行するとただちにセッションが終了します。
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• バックアップセッションがエラーで終了すると、一時的なスナップショットはそのまま残ることがありますが、自動的に削除されます。

次の手順では、NDMP を使用した NAS ボリュームデータのバックアッププロセスについて説明します。

手順
1. DMA サーバは、FluidFS クラスタの IP アドレスへの接続を作成します。
2. FluidFS クラスタ上の NDMP サーバは、DMA サーバがバックアップに指定した各 NAS ボリュームの一時スナップショットを作成します。また、

レプリケーションのターゲット NAS ボリュームのバックアップを実行する際に、FluidFS クラスタは専用の NDMP スナップショットを作成しませ
ん。その代わりに、前回成功したレプリケーションからベースのレプリカスナップショットを使用します。
一時 NDMP スナップショットは、次のフォーマットを使用して名前が付けられます。
ndmp_backup_session_id_controller_number

3. NDMP サーバによって、NAS ボリュームデータが DMA サーバにコピーされます。
4. データの受信後、DMA サーバはローカルディスクやテープデバイスなどのストレージデバイスにデータを移動します。
5. バックアップ完了後、NMDP サーバは一時スナップショットを削除します。

NDMP 環境変数
NDMP 環境変数は、バックアップおよび復元セッションごとの NDMP サーバの動作を制御します。
DMA サーバがこれらの環境変数の設定をサポートしているかどうかを確認するには、お使いの DMA サーバのマニュアルを参照してください。DMA 

サーバで特定の環境変数を設定できない場合、NDMP サーバはデフォルト値で動作します。

次の表は、サポートされる環境変数の概要を示しています。

環境変数 説明 用途 デフォルト値
TYPE バックアップおよび復元アプリケーションのタイプを指定します。有効な値は次

のとおりです。
• dump - NDMP サーバーは i ノードベースのファイル履歴を生成します。
• tar - NDMP サーバーはファイルベースのファイル履歴を生成します。

バックアップ
と復元

dump

FILESYSTEM バックアップに使用されるパスを指定します。このパスはディレクトリである必
要があります。

バックアップ なし

レベル バックアップ動作のダンプレベルを指定します。有効な値は 0～9 です。 バックアップ 0

HIST ファイル履歴の生成方法を指定します。有効な値は次のとおりです。
• d - ノード /dir 形式のファイル履歴が生成されることを指定します。
• f - ファイルベースのファイル履歴が生成されることを指定します。
• y - デフォルトのファイル履歴タイプ（ノード /dir 形式）が生成されること

を指定します。
• n - ファイル履歴が生成されないことを指定します。

バックアップ y

DIRECT 復元が直接アクセス検索であるかどうかを指定します。有効な値は Y およ
び N です。

バックアップ
と復元

Y

UPDATE バックアップ操作のダンプレベルとダンプ時刻を NDMP サーバで更新し、後
続のバックアップが前のバックアップのダンプレベルを参照できるようにするかど
うかを指定します。有効な値は Y および N です。

バックアップ Y

EXCLUDE バックアップしないディレクトリ名およびファイル名に一致するパターンを指定し
ます。この環境変数は、カンマで区切られた文字列のリストです。各エントリ
は、バックアップ時に検出されたノードと照合されます。文字列には、ワイルド
カード文字としてアスタリスク（*）を含めることができますが、アスタリスクはパ
ターンの先頭または最後の文字にする必要があります。最大 32 個のコンマ
区切り文字列がサポートされています。

バックアップ デフォルトでは
除外パターンは
指定されませ
ん。
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環境変数 説明 用途 デフォルト値
RECURSIVE 復元を再帰的にするかどうかを指定します。有効な値は Y および N です。

この環境変数を N に設定すると、復元ターゲットの直下のファイルのみが復
元されます。

復元 Y

RESTORE_OVERWRITE 復元動作により、既存のファイルをバックアップデータで上書きするかどうかを
指定します。有効な値は Y および N です。

復元 Y

LISTED_INCREMENTAL 増分バックアップ間で削除されたファイルやディレクトリを復元操作で処理で
きるよう、追加のディレクトリリストを増分バックアップ中にバックアップストリー
ムに追加するかどうかを指定します。この環境変数は、tar アプリケーションの 
listed incremental オプションに似た動作を制御します。有効な値
は Y および N です。
バックアップの実行中にこの変数が Y に設定されている場合は、追加のディ
レクトリリストがバックアップデータストリームに追加されます。追加処理が必
要であるため、このオプションはバックアップデータストリームのサイズとパフォー
マンスに影響する可能性があります。

復元の実行中にこの変数が Y に設定され、この変数が Y に設定されてい
る状態でバックアップデータストリームが生成されると、NDMP サーバは、増
分バックアップ間で削除されるファイルとディレクトリの削除を処理します。この
変数を Y に設定するには、追加の処理時間が必要であり、バックアップデー
タストリームのサイズも増加します（増加分のサイズはバックアップデータセット
の要素の数によって異なります）。この機能が環境において重要でない場合
は、この変数を設定しないようにしてください。

バックアップ
と復元

N

BASE_DATE トークンベースのバックアップが実行されるかどうかを指定します。トークンベー
スのバックアップは、LEVEL 環境変数を使用したバックアップに代わるものと
して Tivoli Storage Manager によって使用されます。有効な値は次のとおり
です。
• -1 - トークンベースのバックアップが無効であることを指定します。
• 0 - トークンベースバックアップが実行されることを指定します。バックアップ

の完了後、DUMP_DATE 環境変数を取得することによってトークンを
取得することができます。このトークンは BASE_DATE の値として後続の
バックアップで渡すことができます。この場合に実行されるバックアップは、
トークンが生成された時刻に関連する増分バックアップとなります。

バックアップ -1

DEREF_HARD_LINK 同一ファイルのすべてのインスタンスに対して、ハードリンクファイルのデータコン
テンツをバックアップするかどうかを指定します。有効な値は Y および N で
す。

バックアップ N

対応 DMA サーバ
対応 DMA サーバの最新のリストについては、『Dell Fluid File System Support Matrix』（Dell Fluid File System サポートマトリクス）を参照して
ください。

NDMP の設定
NDMP バックアップを開始するには、まず、DMA サーバーを追加して、NDMP ユーザー名、パスワード、およびクライアントポートを設定する必要
があります。

DMA サーバーの追加または削除
1 つ、または複数の DMA サーバーを設定し、そこから NDMP サーバーが NAS ボリュームのバックアップ要求を処理できるようにします。任意の台
数の DMA サーバーが、どの時点でもバックアップを実行できます。
前提条件
• DMA サーバーはネットワークからアクセスできる必要があります。
• DMA サーバーは、サポート対象の NDMP バックアップアプリケーションを実行する必要があります。
NDMP のバックアップが不要になった場合は、DMA サーバーを削除します。
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手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 をクリックします。
4. バックアップ タブをクリックします。
5. NDMP ペインで、設定の編集 をクリックします。

NDMP 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. DMA サーバホスト フィールドに、DMA サーバの IP アドレスを入力します。

• DMA サーバーを追加するには、追加 をクリックします。
• DMA サーバーを削除するには、削除 をクリックします。

その他の DMA サーバーについても、このステップを繰り返します。
7. OK をクリックします。

NDMP パスワードの変更
DMA で NDMP サーバーを設定する際、ユーザー名とパスワードが必要です。デフォルトのパスワードはランダムに抽出されており、NDMP を使用
する前に変更する必要があります。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 をクリックします。
4. バックアップ タブをクリックします。
5. NDMP ペインで、バックアップユーザーパスワードの変更 をクリックします。

バックアップユーザーパスワードの変更 ダイアログボックスが開きます。
6. パスワード フィールドに、NDMP パスワードを入力します。パスワードは、少なくとも 7 文字長である必要があり、小文字、大文字、数字、

または特殊文字（たとえば、+、?、または ∗）のうちの 3 つの要素が含まれている必要があります。
7. パスワードの確認 フィールドに、NDMP パスワードを再入力します。
8. OK をクリックします。

NDMP ユーザー名の変更
DMA に NDMP サーバーを設定する際は、ユーザー名とパスワードが必要です。デフォルトでは、ユーザー名は backup_user です。このユーザー
名は、必要に応じて変更することができます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 をクリックします。
4. バックアップ タブをクリックします。
5. NDMP ペインで、設定の編集 をクリックします。

NDMP 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. バックアップユーザー フィールドに、新規の NDMP ユーザー名を入力します。
7. OK をクリックします。

NDMP クライアントポートの変更
デフォルトでは、NDMP サーバーは、ポート 10000 で受信接続を監視します。DMA で使用するポートと一致するようにクライアントポートを変更
できます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタの接続性 をクリックします。
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4. バックアップ タブをクリックします。
5. NDMP ペインで、設定の編集 をクリックします。

NDMP 設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. NDMP ポート フィールドに、新しいクライアントのポートを入力します。
7. OK をクリックします。

DMA を使用した NAS ボリュームの指定
バックアップ操作および復元操作を実行するため、DMA サーバーが FluidFS クラスタにアクセスできるように設定する必要があります。
それぞれの DMA サーバーで、以下のコンポーネントを設定する必要があります。

• DMA サーバがアクセスするクライアント VIP（または DNS 名）。クライアント VIP を変更する場合は、DMA サーバでも相互的に変更する必
要があります。

メモ: NDMP にはビルトイン負荷バランシングはありません。1 つの DMA が 1 つのクライアント VIP から 10 個の NAS ボリューム
をバックアップする場合、10 個のセッションすべてが強制的に同じ NAS コントローラに配置されます。したがって、DMA で FluidFS
クラスタの DNS 名を指定することにより、DNS ラウンドロビンを使用して負荷バランシングを提供します。

• NDMP ユーザー名およびパスワード（デフォルトのユーザー名は backup_user です）

• NDMP サーバが受信接続を監視するポート（デフォルトのポートは 10000 です）

（オプション）一部の DMA サーバには FluidFS クラスタのホスト名、OS タイプ、製品名、およびベンダー名などの詳細情報が必要です。

• FluidFS クラスタのホスト名で使用される形式：controller_number.FluidFS_cluster_name
• OS タイプ - Dell Fluid File System

• 製品 - Compellent FS8600

• ベンダー - Dell

ほとんどのバックアップアプリケーションが、バックアップに使用できる NAS ボリュームを自動的に一覧表示します。それ以外の場合は、手動で NAS 

ボリュームのパスを入力できます。FluidFS クラスタはバックアップ NAS ボリュームを次のパスで公開します。

/NAS_volume_name

データ転送速度を向上させるには、同時バックアップジョブ数を NAS コントローラ 1 台あたり 2 つ以上に増やして、使用可能な NAS コントローラ
間で負荷を分散させます。

NDMP による FluidFS を使用したパスでのファイルの除外
DMA を使用してバックアップを定義するとき、仮想 NAS ボリュームからバックアップジョブに含めるか、またはそこから除外する特定のディレクトリを
選択できます。

要件
NDMP パスを包含または除外するには、次の要件が満たされている必要があります。

• 指定されたパスにはディレクトリまたはファイルを使用できます。パスがディレクトリの場合は、そのディレクトリのすべての子要素がバックアップに
含まれます（または除外されます）。
指定された各パスは、バックアップルートディレクトリの子であり、スラッシュ（/）で始める必要があります。

• 包含または除外できるパスの最大数は 32 です。
• 各パスは、最大 128 バイトの長さにすることができます。
• パスの最初または最後の要素には、ワイルドカード文字（*）を含めることができます。
• 包含するパスと除外するパスの両方が定義されている場合、NDMP サーバーはまず包含をチェックしてから除外をチェックします。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開して NAS ボリュームを選択します。

FluidFS データプロテクション 455



4. 設定の編集 をクリックします。
NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。

5. データプロテクション を選択します。
6. NDMP によるパスのファイルの除外 チェックボックスを選択またはクリアします。
7. 除外するパスを指定して 追加 をクリックします。

NDMP による FluidFS を使用したパターンと一致するファイルの除外
データ除外パターンを使用して DMA クライアントを設定すると、BackupExec や NetBackup などのいくつかのバックアップベンダーが動作しなくな
ることがあります。FluidFS v5.0.x では、除外パスおよびパターンの処理に関するオプションが追加されました。このオプションは、NAS ボリューム上
で NDMP バックアップを実行している場合はスキップされます。
このオプションは、NAS ボリュームレベルで設定され、NAS ボリュームの設定に使用できます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. NAS ボリュームを選択し、設定の編集 をクリックします。
4. NAS ボリューム設定の編集 パネルで、データプロテクション をクリックします。
5. NDMP によるパターンが一致するファイルの除外の有効化 チェックボックスを選択します。
6. 除外するパターンを指定して 追加 をクリックします。

NDMP ジョブとイベントの表示
すべての NDMP ジョブおよびイベントは、Storage Manager を使用して確認できます。

アクティブな NDMP ジョブの表示
FluidFS クラスタで処理されているすべての NDMP バックアップ操作および復元操作を表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、クラスタ接続 をクリックします。
4. バックアップ を選択します。

NDMP セッション 領域に、NDMP ジョブが表示されます。

レプリケーションの管理
レプリケーションでは、ローカル（ソース）FluidFS クラスタから NAS ボリュームデータをローカル FluidFS クラスタの別の NAS ボリューム、またはリモ
ート（ターゲット）FluidFS クラスタにコピーします。
次の図は、異なる FluidFS クラスタにある NAS ボリューム間のリモートレプリケーションの概要を示しています。
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図 51. リモートレプリケーション

次の図は、1 つの FluidFS クラスタにある NAS ボリューム間のローカルレプリケーション、またはローカル FluidFS クラスタの別の NAS ボリュームの概
要を示しています。

図 52. ローカルレプリケーション

レプリケーションをさまざまなシナリオで使用して、異なるレベルのデータ保護を実現することができます。

レプリケーションシナリオ 説明
迅速なバックアップおよび復元 データロス、データの破損、またはユーザーの操作誤りからデータを保護するために、データのフルコピ

ーを維持します。

リモートデータアクセス NAS ボリュームが昇格された、またはクローンされた場合、アプリケーションはミラーリングしたデータに
読み取り専用モードまたは読み書きモードでアクセスできます。

オンラインデータ移行 データ移行に関連するダウンタイムを最小化します。

災害復旧 災害時のフェールオーバーのためにデータをリモートの場所にミラーリングします。

レプリケーションの設定には、次の 3 つの手順を実行します。

• 2 つの FluidFS クラスタ間にレプリケーションパートナーシップを追加します。
• NAS ボリュームのレプリケーションを追加します。
• オンデマンドのレプリケーションを実行するか、レプリケーションをスケジュールします。

レプリケーションの動作原理
レプリケーションはスナップショットを活用します。初めて NAS ボリュームを複製するとき、FluidFS クラスタは NAS ボリュームのコンテンツ全体をコピ
ーします。後続のレプリケーション動作では、FluidFS クラスタは、前のレプリケーション動作の開始以降に変更されたデータのみをコピーします。こ
の設計により、レプリケーション速度の向上、システムリソースの効率的な使用、およびデータの一貫性を保ちながら記憶領域に保存することが可
能になります。レプリケーションは非同期です。つまり、各ソース NAS ボリュームには、ターゲット NAS ボリュームにデータを複製するための固有スケ
ジュールを設定できます。

レプリケーションの所要時間は、NAS ボリューム上のデータ量と、前のレプリケーション動作以降に変更されたデータ量によって異なります。
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NAS ボリュームを別の FluidFS クラスタに複製する場合、他の FluidFS クラスタをレプリケーションパートナーとして設定する必要があります。各 
FluidFS クラスタは複数のレプリケーションパートナーを持つことができ、運用上の要件に応じて異なる NAS ボリュームを別々のパートナーに複製
することができます。ただし、個々の NAS ボリュームはそれぞれ 1 つのレプリケーションパートナー上の 1 つの NAS ボリュームのみをターゲットとして
複製することができます。次の図は、サポート対象のレプリケーションシナリオの概要を示しています。
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図 53. レプリケーションシナリオ
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パートナー関係が確立された後、パートナー間のレプリケーションは双方向になります。一方のシステムが他方のシステムのターゲット NAS ボリュー
ムを保持すると同時に、他方のシステムに複製するソース NAS ボリュームも保持できます。

レプリケーションポリシーは、設定されたスケジュールに従って、またはオンデマンドで実行するように設定できます。レプリケーション管理は、クライア
ントネットワークを介してシステム間のセキュア SSH トンネルを通過します。

データへのアクセス、またはデータの回復には、ターゲット NAS ボリュームをリカバリ NAS ボリュームに昇格し、クライアントにリカバリ NAS ボリューム
データへのアクセス権を付与します。リカバリ NAS ボリュームは、ローカルの NAS ボリュームであるかのように表示されます。

ターゲット NAS ボリューム
ターゲット NAS ボリュームは、ソース NAS ボリュームの読み取り専用コピーであり、ターゲット FluidFS クラスタ上に存在します。ターゲット NAS ボ
リュームは、ソース NAS ボリュームと同一のシステム設定情報（クォータルール、スナップショットポリシー、セキュリティ方式など）を保持します。ター
ゲット NAS ボリュームを一時的または恒久的にリカバリ NAS ボリュームに昇格させて、クライアントにリカバリ NAS ボリュームデータへのアクセスを
許可することができます。
ターゲット NAS ボリュームには、次の考慮事項が適用されます。

• ソース NAS ボリュームとは異なり、ターゲット NAS ボリュームのスナップショットは作成できません。
• ターゲット FluidFS クラスタには、ターゲット NAS ボリュームを保存するために十分な空き容量が存在する必要があります。
• システムは、ソース NAS ボリュームの現在のレプリカのみを維持します。以前のポイントインタイムにロールバックするには、スナップショットを使

用する必要があります。
• ソース NAS ボリュームは既存の NAS ボリュームまたは新規のターゲット NAS ボリュームに複製することができます。既存の NAS ボリュームに

複製する場合は、その NAS ボリュームに維持したいデータが含まれていないことが必要です。NAS ボリュームに存在するデータは上書きさ
れ、回復できなくなります。

• ターゲット NAS ボリュームは、FluidFS クラスタ内の NAS ボリュームの総数に加算されます。

レプリケーションパートナーシップの管理
NAS ボリュームを別の FluidFS クラスタに複製するときは、他方の FluidFS クラスタをレプリケーションパートナーとして設定する必要があります。こ
のセットアップは、双方向レプリケーションの信頼関係となり、ソース NAS ボリュームとターゲット NAS ボリュームはどちら側のシステムにも存在する
ことができます。

レプリケーションパートナーシップの追加
レプリケーションを設定する前に、レプリケーションパートナーを追加します。
前提条件
• ソースとターゲットの両方の FluidFS クラスタを同一の Storage Manager Data Collector で管理する必要があります。
• ターゲット FluidFS クラスタは、ソース FluidFS クラスタの FluidFS バージョン以上であることが必要です。
• レプリケーション操作を実行できるよう、ソースとターゲットの FluidFS クラスタが相互に通信できる必要があります。
• ソースとターゲットの FluidFS クラスタ間のレプリケーションを可能にするため、ファイアウォール上で FluidFS レプリケーションポートが開いている

かどうか確認します。必要なポートのリストについては、『Dell Fluid File System Support Matrix』（Dell Fluid ファイルシステムサポートマトリク
ス）を参照してください。両方のレプリケーションパートナーが FluidFS v5 以降を実行している場合、FluidFS ではレプリケーションに対するシン
グルポートの使用がサポートされます。

• ターゲット FluidFS クラスタには、ソース FluidFS クラスタからデータを複製するための十分なスペースがあります。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、レプリケーション をクリックします。
4. リモートクラスタ タブをクリックし、次に リモートクラスタの追加 をクリックします。

リモートクラスタの追加 ウィザードが起動します。
5. リモート FluidFS クラスタを選択し、OK をクリックします。

有効なポート番号は 10560 または 3260 です。
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レプリケーションパートナーシップのローカルまたはリモートネットワークの変更
レプリケーションパートナーシップのローカルまたはリモートのレプリケーションネットワークまたは IP アドレスを変更します。NAS ボリュームは、ローカル
およびリモートの FluidFS クラスタにマッピングされたテナントの間のみに複製できます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、レプリケーション をクリックします。
4. リモートクラスタ タブで、リモートのクラスタを選択し、設定の編集 をクリックします。

リモート NAS クラスタ設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 追加 をクリックします。

レプリケーションのテナントマッピングを追加 ダイアログボックスが表示されます。
6. ローカル FluidFS クラスタ ドロップダウンリストからテナントを選択します。
7. リモート FluidFS クラスタ ドロップダウンリストからテナントを選択します。
8. OK をクリックします。

レプリケーションパートナーシップの削除
レプリケーションパートナーシップを削除すると、ソースとターゲットの FluidFS クラスタ間のレプリケーション関係は切断されます。レプリケーションパー
トナーシップを削除するときは、両方のシステムが起動中であることを確認してください。両方のシステムが起動していると、レプリケーションパートナ
ーシップは両方のシステムから削除されます。一方のシステムがダウンしている、またはアクセス不可能である場合、パートナーシップは起動してい
るシステムからのみ削除されます。もう一方のシステムが起動状態に戻った後、そのシステムからもパートナーシップを削除する必要があります。
前提条件
レプリケーションパートナー間のレプリケーションは削除する必要があります。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、レプリケーション をクリックします。
4. リモートクラスタ タブをクリックします。
5. リモート FluidFS クラスタを選択し、削除 をクリックします。

削除 ダイアログボックスが開きます。
6. OK をクリックします。

レプリケーションスロットル
レプリケーションスロットルでは、2 つのクラスタ間での NAS ボリューム一対のレプリケーションに対する、ネットワーク帯域幅の使用状況を微調整で
きます。
ユーザーは、FluidFS レプリケーションの帯域幅の使用を次のように制限することが可能です。

• 作業時間中に帯域幅の使用量を下げ、夜間に帯域幅の消費を増加します。
• 週末に帯域幅の使用量を増加します。

レプリケーションスロットルの動作方法
レプリケーションスロットル：

• QoS ノード という名前の新しいシステムエンティティを作成し、KBps 単位で帯域幅の割り当てを定義します。
• 曜日ごとの時間あたりの使用率を定義します。
• 発信トラフィックの QoS（サービス品質）ノード（ネットワークレベル）をレプリケーションにバインドします。平均ネットワーク使用率は、1 分あ

たりのタイムフレームにおける帯域幅割り当てを超えてはなりません。デフォルトで、レプリケーションの帯域幅は制限されません。
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制限
レプリケーションスロットルには、次の制約が適用されます。

• アクティブな発信レプリケーションの最大数は 10 です。10 を超えるレプリケーションがアクティブな場合、それらはキューに入れられます。
• アクティブな受信レプリケーションの最大数は 100 です。100 を超えるレプリケーションがアクティブな場合、それらはキューに入れられます。
• レプリケーションパートナーの最大数は 100 です。
• クラスタ上の複製された NAS ボリュームまたはコンテナ（ソースとターゲット）の最大数は 1024 です。
• システムごとのレプリケーションスケジュールの最大数は 1024 です。

QoS ノードの定義
QoS（サービス品質）の定義を作成して、発信トラフィックの QoS ノード（ネットワークレベル）をレプリケーションにバインドします。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、レプリケーション をクリックします。
4. レプリケーション QoS ノード タブをクリックします。
5. QoS ノードの作成 をクリックします。

レプリケーション QoS の作成 ダイアログボックスが開きます。
6. ノードの名前と帯域幅制限（KB/s）を入力します。
7. OK をクリックします。

レプリケーション QoS スケジュールの編集 ダイアログボックスが開きます。
8. マウスをドラッグして領域を選択し、右クリックして、これらの日付と時間の組み合わせで許可する帯域幅制限の割合を選択します。
9. OK をクリックします。

QoS ノードの変更
レプリケーションにバインドされた、発信トラフィックの QoS（サービス品質）のノード（ネットワークレベル）を変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、レプリケーション をクリックします。
4. レプリケーション QoS ノード タブをクリックします。
5. QoS を右クリックして、設定の編集 を選択します。

レプリケーション QoS 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. ノードの名前と帯域幅の制限（またはそのいずれか）を変更します（単位： KB/s）。
7. OK をクリックします。

レプリケーション QoS スケジュールの編集 ダイアログボックスが開きます。
8. マウスをドラッグして領域を選択し、右クリックして、これらの日付と時間の組み合わせで許可する帯域幅制限の割合を選択します。
9. OK をクリックします。

レプリケーションスロットルの設定
レプリケーションスロットルを使用して、2 つのクラスタ間での NAS ボリューム一対のレプリケーションに対する、ネットワーク帯域幅の使用状況を微
調整します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、レプリケーション をクリックします。
4. レプリケーション NAS ボリューム タブで、レプリケーションを選択して、右クリックします。
5. レプリケーション履歴 を選択します。
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6. ドロップダウンリストから、レプリケーション QoS の編集 を選択します。
7. QoS を有効にする チェックボックスを選択し、ドロップダウンリストから事前定義された QoS ノードを選択します。
8. OK をクリックします。

レプリケーションスロットルの変更
Qos ノードでレプリケーションスロットルを無効にするには、次の手順を実行します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、レプリケーション をクリックします。
4. レプリケーション NAS ボリューム タブで、レプリケーションを選択して、右クリックします。
5. レプリケーション履歴 を選択します。
6. ドロップダウンリストから、レプリケーション QoS の編集 を選択します。
7. QoS を有効にする チェックボックスをクリアします。
8. OK をクリックします。

シングルポートレプリケーション
シングルポートレプリケーションでは、すべての関連コンポーネントの通信に 1 つのポートのみを使用します。シングルポートインフラストラクチャは、
IPv 4 および IPv 6 経由の通信をサポートし、すべてのコントローラ IP とクライアント VIP 上で開かれています。

シングルポートレプリケーションには、次の機能があります。

• 信頼済みクラスタの確立
• 単一の共通レプリケーションポートを使用するファイルシステム通信
• 単一の共通レプリケーションポートを使用するレプリケーション管理

NAS ボリュームの複製
手動およびスケジュール済みのレプリケーション操作を実行し、レプリケーションを一時停止、再開、削除、および監視することができます。

1 対多のレプリケーションとカスケードレプリケーション
Fluidfs v6 のレプリケーションでは、1 対多のレプリケーションとカスケードレプリケーションをサポートするようになりました。

この機能は、より複雑なレプリケーション構成を作成します。たとえば、この機能では以下がサポートされます。

• 同じ NAS ボリュームに対する複数の災害復旧
• 世界中の複数の宛先への同一データの配布
• 実稼働クラスタから別のクラスタへのデータカスケードと、実稼働クラスタの負荷を軽減するために実行するこのクラスタからのレプリケーション

1 対多
1 対多のレプリケーションは、ソース NAS ボリュームを複数の宛先 NAS ボリュームに接続します。NAS ボリュームを、同時に複数のレプリケーション
ペアで NAS ボリュームとして接続することができます。また、宛先の NAS ボリュームは異なるクラスタ上に配置できます。1 対多のレプリケーションは
独立しているため、並行して実行することが可能です。

制限

1 対多のレプリケーションを使用する場合は、より多くのスナップショットが作成されるため、宛先の NAS ボリュームがソース NAS ボリュームよりも多
くの容量を消費する可能性があります。

カスケード
あるレプリケーションの宛先である NAS ボリュームを、別のレプリケーションのソース NAS ボリュームとして機能させることができます。レプリケーション
データは、NAS ボリュームから 2 番目の NAS ボリュームへ、2 番目の NAS ボリュームから 3 番目の NAS ボリュームへというように、順次カスケー
ドすることが可能です。カスケードレプリケーションでは、接続した複数の NAS ボリュームに 1 対多のレプリケーションを含めることもできます。
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制限

類似していないレプリケーションのカスケードレプリケーションを使用すると、別のレプリケーションがカスケードレプリケーションではない場合にレプリケ
ーションを制限することができます。

1 対多およびカスケードレプリケーションの表示
このタスクについて
NAS 管理者は、ボリュームに対する以下の変更を確認することで、1 対多およびカスケードレプリケーションが構成されているかを判別できます。

• レプリケーションソースリストとレプリケーション宛先リストに同じ NAS ボリュームがある
• NAS ボリュームのステータスが次のように新しくなっている可能性がある。source and destination
• どちらか一方のみではなく、各レプリケーションのレプリケーションとステータス両方の表がある

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、レプリケーション を展開し、クラスタを選択します。

右側のペインに、レプリケーションのソースと送信先として定義されている NAS ボリュームが表示されます。

NAS ボリュームのレプリケーションの追加
レプリケーションを追加することにより、ソース NAS ボリュームとターゲット NAS ボリュームの間にレプリケーション関係が作成されます。レプリケーショ
ンを追加した後は、設定されたスケジュールに従って、またはオンデマンドで実行するようにレプリケーションポリシーをセットアップすることができます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開して NAS ボリュームを選択します。
4. レプリケーションの作成 をクリックします。レプリケーションの作成 ウィザードが起動します。

レプリケーション最適化のためのインラインデータ削減 が有効になっている場合、NAS ボリュームレプリケーションでは、コピーするデータ量
を減らすことでネットワーク使用率を最適化する試みが行われます。デルではインラインデータの削減方法として、条件付きの圧縮 または 重
複排除と条件付きの圧縮 のいずれかを推奨しています。これで移動中のデータの圧縮がシステム使用率に基づいて動的に行われるため
です。このオプションは、通常の FluidFS データ削減（重複排除と圧縮）から完全に独立しています。すでに削減されたデータはリハイドレー
トされてから、リモートの宛先への移動中に削減されます。

5. リモート FluidFS クラスタ、宛先のスナップショット保持ポリシー からポリシー、QoS ノードに応じてレプリケーション帯域幅を制限する から
ノードを選択し（有効な場合）、次へ クリックします。
リモート NAS ボリュームの選択 ページが開きます。

6. 次のいずれかのオプションを使用して、ターゲット NAS ボリュームを指定します。
• ターゲット FluidFS クラスタ上で既存の NAS ボリュームを選択します。
• ターゲット FluidFS クラスタ上で NAS ボリュームを作成します。

リモートボリュームの作成 をクリックします。NAS ボリュームの作成 ダイアログボックスが開きます。名前 フィールドに NAS ボリュームの
名前を入力します。サイズ フィールドに NAS ボリュームのサイズ（ソース NAS ボリューム以上のサイズ）を入力します。フォルダ フィール
ドで NAS ボリュームの親フォルダを選択します。OK クリックしてダイアログボックスを閉じ、新しく作成された NAS ボリュームを選択しま
す。

7. 終了 をクリックします。

NAS ボリュームのレプリケーションの削除
NAS ボリュームのレプリケーションの削除は、他の NAS ボリュームのレプリケーション操作、またはソースとターゲットの FluidFS クラスタ間のレプリケ
ーションパートナーシップを中断しないという点で、NAS ボリュームのレプリケーションを無効にする操作と似ています。レプリケーションを削除した
後、ターゲット NAS ボリュームはスタンドアロンの書き込み可能な NAS ボリュームとなります。ソースとターゲットのどちらの FluidFS クラスタからもレ
プリケーションを削除できます。
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前提条件
• ターゲット NAS ボリュームをスタンドアロンの NAS ボリュームに昇格する必要があります。
• レプリケーションに対するレプリケーションスケジュールを削除する必要があります。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開して NAS ボリュームを選択します。
4. レプリケーション タブをクリックします。
5. レプリケーションステータス 領域で、削除 をクリックします。

削除 ダイアログボックスが開きます。
6. OK をクリックします。

オンデマンドのレプリケーションの実行
レプリケーションを作成した後は、NAS ボリュームをオンデマンドで複製できます。レプリケーションは、ソース FluidFS クラスタからのみ実行できま
す。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開して NAS ボリュームを選択します。
4. レプリケーション タブをクリックします。
5. レプリケーションステータス 領域で、手動で開始 をクリックします。

手動レプリケーションの開始 ダイアログボックスが開きます。
6. OK をクリックします。

レプリケーションのスケジュール
レプリケーションを作成した後は、NAS ボリュームのレプリケーションが定期的に実行されるようにスケジュールできます。レプリケーションは、ソース 
FluidFS クラスタからのみスケジュールできます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開して NAS ボリュームを選択します。
4. Replication（レプリケーション）タブをクリックします。
5. レプリケーションスケジュール 領域で、作成 をクリックします。

レプリケーションスケジュールの作成 ダイアログボックスが開きます。
6. スケジュール名 フィールドにレプリケーションスケジュールの名前を入力します。
7. レプリケーションを実行するタイミングを指定します。

• 一定期間に基づいてレプリケーションを実行するには、次の頻度でレプリケーションする チェックボックスを選択し、頻度を分、時間、
日、または週単位で入力します。

• 日付と時刻に基づいてレプリケーションを実行するには、レプリケーションの日時 チェックボックスを選択し、1 つまたは複数の日付と時刻
を選択します。

8. OK をクリックします。

レプリケーションスケジュールの変更
レプリケーションスケジュールでレプリケーションの実行頻度を変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開して NAS ボリュームを選択します。
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4. Replication（レプリケーション）タブをクリックします。
5. レプリケーションスケジュールを選択し、設定の編集 をクリックします。

レプリケーションスケジュール設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
6. レプリケーションを実行するタイミングを指定します。

• 一定期間に基づいてレプリケーションを実行するには、次の頻度でレプリケーションする チェックボックスを選択し、頻度を分、時間、
日、または週単位で入力します。

• 日付と時刻に基づいてレプリケーションを実行するには、レプリケーションの日時 チェックボックスを選択し、1 つまたは複数の日付と時刻
を選択します。

7. OK をクリックします。

レプリケーションスケジュールの削除
定期的にレプリケーションを実行する必要がなくなった場合には、レプリケーションスケジュールを削除します。レプリケーションスケジュールは、ソース 
FluidFS クラスタからのみ削除できます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開して NAS ボリュームを選択します。
4. レプリケーション タブをクリックします。
5. レプリケーションスケジュールを選択し、削除 をクリックします。

削除 ダイアログボックスが開きます。
6. OK をクリックします。

レプリケーションの一時停止
レプリケーションを一時停止すると、進行中の NAS ボリュームのレプリケーション操作が中断されます。レプリケーションを一時停止している間は、
スケジュール済みのレプリケーションは実行されません。複数のレプリケーションを一時停止する必要がある場合は、各レプリケーションについて次の
手順を実行します。レプリケーションは、ソース FluidFS クラスタからのみ一時停止することができます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開して NAS ボリュームを選択します。
4. レプリケーション タブをクリックします。
5. レプリケーションステータス 領域で、一時停止 をクリックします。

レプリケーションの一時停止 ダイアログボックスが開きます。
6. OK をクリックします。

レプリケーションの再開
レプリケーションを再開すると、動作が一時停止したときに進行中だったレプリケーション動作が再開されます。また、レプリケーションスケジュール
は、次にスケジュールされた時間に再開されます。レプリケーションは個々の NAS ボリュームに対して再開できます。再開できるのは、ソース 
FluidFS クラスタからのレプリケーションだけです。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開して NAS ボリュームを選択します。
4. レプリケーション タブをクリックします。
5. レプリケーションステータス 領域で、再開 をクリックします。

レプリケーションの再開 ダイアログボックスが開きます。
6. OK をクリックします。
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レプリケーションの進行状況の監視とレプリケーションイベントの表示
レプリケーション操作の進行状況とレプリケーションに関連するイベントは、Storage Manager を使用して表示することができます。

レプリケーションの進行状況の監視
FluidFS クラスタに対して処理されているすべてのレプリケーション操作の進行状況を監視します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、レプリケーション を選択します。
4. レプリケーション タブをクリックします。

レプリケーションステータス 領域に、各レプリケーションの進行状況が表示されます。

レプリケーションイベントの表示
レプリケーションに関連するイベントは、Storage Manager を使用して表示することができます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、レプリケーション を選択します。
4. レプリケーションイベント タブをクリックします。

レプリケーションイベントが表示されます。

レプリケーション パネルの下部にあるテキストボックスに検索テキストを入力して、特定のレプリケーションイベントを検索することができます。

個々の NAS ボリュームの回復
必要に応じて、ターゲット NAS ボリュームからデータにアクセス、またはデータを復元することができます。

ターゲット NAS ボリュームの昇格
ターゲット NAS ボリュームをリカバリ NAS ボリュームに昇格すると、ターゲット NAS ボリュームは書き込み可能になり、クライアントは手動でその 
NAS ボリュームにフェールオーバーすることができます。この動作は、ソース NAS ボリュームが使用可能かどうかに関係なく実行可能です。リカバリ 
NAS ボリュームのデータは、成功した直近のレプリケーションの時点までが含まれます。ターゲット NAS ボリュームを昇格すると、その NAS ボリュー
ムに対して進行中のレプリケーション動作が一時停止されます。ターゲット NAS ボリュームはソースかターゲットのいずれかの FluidFS クラスタから
昇格できます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開して NAS ボリュームを選択します。
4. レプリケーション タブをクリックします。
5. レプリケーションステータス 領域で、宛先の昇格 をクリックします。

宛先の昇格 ダイアログボックスが開きます。
6. OK をクリックします。

ターゲット NAS ボリュームの降格
ターゲット NAS ボリュームを降格して元のレプリケーション操作を再開します。ターゲット NAS ボリュームを降格すると、一時的に昇格していた間
にリカバリ NAS ボリュームに書き込まれたデータはすべて失われます。ターゲット NAS ボリュームは、ソース FluidFS クラスタからのみ降格できます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
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4. レプリケーション タブをクリックします。
5. 宛先の降格 を選択します。

宛先の降格 ダイアログボックスが開きます。
6. OK をクリックします。

レプリケーションを使用した災害復旧
プライマリ FluidFS クラスタからターゲット FluidFS クラスタにデータを複製する災害復旧設定を作成できます。予期しない障害（ハードウェア、ディ
スクなど）によりプライマリ FluidFS クラスタが応答しなくなった場合、ターゲットクラスタにフェールオーバーできます。ターゲット FluidFS クラスタは、プ
ライマリサイトのバックアップにのみ使用することも、ターゲットサイトでデータを共有している独自の NAS ボリュームを持つこともできます。双方向設
定では、両方の FluidFS クラスタが互いに相手のフェールオーバーターゲットになることができます。
元の FluidFS クラスタの障害発生原因である問題を解決したら、元の設定に手動でフェールバックできます。この元の設定では、クライアントはソ
ース NAS ボリューム上のデータにアクセスし、ソース NAS ボリュームはターゲット NAS ボリュームに複製されます。ソース NAS ボリュームへのフェー
ルバックは、時間帯や帯域幅に応じて完了までにかなりの時間を要する場合があります。

災害復旧にレプリケーションを使用する場合は、次の点を考慮する必要があります。

• 元のソース NAS ボリュームがもう使用できない場合は、リカバリ NAS ボリュームを設定して、元のソース FluidFS クラスタ内の別の NAS ボリュ
ームに複製できます。ただし、元のソース NAS ボリュームを使用できる場合は、そのボリュームにフェールバックすることをお勧めします。通常、
元のソース NAS ボリュームへのフェールバックに要する時間は、新しい NAS ボリュームにフェールバックするよりも短くて済みます。FluidFS クラ
スタ間に共通のスナップショットがある場合は、そのスナップショットの作成以降に変更されたデータを同期することのみが必要になります。共通
のスナップショットがない場合、あるいは新しい NAS ボリュームに複製する場合は、すべてのデータを同期する必要があります。

• 1 つの FluidFS クラスタに 2 組の SMB ホーム共有を含めることはできません。クラスタ A とクラスタ B の両方に、さまざまなサイトまたはユーザ
ーベースに関して、SMB ホーム共有が存在する場合について考えてみます。クラスタ A とクラスタ B は、互いに相手の SMB ホーム共有が格
納されている NAS ボリュームのレプリケーション先として機能します。管理者が SMB ホーム共有を格納しているクラスタ A の NAS ボリューム
をクラスタ B にフェールオーバーさせようとすると、クラスタ B は SMB ホーム共有がすでに定義されているため、その操作を拒否します。

単一 NAS ボリュームのフェールオーバーに関する DNS 設定の管理
単一 NAS ボリュームのフェールオーバーでは、フェールオーバーしている NAS ボリュームのクライアントが、フェールオーバーしていない他の NAS ボリ
ュームのクライアントを妨害することなく、正しく移行できるように環境を設定することが重要です。
NAS ボリュームが 1 つの FluidFS クラスタから別の FluidFS クラスタにフェールオーバーすると、アクセスに使用される IP アドレスがクラスタ A の IP 

アドレスからクラスタ B の IP アドレスに変わります。DNS を使用するとこの変更を容易にすることができます。また、各 NAS ボリュームと相互に関
係するように DNS エントリを設定し、フェールオーバーの際にその単一 NAS ボリュームに対応する DNS エントリに変更することをお勧めします。

たとえば、マーケティングとセールスがそれぞれ独自の NAS ボリュームを持ち、marketing_share と sales_share という名前の SMB 共有が NAS 

ボリュームにあるとします。FluidFSmarketing という名前の DNS エントリがマーケティング用に作成され、セールス用には別の DNS エントリが 
FluidFSsales という名前で作成されます。両方のボリュームはソースクラスタ A の同じクライアント VIP のセットをポイントしています。マーケティン
グは \\FluidFSmarketing\marketing を使用してマーケティングの NAS ボリュームまたは SMB 共有にアクセスでき、セールスは \

\FluidFSsales\sales を使用してセールスの NAS ボリュームまたは SMB 共有にアクセスできます。

最初は、両方の DNS エントリ FluidFSmarketing と FluidFS sales が同じクライアント VIP のセットをポイントします。この時点で、marketing 

と sales の両方の SMB 共有に FluidFSmarketing または FluidFS sales のいずれかの DNS 名からアクセスできます。単一 NAS ボリューム
（たとえば、Marketing）をフェールオーバーする際は、FluidFSmarketing の DNS エントリを変更してクラスタ B 上のクライアント VIP を解決しま
す。

各 NAS ボリュームに対してどちらの DNS エントリが使用されたかを追跡するために、表を維持することをお勧めします。これはフェールオーバーの
実行とグループポリシーの設定の際に便利です。

災害復旧のセットアップと実行
本項では、災害復旧のセットアップと実行の高度な概要について説明します。これらの手順において、クラスタ A は、バックアップを必要とするデ
ータが格納されているソース FluidFS クラスタです。クラスタ B は、ターゲット FluidFS クラスタであり、ソースクラスタ A からデータをバックアップしま
す。
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作業を開始する前に

• クラスタ B は設置済みであるが、NAS ボリュームは設定されていない。
• クラスタ A とクラスタ B の FluidFS バージョンが同じである。
• クラスタ B のネットワーク設定（クライアント、SAN、内部など）がソースクラスタ A とは異なる。ただし、クラスタ A とクラスタ B はレプリケーショ

ン操作を実行するために相互に通信できなければなりません。
• クラスタ B には、クラスタ A のすべてのデータをレプリケーションできるだけの十分な容量がある。

フェーズ 1 - クラスタ A と クラスタ B 間にレプリケーションパートナーシップを構築
クラスタ A とクラスタ B 間にレプリケーションパートナーシップを設定します。

1. クラスタ A から、クラスタ A とクラスタ B 間のレプリケーションパートナーシップを設定します。
2. クラスタ B のターゲットボリュームに常に、クラスタ A の最新のレプリケーションコピーが存在するよう、定期レプリケーションスケジュールを作成

します。
レプリケーションポリシーは、次の例のように、ボリューム単位の 1 対 1 で一致する必要があります。
ソースボリューム A1（クラスタ A）からターゲットボリューム B1（クラスタ B）

ソースボリューム A2（クラスタ A）からターゲットボリューム B2（クラスタ B）

メモ: NFS エクスポートが使用されている場合は、エクスポートパス名に NAS ボリューム名が含まれているため、ソースとターゲッ
トの NAS ボリューム名が同一である必要があります。これは SMB 共有には関係ありません。

…………………………

ソースボリューム An（クラスタ A）からターゲットボリューム Bn（クラスタ B）

3. クラスタ A のソースボリュームすべてに対して少なくとも 1 つのレプリケーションが成功するようにします。
レプリケーションに失敗した場合、発生した問題を是正し、レプリケーションプロセスを再スタートします。

4. 将来に備えて、すべてのクラスタ A 設定を記録します。レプリケーションによる復元は完全な BMR（ベアメタル復元）ではありません。ネット
ワーク構成（クライアント、SAN、および内部）のような設定は、レプリケーションの方法ではバックアップして復元することはできません。将来
のために、ネットワーク構成を含むすべてのクラスタ A 設定（クラスタ A の復元時に使用）、ボリューム名、アラート設定、およびその他のクラス
タ全般の設定をメモしておきます。システムの復元動作でこれらの設定を復元できなかった場合は、手動でクラスタ A 設定を元の値に戻す
ことができます。

フェーズ 2 - クラスタ A に不具合が生じ、クライアント要求がターゲットクラスタ B にフェールオーバーされる
クラスタ A が予期せぬ不具合によって停止した場合は、クラスタ B にフェールオーバーします。

1. クラスタ B から、クラスタ B 内のターゲットボリュームに昇格します。これによって、元のターゲットボリューム（B1、B2、..Bn）がスタンドアロンの 
NAS ボリュームに変換され、書き込み可能になります。

2. 元のソースボリューム（A1、A2、..、An）のレプリケーションポリシーを削除します。
3. クラスタ A の元のソースボリュームからクラスタ B のターゲットボリュームにソースボリュームの設定を適用します。
4. クラスタ A からユーザー設定およびグループ設定を復元します。これによって、クラスタ B のユーザーとグループがクラスタ A 設定に復元されま

す。
5. フェールオーバータイム中は、クライアントの要求に応えるのに一時的にクラスタ B が使用されるようにします。

a. 次のいずれかのオプションを選択します。
• IP アドレスベースのフェールオーバー：クラスタ A によって使用される IP アドレスと一致するよう、クラスタ B の IP アドレスを変更しま

す。既存のクライアント接続は切断され、再確立が必要になる場合があります。
• DNS ベースのフェールオーバー：DNS サーバーから、クラスタ A ではなくクラスタ B へ DNS 名をポイントします。

クラスタ B の DNS サーバーが、クラスタ A の DNS サーバーと同じまたは、同じ DNS ファーム内にあることを確認します。既存のクラ
イアント接続は切断されるため、再確立する必要があります。クライアントの NFS エクスポートをマウント解除してから再びマウントす
る必要もあります。

b. （単一 NAS ボリュームのフェールオーバー）フェールオーバーされた NAS ボリュームの DNS エントリを手動でアップデートします。これによっ
て、このボリュームにアクセスしているクライアントがクラスタ A からクラスタ B にリダイレクトされ、他のクライアントは同じ DNS 名を使用し
て他のボリュームへのアクセスを維持します。クライアントシステムは、DNS キャッシュを更新する必要がある場合があります。

c. （単一 NAS ボリュームのフェールオーバー）SMB および NFS クライアントをクラスタ B に強制するには、クラスタ A の SMB 共有と NFS 
エクスポートを削除する必要があります。これにより、SMB および NFS クライアントが、クラスタ B に接続されていた時のように強制的に
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再接続されます。クラスタ B のソースボリューム設定が復元された後、すべての SMB 共有と NFS エクスポートはターゲットボリューム（ク
ラスタ B 上）に存在するため、SMB 共有 /NFS エクスポートの設定情報が紛失することはありません。
フェールオーバーしたボリュームはこれで、クラスタ B でホストされていることだけを除き、クラスタ A でホストされていたものと全く同じ DNS 

名と SMB 共有 /NFS エクスポート名を使用してアクセス可能となります。
d. クラスタ B を AD サーバーまたは LDAP/NIS に参加させます。

AD サーバーと LDAP サーバーが同じ AD/LDAP ファームまたは同じサーバーにあるようにします。

フェーズ 3 - クラスタ A を復元し、クラスタ B からクラスタ A にフェールバックする
クラスタ A に不具合が生じた原因を修正した後で、クラスタ A にフェールバックします。

1. クラスタ A に不具合が生じた原因を修正し、必要な場合は FluidFS を再インストールします。
2. FluidFS クラスタを再構築します。

• IP アドレスベースのフェールオーバー：前に記録したクラスタ A の設定を使用するか、クラスタ B で使用されていた IP アドレスに一致する
ようにクラスタ A の IP アドレスを変更します。

• DNS ベースのフェールオーバー：前に記録したクラスタ A の設定を使用します。
3. クラスタ B から、クラスタ B とクラスタ A 間のレプリケーションパートナーシップを設定します。
4. クラスタ B で昇格されたすべてのリカバリボリュームのレプリケーションを設定し、クラスタ A の元のソースボリュームにサイド複製するように指定

します。
レプリケーションポリシーは、次の例のように、ボリューム単位の 1 対 1 で一致する必要があります。

ソースボリューム B1（クラスタ B）からターゲットボリューム A1（クラスタ A）

ソースボリューム B2（クラスタ B）からターゲットボリューム A2（クラスタ A）

…………………………

ソースボリューム Bn（クラスタ B）からターゲットボリューム An（クラスタ A）

5. クラスタ B で昇格されたリカバリボリューム（B1、B2、..、Bn）に対して手動でレプリケーションを実行します。レプリケーションが完了したら、次
の手順に進みます。
レプリケーションが失敗したら、発生した問題を解決してレプリケーション処理を再スタートします。すべての NAS ボリュームがクラスタ A に正
しく複製されていることを確認します。

6. クラスタ A から、元のソースボリュームを昇格します（A1、A2、..、An）。
7. クラスタ B から、昇格されたリカバリボリューム（B1、B2、..、Bn）のレプリケーションを削除し、ソースボリュームの設定をクラスタ B からクラスタ 

A に適用します。この手順を繰り返して、すべてのレプリケーションポリシーを削除し、クラスタ A のターゲットボリュームすべてをスタンドアロン 
NAS ボリュームに移動します。

8. クラスタ A から、クラスタ B のユーザーとグループの設定を復元します。これによって、クラスタ A のユーザー設定およびグループ設定がクラスタ 
B 設定に復元されます。

メモ: システム設定の復元に失敗した場合は、元の設定にシステムを手動で設定します（前に記録したクラスタ A の設定を使
用）。

9. クラスタ A の使用を開始して、クライアント要求に応えます。
a. 次のいずれかのオプションを選択します。

• IP アドレスベースのフェールオーバー：クラスタ A で使用していた IP アドレスと一致するように、クラスタ A の IP アドレスを変更し、クラ
スタ B で使用していた IP アドレスと一致するようにクラスタ B の IP アドレスを変更します。既存のクライアント接続が切断され、再
確立する必要がある場合があります。

• DNS ベースのフェールオーバー：DNS サーバーから、クラスタ B ではなくクラスタ A へ DNS 名をポイントします。
クラスタ A の DNS サーバーが、クラスタ B の DNS サーバーと同じ、または同じ DNS ファーム内にあることを確認します。既存のクラ
イアント接続は切断されるため、再確立する必要があります。クライアントの NFS エクスポートをアンマウントしてから再度マウントす
る必要もあります。

b. （単一 NAS ボリュームのフェールオーバー）フェールオーバーされた NAS ボリュームの DNS エントリを手動でアップデートします。これによっ
て、このボリュームにアクセスしているクライアントがクラスタ B からクラスタ A にリダイレクトされ、他のクライアントは同じ DNS 名を使用し
て他のボリュームへのアクセスを維持します。クライアントシステムは、DNS キャッシュを更新する必要がある場合があります。
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c. （単一 NAS ボリュームのフェールオーバー）SMB および NFS クライアントをクラスタ A に強制するには、クラスタ B の SMB 共有と NFS 
エクスポートを削除する必要があります。これにより、SMB および NFS クライアントが、クラスタ A に接続されていた時のように強制的に
再接続されます。クラスタ A のソースボリューム設定が復元された後、すべての SMB 共有と NFS エクスポートはターゲットボリューム（ク
ラスタ A 上）に存在するため、SMB 共有 /NFS エクスポートの設定情報が紛失することはありません。
フェールオーバーしたボリュームはこれで、クラスタ A でホストされていることだけを除き、クラスタ B でホストされていたものと全く同じ DNS 

名と SMB 共有 /NFS エクスポート名を使用してアクセス可能となります。
d. クラスタ A を AD サーバーまたは LDAP/NIS に参加させます。
e. クラスタ A から、元のソースボリューム（A1、A2、..、An）と元のターゲットボリューム（B1、B2、..、Bn）間のレプリケーションを設定して、

次の災害復旧に備えます。

ファイルアクセス通知
ファイルアクセス通知は、システム全体のファイルアクセス監査設定が有効になっていて、ファイル動作がアクティブ（有効）な事前設定ファイルアク
セス通知ポリシーのいずれかと一致する場合に発生します。監査イベントは、ファイル動作に対するアクセス権のチェック後で実際の動作を実行す
る前に生成されます。
このタスクについて

メモ: 監査機能を実現するためには、サードパーティソフトウェアが必要です。次のサードパーティソフトウェアアプリケーションがサポー
トされています。

• Varonis DataAdvantage

• Dell Quest ChangeAuditor

サポートされる最新のサードパーティソフトウェアアプリケーションについては、『FluidFS Support Matrix』（FluidFS サポートマトリク
ス）を参照してください。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、環境 を展開し、データプロテクション をクリックします。
4. データプロテクション パネルで 監査 タブをクリックします。
5. 設定の編集 をクリックします。

ファイルアクセス通知の変更 ダイアログボックスが開きます。
6. ファイルアクセス通知有効 チェックボックスを選択します。
7. サブスクライバ名 および 監査サーバホスト の各フィールドに情報を入力します。
8. OK をクリックします。
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FluidFS 監視
本項には、FluidFS クラスタの監視に関する情報が記載されています。この作業には、Dell Storage Manager Client を使用します。

NAS アプライアンスハードウェアの監視
Storage Manager には、NAS アプライアンスのインタラクティブな前面図および背面図が表示されます。
Storage Manager は、次の NAS アプライアンスと NAS コントローラハードウェアコンポーネントのステータスを表示します。

• インタフェース
• ディスク
• バックアップ電源装置
• ファン
• 電源装置
• コンポーネントの温度

インタフェースのステータスの表示
NAS コントローラのインタフェースのステータスを表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア ビューで、アプライアンス を展開し、アプライアンス ID と コントローラ ID を選択します。
4. インタフェース を選択します。

各インタフェースのステータスが表示されます。

ディスクのステータスの表示
NAS コントローラの内部ストレージデバイスにあるディスクのステータスを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、アプライアンス、アプライアンス ID、コントローラ ID の順に展開し、ディスク を選択します。各

ディスクのステータスが、右ペインに表示されます。

バックアップ電源装置のステータスの表示
NAS コントローラのバックアップ電源装置のステータスを表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア ビューで、アプライアンス を展開し、アプライアンス ID およびコントローラ ID を選択します。
4. バックアップ電源装置 を選択します。

バックアップ電源装置のステータスが表示されます。
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ファンのステータスの表示
NAS アプライアンスのファンのステータスを表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア ビューで、アプライアンス を展開し、アプライアンス ID を選択します。
4. ファン を選択します。

各ファンのステータスが表示されます。

電源装置のステータスの表示
NAS アプライアンスの電源装置のステータスを表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア ビューで、アプライアンス を展開し、アプライアンス ID を選択します。
4. 電源装置 を選択します。

各電源装置のステータスが表示されます。

FluidFS クラスタサービスのステータスの表示
Storage Manager は、FluidFS クラスタ上で設定されたサービスのステータスを表示します（たとえば、Active Directory、LDAP、DNS、および 
NTP）。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。

FluidFS クラスタステータス セクションは各サービスのステータスを表示します。

メモ: 外部サービスのいずれかが IPv6 リンクローカルアドレスで設定されている場合、モニターは常にこれらのサービスを 
Unavailable として表示します。

バックグラウンド処理のステータスの表示
NAS コントローラの分離など、一部の操作では実行に一定の時間を要し、すぐに完了することはありません。そのような場合、Storage Manager 
で操作の進行状況を監視することができます。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで クラスタメンテナンス をクリックします。
4. 内部 タブをクリックします。

各バックグラウンドプロセスのステータスが表示されます。

FluidFS クラスタの NAS プールの傾向の表示
Storage Manager は、FluidFS クラスタの NAS プールに関する統計を表示します。これには、合計容量、未使用の予約容量、未使用の未予
約容量、使用容量などがあります。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。

NAS プール傾向 セクションには、NAS プールの傾向が表示されます。
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FluidFS クラスタストレージ使用状況の表示
Storage Manager は、FluidFS クラスタのストレージ使用状況の経時的変化を示す折れ線グラフを表示します。これには、合計容量、未使用
の予約容量、未使用の未予約容量、使用容量などがあります。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。

概要 ビューには、FluidFS クラスタのストレージ使用状況が表示されます。

NAS ボリュームのストレージ使用状況の表示
Storage Manager は、特定の NAS ボリュームのストレージ使用状況の経時的変化を示す折れ線グラフを表示します。これには、NAS ボリュー
ムサイズ、使用容量、スナップショット容量、未使用の予約容量、および未使用の未予約容量などがあります。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 容量の傾向および統計情報 タブをクリックします。

NAS ボリュームのストレージ使用状況グラフが表示されます。

FluidFS クラスタトラフィック統計の表示
Storage Manager は、FluidFS クラスタのトラフィック統計の経時的変化を折れ線グラフで表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. パフォーマンス タブをクリックします。

トラフィック統計グラフが表示されます。
3. （オプション）必要に応じて表示をカスタマイズします。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してください。

• 別のタイムフレームの統計情報を表示するには、次の期間のオプションを選択します：過去 1 日、過去 1 週間、過去 1 か月、または 過
去 1 年。

• 表示するデータメトリックを変更するには、次のオプションの 1 つまたは複数を選択します。

– 合計 MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、すべての読み取りおよび書き込みトラフィックを表示します
– SMB 書き込み MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、SMB 書き込みトラフィックを表示します
– SMB 読み取り MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、SMB 読み取りトラフィックを表示します
– レプリケーション書き込み MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、レプリケーション書き込みトラフィックを表示します
– レプリケーション読み取り MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、レプリケーション読み取りトラフィックを表示します
– NDMP 書き込み MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、NDMP 書き込みトラフィックを表示します
– NDMP 読み取り MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で NDMP 読み取りトラフィックを表示します
– NFS 書き込み MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、NFS 書き込みトラフィックを表示します
– NFS 読み取り MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、NFS 読み取りトラフィックを表示します
– NFS 書き込み IO/ 秒：1 秒あたりの NFS 書き込み IO 処理数を表示します
– NFS 読み取り IO/ 秒：1 秒あたりの NFS 読み取り IO 処理数を表示します
– SMB 書き込み IO/ 秒：1 秒あたりの SMB 書き込み IO 処理数を表示します
– SMB 読み取り IO/ 秒：1 秒あたりの SMB 読み取り IO 処理数を表示します
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20
FluidFS メンテナンス
本項には、FluidFS クラスタのメンテナンス操作に関する情報が記載されています。この作業には、Dell Storage Manager Client を使用します。

同一クラスタへの複数 Data Collector の接続
複数の Data Collector を同じ FluidFS クラスタに接続できます。
このタスクについて
プライマリ Data Collector を指定し、イベントを受信するかどうか指定するには、次の手順を実行します。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
3. FluidFS クラスタステータス 領域で、FluidFS クラスタ設定の編集 をクリックします。
4. 一般 パネルで、プライマリ Data Collector 有効 チェックボックスを選択または選択解除します。
5. イベントを受信する チェックボックスを選択または選択解除します。
6. OK をクリックします。

Storage Manager での FluidFS クラスタの追加と削除
Storage Manager を使用して、FluidFS クラスタを表示、追加、または削除します。

Storage Manager で管理される FluidFS クラスタの表示
Storage Manager に追加された FluidFS クラスタを表示します。

ストレージ ビューで、FluidFS クラスタ を選択します。
Storage Manager に追加された FluidFS クラスタが、右側のペインに表示されます。

Storage Manager への FluidFS クラスタの追加
FluidFS クラスタを追加して、Storage Manager でそのクラスタを管理します。
前提条件
FluidFS クラスタは、ラックに取り付け、ケーブル接続し、導入する必要があります。
手順
1. ストレージ ビューで Dell ストレージ を選択します。
2. FluidFS クラスタの追加 をクリックします。

FluidFS クラスタ追加 ダイアログボックスが表示されます。
3. Storage Manager での FluidFS の登録 セクションのフィールドに必要な情報を入力します。

a. ホスト名 フィールドに、FluidFS クラスタのホストかクラスタ名、またはクライアント VIP を入力します。
b. ユーザー名 フィールドに、FluidFS クラスタ管理者の名前を入力します。
c. パスワード フィールドに、FluidFS クラスタ管理者パスワードを入力します。
d. フォルダ パネルで、FluidFS クラスタ用の親フォルダを選択します。

4. 終了 をクリックします。
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Storage Manager のリストに FluidFS クラスタが追加されます。

Storage Manager からの FluidFS クラスタの削除
FluidFS クラスタを管理する必要がなくなった場合は、Storage Manager を使用してそのクラスタを削除します。たとえば、FluidFS クラスタを別の 
Storage Manager Data Collector に移動することができます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
3. 右ペインで、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックします。

フォルダを使用した FluidFS クラスタの分類
デフォルトでは、Storage Manager に FluidFS クラスタがアルファベット順で表示されます。Storage Manager での FluidFS クラスタの構成をカス
タマイズするには、FluidFS クラスタをグループ化するフォルダを作成します。

FluidFS クラスタフォルダの作成
FluidFS クラスタを分類するフォルダを追加します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタ を選択します。
2. フォルダの作成　をクリックします。

フォルダの作成 ダイアログボックスが開きます。
3. 名前 フィールドに、フォルダの名前を入力します。
4. 親 パネルで、親フォルダを選択します。
5. OK をクリックします。

FluidFS クラスタフォルダの名前変更
FluidFS クラスタフォルダの名前を変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタフォルダを選択します。
2. サマリ タブで 概要設定の編集 をクリックします。FluidFS クラスタフォルダ設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. 名前 フィールドに、フォルダの新しい名前を入力します。
4. OK をクリックします。

FluidFS クラスタフォルダの親フォルダの変更
FluidFS クラスタフォルダの親フォルダを変更します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタフォルダを選択します。
2. サマリ タブをクリックして、設定の編集 をクリックします。

FluidFS クラスタ設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
3. 親 フィールドで、親フォルダを選択します。
4. OK をクリックします。

FluidFS クラスタフォルダへの FluidFS クラスタの移動
FluidFS クラスタと他の FluidFS クラスタをグループ化する場合、FluidFS クラスタをフォルダに移動します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
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3. 右ペインで、移動 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示されます。
4. 親フォルダを選択します。
5. OK をクリックします。

FluidFS クラスタフォルダの削除
使用されていない FluidFS クラスタフォルダを削除します。
前提条件
フォルダは空である必要があります。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタフォルダを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
3. 削除 をクリックします。

削除 ダイアログボックスが開きます。
4. OK をクリックします。

FluidFS クラスタへの Storage Center の追加
FluidFS クラスタのバックエンドストレージは、1 つまたは 2 つの Storage Center によって提供することができます。
前提条件
Storage Center は Storage Manager に追加する必要があります。また、FluidFS クラスタへのフロントエンド接続が必要です。

このタスクについて
FluidFS クラスタが Storage Center を 1 つだけ使用するときに、次の場合は、別の Storage Center を追加して FluidFS クラスタのストレージを
提供できます。

• FluidFS クラスタのストレージを現在提供している Storage Center の容量が不足しています。
• ストレージの負荷を分散する必要があります。
• 単一の Storage Center でサポートされるよりも大きいストレージを NAS プールに割り当てる必要があります。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
3. アクション→ Storage Center→Storage Center の順にクリックします。

Storage Center ウィザードが起動し、Storage Center （サポートされている Storage Center のみ表示されます）ページが開きます。
4. FluidFS クラスタのストレージを提供するために追加の Storage Center を選択し、次へ をクリックします。
5. （iSCSI のみ）を選択し、上 Storage Center からの iSCSI フォールトドメインの選択 ページで 2 つのフォールトドメインを選択し、次へ を

クリックします。
6. （iSCSI のみ）SAN / eth30 の IP アドレスを設定するには、NAS コントローラ iSCSI HBA の IP アドレスの設定 ページを使用します。こ

のページには、導入中に設定された既存の値が表示されます。既存の値を使用するには、次へ をクリックします。値を変更するには、次の
手順を実行します。
a. NAS コントローラを選択し、設定の編集 をクリックします。

コントローラ IP アドレスの編集 ダイアログボックスが開きます。
b. IP アドレス フィールドに、NAS コントローラの IP アドレスを入力します。
c. OK をクリックします。
d. これまでの手順を各 NAS コントローラに対して繰り返します。
e. VLAN タグを指定するには、VLAN タグを VLAN Tag（VLAN タグ）フィールドに入力します。

VLAN タグは、VLAN が複数のスイッチにまたがっている場合に、どのポートとインタフェースがブロードキャストパケットを送信するかを指定
するために使用されます。
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f. Next（次へ） をクリックします。
7. （iSCSI のみ）SANb / eth31 の IP アドレスを設定するには、NAS コントローラ iSCSI HBA の IP アドレスの設定 ページを使用します。こ

のページには、導入中に設定された既存の値が表示されます。既存の値を使用するには、次へ をクリックします。値を変更するには、次の
手順を実行します。
a. NAS コントローラを選択し、設定の編集 をクリックします。

コントローラ IP アドレスの編集 ダイアログボックスが開きます。
b. IP アドレス フィールドに、NAS コントローラの IP アドレスを入力します。
c. OK をクリックします。
d. これまでの手順を各 NAS コントローラに対して繰り返します。
e. VLAN タグを指定するには、VLAN タグを VLAN Tag（VLAN タグ）フィールドに入力します。

VLAN タグは、VLAN が複数のスイッチにまたがっている場合に、どのポートとインタフェースがブロードキャストパケットを送信するかを指定
するために使用されます。

f. Next（次へ） をクリックします。
8. FluidFS クラスタと Storage Center の間の接続性を確認するには、コントローラ ページを使用します。ウィザードを完了する前に、NAS コン

トローラポートに Up などのステータスが表示される必要があります。完了 をクリックしたとき、NAS コントローラポートのステータスが Up でな
ければ、エラーが表示されます。
• iSCSI NAS アプライアンスの場合、接続性レポートが最初に表示されたとき、iSCSI ログオンがバックグラウンドでまだ行われている可能

性があり、それにより、一部またはすべての FluidFS クラスタ iSCSI イニシエータで Not Found/Disconnected のステータスが表
示されることがあります。このステータスが表示された場合は、30 秒待ってから 更新 をクリックして接続性レポートをアップデートします。
iSCSI ログオンが完了し、接続性レポートが更新されると、各 FluidFS クラスタ iSCSI イニシエータのステータスが Up になります。

• Fiber Channel NAS アプライアンスの場合、接続性レポートが最初に表示されたとき、FluidFS クラスタ HBA のステータスは Not 
Found/Disconnected になります。WWN を記録し、Fiber Channel スイッチ上のファブリックゾーニングを手動でアップデートする必
要があります。その後、更新 をクリックして接続性レポートをアップデートします。ゾーニングが正しく設定され、接続性レポートが更新され
ると、各 FluidFS クラスタ HBA のステータスは Up になります。

9. 終了 をクリックします。

メモ: 追加した Storage Center は、FluidFS クラスタにまだストレージ容量を提供しません。Storage Center の追加後に、NAS 

プールを拡張して、新しい Storage Center を取得し、NAS プールのブロックレベルストレージを提供する必要があります。
10. Nas プールを拡張します。

NAS プールの拡張プロセスが完了したら、Storage Center タブに両方の Storage Center が表示され、ボリュームステータス に Up と表
示される必要があります。

FluidFS クラスタの NAS アプライアンスの追加と削除
FluidFS は、FluidFS クラスタごとに最大 4 つの NAS アプライアンスをサポートします。

FluidFS クラスタへの NAS アプライアンスの追加
NAS アプライアンス（2 つの NAS コントローラ）を FluidFS クラスタに追加して、処理能力を向上させることができます。NAS アプライアンスを追加
すると、クライアントの接続数が増加し、クライアント接続と FluidFS クラスタ操作は、より多くの NAS コントローラ間で均等に再分散され、リソー
スが有効に活用されます。
前提条件
• 追加の NAS アプライアンスは、ラックに取り付けてケーブル接続されます。NAS コントローラはスタンバイモードで電源がオンになります。NAS 

コントローラがオン状態でスタンバイモードならば、電源 LED は 1 秒間に約 2 回緑色で点滅します。
• NAS アプライアンスのサービスタグは記録されています。
• 新しいクライアント VIP IP アドレスを新しい NAS アプライアンスに追加することができます。効果的なロードバランシングを実現するには、次の

推奨事項に従って、定義するクライアント VIP の数を決定します。

– FluidFS クラスタへのクライアントアクセスがルーターを経由しない場合（つまり、フラットネットワークの場合）は、FluidFS クラスタごとに 1 つ
のクライアント VIP を定義します。

– クライアントがルーターを経由して FluidFS クラスタにアクセスする場合は、NAS コントローラ ごとに各クライアントインタフェースポートのクラ
イアント VIP を定義します。

480 FluidFS メンテナンス



• 新しい NAS コントローラ IP アドレスを新しい NAS アプライアンスに追加できます。使用可能な追加の IP アドレスが NAS アプライアンスごと
に 2 つあることを確認してください。

このタスクについて
高可用性のために、NAS アプライアンスは NAS コントローラペアとして追加する必要があります。NAS コントローラを 1 つのみ追加することはでき
ません。NAS アプライアンスは一度に 1 台ずつ、最大 4 台（NAS コントローラは 8 つ）まで追加できます。
NAS アプライアンスの追加はシームレスな操作であり、現在の FluidFS クラスタ操作に割り込むことはありません。NAS アプライアンスが正常に追
加されると、新しいクライアント接続が自動的にすべての NAS コントローラに分散され、すべての NAS コントローラ間で効率的な負荷バランシン
グが行われます。

メモ: 複雑な作業であり、正確なタイミングを必要とするので、NAS アプライアンスの追加作業はメンテナンスの時間帯にスケジュール
してください。

手順
1. （直接ケーブル接続された内部ネットワークの場合のみ）FluidFS クラスタに NAS アプライアンスが 1 台だけ存在し、内部ネットワーク上で直

接接続されている場合は、内部ネットワークを次のようにケーブル接続し直します。
a. 新しい NAS アプライアンスを内部スイッチにケーブル接続します。
b. 元の NAS アプライアンスから内部ケーブルを 1 本だけ取り外します。
c. 手順 b で空いた各 NAS コントローラポートから内部スイッチまでケーブルを接続します。
d. 元の NAS アプライアンスから 2 本目の内部ケーブルを取り外します。
e. 手順 d で空いた各 NAS コントローラポートから内部スイッチまでケーブルを接続します。

2. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
3. ハードウェア タブをクリックします。
4. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、アプライアンス を選択します。
5. 右ペインで、アプライアンスの追加 をクリックします。アプライアンスの追加 ウィザードが表示され、追加するアプライアンスの選択 ページ

が示されます。
6. FluidFS クラスタに追加する NAS アプライアンスを選択します。

a. 上部ペインで、NAS アプライアンスを選択します。
b. アプライアンスの追加 をクリックします。選択した NAS アプライアンスが下部ペインに移動します。
c. 次へ をクリックします。

7. （iSCSI の場合のみ）NAS コントローラ iSCSI HBA の IP アドレスの設定 ページの各項目を入力して、SAN / eth30 の IP アドレスを設
定します。
a. NAS コントローラを選択し、設定の編集 をクリックします。コントローラ IP アドレスの編集 ダイアログボックスが表示されます。
b. IP アドレス フィールドに、NAS コントローラの IP アドレスを入力します。
c. OK をクリックします。これまでの手順を各 NAS コントローラに対して繰り返します。
d. VLAN タグを指定するには、VLAN タグ フィールドに VLAN タグを入力します。VLAN タグは、VLAN が複数のスイッチにまたがっている

場合に、どのポートとインタフェースにブロードキャストパケットを送信するかを指定するために使用されます。
e. Next（次へ） をクリックします。

8. （iSCSI の場合のみ）NAS コントローラ iSCSI HBA の IP アドレスの設定 ページの各項目を入力して、SANb / eth31 の IP アドレスを設
定します。
a. NAS コントローラを選択し、設定の編集 をクリックします。コントローラ IP アドレスの編集 ダイアログボックスが表示されます。
b. IP アドレス フィールドに、NAS コントローラの IP アドレスを入力します。
c. OK をクリックします。これまでの手順を各 NAS コントローラに対して繰り返します。
d. VLAN タグを指定するには、VLAN タグ フィールドに VLAN タグを入力します。VLAN タグは、VLAN が複数のスイッチにまたがっている

場合に、どのポートとインタフェースにブロードキャストパケットを送信するかを指定するために使用されます。
e. 次へ をクリックします。クライアントネットワークの設定 ページが表示されます。

9. 必要に応じて、クライアントが SMB 共有と NFS エクスポートにアクセスする際に使用する追加のクライアント VIP を追加します。
a. 仮想 IP アドレス 領域で 追加 をクリックします。クライアント IP アドレスの追加 ダイアログボックスが表示されます。
b. IPv4 アドレス フィールドに、クライアント VIP IP アドレスを入力します。
c. OK をクリックします。

10. 新規の NAS コントローラの IP アドレスを追加します。それぞれの NAS コントローラに対して次の手順を繰り返します。
a. NAS コントローラを選択し、設定の編集 をクリックします。コントローラ IP アドレスの編集 ダイアログボックスが表示されます。

FluidFS メンテナンス 481



b. IP アドレス フィールドに、NAS コントローラの IP アドレスを入力します。
c. OK をクリックします。

11. （オプション）必要に応じて残りのクライアントネットワーク属性を設定します。
• クライアントネットワークのネットマスクを変更するには、新しいネットマスクを ネットマスク フィールドに入力します。
• VLAN タグを指定するには、VLAN タグを VLAN タグ フィールドに入力します。

12. 次へ をクリックします。各クライアントネットワークの設定が完了すると、接続性レポート ページが表示されます。

メモ: クラスタへのアプライアンスの追加には約 15 分かかることがあります。
13. 接続性レポート ページを使用して、FluidFS クラスタと Storage Center の間の接続性を確認します。このウィザードを完了するには、NAS 

コントローラポートのステータスが 起動 になっている必要があります。完了 をクリックしたとき、NAS コントローラポートのステータスが 起動 で
なければ、エラーが表示されます。
• iSCSI NAS アプライアンスの場合、接続性レポートが最初に表示されたとき、iSCSI ログオンがバックグラウンドでまだ行われている可能

性があり、それにより、一部またはすべての FluidFS クラスタ iSCSI イニシエータで 未検出 / 切断 のステータスが表示されることがありま
す。この問題が発生した場合は、30 秒待ってから 更新 をクリックして接続性レポートをアップデートします。iSCSI ログオンが完了し、接
続性レポートが更新されると、各 FluidFS クラスタ iSCSI イニシエータのステータスが 起動 になります。

• Fiber Channel NAS アプライアンスの場合、接続性レポートが最初に表示されたとき、FluidFS クラスタ HBA のステータスは 未検出 / 
切断 になります。WWN を記録し、Fiber Channel スイッチ上のファブリックゾーニングを手動でアップデートする必要があります。その後、
更新 をクリックして接続性レポートをアップデートします。ゾーニングが正しく設定され、接続性レポートが更新されると、各 FluidFS クラ
スタ HBA のステータスは 起動 になります。

14. 終了 をクリックします。

FluidFS クラスタからの NAS アプライアンスの削除
FluidFS クラスタへの NAS アプライアンスの追加に失敗した場合は、同じ NAS アプライアンスまたは別の NAS アプライアンスの追加を再度試み
る前に、失敗した NAS アプライアンスのエントリを FluidFS クラスタから削除する必要があります。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア ビューで、アプライアンス を展開してアプライアンス ID を選択します。
4. 削除 をクリックします。

削除 ダイアログボックスが開きます。
5. OK をクリックします。

NAS コントローラの分離、連結、および交換
次の手順を使用して、故障した NAS コントローラを交換します。

NAS コントローラの分離
NAS コントローラの分離は、その NAS コントローラを新しい NAS コントローラと交換する必要がある場合にのみ行います。分離した NAS コントロ
ーラは、可能な場合、工場出荷時のデフォルトにリセットされ、電源がオフになります。それ以外の場合は、FluidFS ソフトウェアを再インストールし
て、NAS コントローラを工場出荷時のデフォルトにリセットする必要があります。
このタスクについて
NAS コントローラは、NAS アプライアンスから一度に 1 つのみ分離することができます。NAS コントローラを分離すると、クライアントの接続は切断
されますが、クライアントは他の NAS コントローラへ転送されます。その後、クライアントは自動的に FluidFS クラスタに再接続します。NAS コント
ローラが FluidFS クラスタから分離されている間も、SMB 共有と NFS エクスポートは引き続き利用可能です（ただし、データがキャッシュされなくな
るため、パフォーマンスは低下する可能性があります）。しかし、ほとんどの FluidFS クラスタ構成の変更はできなくなります。

注意: NAS コントローラの分離は、Dell Technical Support。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
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3. ハードウェア ビューで、アプライアンス を展開しアプライアンス ID と NAS コントローラの ID を選択します。
4. Detach（分離）をクリックします。

分離 ダイアログボックスが開きます。
5. OK をクリックします。

分離 ダイアログボックスには、分離プロセスの進行状況が表示されます。ダイアログボックスを閉じても、プロセスはバックグラウンドで継続され
ます。
NAS コントローラの状況が Detached に変わると、NAS コントローラが分離されます（ハードウェア タブ、アプライアンス、コントローラ の
順にクリックすると、コントローラの状況が表示されます）。

NAS コントローラの連結
既存の NAS コントローラを交換するときに新しい NAS コントローラを連結します。連結が完了すると、新しい NAS コントローラは既存の NAS コ
ントローラの FluidFS クラスタ設定を引き継ぎます。
前提条件
連結中の NAS コントローラがスタンバイモードで電源がオンになっていることを確認してください。NAS コントローラがオン状態でスタンバイモードな
らば、電源 LED は 1 秒間に約 2 回の間隔で緑色に点滅します。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア ビューで、アプライアンス を展開しアプライアンス ID と NAS コントローラの ID を選択します。
4. Attach（連結）をクリックします。

連結 ダイアログボックスが開きます。
5. OK をクリックします。

連結 ダイアログボックスには、連結プロセスの進行状況が表示されます。ダイアログボックスを閉じても、プロセスはバックグラウンドで継続され
ます。
NAS コントローラの状態が Formatted に変わると、NAS コントローラ が連結されます（システム タブ→ アプライアンス→ コントローラ の
順にクリックしてコントローラの状態を表示します）。

6. （ファイバチャネルのみ）連結操作が完了したら、新しい WWN を記録し、ファイバチャネルスイッチ上のファブリックゾーニングを手動でアップデ
ートします。

NAS コントローラの交換
NAS コントローラをオンラインに復帰させることのできない障害が発生した場合（たとえば、NAS コントローラの故障）、既存の NAS コントローラを 
FluidFS クラスタから取り外し、別の NAS コントローラに交換する必要があります。
前提条件
NAS コントローラを交換する前に、既存の NAS コントローラが故障していることを Dell Technical Support で確認してください。

このタスクについて
NAS コントローラが FluidFS クラスタから分離されている間も、SMB 共有と NFS エクスポートは引き続き利用可能です（ただし、データがキャッシ
ュされなくなるため、パフォーマンスは低下する可能性があります）。しかし、FluidFS クラスタ構成の変更はほとんどできなくなります。そのため、故
障した NAS コントローラは可能な限り早く交換する必要があります。

メモ: NAS コントローラの交換は、Dell Technical Support の指示を受けて行ってください。

手順
1. 既存の NAS コントローラを分離します。
2. すべてのケーブルにラベルが付いていることを確認します。
3. 既存の NAS コントローラの背面からすべてのケーブルを取り外します。
4. 既存の NAS コントローラを NAS アプライアンスのシャーシから取り外します。

a. コントローラのリリースボタンを押してコントローラハンドルを解放します。
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b. アプライアンスからコントローラが外れるまで、コントローラハンドルを押し下げます。
c. コントローラハンドルを使用して、アプライアンスからコントローラを取り出します。

5. 新しい NAS コントローラを NAS アプライアンスのシャーシに挿入します。
a. コントローラのカバーが閉じていることを確認してください。
b. コントローラをアプライアンスの適切なスロットに揃えて配置します。
c. コントローラが所定の位置に装着されるまで、アプライアンス内に押し込みます。コントローラ
d. ハンドルをロックされるまでアプライアンスの前面に向かって押します。

6. すべてのケーブルを新しい NAS コントローラ上のポートに以前と同様に接続します。電源装置が 1 つでも電源に接続されていれば、NAS コ
ントローラの電源は自動的にオンになります。

7. 新しい NAS コントローラを連結します。

サービスパックの管理
FluidFS クラスタは、サービスパック方式を使用して FluidFS ソフトウェアをアップグレードします。サービスパックは累積されます。つまり、各サービス
パックには、以前のサービスパックで提供されたすべての修正と拡張が含まれています。

アップグレード履歴の表示
FluidFS クラスタにインストールされているサービスパックアップグレードのリストを表示します。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、クラスタメンテナンス を選択します。
4. 右ペインで、ソフトウェアのバージョン タブをクリックします。FluidFS クラスタのアップグレード履歴が表示されます。

有効なアップデートに対する電子メール通知の受信
Storage Manager は、FluidFS サービスパックアップデートが利用可能になったときにユーザーに電子メールを送信して通知できます。Storage 
Manager は、24 時間ごとにアラート電子メールを 1 通だけ送信します。
前提条件
Storage Manager は、Dell SupportAssist を使用して診断データを送信するように設定する必要があります。

手順
1. Data Collector の SMTP サーバー設定を指定します。

a. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、Data Collector 設定の編集 をクリックします。Data Collector 設定の編集 ダイア
ログボックスが表示されます。

b. SMTP サーバ タブをクリックします。
c. 送信元電子メールアドレス フィールドに、Data Collector からの電子メールの送信者として表示する電子メールアドレスを入力します。
d. ホストまたは IP アドレス フィールドに、SMTP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。
e. SMTP サーバーのポート番号が 25 でない場合、適切なポート番号を ポート フィールドに入力します。
f. SMTP サーバーで認証が必要な場合は、認証 チェックボックスにチェックを付け、ユーザー名とパスワードをそれぞれ SMTP ユーザー名 

フィールドと SMTP ユーザーパスワード フィールドに入力します。
g. OK をクリックします。

2. Storage Manager ユーザーアカウントの電子メールアドレスを設定します。
a. Dell Storage Manager Client の上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。ユーザー設定の編集 ダイアログボックスの 一般 

タブが表示されます。
b. 現在のユーザーの電子メールアドレスを電子メールアドレス フィールドに入力します。
c. 電子メール形式 ドロップダウンメニューから、現在のユーザーに対する電子メールの形式を選択します。
d. テストメッセージを電子メールアドレスに送信するには、電子メールのテスト をクリックし、OK をクリックします。
e. テストメッセージが、指定された電子メールアドレスに送信されたことを確認します。
f. OK をクリックします。
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3. 使用可能な FluidFS サービスパックアップグレードの電子メール通知を受け取るよう 新しい Data Collector イベントの電子メール通知を設
定します。
a. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。ユーザー設定の編集 ダイアログボックスが表

示されます。
b. イベントの管理 タブをクリックします。
c. 新しい Data Collector イベントのチェックボックスを選択します。
d. OK をクリックします。

FluidFS ソフトウェアをアップグレードするサービスパックのインストール
FluidFS クラスタのアップグレード ウィザードを使用して、FluidFS ソフトウェアをアップデートします。各 FluidFS サービスパックファイルは 1 回だけ
ダウンロードされ、Storage Manager Data Collector（C:\Program Files(x 86)\Compellent Technologies\Compellent Enterprise Manager
\msaservice\etc\appupgrades）で、ローカルでキャッシュされます。各 FluidFS クラスタをアップデートするために、同じサービスパックファイルが使
用されますが、FluidFS クラスタは一度に 1 つしかアップデートできません。
前提条件
• Dell Technical Support に問い合わせて、サービスパックを FluidFS クラスタにダウンロードできるようにします。
• Storage Manager Data Collector にはサービスパックを格納するための十分なディスク容量が必要です。サービスパックを保存する十分な容

量がない場合は、ダウンロードを開始してからすぐにメッセージが表示されます。必要に応じて、古いサービスパックを削除して容量を解放しま
す。

• サービスパックをインストールすると、インストール処理中に NAS コントローラが再起動します。これにより、SMB および NFS クライアント接続
に中断が発生する可能性があります。また、アクティブな NDMP ジョブは終了します。このため、メンテナンスの時間帯にサービスパックのイン
ストールを実施するようにスケジュールします。

• すべての NAS コントローラの電源がオンで、それらの 状態 が フォーマット済み になっていることを確認してください（状態は システム タブ → 
アプライアンス → コントローラ を選択すると表示されます）。NAS コントローラがダウンしている、または分離されている場合、FluidFS ソフト
ウェアをアップグレードすることはできません。

• FluidFS クラスタにストレージを提供する Storage Center を Storage Manager に追加する必要があります。

このタスクについて

警告: サービスパックのインストール処理は元に戻すことができません。FluidFS クラスタを一度アップデートすると、以前のバージョン
に戻すことはできません。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、FluidFS クラスタを選択します。
3. ファイルシステム タブをクリックし、メンテナンス をクリックします。
4. 右ペインで ソフトウェアバージョン タブをクリックします。
5. インストールされ、アップグレードが使用可能なソフトウェアバージョン セクションで、ソフトウェアのアップグレードを探す をクリックします。
6. FluidFS クラスタのアップグレード ウィザードが表示され、FluidFS クラスタにアップデートが利用可能かどうかを示すメッセージが表示されま

す。アップデートが使用可能な場合は、次の手順に進みます。アップデートが利用できない場合（たとえば、FluidFS クラスタがすでに最新の
バージョンである場合）は、完了 をクリックして、ウィザードを終了します。

7. 次へ をクリックして、サービスパックを FluidFS クラスタにアップロードします（ただし、インストールはしません）。アップロード処理が完了したら、
次のメッセージが表示されます。The upgrade package has been delivered to the FluidFS Cluster（アップグレ
ードパッケージが FluidFS クラスタに配布されました）。

メモ: アップロード処理は、手動で取り消すことができます 操作のキャンセル をクリックし、アップグレードをキャンセルしますか ? と
尋ねられたときに はい をクリックすることにより、手動でキャンセルできます。アップロード処理を再開するには、配信の再試行 を
クリックします。

メモ: アップロード処理には長い時間がかかります。ウィザードを閉じると、アップロード処理はバックグラウンドで継続されます。後
で アップグレードの確認 を再度クリックしてウィザードの入力を再び行い、アップロードの進行状況を表示できます。

次の表に、アップロード処理中に実行する手順を示します。
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手順 説明

アップデートのチェック FluidFS クラスタのアップデート ウィザードにより、使用可能な最新の FluidFS バージョンがチェックさ
れます。

パッケージをダウンロード FluidFS サービスパックが、Data Collector にダウンロードされます。

パッケージの整合性を検証 ダウンロードした FluidFS サービスパックのチェックサムが再計算され、サービスパックの整合性が確認
されます。

パッケージを FluidFs にアップロード FluidFS サービスパックが FluidFS クラスタ内の NAS コントローラにアップロードされます。

パッケージの登録 Storage Manager は、FluidFS がパッケージが届いたことを登録するまで待機し、サービスパックをイ
ンストールできるようにします。

8. サービスパックをインストールする準備ができたら、完了 をクリックします。インストール処理の進行状況が表示されます。

メモ: インストール処理中に、FluidFS クラスタとの通信が中断されます。この結果、通信エラーが発生する可能性があります。た
だし、インストール処理はバックグラウンドで継続されます。

メモ: インストール処理には、長い時間がかかります。ウィザードを閉じると、インストール処理はバックグラウンドで続行されます。
インストールの進行状況は、ファイルシステム タブ → メンテナンス → 内部 → バックグラウンドプロセス タブの順に使用して確認
できます。

ファームウェアアップデートの管理
NAS コントローラ上のファームウェアは、サービスパックアップデート時および故障した NAS コントローラの交換後に自動的に更新されます。ファーム
ウェアアップデートの完了後、NAS コントローラは再起動します。ファームウェアアップデートの進行中は、NAS コントローラを取り外さないでくださ
い。取り外すと、ファームウェアが破壊されます。ファームウェアアップデートの進行中は、背面の電源オン LED とキャッシュアクティブ / オフロード 
LED の両方が、橙色に 5 回、緑色に 5 回の点滅を繰り返します。ファームウェアアップデート中にモニタを NAS コントローラの VGA ポートに接続
すると、Executing firmware updates for TopHat system というメッセージが表示されます。。

NAS ボリューム設定の復元
NAS ボリューム設定の復元により、次の NAS ボリューム設定を手動で再設定することなく効果的に復元できます。

• SMB 共有
• NFS エクスポート
• スナップショットスケジュール
• クォータルール

これは、次の場面で役立ちます。

• システムのリカバリ後
• NAS ボリュームのリカバリ後
• レプリケーションターゲット NAS ボリュームへのフェールオーバー時

NAS ボリューム設定のバックアップ
NAS ボリュームの設定は、変更が加えられるたびに、後で復元可能な形式で自動的に保存されます。この設定は、NAS ボリュームのルートフォ
ルダにある .clusterConfig フォルダに保存され、暗号化されます。このフォルダは単独で、あるいは NAS ボリュームのユーザーデータと一緒
にバックアップし、後で復元することができます。
NAS ボリュームの設定は、同一または別のシステム上の別の NAS ボリュームに復元できます。
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NAS ボリューム設定のバックアップを復元に使用できるようにするには、次の方法を使用します。

• ストレージ管理者は、.clusterConfig フォルダを手動でそのバックアップからまたは別の NAS ボリュームから NAS ボリュームにコピーでき
ます。別のシステムのバックアップを使用する場合は、FluidFS のバージョンが同じシステムから取得した保存済み設定でなければ、復元操作
は機能しません。

• ストレージ管理者は、NDMP 復元を使用して、.clusterConfig フォルダをそのバックアップからまたは別の NAS ボリュームから NAS ボリ
ュームにコピーできます。別のシステムのバックアップを使用する場合は、FluidFS のバージョンが同じシステムから取得した保存済み設定でな
ければ、復元操作は機能しません。

• .clusterConfig は、レプリケーション時に自動的にターゲット NAS ボリュームにコピーされます。

NAS ボリューム設定の復元
NAS ボリューム設定を復元すると、既存の設定は上書きにより置き換えられます。FluidFS クラスタに接続されているクライアントは切断されま
す。その後、クライアントは FluidFS クラスタに自動的に再接続します。

1. NAS ボリューム設定が復元される NAS ボリュームのルートフォルダに .clusterConfig フォルダがコピーされていることを確認します。
NAS ボリュームのルートフォルダにアクセスするには、Windows エクスプローラを開き、アドレスバーに次の内容を入力します。\
\<client_VIP_or_name>\C$\<NAS_volume>\

2. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
3. ファイルシステム タブをクリックします。
4. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
5. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。設定の復元 ダイアログボックスが表示されます。
6. バックアップから復元する設定を選択します。

• SMB 共有を復元するには、CIFS 共有 チェックボックスを選択します。
• NFS エクスポートを復元するには、NFS エクスポート チェックボックスを選択します。
• スナップショットスケジュールを復元するには、スナップショットスケジュール チェックボックスを選択します。
• クォータルールを復元するには、クォータルール チェックボックスを選択します。

7. OK をクリックします。

ローカルユーザーの復元
ローカルユーザー設定の復元により、すべてのローカルユーザーを手動で再設定することなく効果的に復元できます。これは、次の場面で役立ち
ます。

• システムのリカバリ後
• レプリケーションターゲット NAS ボリュームへのフェールオーバー時

ローカルユーザー設定のバックアップ
ローカルユーザー設定は、変更が加えられるたびに、後で復元可能な形式で自動的に保存されます。この設定は、NAS ボリュームのルートフォル
ダにある .clusterConfig フォルダに保存され、暗号化されます。このフォルダは単独で、あるいは NAS ボリュームのユーザーデータと一緒に
バックアップし、後で復元することができます。
ローカルユーザー設定のバックアップを復元に使用できるようにするには、次の方法を使用します。

• ストレージ管理者は、.clusterConfig フォルダを手動でそのバックアップからまたは別のシステムからシステム内の NAS ボリュームにコピ
ーできます。別のシステムのバックアップを使用する場合は、FluidFS のバージョンが同じシステムから取得した保存済み設定でなければ、復
元操作は機能しません。

• ストレージ管理者は、NDMP 復元を使用して、.clusterConfig フォルダをそのバックアップからまたは別のシステムからシステム内の 
NAS ボリュームにコピーできます。別のシステムのバックアップを使用する場合は、FluidFS のバージョンが同じシステムから取得した保存済み
設定でなければ、復元操作は機能しません。

• .clusterConfig は、レプリケーション時に自動的にターゲット NAS ボリュームにコピーされます。
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ローカルユーザーの復元
FluidFS クラスタ内の最新の NAS ボリュームに保存された設定を復元し、それを同一システムまたは別のシステム上に復元することにより、ローカ
ルユーザーを復元できます。
このタスクについて
ローカルユーザー設定を復元すると、既存の設定は上書きにより置き換えられます。FluidFS クラスタに現在接続されているクライアントは切断さ
れます。その後、クライアントは自動的に再接続します。
手順
1. ローカルユーザーの復元先となるシステムの NAS ボリュームのルートフォルダに .clusterConfig フォルダがコピーされていることを確認し

ます。NAS ボリュームのルートフォルダにアクセスするには、Windows エクスプローラを開き、アドレスバーに以下を入力します。\
\<client_VIP_or_name>\C$\<NAS_volume>\

2. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
3. ファイルシステム タブをクリックして、クライアントのアクセシビリティ を選択します。
4. 右ペインで ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
5. 復元 をクリックします。レプリケーションのソースからローカルユーザーを復元 ダイアログボックスが表示されます。
6. バックアップソース ドロップダウンメニューから、ローカルユーザーを復元するバックアップを選択します。
7. OK をクリックします。

ローカルグループの復元
ローカルグループ設定の復元により、すべてのローカルグループを手動で再設定することなく効果的に復元できます。これは、次の場面で役立ちま
す。

• システムのリカバリ後
• レプリケーションターゲット NAS ボリュームへのフェールオーバー時

ローカルグループ設定のバックアップ
ローカルグループ設定は、変更が加えられるたびに、後で復元可能な形式で自動的に保存されます。この設定は、NAS ボリュームのルートフォル
ダにある .clusterConfig フォルダに保存され、暗号化されます。このフォルダは単独で、あるいは NAS ボリュームのユーザーデータと一緒に
バックアップし、後で復元することができます。
ローカルグループ設定のバックアップを復元に使用できるようにするには、次の方法を使用します。

• ストレージ管理者は、.clusterConfig フォルダを手動でそのバックアップからまたは別のシステムからシステム内の NAS ボリュームにコピ
ーできます。別のシステムのバックアップを使用する場合は、FluidFS のバージョンが同じシステムから取得した保存済み設定でなければ、復
元操作は機能しません。

• ストレージ管理者は、NDMP 復元を使用して、.clusterConfig フォルダをそのバックアップからまたは別のシステムからシステム内の 
NAS ボリュームにコピーできます。別のシステムのバックアップを使用する場合は、FluidFS のバージョンが同じシステムから取得した保存済み
設定でなければ、復元操作は機能しません。

• .clusterConfig は、レプリケーション時に自動的にターゲット NAS ボリュームにコピーされます。

ローカルグループの復元
FluidFS クラスタ内の最新の NAS ボリュームに保存された設定を復元し、それを同一システムまたは別のシステム上に復元することにより、ローカ
ルグループを復元できます。
このタスクについて
ローカルグループ設定を復元すると、既存の設定は上書きにより置き換えられます。FluidFS クラスタに現在接続されているクライアントは切断さ
れます。その後、クライアントは自動的に再接続します。
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手順
1. ローカルグループの復元先となるシステムの NAS ボリュームのルートフォルダに .clusterConfig フォルダがコピーされていることを確認し

ます。NAS ボリュームのルートフォルダにアクセスするには、Windows エクスプローラを開き、アドレスバーに次を入力します。\
\client_vip_or_name\C$\nas_volume\

2. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
3. ファイルシステム タブをクリックします。
4. ファイルシステム ビューで、テナントを選択して クライアントアクセシビリティ を選択します。
5. ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
6. Restore（復元）をクリックします。

レプリケーションソースからのローカルユーザーの復元 ダイアログボックスが開きます。
7. バックアップソース ドロップダウンリストから、ローカルグループを復元するバックアップを選択します。
8. OK をクリックします。

内蔵ストレージデバイスからの FluidFS の再インストール
各 NAS コントローラには、FluidFS の工場出荷時イメージの再インストールに使用できる内蔵ストレージデバイスが搭載されています。システムが
不安定になったり、起動できなくなったりした場合、イメージを 1 つまたは複数の NAS コントローラに再インストールしなければならないことがありま
す。
前提条件
• NAS コントローラがまだ FluidFS クラスタのアクティブメンバーである場合は、そのコントローラを先に分離する必要があります。
• モニタを NAS コントローラの VGA ポートに接続し、キーボードを NAS コントローラの USB ポートの 1 つに接続します。

注意: FluidFS ソフトウェアの再インストールは、Dell Technical Support の指示の下でのみ実行してください。

警告: FluidFS ソフトウェアをすべての NAS コントローラに再インストールすると、システムは工場出荷時の設定に戻ります。FluidFS 
クラスタ上のデータはすべて、この手順を実行した後に復元することはできません。

手順
1. NAS コントローラの背面にある埋め込み式電源ボタンを押して離すことにより、NAS コントローラをシャットダウンします。

メモ: FluidFS ソフトウェアを再インストールする NAS コントローラの電源のみをオフにします。それ以外の NAS コントローラの電
源はオフにしないでください。NAS コントローラの電源をオフにすると、クライアントの接続は切断されますが、クライアントはほか
の NAS コントローラへ転送されます。その後、クライアントは自動的に FluidFS クラスタに再接続します。

2. NAS コントローラの背面にある埋め込み式電源ボタンを押して離すことにより、NAS コントローラの電源をオンにします。
3. F11 = BIOS Boot Manager プロンプトが表示されたら、F11 を押します。
4. 起動デバイス USB フラッシュディスク を選択します。
5. Dell FluidFS <FluidFS_release_to_install> の再インストール を選択します。

メモ: NAS コントローラを FluidFS バージョン 2.0 クラスタに再導入する場合にのみ、NAS コントローラを FluidFS バージョン 
2.0 に再インストールします。

6. resetmysystem （バージョン 3.0）または resetmysystem -v2 （バージョン 2.0）と入力し、Enter を押すことにより、アクション
を確認します。

7. 再インストールが完了すると、NAS コントローラが再起動してスタンバイモードになります。
8. FluidFS の再インストール後、NAS コントローラを FluidFS クラスタに連結します。
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FS Series VAAI プラグイン
VAAI プラグインでは、ESXi ホストが特定のストレージ関連タスクの一部を、基礎となる FluidFS アプライアンスにオフロードすることができます。こ
のプラグインは、次の VAAI NAS プリミティブをサポートしています。

• 完全ファイルフルクローン - 仮想ディスクの完全なクローンの作成をオフロードします。
• 高速ファイルクローン（ネイティブスナップショット） - 仮想ディスクにリンクされたクローンの作成をオフロードします。
• 拡張統計 - FS Series データストアの容量の使用状況をクエリします。

このプラグインをインストールすることにより、FS Series v4 以降のシステム上のすべてのデータストアに対して VAAI NAS プリミティブが有効化さ
れ、次の機能が追加されます。

1. vCenter からの仮想マシンのクローン化では、対応するマシンの完全コピーの作成が FS Series アプライアンスに要求されます。
2. 仮想マシンにリンクされたクローンの作成は、FS Series アプライアンスにオフロードされます。

このプラグインは、zip ファイル形式で提供されており、FTP サーバ（ftp://<FluidFS_Cluster_public IP>:44421/vaai_plugin）からダウンロードで
きます。

• depot - FluidFSNASVAAI_For_Esx_v5.5.zip

FS シリーズ VAAI プラグインの有効化または無効化
NAS Administrator が VAAI プラグインのアクセシビリティを有効または無効にできるようにしてセキュリティを強化します。VAAI プラグインはデフォル
トで有効に設定されています。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、クラスタ接続性 を選択します。

a. 外部サーバ タブを選択します。
4. VAAI 領域で、VAAI 領域の 設定の編集 をクリックします。
5. VAAI 設定の変更 ダイアログボックスが表示されます。
6. VAAI を有効にするには、VAAI 有効 チェックボックスをオンにします。
7. VAAI を無効にするには、VAAI 有効 チェックボックスをクリアします。
8. OK をクリックします。

インストール手順
FS Series VAAI プラグインは、ESXi バージョン 5.5、5.5U1、5.5U2、および 6.0 をサポートします。
前提条件

メモ: FS Series VAAI プラグインは、関連する各 ESXi ホストにインストールする必要があり、再起動が必要です。

手順
1. 管理用の資格情報を使用して、ポート 44421 の FTP 経由で FS Series に接続します。
2. /vaai_plugin フォルダ内にある VAAI プラグイン zip ファイルをダウンロードします。
3. ESXi ホストの /tmp/ フォルダにそのファイルを転送します。
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4. プラグインをインストールします。
~ # esxcli software vib install -d /tmp/FluidFSNASVAAI_For_Esx_v6.0.zip

5. ESXi ホストを再起動します。

プラグイン検証
ある ESXI ホストに VAAI プラグインがインストールされているかどうかをチェックするには、ESXi コンソールで次のコマンドを入力します。# esxcli 
software vib list | grep Dell_FluidFSNASVAAI
FluidFS v5.0.300109 以前のバージョンを実行している場合、肯定応答が返されます。Dell_FluidFSNASVAAI 1.1.0-301 DELL 
VMwareAccepted 2015-05-17

5.0.300109 以降のバージョンを実行している場合、肯定応答が返されます。Dell_FluidFSNASVAAI 1.1.0–301 DELL 
VMwareAccepted 2016–07–29

FS Series データストアで VAAI が有効になっているかどうかを検証するには、ESXi ホストコンソールで vmkfstools –P コマンドを使用します。以
下の例は、FS Series v4 以降のシステム上にある FS_datastore という名前のデータストアに対するクエリと出力を示しています。

~ # vmkfstools -Ph /vmfs/volumes/FSseries_Datastore/

NFS-1.00 file system spanning 1 partitions

File system label (if any): FSseries_Datastore

Mode: public

Capacity 200 GB, 178.3 GB available, file block size 4 KB, max file size 16777216 TB

UUID: 1cec81cb-6db87d1c-0000-000000000000

Partitions spanned (on "notDCS"):

        nfs:FSseries_Datastore

NAS VAAI Supported: YES

Is Native Snapshot Capable: YES

削除手順
ESXi ホストから VAAI プラグインを削除するには、次の手順を実行します。

1. ESXi ホストコンソールで次のコマンドを実行します。
~ # esxcli software vib remove -n Dell_FluidFSNASVAAI

2. ESXi ホストを再起動します。

492 FS Series VAAI プラグイン



22
FluidFS トラブルシューティング
本項には、FluidFS クラスタでの問題のトラブルシューティングに関する情報が記載されています。この作業には、Dell Storage Manager Client を
使用します。

イベントログの表示
FluidFS クラスタは、通常操作が実行されたとき、および問題が発生したときにもイベントを生成します。イベントによって、FluidFS クラスタを監視
し、問題を検出して解決することができます。イベントはイベントログに記録されます。

イベントログの表示
イベントログに含まれるイベントを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. イベント タブをクリックします。イベントが表示されます。
3. （オプション）必要に応じてイベントの表示をカスタマイズします。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してください。

• 異なるタイムフレームのイベントを表示するには、過去 1 日、過去 3 日、過去 5 日、先週、先月、または カスタム からいずれかの期間
オプションを選択します。カスタム を選択した場合は、表示するイベントの 開始時間 と 終了時間 を指定して、アップデート をクリックし
ます。

• 表示するイベントの最大数を変更するには、イベントの最大数（100、500、または 1000）を 最大数 ドロップダウンメニューから選択し
ます。

• 重大度に基づいてイベントにフィルタを適用するには、重大度 ドロップダウンメニューから重大を選択します。使用可能なオプションは、通
知、警告、エラー、および 例外 です。

イベントログ内のイベントの詳細情報の表示
イベントログに含まれるイベントの詳細情報を表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. イベント タブをクリックします。
3. イベントを選択します。このイベントの詳細情報は下部ペインに表示されます。

イベントログの並べ替え
イベントログに含まれるイベントは、列見出し別に並べ替えることができます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. イベント タブをクリックします。
3. 表の列見出しをクリックして、イベントを並べ替えます。

イベントログの検索
イベントログに含まれるイベントで特定の文字列を検索します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. イベント タブをクリックします。
3. 検索 フィールドに、検索するテキストを入力します。
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4. 必要に応じて検索パラメータを選択します。
• 検索するテキストの大文字と小文字を区別する場合は、大文字と小文字を区別する チェックボックスにチェックを付けます。
• 検索がラップされないようにするには、ラップ チェックボックスのチェックを外します。

メモ: デフォルトでは、検索がリストの最後に到達したときに 次を検索 をクリックすると、検索はリストの最初の一致項目に
戻ります。検索がリストの先頭に到達したときに、前を検索 をクリックすると、検索はリストの最後の一致項目に戻ります。

• イベント内の完全に一致するフレーズを検索するには、完全一致 チェックボックスにチェックを付けます。
• 検索で一致したすべての項目を強調表示するには、ハイライト表示 チェックボックスにチェックを付けます。

5. 次を検索 または 前を検索 をクリックして、入力したテキストを検索します。
• 一致テキストが見つかった場合は、一致テキストの最初のイベントがイベントのリストから選択されます。
• 一致するテキストが見つからなかった場合、エラー ダイアログボックスが表示され、テキストが見つからなかったことを示すメッセージが表示

されます。

診断プログラムの実行
診断を実行すると、FluidFS クラスタに関する問題を検出できます。FluidFS クラスタに対して使用可能な診断オプションは次のとおりです。

• FluidFS 診断：ソフトウェアの問題を診断するために使用されます。
• 内蔵システム診断：ハードウェアの問題を診断するために使用されます。

FluidFS クラスタでの診断の実行
FluidFS 診断は、FluidFS クラスタがオンライン状態にあり、データを使用している間に実行できます。
このタスクについて
FluidFS 診断には、次のオプションがあります。

• ファイルシステム：コアファイルシステムアクティビティ、リソース消費およびステータスの情報を収集します。
• 一般的なシステム：FluidFS クラスタのステータスおよび設定に関する一般情報を収集します。
• FTP：FTP の情報を収集します。FTP のサブメニュー：

– 認証
–  ファイルアクセス

• HDFS：HDFS アクティビティの診断を収集します。
• NDMP：NDMP アクティビティの診断を収集します。
• ネットワーク：ネットワーク情報を収集しながら、クラスタに対するクライアントの接続試行を追跡します。診断が実行されたら、クライアントに

接続を再試行することを求めます。
• NFS：NFS アクティビティの診断を収集します。NFS のサブメニュー：

– NFS3、NFS4

– 相互運用性
– Kerberos

– その他
– 低速アクセス

• パフォーマンス：FluidFS クラスタパフォーマンスを監視しながら、基本的なベンチマークを実行し、統計情報を収集します。可能な場合は、
FluidFS クラスタ上のアクティビティが最小の場合にこの診断を実行します。

• SMB：SMB アクティビティの診断を収集します。SMB のサブメニュー：

– アンチウイルス
– 認証
– ファイルアクセス
– 相互運用性
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– その他
– 低速アクセス

診断を実行するには、この手順に従ってください。
メモ: 一部のオプションには、クライアント /IP、ユーザーパスなど、必要と思われるパラメータがあります。

手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、クラスタメンテナンス を選択します。
4. 右ペインで サポート タブをクリックします。
5. 診断ツール 領域で、診断の実行 をクリックします。診断の実行 ウィザードが開きます。
6. 実行する診断プログラムのタイプを選択します。
7. セカンダリタイプ（認証またはファイルアクセス）を選択します。
8. 次へ をクリックします。診断の実行 ダイアログボックスが開きます。
9. ドロップダウンリストから テナント を選択します。
10. クライアント IP アドレス を入力します。
11. ユーザーパス を入力または変更します。
12. Next（次へ） をクリックします。
13. 診断ファイル（NFS、SMB、または FTP）へのアクセス方法を指定します。
14. ファイルを選択し SupportAssist（サマリファイルのみ、またはサマリとログファイル）に送信します。実行 をクリックします。
15. 診断実行後、Storage Manager は Dell SupportAssist を使用して診断データを送信します。

NAS コントローラの内蔵システム診断プログラムの実行
内蔵システム診断プログラム（Enhanced Pre-boot System Assessment（ePSA）診断プログラムとも呼ばれます）では、特定のデバイスグル
ープまたはデバイスに対して一連のオプションが提供されます。
前提条件
モニタを NAS コントローラの VGA ポートに接続し、キーボードを NAS コントローラの USB ポートの 1 つに接続します。

このタスクについて
内蔵システム診断プログラムでは、次のことが可能です。

• テストを自動的に、または対話モードで実行
• テストの繰り返し
• テスト結果の表示または保存
• 詳細なテストで追加のテストオプションを実行し、障害の発生したデバイスに関する詳しい情報を得る
• テストが問題なく終了したかどうかを知らせるステータスメッセージを表示
• テスト中に発生した問題を通知するエラーメッセージを表示

システム内の主要コンポーネントまたはデバイスが正しく動作しない場合は、内蔵システム診断プログラムを実行すると、コンポーネントの障害が
示される可能性があります。内蔵システム診断プログラムを実行するには、NAS コントローラをオフラインにする必要があります（つまり、このデータ
を処理しないようにします）。

以下の表に、内蔵システム診断プログラムのメニューオプションの概要を示します。

メニュー 説明
設定 検知された全デバイスの設定およびステータス情報が表示されます。
結果 実行された全テストの結果が表示されます。
システム正常性 システムパフォーマンスの現在の概要が表示されます。
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メニュー 説明
イベントログ システムで実行された全テストの結果のタイムスタンプ付きログが表示されます。少なくとも 1 つのイベントの説明が

記録されていれば、このログが表示されます。

手順
1. NAS コントローラの背面にある埋め込み式電源ボタンを押して離すことにより、NAS コントローラをシャットダウンします。

メモ: 内蔵システム診断プログラムを実行している NAS コントローラの電源のみをオフにします。それ以外の NAS コントローラの
電源はオフにしないでください。NAS コントローラの電源をオフにすると、クライアントの接続は切断されますが、クライアントはほ
かの NAS コントローラへ転送されます。その後、クライアントは自動的に FluidFS クラスタに再接続します。

2. NAS コントローラの背面にある埋め込み式電源ボタンを押して離すことにより、NAS コントローラの電源をオンにします。
3. F10 = Dell 内蔵診断モジュールの起動 プロンプトが表示されたら、F10 を押してください。ePSA 起動前システムアセスメント ウィンドウが

表示され、システム内で検出された全デバイスがリストされます。診断プログラムにより、検知された全デバイスのテストが開始されます。
4. 内蔵システム診断プログラムの実行が終了したら、終了 を選択して診断を終了し、NAS コントローラを再起動します。

BMC ネットワークの設定
ベースボード管理コントローラ（BMC）のローカルエリアネットワーク（LAN）ポートは、FluidFS コントローラシリアルコンソール I/O に KVM（キー
ボード、ビデオ、マウス）サービスを提供するように設定することができます。BMC KVM サービスは、管理者またはサポートエンジニアがコンピュータ
ネットワーク経由で FluidFS コンソール I/O にアクセスし、さまざまな問題のトラブルシューティングを行うことを可能にします。

FluidFS アプライアンスハードウェアには、Lights-Out Management（LOM）ポートと呼ばれる特別な物理ポートが装備されています。このポート
は、スイッチに対して標準 TCP 接続を提供します。

FluidFS v4 の時点では、相互接続ネットワークは IPv6 限定ネットワークです。BMC ネットワーク設定は、相互接続サブネットに依存しなくなりま
した。

クラスタ中の各コントローラに対して異なる IP アドレスを設定することができます。ただし、ネットワークとデフォルトゲートウェイは、すべてのコントロー
ラ間で共有されます。「有効」チェックボックスにチェックを入れる / 外すと、すべてのコントローラでの BMC ネットワークを有効化 / 無効化すること
になります。

BMC ネットワーク設定手順
BMC ネットワークを設定するには、次の手順に従ってください。
手順
1. ストレージ ビューで、設定する FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム パネルで、クラスタ接続性 を選択し、管理ネットワーク タブをクリックします。
4. BMC 領域で、BMC ネットワーク設定の変更 をクリックします。BMC ネットワーク設定の変更 ダイアログボックスが開きます。
5. コントローラ IP アドレスを入力します。

コントローラ IP を設定した後、ネットマスクとデフォルトゲートウェイが正しいことを確認します。必要に応じて変更します。
6. OK をクリックします。

次の手順

メモ: 

コントローラの IP アドレスを追加または削除することはできません。コントローラの IP アドレスの編集のみを行えます。

496 FluidFS トラブルシューティング



iBMC 仮想 KVM の起動
iBMC（Integrated Baseboard Management コントローラ）仮想 KVM（キーボード、ビデオ、マウス）を使用すると、ネットワークを介してリモー
トから NAS コントローラコンソールを表示および管理できます。
前提条件
• iBMC 仮想 KVM を使用するには、ウェブブラウザと JAVA が有効なコンピュータを使用する必要があります。
• iBMC 仮想 KVM に接続する前に、iBMC パスワードを決定します。FluidFS クラスタが設定されている場合は、iBMC パスワードはサポート

アカウントのパスワードと同期します。

手順
1. ネットワークケーブルを NAS コントローラの LOM（Lights Out Management） Ethernet ポートに接続します。LOM Ethernet ポートは、

NAS コントローラの背面パネル右下にあります。
2. Windows クライアントを iBMC に接続します。

a. Windows クライアントを LOM Ethernet ポート用に使用されるものと同じネットワークに接続します。
b. ウェブブラウザを開きます。ウェブブラウザのアドレスバーに NAS コントローラの iBMC IP アドレスを入力します。iBMC ログインページが表

示されます。
c. ユーザー名 フィールドに ADMIN と入力します。
d. パスワード フィールドに iBMC パスワードを入力します。
e. OK をクリックします。iBMC の プロパティ ページが表示されます。

3. iBMC 仮想 KVM を起動します。
a. ナビゲーションペインで vKVM & vMedia を展開し、起動 をクリックします。
b. 右ペインで Java KVM クライアントの起動 をクリックします。ビデオビューア が表示され、FluidFS クラスタコンソールが表示されます。

トラブルシューティングの一般的な問題
本項では、FluidFS クラスタの使用時に発生する一般的な問題の原因とソリューションについて説明しています。

Active Directory の問題のトラブルシューティング
本項では、Active Directory で多くみられる問題について、考えられる原因と解決策を説明します。

Active Directory ユーザーのためのグループクォータが機能しない

説明 グループクォータルールは Active Directory グループに定義されています。ただし、グループのメンバーが容量を消費
すると、グループの実際の使用率は上昇せず、グループの制限は強制されません。

原因 クォータの強制はファイル（UNIX）の UID および GID または、定義されている場合はユーザー（NTFS）のプライマ
リグループの SID および GSID に基づいて実行されます。
Active Directory ユーザーのために、プライマリグループの設定は必須ではありません。定義されていない場合、使
用済み容量はどのグループにも報告されません。グループクォータが Active Directory ユーザーで有効であるために
は、プライマリグループは割り当てられている必要があります。

対策 Active Directory ユーザーのためにプライマリグループを設定するには、次の手順を実行します。

1. Active Directory の管理画面を開きます。
2. ユーザーを右クリックし、プロパティ を選択します。
3. 所属するグループ タブをクリックします。
4. 必要なグループが表示されます。グループをクリックして、プライマリグループの設定 をクリックします。

これでユーザーのグループ用のクォータが有効になります。
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Active Directory ユーザー認証が失敗する

説明 有効な Active Directory ユーザーが認証に失敗します。

原因 次の原因が考えられます。
• ユーザーが誤ったパスワードを使用して認証を試みている。
• ユーザーが Active Directory 内でロックまたは無効にされている。
• Active Directory のドメインコントローラがオフラインまたはアクセスできない。
• FluidFS クラスタシステムの時刻と Active Directory のクロックが同期していない。

回避策 1. FluidFS クラスタのイベントログにエラーがないかを確認します。
2. ユーザーが Active Directory で無効またはロックされていないことを確認します。
3. ドメインコントローラがオンラインで、ネットワークを使用したアクセスが可能であることを確認します。
4. FluidFS クラスタおよび Active Directory サーバーは、時刻の共通ソースを使用する必要があります。NTP を

設定し、システムの時刻がドメインコントローラの時刻と同期していることを確認します。

Active Directory の設定の問題

説明 Active Directory のユーザーとグループを SMB 共有に追加できません。

原因 次の原因が考えられます。
• FQDN を使用してドメインに ping 送信できない。
• DNS が設定されていない可能性がある。
• NTP が設定されていない可能性がある。

対策 Active Directory ドメインへの接続のために FluidFS クラスタを設定する時に、次の手順を実行します。

1. ドメインの NetBIOS 名、またはドメインコントローラの IP アドレスを使用しないで、FQDN を使用するようにし
ます。

2. ユーザーが、ドメインにシステムを追加するパーミッションを所有しているようにする。
3. 正しいパスワードを使用する。
4. DNS を設定します。
5. FluidFS クラスタおよび Active Directory サーバーは、共通の時間ソースを使用する必要があります。NTP を

設定し、システム時間がドメインコントローラの時間と同期していることを確認します。
6. 複数の NAS アプライアンスを使用している場合は、異なる NetBIOS 名を設定していることを確認します。シ

ステムにより、デフォルトで SMB Storage という名前が付けられます。

バックアップの問題のトラブルシューティング
本項には、一般的な NDMP 問題の考えられる原因と解決策が記載されています。

スナップショットのトラブルシューティング

説明 スナップショットの作成と削除が失敗します。

原因 次の原因が考えられます。
• 容量の大きいディレクトリの削除など、待機中の I/O リクエストが多数ある。
• 現在処理中のスナップショット作成 / 削除リクエストが多数ある。
• NAS ボリュームに対して別のスナップショットリクエストが現在実行されている。
• スナップショットの合計数がシステムの上限に達した。
• バックアップジョブで間違った IP アドレスが指定された。

対策 • 手動リクエストエラーの場合は、1～2 分後にスナップショットの取得または削除を再試行します。
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• スナップショットスケジューラからのリクエストの場合は、1～2 サイクル待ちます。エラーが解消されない場合は、同
じ NAS ボリュームでスナップショットの取得または削除を手動で実行します。

• システムに高い負荷がかかっている場合、負荷が低下するまで待ち、スナップショットリクエストを再発行します。
• スナップショットのスケジュールを確認します。過密なスナップショットスケジュールは、システムの全体的なパフォー

マンスに悪影響を与えます。1 台のシステムで、スナップショットの累積回数が 1 時間あたり 20 スナップショットを
超えてはいけません。

• システムのスナップショットの合計数を確認します。合計数が数千単位になる場合は、いくつかのスナップショット
を削除し、再試行します。

• バックアップジョブで、クライアント VIP を正確に指定します。
• 大規模なボリューム（TB）の削除が最近実行されたかどうかを確認します。実行されている場合は、しばらく

待ってからアクティビティを再試行します。

NDMP 内部エラーのトラブルシューティング

説明 内部エラーが発生してバックアップまたは復元が失敗します。

原因 NDMP 内部エラーは、ファイルシステムへのアクセスができなくなっているか、NAS ボリュームが使用できなくなってい
ることを示します。

対策 バックアップアプリケーションを FluidFS クラスタに接続できない場合は、次の手順を実行します。

1. NDMP が有効であることを確認します。
2. NDMP でバックアップアプリケーションの IP アドレスが設定されていることを確認します。

バックアップアプライアンスを FluidFS クラスタに接続できるものの、ログインできない場合は、次の手順を実行しま
す。

1. NDMP クライアントに対して Storage Manager で設定されたデフォルトユーザー名「backup_user」を使用し
ながら、バックアップアプリケーションで NDMP バックアップ / 復元を設定します。 

2. NDMP クライアントに対して Storage Manager で設定されたパスワードを使用しながら、バックアップアプリケ
ーションで NDMP バックアップ / 復元を設定します。 

バックアップアプリケーションが FluidFS クラスタにログインできるものの、バックアップに使用できる NAS ボリュームがな
い場合、FluidFS に NAS ボリュームが作成されていることを確認します。

SMB の問題のトラブルシューティング
本項には、一般的な SMB 問題の考えられる原因と解決策が記載されています。

AV サーバーが使用できないため、SMB ファイルへのアクセスが拒否される

説明 クライアントアプリケーションによって SMB 共有上のファイルが開かれると、FluidFS クラスタはスキャンのためにファイル
をアンチウイルスサーバーに送信します。
アンチウイルスサーバーを使用できない場合、ファイルおよび SMB 共有全体へのアクセスが禁止されます。

原因 FluidFS クラスタでアンチウイルスサーバーが使用できないため、アンチウイルスが有効な SMB 共有でファイルを開く
ことができません。

回避策 アンチウイルスが有効になっている SMB 共有でのみこの問題が発生しており、他の SMB 共有にアクセスしているク
ライアントには同じ問題が生じていないことを確認します。
アンチウイルスサーバーのステータス、および FluidFS クラスタとアンチウイルスサーバー間のネットワークパスを確認し
ます。
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アクセス許可の問題で SMB ファイル / フォルダへのアクセスが拒否される

説明 SMB によるファイルまたはフォルダへのアクセスが拒否されます。

原因 十分なパーミッションを持たないクライアントがファイルまたはフォルダで操作を実行しています。

回避策 ファイルまたはフォルダのパーミッションを確認し、必要なパーミッションを設定します。

SMB ACL の破損

説明 SMB の ACL が破損しています。

原因 • ユーザーまたはスクリプトによって ACL が誤って変更されました。
• アンチウイルスアプリケーションが誤って関連するファイルを検疫した後に、ACL が破損しました。
• バックアップアプリケーションによるデータリカバリの後、互換性の問題が原因で ACL が破損しました。
• RoboCopy などのサードパーティアプリケーションを使用してデータを別の場所から移行した後に、ACL が破損し

ました。

回避策 Windows クライアントの現在の ACL 設定を確認します。Windows クライアントの最初に定義した方法と同じ方
法を使用して、ファイルの ACL を再定義します。ファイル、ディレクトリ、および SMB 共有の所有者として ACL が
設定されていることを確認します。現在パーミッションがないために ACL を再定義できない場合は、次の手順を実
行します。

1. スナップショットまたはバックアップからファイルを復元します。
2. たとえば、RoboCopy アプリケーションを使用してデータを別の場所から移行させた場合、データ全体を再コピ

ーする代わりに ACL のメタデータのみをコピーすることで、ACL を復元できる可能性が十分あります。
3. ファイルシステムのすべての ACL が破損している場合は、NAS レプリケーションパートナーからすべてのデータを

復元できます。

SMB クライアントのクロックスキュー

説明 SMB クライアントのクロックの時刻がずれています。

原因 クライアントのクロックと Active Directory のクロックとの誤差は 5 分以内でなければなりません。

対策 クライアントのクロックを（NTP サーバーとして動作する）Active Directory サーバーと同期するように設定し、時計
のずれが生じないようにします。

ファイル読み取り時の SMB クライアント切断

説明 ファイル読み取り時に SMB クライアントが切断されます。

原因 NAS コントローラのフェールオーバー時に SMB に過剰な負荷がかかっています。

回避策 クライアントを再接続してファイルを再度開く必要があります。

SMB クライアントの間違ったパスワードによるログインの失敗

説明 SMB クライアントがログインに失敗しています。

原因 クライアントが接続時に誤ったパスワードを入力しました。

回避策 1. インタラクティブなクライアントは正しいパスワードで再試行できます。
2. アプリケーションおよびサーバーでは、通常スクリプトまたは設定ファイルで設定されるユーザー / パスワードが期

限切れになっているおそれがあるため、特別に注意する必要のある場合があります。
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SMB Delete-On-Close の拒否

説明 ファイルが使用中に削除されます。

原因 複数のユーザーが同じファイルで作業しているときに、開いているファイルを 1 人のユーザーが削除した場合、そのファ
イルには削除のマークが付けられ、閉じられた後で削除されます。それまでは、ファイルは元の場所に表示されます
が、開こうとすると拒否されます。

対策 ファイルを開こうとしているクライアントに、ファイルが削除されたことを伝えます。

SMB ファイル共有の拮抗

説明 共有の競合が発生したため、SMB ファイルへのアクセスが拒否されます。

原因 SMB プロトコルを使用してファイルが開かれると、ファイルを開くアプリケーションによって、このファイルが開いている間
に使用すべき共有モードが通知されます。
共有モードでは、このファイルが開かれている間に、他のクライアントのどのアクティビティが許可されるかが定義されま
す。

この定義はアプリケーションによって送信され、クライアントがこれを制御または設定することはできません。

共有定義に違反があると、クライアントはアクセス拒否エラーを受信し、イベントが発行されます。

対策 これは情報イベントです。管理者はロックしているクライアントに問い合わせて、このファイルを参照しているアプリケー
ションを閉じるように要求することができます。
ファイルを開いたアプリケーションが正常にシャットダウンしなかった可能性があります。可能な場合はクライアントを再
起動することをお勧めします。

SMB ロックの不整合

説明 SMB インターロックの問題で SMB サービスが中断されています。

原因 さまざまな SMB クライアントインターロックのシナリオがあります。

対策 システムは自動で復元し、復元完了時にイベントを発行します。

SMB 最大接続数に到達

説明 NAS コントローラ 1 台あたりの最大 SMB 接続数に到達しています。

原因 各 NAS アプライアンスは特定の数の接続に制限されます。

対策 • システムが最適な状態にあり（すべての NAS コントローラがオンラインの状態）、NAS コントローラのいずれかに
アクセスする SMB クライアントの数が最大数に到達した場合は、別の NAS アプライアンスを追加することを検
討してください。

• システムが最適な状態にあるが（すべての NAS コントローラ がオンラインの状態）、NAS コントローラ間でクライ
アントのバランスが大きく損なわれている場合は、Storage Manager を使用してクライアントの再バランスを行い
ます。

• システムは劣化した（1 台または複数の NAS コントローラが故障している）状態であり、SMB クライアントが残
りの NAS コントローラに接続されている場合は、システムが最適な状態に戻るまで待つか、システムを使用して 
SMB クライアントの数を減らします。

SMB 共有が存在しない

説明 存在しない SMB 共有に接続を試みています。

原因 • クライアント側の綴りが間違っています。
• 間違ったサーバーにアクセスしています。
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対策 利用可能な SMB 共有のリストを表示して、すべての SMB 共有が表示され、誤って変更されていないことを確認
します。
Windows クライアントで次の手順を使用して、問題のある SMB 共有にアクセスできることを確認します。

1. 実行 をクリックします。
2. 次のようにクライアントアクセス VIP および共有名を入力します。\\<client_VIP_or_name>

\<SMB_share_name> 

SMB 共有のマッピング後のイベントで切り捨てられる SMB 共有名

説明 クライアントが SMB 共有をマッピングした後に、次のイベントが生成され、イベントで SMB 共有名が切り捨てられま
す。この例では、SMB 共有は share1_av です。
SMB client connection failure. Un-available share \
\172.22.151.106\share1_a

原因 これは、Windows で既知の問題です。Windows は、SMB 共有をその名前と 1 文字切り捨てられた名前によって
マップしようとします。

対策 このイベントは無視しても問題ありません。

SMB パスの共有が見つからない

説明 クライアントが、NAS ボリューム内に存在しないディレクトリを参照している共有にアクセスしました。

原因 このエラーは通常、次のシナリオのいずれかによって発生します。
• FluidFS クラスタが、バックアップまたはリモートレプリケーションから復元される。復元中はディレクトリの構造が完

全ではなく、いくつかのディレクトリは存在していない可能性があります。
• 同じパス内の上位ディレクトリへのアクセス権限を持つクライアントが、別のクライアントにマウントされているディレ

クトリを削除または変更した場合。複数のクライアントが同じデータセットにアクセスしているときは、このシナリオ
を避けるために厳密な権限レベルを適用することをお勧めします。

対策 1. FluidFS クラスタが復元中の場合、現在のステータスをクライアントに伝え、復元プロセスが完了するまで待機
するようにクライアントに指示をします。

2. 別のクライアントがディレクトリを削除または変更している場合は、次の 3 つのオプションがあります。

• 問題のあるパスをバックアップから復元します。
• 欠落しているディレクトリを手動で作成し、アクセスできるようにします。削除されたパスにある既存データ

にアクセスしようとすると、クライアントにエラーが返されます。
• SMB 共有を削除し、これをクライアントに通知します。

3. FluidFS で使用可能なすべての SMB 共有をリストし、問題のある SMB 共有を特定します。問題のある共
有には、その共有へのアクセスができないことが示されています。

SMB による読み取り専用 NAS ボリュームへの書き込み

説明 クライアントが読み取り専用 NAS ボリュームでファイルの変更を試みています。

原因 NAS ボリュームが、レプリケーションのターゲットであるのにもかかわらず読み取り専用に設定されています。
このイベントの最もよくある原因は次のいずれかです。

• クライアントは読み取り目的でターゲットシステムにアクセスしたつもりだが、誤ってファイルの変更も試みた。
• 名前 /IP アドレスが似ていたため、クライアントが誤ったシステムにアクセスした。
• クライアントは、クライアントの知識がなくレプリケーションターゲットとされた NAS ボリュームにアクセスした。

回避策 • ユーザーに正しい NAS ボリュームを知らせます。
• NAS ボリュームに書き込むためには、まず、レプリケーションを終了させて、NAS ボリュームをスタンドアロンにする

必要があります。
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NFS の問題のトラブルシューティング
本項には、一般的な NFS 問題の考えられる原因と解決策が記載されています。

NFS エクスポートをマウントできない

説明 NFS エクスポートをマウントしようとすると、次のような理由でマウントコマンドがエラーになります。
• パーミッションが拒否されました。
• ポートマッパーエラーのため、FluidFS クラスタが応答しません － RPC のタイムアウトまたは入力 / 出力エラーで

す。
• プログラムが登録されていないため、FluidFS クラスタが応答しません。
• アクセスが拒否されました。
• ディレクトリではありません。

原因 • クライアントが NFS/UDP を使用して接続されており、接続経路中にファイアウォールがあります。
• クライアントが NFS エクスポートリストに入っていないか、FluidFS クラスタが NIS 経由でクライアントシステムを

認識できなかったか、または FluidFS クラスタがクライアントから提供された ID を承諾しません。
• FluidFS クラスタがダウンしているか、または内部ファイルシステムに問題があります。
• マウントコマンドはポートマッパーに到達していますが、rpc.mountd NFS のマウントデーモンが登録されていませ

ん。
• クライアントシステムの IP アドレス、IP 範囲、ドメイン名、またはネットグループが、FluidFS クラスタからのマウント

を試みている NAS ボリューム用の NFS エクスポートリストにありません。
• リモートパスまたはローカルパスのいずれかがディレクトリではありません。
• クライアントにルート権限がないかシステムグループのメンバーではありません。NFS のマウントとマウント解除は、

ルートユーザーとシステムグループのメンバーにのみ許可されています。

回避策 問題の原因が NFS/UDP およびファイアウォールである場合、クライアントがマウントに UDP（通常これがデフォルト）
を使用しているか、パスにファイアウォールがあるかどうかをチェックします。ファイアウォールがある場合は、そのファイア
ウォールに適切な例外を追加します。
問題の原因がパーミッションである場合：

• 提供したパスが正しいことを確認します。
• ルートとしてマウントを試みていることを確認します。
• システムの IP アドレス、IP 範囲、ドメイン名、またはネットグループが NFS エクスポートリストにあることを確認し

ます。

FluidFS クラスタがポートマッパーの障害が原因で応答しない場合：

• FluidFS クラスタのステータスを確認します。
• NFS のマウントを別のシステムから試して、ネットワーク接続を確認します。
• ほかのクライアントにも同じ問題が生じているかどうか確認します。

登録されていないプログラムが原因で FluidFS クラスタが応答しない場合は、クライアントのポートマッパーが起動し
ているかどうかをチェックします。
問題の原因がアクセス拒否である場合：

• 次のコマンドを使用して、FluidFS クラスタがエクスポートしたファイルシステムのリストを取得します。
showmount -e <client_VIP_or_name>

• システム名またはネットグループ名がファイルシステムのユーザーリストにないことを確認します。
• Storage Manager を介して、NFS エクスポートに関連しているファイルシステムを確認します。

問題の原因がディレクトリの場合は、コマンドのスペルをチェックし、両方のディレクトリでマウントコマンドの実行を試
行します。
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NFS エクスポートが存在しない

説明 存在しないエクスポートをマウントしようとしました。

原因 この障害は通常、クライアントシステムでのスペル間違い、または誤ったサーバーへのアクセスによって発生します。

回避策 1. FluidFS クラスタで使用可能な NFS エクスポートをチェックして、必要なエクスポートがすべて存在していること
を確認します。

2. 問題のあるクライアントで、当該のエクスポートがこのクライアントで使用可能であることを次のように確認しま
す。
% showmount -e <client_VIP_or_name>

<client_VIP_or_name> のエクスポートリスト：

/abc 10.10.10.0

/xyz 10.10.10.0

NFS エクスポートが使用可能な場合は、クライアント上で該当するマウントコマンドの NFS エクスポート名の
スペルを確認します。NFS エクスポート名は、showmount の出力から mount コマンドにコピーペーストするこ
とをお勧めします。

NFS ファイルへのアクセス拒否

説明 このイベントは NFS クライアントが NAS ボリュームのファイルに対して十分な権限を持たないときに発行されます。

原因 ファイル所有権が UID/UNIX でユーザーがこのファイルにアクセスする権限を持たない、または所有権が SID/ACL 

で UID/UNIX への変換後、ファイルへのアクセスが許可されなくなっています。

回避策 • ネイティブアクセス（SMB クライアントが SID/ACL ファイルへ、または NFS クライアントが UID/UNIX ファイルへア
クセスするとき）に関しては、権限を変更してアクセスを許可します。

• アクセスがネイティブでない場合、変換ルールがかかわってくるため、Dell Technical Support にお問い合わせい
ただくことをお勧めします。

セキュアなエクスポートへの NFS の非セキュアアクセス

説明 クライアントがセキュアでないポートからセキュアなエクスポートにアクセスを試行しています。

原因 セキュアな NFS エクスポートの要件とは、アクセスしているクライアントが well-known ポート（1024 以下）を使用
する必要があり、通常これはクライアントにおいて root（uid=0）である必要があることを意味します。

回避策 該当の NFS エクスポートを特定し、セキュアに設定されていることを確認します（セキュアなクライアントポートが必
要）。
• セキュアな NFS エクスポートを維持する必要のある場合は、well-known ポート（1024 以下）からマウントリク

エストを発行するために、NFS クライアントのマニュアルを参照してください。
• セキュアな NFS エクスポートが必要ではない場合（たとえばネットワークがパブリックではない場合）、エクスポー

トがセキュアでないことを確認してからアクセスを再試行します。

エクスポートオプションによる NFS のマウントの失敗

説明 このイベントは、NFS のマウントがエクスポートオプションのために失敗する時に発行されます。

原因 エクスポートリストはクライアントのアクセスを IP アドレス、ネットワーク、またはネットグループでフィルタし、アクセスして
いるクライアントをスクリーニングします。

回避策 1. 該当の NFS エクスポートの詳細を確認します。すべての既存のオプションを戻せるように、書き留めます。
2. NFS エクスポートに対する IP アドレス / クライアントの制限を削除し、マウントを再試行します。マウントが正

しく行われた場合、IP アドレスまたはドメインが明示的に指定されていること、または定義済みのネットワークや
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ネットグループの一部であることを確認します。マウントが正しく行われた後は、元のオプションを適宜調整しま
す。
例えば、192.175.255.254 が 192.168.0.0/16 ではなく 192.168.0.0/12 の一部であるような、ネットワークのネッ
トマスクが直感的ではない場合など、わかりにくい状況には注意してください。

ネットグループ障害による NFS マウントの失敗

説明 このイベントは、必要なネットグループ情報が取得できないためにクライアントが NFS エクスポートのマウントに失敗
した場合に発行されます。

原因 このエラーは通常、FluidFS クラスタと NIS/LDAP サーバー間の通信エラーによって発生します。ネットワークの問
題、ディレクトリサーバーのオーバーロード、ソフトウェアの誤作動が原因となる場合もあります。

対策 問題のあるサーバーから順に、設定済みの各 NIS/LDAP サーバーに対して次の処理を繰り返します。処理ごとに
単一の NIS/LDAP のみを使用してください。

1. NIS/LDAP サーバーのログを調べて、エラーの原因がログにレポートされているか確認します。
2. ネットワークテスト：NIS/LDAP サーバーと同じサブネットにあるクライアントから、FluidFS クラスタに ping を送

信してみます。FluidFS クラスタと同じサブネットにあるクライアントから、NIS/LDAP サーバーに ping を送信し
てみます。
上記のいずれかのネットワークテストでパケットの損失が認められた場合は、環境内のネットワークの問題を解
決してください。

3. FluidFS クラスタと同じサブネットにあり、同じディレクトリサーバーを使用するように設定されている Linux クライ
アントから、適切なコマンドを使用して NIS/LDAP サーバーにネットグループ詳細のクエリを発行します。適切
な時間内（3 秒以内）に応答が返されることを確認します。

NFS エクスポートでのネットグループの制限を削除するか、代替ディレクトリサーバーを定義すると、この問題を一時
的に回避することができます。ネットグループの定義に注意しながら、関連する NFS エクスポートとそれに定義され
たオプションを特定します。使用されたネットグループを記録して、問題が解決されたときにそのネットグループを復元
し、ネットグループの制限を削除できるようにしておきます。

NFS マウントパスが存在しない

説明 クライアントが、NAS ボリュームに存在しないマウントパスをマウントしようとしています。

原因 このエラーは通常、次のシナリオのいずれかによって発生します。
• FluidFS クラスタが、バックアップまたはリモートレプリケーションから復元される。復元中はディレクトリの構造が完

全ではなく、いくつかのディレクトリは存在していない可能性があります。
• 同じパス内の上位ディレクトリへのアクセス権限を持つクライアントが、別のクライアントにマウントされているディレ

クトリを削除または変更した場合。複数のクライアントが同じデータセットにアクセスしているときは、このシナリオ
を避けるために厳密な許可スキームを適用することをお勧めします。

回避策 1. FluidFS クラスタが復元中の場合、現在のステータスをクライアントに伝え、復元プロセスが完了するまで待機
するようにクライアントに指示をします。

2. 別のクライアントがディレクトリを削除または変更している場合は、次の 3 つのオプションがあります。

• 問題のあるパスをバックアップから復元します。
• 欠落しているディレクトリを手動で作成し、マウントができるようにします。削除されたパスにある既存データ

にアクセスしようとすると、クライアントにエラーが返されます。
• NFS エクスポートを削除し、これをクライアントに通知します。

3. FluidFS クラスタで使用可能なすべての NFS エクスポートをリストし、問題のある NFS エクスポートを特定し
ます。問題のあるエクスポートには、そのエクスポートへのアクセスができないことが示されています。
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NFS 所有者の操作の制限

説明 NFS クライアントに、要求されたアクションを特定のファイルに対して実行する許可が与えられていません。

原因 NFS クライアントが、所有していないファイルに対して chmod または chgrp 操作を試みました。

回避策 これは重要性の低い、ユーザーレベルの問題です。このタイプのイベントが頻繁に発生する場合は、制限されている
データへの悪意あるアクセスを示している場合があります。

NFS による読み取り専用エクスポートへの書き込み

説明 NFS クライアントが、読み取り専用 NFS エクスポート上で変更の実行を試みています。

原因 NFS エクスポートが読み取り専用 NFS エクスポートとして定義されている可能性があります。読み取り専用 NFS 

エクスポートにアクセスしているクライアントは、含まれているファイルに対する書き込み操作や変更を実行できませ
ん。

対策 このイベント自体では、システム管理者による作業は必要としません。

NFS による読み取り専用 NAS ボリュームへの書き込み

説明 クライアントが読み取り専用 NAS ボリュームでファイルの変更を試みています。

原因 NAS ボリュームが、レプリケーションのターゲットであるのにもかかわらず読み取り専用に設定されています。
このイベントの最もよくある原因は次のいずれかです。

• クライアントは読み取り目的でターゲットシステムにアクセスしたつもりだが、誤ってファイルの変更も試みた。
• 名前 /IP アドレスが似ていたため、クライアントが誤ったシステムにアクセスした。
• クライアントが、知らないうちにレプリケーションターゲットにされていた NAS ボリュームにアクセスしようとしている。

対策 • クライアントに正しい NAS ボリュームを知らせます。
• NAS ボリュームに書き込むために、レプリケーションを最初に終了して、NAS ボリュームをスタンドアロンにする必

要があります。

NFS によるスナップショットへの書き込み

説明 NFS クライアントがスナップショットにあるファイルを変更しようとしています。

原因 NAS ボリュームのスナップショットは、設計上変更することができません。

対策 クライアントにスナップショットデータを変更できないことを通知します。スナップショットは、作成時の NAS ボリュームデ
ータを正確に表したものです。

NFS ファイルまたはディレクトリへのアクセス拒否

説明 ユーザーが NFS オブジェクトを所有するグループに属しており、グループメンバーは操作を実行することが許可されて
いるにも関わらず、クライアントは NFS ファイルまたはディレクトリにアクセスできません。

原因 NFS サーバー（バージョン 2 および 3）は、NFS クライアントの認証にリモートプロシージャコール（RPC）プロトコ
ルを使用します。ほとんどの RPC クライアントには、最大で 16 のグループが NFS サーバーに渡されるという設計上
の制限があります。一部の UNIX タイプでサポートされるように、ユーザーが 16 を超える UNIX グループに所属する
場合、グループの一部は渡されず、NFS サーバーでチェックされないため、クライアントのアクセスが拒否される可能
性があります。

回避策 この問題を検証し得る方法として、newgrp を使用して一時的にユーザーのプライマリグループを変更することで、
サーバーに確実に渡されるようにする方法があります。
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簡単な回避策としては、ユーザーを不要なグループから削除して、グループを 16 以下にする方法がありますが、常
に実行可能ではありません。

NAS ファイルアクセスおよびアクセス許可の問題のトラブルシューティング
本項には、一般的な NAS ファイルアクセスおよびアクセス許可問題の考えられる原因と解決策が記載されています。

ファイルまたはフォルダの所有権を変更できない

説明 FluidFS クラスタ上のすべてのファイルは UNIX ユーザーまたは NTFS ユーザーが所有しています。所有権を変更で
きない場合の対応は、アクセスがネイティブか非ネイティブかによって異なります。

原因 ユーザーは所有権の変更を許可されていません。

回避策 このアクションは認証済みのユーザーが実行する必要があります。

NAS ファイルを変更できない

説明 ユーザーまたはアプリケーションがファイルを変更できません。

原因 • ファイルへのパーミッションがないため、クライアントがファイルを変更できません。
• NAS ボリュームが最大容量に達し、ファイルシステムが上書きを含む書き込みリクエストを拒否しています。
• NAS ボリュームはレプリケーションにおけるターゲットで、読み取り専用になっています。

対策 1. 問題が一部のファイルでのみ発生する場合は許可に問題があります。ユーザーアカウントにそのファイルの変更
許可があることを確認するか、別のユーザーアカウントを使用します。

2. 問題が特定の NAS ボリュームに関係する場合は、その NAS ボリュームに十分な空き容量があることを確認
するか、NAS ボリュームを拡張し、アクセスしている NAS ボリュームがレプリケーションのターゲットではないこと
を確認します。

ファイル所有権の混在が拒否された

説明 ファイル所有者とグループ所有者は、同じ ID タイプ（UNIX または NTFS）に属していなければなりません。違う ID 

タイプを設定しようとする操作が検出されました。

原因 元のファイル所有権が SID/GSID の場合、ファイル所有者 ID だけを UID に変更することはできません。

対策 ファイルの所有権を UNIX スタイルの所有権に変更するには、UID と GID を同時に設定します。

UNIX/Linux クライアントからの問題のある SMB アクセス

説明 UNIX/Linux クライアントが SMB を使用して（/etc/fstab を使用するか、直接 smbmount を使用）、
FluidFS クラスタの SMB 共有をマウントしようとしています。

原因 UNIX/Linux クライアントが、次のような smbclient コマンドを使用してファイルシステムへのアクセスを試みていま
す。
smbclient //<FluidFS_cluster_name>/<SMB_share> -U user%password -c ls 

対策 UNIX/Linux クライアントから FluidFS クラスタのファイルシステムにアクセスする場合は、NFS プロトコルインタフェー
スを使用することが推奨されます。この問題の対処方法は次のとおりです。

1. システム管理者は、ユーザーが UNIX/Linux クライアントから SMB を使用してアクセスし、mount コマンドを
使用して接続しているのと同じ場所に NFS エクスポートを作成します。

2. NFS ベースのインタフェースを使用して FluidFS クラスタにアクセスします。たとえば NAGIOS Linux 管理シス
テムから、/check_disk_smb コマンドではなく /check_disk コマンドを使用します。
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Dell NAS システムファイルにある不明な UID および GID 番号

説明 ubuntu 7.x クライアントから作成された新規ファイルが 4294967294 の UID および GID （nfsnone）を取得しま
す。

原因 デフォルトでは、Ubuntu 7.x NFS クライアントは、NFS コールで RPC 証明書を指定しません。その結果、これらの
クライアントから作成されたファイル（ユーザーを問わない）は、4294967294（nfsnone）の UID および GID によ
って所有されます。

回避策 NFS コールに UNIX 証明書を強制するには、Ubuntu fstab ファイル内の FluidFS クラスタマウントに sec=sys オ
プションを追加します。

ネットワーク問題のトラブルシューティング
本項には、一般的なネットワーク問題の考えられる原因と解決策が記載されています。

ネームサーバーが応答しない

説明 NIS、LDAP、または DNS サーバーのすべてにアクセスできないか応答しません。

回避策 各サーバーについて、次を実行してください。

1. FluidFS クラスタサブネット上のクライアントからサーバーに ping 送信して、応答があるか確認します。
2. FluidFS クラスタサブネット上のクライアントからサーバーにリクエストを発行し、応答があるか確認します。
3. サーバーのログをチェックし、サーバーがリクエストに応答しない原因を確認します。

DNS 設定のトラブルシューティング

説明 クライアントが、システム名を使用して FluidFS クラスタに接続できないか、またはホスト名を解決できません。

原因 次の原因が考えられます。
• クライアントの IP アドレス情報が正しく設定されていません。
• FluidFS クラスタが正しい DNS サーバーを使用するよう設定されていません。
• DNS レコードが正しくありません。

対策 1. クライアントの IP アドレス情報が正しく設定されていることを確認します。
2. FluidFS クラスタが正しい DNS サーバーを使用するよう設定されていることを確認します。
3. DNS サーバーの管理者に問い合せて DNS の記録の作成を確認します。

RX および TX 一時停止警告メッセージ

説明 Storage Manager が非最適状態にある接続を報告した場合、次の警告メッセージが表示される場合があります。
Rx_pause for eth(x) on node1 is off.

Tx_pause for eth(x) on node 1 is off.

原因 FluidFS クラスタコントローラに接続されたスイッチで、フロー制御が有効になっていません。

対策 スイッチベンダーのマニュアルを参照して、スイッチのフロー制御を有効にしてください。

レプリケーションの問題のトラブルシューティング
本項には、一般的なレプリケーション問題の考えられる原因と解決策が記載されています。
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レプリケーション設定エラー

説明 ソースとターゲットの FluidFS クラスタトポロジに互換性がないため、ソースとターゲットの NAS ボリューム間のレプリケ
ーションに失敗しています。

原因 ソースとターゲットのシステムに、レプリケーションのための互換性がありません。

回避策 ソースとターゲットの両方に同じ数の NAS コントローラが搭載されていることを確認します。

ビジー状態のレプリケーションターゲット FluidFS クラスタ

説明 ターゲット FluidFS クラスタを必要なレプリケーションのために使用できないため、ソース NAS ボリュームとターゲット 
NAS ボリューム間のレプリケーションに失敗しています。

原因 ターゲット FluidFS クラスタを必要なレプリケーションに使用できないため、レプリケーションに失敗しています。

回避策 ターゲット FluidFS クラスタでレプリケーションステータスを確認します。

ビジー状態のレプリケーションターゲットファイルシステム

説明 ターゲット FluidFS クラスタファイルシステムを必要なレプリケーションのために一時的に使用できないため、ソース 
NAS ボリュームとターゲット NAS ボリューム間のレプリケーションに失敗しています。

原因 必要なレプリケーションの処理でターゲット FluidFS クラスタが一時使用不能になっているため、レプリケーションが失
敗します。

対策 ファイルシステムがリソースの一部を開放すると、レプリケーションは自動的に再開されます。一定時間（1 時間）後
にレプリケーションが自動的に再開されていることを確認します。

ダウン状態のレプリケーションターゲット

説明 ターゲット NAS ボリュームがダウンしているため、ソース NAS ボリュームとターゲット NAS ボリュームの間のレプリケー
ションに失敗しています。

原因 ターゲット NAS ボリュームのファイルシステムがダウンしているため、レプリケーションに失敗しています。

回避策 ターゲットシステムでファイルシステムがダウンしているかどうかを確認します。FluidFS クラスタファイルシステムが応答
していない場合は、ターゲット FluidFS クラスタでファイルシステムを起動する必要があります。ファイルシステムが起
動すると、レプリケーションは自動的に続行します。

非最適状態のレプリケーションターゲット

説明 ターゲット NAS ボリュームが最適ではないため、ソース NAS ボリュームとターゲット NAS ボリュームの間のレプリケー
ションに失敗しています。

原因 ターゲット NAS ボリュームのファイルシステムが最適ではないため、レプリケーションに失敗しています。

回避策 ファイルシステムが最適でない理由を把握するため、ターゲットシステムのシステムステータスをチェックします。ファイル
システムの回復後、レプリケーションは自動的に続行します。

容量の再確保のためにビジー状態のレプリケーションターゲットボリューム

説明 ターゲット NAS ボリュームが容量の解放のためにビジー状態にあるため、ソース NAS ボリュームとターゲット NAS ボ
リュームの間のレプリケーションに失敗しています。

原因 ターゲット NAS ボリュームが容量の解放のためにビジー状態にあるため、レプリケーションに失敗しています。

回避策 容量が使用可能になると、レプリケーションは自動的に続行します。一定時間（1 時間）後、レプリケーションが自
動的に続行することを確認してください。
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レプリケーション対象ボリュームの接続解除

説明 レプリケーション先 NAS ボリュームがレプリケーション元 NAS ボリュームから接続解除されているため、レプリケーショ
ン元 NAS ボリュームとレプリケーション先 NAS ボリューム間のレプリケーションが失敗します。

原因 レプリケーション先 NAS ボリュームが以前にレプリケーション元 NAS ボリュームから接続解除されていたため、レプリ
ケーションが失敗します。

対策 レプリケーション元 NAS ボリュームで接続解除アクションを実行します。必要に応じて、レプリケーション関係にある
両方の NAS ボリュームを再度接続します。

レプリケーションの接続切断

説明 ソースシステムとターゲットシステム間の接続が失われたため、ソース NAS ボリュームとターゲット NAS ボリューム間
のレプリケーションに失敗しています。

原因 ソースとターゲット間のネットワークインフラストラクチャの接続問題。

回避策 レプリケーションが自動的に復元されるかどうかを確認します。レプリケーションが自動的に復元されない場合は、ソ
ース FluidFS クラスタとターゲット FluidFS クラスタ間のネットワーク通信を確認します。ネットワーク通信を確認する
には、ソースとターゲットの両方の FluidFS クラスタに ping できる、同一サブネット内のサードパーティシステムを使用
します。また、FluidFS レプリケーションポートがファイアウォールで開いており、ソースとターゲットの FluidFS クラスタ間
でレプリケーションが可能であることを確認します。

互換性のないバージョンのレプリケーション

説明 ソース FluidFS クラスタの FluidFS バージョンがターゲットクラスタの FluidFS バージョンよりも上位であるため、ソース 
NAS ボリュームとターゲット NAS ボリューム間のレプリケーションに失敗しています。

原因 ソース FluidFS クラスタの FluidFS バージョンがターゲット FluidFS クラスタの FluidFS バージョンよりも上位であるた
めに、レプリケーションに失敗しています。

回避策 ソース FluidFS クラスタの FluidFS バージョンに一致するように、ターゲット FluidFS クラスタの FluidFS バージョンを
アップグレードします。

レプリケーション内部エラー

説明 内部エラーのために、ソースおよびターゲット NAS ボリューム間のレプリケーションに失敗します。

対策 Dell Technical Support に連絡してこの問題を解決してください。

容量が十分でないレプリケーションターゲット

説明 ターゲット NAS ボリュームに十分な容量がないため、ソース NAS ボリュームとターゲット NAS ボリューム間のレプリケ
ーションに失敗しています。

原因 ターゲット NAS ボリュームに十分な容量がないために、レプリケーションに失敗しています。

回避策 ターゲット NAS ボリュームの容量を増やします。

ビジー状態のレプリケーション複製元 FluidFS

説明 複製元 NAS ボリュームのファイルシステムが別の NAS ボリュームのレプリケーションでビジー状態であるため、複製
元 NAS ボリュームと複製先 NAS ボリューム間のレプリケーションに失敗しています。

原因 複製元 NAS ボリュームのファイルシステムが別の NAS ボリュームのレプリケーションでビジー状態であるため、レプリ
ケーションに失敗します。
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対策 ファイルシステムがリソースの一部を開放すると、レプリケーションは自動的に再開されます。一定時間（1 時間）後
にレプリケーションが自動的に再開されていることを確認します。

ダウン状態のレプリケーション複製元

説明 ソース NAS ボリュームのファイルシステムがダウンしているため、ソース NAS ボリュームとターゲット NAS ボリューム間
のレプリケーションに失敗しています。

原因 複製元 NAS ボリュームのファイルシステムがダウンしています。

回避策 ソースシステムで FluidFS クラスタがダウンしているかどうかを確認します。FluidFS クラスタがダウンしている場合は、
ソース FluidFS クラスタのファイルシステムを起動する必要があります。ファイルシステムが起動すると、レプリケーショ
ンは自動的に続行します。

非最適状態のレプリケーション複製元

説明 複製元 NAS ボリュームのファイルシステムが最適な状態ではないため、複製元と複製先の NAS ボリューム間のレ
プリケーションができません。

原因 複製元のファイルシステムが最適な状態ではないため、レプリケーションができません。

対策 複製元システムのシステムステータスを確認して、ファイルシステムが最適ではない理由を理解します。

容量の再確保のためビジー状態のレプリケーションの複製元ボリューム

説明 複製元 NAS ボリュームが容量の再確保でビジー状態にあるため、複製元 NAS ボリュームと複製先 NAS ボリュー
ム間のレプリケーションに失敗しています。

原因 複製元 NAS ボリュームが容量の再確保でビジー状態のため、レプリケーションに失敗します。

対策 容量が使用可能になると、レプリケーションは自動的に続行します。一定時間（1 時間）後、レプリケーションが自
動的に続行することを確認します。

システム問題のトラブルシューティング
本項では、一般的なシステムの問題の原因と解決策について説明します。

NAS システム時間が間違っている

説明 スケジュールされたタスクが間違った時刻に実行されています。イベントログメッセージの日付 / 時間が正しくありませ
ん。

原因 • FluidFS クラスタの時刻が正しくありません。
• FluidFS クラスタに NTP サーバーが定義されていません。
• FluidFS クラスタにサービスを提供している NTP サーバーがダウンしているか、NTP サービスの提供を停止しまし

た。
• NTP サーバーとの通信にネットワーク上の問題があります。

回避策 1. NAS システムのクロックを手動で設定する場合は、Storage Manager で時刻が正しく設定されていることを
確認します。

2. Storage Manager から FluidFS クラスタの NTP サーバーを特定します。今後の参照用に、ホスト名または 
IP アドレスを記録しておきます。

3. NTP サーバーが定義されていない場合は定義してください。NAS システムクロックを Active Directory ドメイ
ンコントローラで使用される NTP サーバーと同期させることをお勧めします。これにより、時差や認証に関する
問題を回避できます。多くの場合、ドメインコントローラは NTP サーバーでもあります。

4. NTP サーバーが起動し、NTP サービスを提供していることを確認します。
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5. ping などを使用して FluidFS クラスタと NTP サーバー間のネットワークパスを確認します。応答時間がミリ秒
の範囲内であることを確認してください。

システムシャットダウンのトラブルシューティング

説明 Storage Manager を使用してシステムをシャットダウン中、20 分経過してもシステムが停止せず、NAS コントローラ
がシャットダウンしません。

原因 システムのシャットダウン手順は、次の異なる 2 つのプロセスで構成されています。
• ファイルシステムの停止
• NAS コントローラの電源オフ

データ量が多い場合またはストレージへの接続が断続的である場合、ファイルシステムでストレージに対するキャッシ
ュをクリアするには、しばらく時間がかかることがあります。電源をオフする段階での問題の原因としては、OS カーネル
が NAS コントローラでハングすることやローカルドライブに状態を同期できないことが考えられます。

対策 • ファイルシステムが停止し、いずれかの NAS コントローラが稼動している場合は、電源ボタンを押して物理的に 
NAS コントローラの電源をオフにすることができます。

• ファイルシステムが停止していない場合は、ファイルシステムを停止し続ける必要があります。ファイルシステム
は、10 分のタイムアウトに達するとキャッシュをローカルコントローラにフラッシュし、シャットダウンプロセスを続行し
ます。

NAS ボリュームのセキュリティ違反

説明 NAS ボリュームのセキュリティ違反。

原因 NAS ボリュームのセキュリティ方式を選択すると、NAS ボリューム内のファイルでパーミッションを設定する際に使用す
る主要プロトコルが指定されます。UNIX セキュリティ方式の NAS ボリュームには NFS、NTFS セキュリティ方式の 
NAS ボリュームには SMB を使用します。
その結果、以下に示す一部の操作が無効になります。

• NTFS セキュリティ方式の NAS ボリューム内にあるファイルへの UNIX パーミッションの設定。
• NTFS セキュリティ方式の NAS ボリューム内にあるファイルへの UID/GID 所有権の設定。
• UNIX セキュリティ方式の NAS ボリューム内にあるファイルへの ACL の設定。
• UNIX セキュリティ方式 NAS ボリューム内にあるファイルの読み取り専用フラグの変更。
• UNIX セキュリティ方式の NAS ボリューム内にあるファイルへの SID/GSID 所有権の設定。

NAS ボリュームのセキュリティ方式は、そのファイルへのアクセスに使用する主要プロトコルを反映していなければなり
ません。

対策 ユーザーがプロトコルを越えたセキュリティ関連のアクティビティを頻繁に実行しなければならない場合、主要アクセス
プロトコルに基づいてデータを別の NAS ボリュームに分割します。

接続操作の失敗

説明 NAS コントローラを FluidFS クラスタに接続できません。

対策 • 接続操作に失敗した NAS コントローラにキーボードとモニタを接続し、エラーメッセージを確認して操作が失敗
した原因を特定します。

• NAS コントローラが接続されていないとき、クライアントネットワーク上でそのコントローラに割り当てられている IP 
が他のホストに割り当てられなかったことを確認します。NAS コントローラが接続されていない間、IP アドレスを
含むコントローラの ID は失われます。NAS コントローラが接続されると、IP アドレスを含む ID が再びコントローラ
に適用されます。

• デフォルトゲートウェイがプライマリサブネット内にあることを確認します。デフォルトゲートウェイがプライマリサブネッ
トにない場合は、デフォルトゲートウェイを変更します。接続を正しく行うには、デフォルトゲートウェイに対して 
ping を実行できる必要があります。

• 接続操作に失敗した場合は、NAS コントローラを手動でスタンバイモードにリセットする必要があります。
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サービスパックのアップグレード後、コントローラの起動に時間がかかる

説明 NAS コントローラファームウェアのサービスパックをアップグレードした後、NAS コントローラの起動に時間がかかりま
す。

原因 アップグレード処理を完了するには、最大 60 分間かかることがあります。

対策 • 起動に時間がかかっている NAS コントローラにキーボードとモニタを接続します。
• システムが起動し、起動フェーズの状態にある場合は、そのままアップグレードを完了させてください。これには最

大で 60 分かかることがあります。
• NAS コントローラが起動フェーズの状態にある間は、そのコントローラを手動で再起動しないでください。
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パート

IV
FluidFS v5 クラスタの管理
このセクションでは、Storage Manager を使用してバージョン 5.x を実行している FluidFS クラスタを管理する方法について説明します。

メモ: FluidFS クラスタの管理には、FluidFS v6 用と FluidFS v5 用の 2 つの独立したセクションが含まれています。これは、GUI の手
順が、これら 2 つのバージョン間で異なるためです。
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FluidFS 搭載の FS8x00 スケールアウト NAS の概要
本項では、FS8x00 スケールアウト NAS（ネットワーク接続ストレージ）の概要を示します。

FS8x00 スケールアウト NAS の動作
Dell FS8x00 スケールアウト NAS は、Dell Fluid File System（FluidFS）と Storage Center を活用して、Microsoft Windows、UNIX、および 
Linux の各クライアントにファイルストレージを提供します。FluidFS クラスタは、専用サーバにインストールされているか、あるいは Hyper-V または 
VMware 仮想化を導入している仮想システムにインストールされている、Windows、UNIX、および Linux オペレーティングシステムをサポートしま
す。
Storage Center は、ある一定の容量（NAS プール）を FluidFS クラスタに提供します。この NAS プールはその後、NAS ボリュームに分割され、
SMB 共有および NFS エクスポートを作成するために使用されます。

図 54. NAS ストレージ

クライアントには、FluidFS システムがそれ自体を、複数の SMB 共有および NFS エクスポートをホストし、1 つの IP アドレスと名前空間を持つ単
一のファイルサーバーとして提供します。クライアントは、それぞれのオペレーティングシステムの NAS プロトコルを使用して FluidFS クラスタに接続し
ます。

• UNIX および Linux ユーザーは NFS プロトコルを介してファイルにアクセスする
• Windows ユーザーは SMB プロトコルを介してファイルにアクセスする
• ユーザーは匿名 FTP プロトコルを介してファイルにアクセスすることもできます

FluidFS クラスタはすべてのクライアントに同時にデータを提供します。

FS8x00 スケールアウト NAS 用語
次の表では、FS8x00 スケールアウト NAS に関連する用語を定義しています。
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用語 説明
Fluid File System（FluidFS） NAS コントローラにインストールされている、Dell の高パフォーマンスで拡張可能なファイルシステムソフトウ

ェアです。

アプライアンス（NAS アプライアンス） FluidFS クラスタ内のアクティブ - アクティブ構成のホットスワップ可能な 2 台の NAS コントローラが搭載さ
れた、ラックマウント型 2U シャーシ。キャッシュデータは、NAS アプライアンス内でペアになる NAS コントロ
ーラ の間でミラーリングされます。

コントローラ（NAS コントローラ） NAS アプライアンスの 2 つのプライマリコンポーネントで、それぞれが FluidFS クラスタの別のメンバーとして
機能します。

ピアコントローラ NAS アプライアンスで特定の NAS コントローラとペアになる、NAS コントローラです。

スタンバイコントローラ FluidFS ソフトウェアでインストールされる NAS コントローラですが、FluidFS クラスタの一部ではないもので
す。たとえば、Dell の工場から出荷された新しいコントローラまたは交換のコントローラは、スタンバイコント
ローラと見なされます。

バックアップ電源装置 各 NAS コントローラにはバッテリ電源装置が搭載され、電源障害が発生した場合にバックアップバッテリ
電源を提供します。

FluidFS クラスタ FluidFS クラスタとして設定される、1～4 台の FS8x00 スケールアウト NAS アプライアンス。

Storage Center NAS ストレージ容量を提供する、最大 8 台の Storage Center。

Storage Manager FluidFS クラスタおよび Storage Center の管理に必要な、マルチシステム管理ソフトウェアおよびユーザー
インタフェース。

FS8x00 スケールアウト NAS 完全に設定された、可用性が高く拡張性に優れた FluidFS クラスタで、NAS（SMB および NFS）サービ
スを提供します。このクラスタは、NAS アプライアンス、1 つ、または複数の Storage Center で提供される
ストレージ、および Storage Manager で構成されます。

FTP FluidFS クラスタ間でのファイル転送に使用するファイル転送プロトコル。

NAS プール 最大 2 つの Storage Center が提供するすべてのストレージから、内部システム用に予約された容量を
引いた合計。

NAS ボリューム NAS プール内のストレージの容量を消費する仮想ボリューム。システム Administrator は、SMB 共有お
よび NFS エクスポートを NAS ボリューム上に作成して、それらを認証済みのユーザーと共有することがで
きます。

LAN またはクライアントネットワーク クライアントが SMB 共有または NFS エクスポートにアクセスする際に経由するネットワークです。また、この
ネットワークはストレージ Administrator が FluidFS クラスタを管理するためにも使用されます。

クライアント VIP FluidFS クラスタでホストされた SMB 共有および NFS エクスポートにアクセスするためにクライアントが使
用する 1 つ、または複数の仮想 IP アドレス。

SMB 共有 サーバーメッセージブロック（SMB）プロトコルを使用してネットワーク上で共有される、NAS ボリューム内の
ディレクトリ。

NFS エクスポート Network File System（NFS）プロトコルを使用してネットワーク上で共有される、NAS ボリューム内のデ
ィレクトリ。

ネットワークデータ管理プロトコル
（NDMP）

NDMP バックアップおよび復元操作に使用されるプロトコル。

複製 2 つの FluidFS クラスタ間、または 2 つの NAS ボリューム間で NAS ボリュームデータをコピーします。

レプリケーションパートナー レプリケーション操作に参加する FluidFS クラスタ。

スナップショット 特定のポイントインタイムで読み取り専用として凍結されたすべての NAS ボリュームデータのイメージ。
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スケールアウト NAS の主な機能
次の表は、スケールアウト NAS の主な機能の概要を示しています。

機能 説明

共有バックエンドインフラストラクチャ Storage Center SAN およびスケールアウト NAS は、同じ仮想ディスクプールを使用します。

ファイル管理 Storage Manager を使用した Storage Center SAN とスケールアウト NAS の管理およびレポー
ト。

高パフォーマンスのスケールアウト NAS 最大 4 つの NAS アプライアンス（8 つの NAS コントローラ）にまたがる単一の名前空間のサポ
ート。

容量の拡張 2 つの Storage Center で最大 4 PB の容量まで単一の名前空間を拡張できる機能。

接続オプション クライアントネットワークに接続する場合の 1 GbE および 10 GbE のオプションと銅線および光ファ
イバのオプションを提供。

高可用性およびアクティブ―アクティブ設計 NAS アプライアンスごとの冗長なホットスワップ対応 NAS コントローラ。NAS アプライアンスの両
方の NAS コントローラ が I/O を処理します。

自動負荷バランシング ネットワークポートと NAS コントローラ全体でのクライアント接続と、Storage Center ボリュームで
のバックエンド I/O の自動バランシング。

マルチプロトコルサポート SMB（Windows の場合）プロトコル、NFS（UNIX および Linux の場合）プロトコル、および 
FTP プロトコルがサポートされ、両方のプロトコルでユーザーデータを共有できます。

クライアント認証 ローカルおよびリモートクライアント認証（LDAP、Active Directory、および NIS を含む）を使用
してファイルへのアクセスを制御します。

クォータルール クライアントの容量使用状況を制御します。

ファイルセキュリティスタイル NAS ボリュームのファイルセキュリティモードの選択（UNIX、Windows、または混合）。

Storage Center Data Progression 非アクティブデータの安価なドライブへ自動的に移行。

Storage Center の動的容量 NAS プールと NAS ボリュームに割り当てられたブロックレベルストレージのシンプロビジョニングを行
い、書き込みが発生したときのみ容量を使用します。

キャッシュミラーリング 書き込みキャッシュは、NAS コントローラ間でミラーリングされます。これによって、クライアント要求
への高パフォーマンスな応答が保証され、NAS コントローラの障害発生時にデータの整合性が維
持されます。

ジャーナリングモード NAS コントローラの障害発生時に、残りの NAS コントローラのキャッシュがストレージに書き込ま
れ、NAS コントローラがストレージへの直接的な書き込みを続行します。これにより、データ損失
を防ぐことができます。

バックアップ電源装置 電源障害が発生した場合にデータ整合性が維持できるよう、キャッシュを内部ストレージデバイス
に書き込むのに十分な時間、NAS コントローラ をオンラインのままにします。

NAS ボリュームシンクローン データセットを物理的にコピーせずに NAS ボリュームをクローンします。

重複排除 使用していない冗長データを排除するポリシー駆動のポストプロセス重複除外テクノロジー。

圧縮 使用していないデータをインテリジェントに圧縮する LZ77 圧縮アルゴリズムのタイプ。

メタデータの保護 メタデータについては、データの整合性とプロテクションを目的として絶えずチェックサム処理が行わ
れ、Storage Center 上と FS Series アプライアンス内の両方の複数の場所に保存されます。

スナップショット ネットワークを介してユーザーがアクセスできるリダイレクトオンライト方式のスナップショット。
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機能 説明

複製 災害復旧を可能にするリモート FluidFS クラスタへの NAS ボリュームレベルのスナップショットベー
ス非同期レプリケーション。

NDMP バックアップ 認定サードパーティのバックアップソリューションに対する Ethernet 経由のスナップショットベースの
非同期 2 ウェイバックアップ（直接 NDMP）、または 3 ウェイバックアップ（リモート NDMP）。

アンチウイルススキャン 認証サードパーティの Internet Content Adaptation Protocol（ICAP）対応アンチウイルスソリ
ューションを使用した、SMB アンチウイルススキャンのオフロード機能。

監視 組み込みのパフォーマンス監視および容量計画。

FS8x00 ハードウェアの概要
スケールアウト NAS は、FluidFS クラスタとして設定された 1～4 台の FS8x00 アプライアンスで構成されます。各 NAS アプライアンスは、ラックマ
ウント型 2U シャーシであり、アクティブ - アクティブ構成でホットスワップ可能な 2 台の NAS コントローラが搭載されています。NAS アプライアンス
では、1 台の NAS コントローラのペアになっている 2 台目の NAS コントローラをピアコントローラと呼びます。スケールアウト NAS は拡張をサポート
しています。つまり、1 台の NAS アプライアンスから始め、必要に応じて FluidFS クラスタに NAS アプライアンスを追加してパフォーマンスを向上さ
せることができます。
NAS アプライアンスの番号は 1 から始まり、NAS コントローラの番号は 0 から始まります。アプライアンス 1 にはコントローラ 0 とコントローラ 1、アプ
ライアンス 2 にはコントローラ 2 とコントローラ 3 というように続きます。Storage Manager に表示される物理ハードウェアを識別するには、Storage 

Manager で表示されるサービスタグと、NAS アプライアンスの前面右側にあるシールに印刷されているサービスタグを照合する必要があります。

次の FS8x00 アプライアンス構成が使用可能です。FluidFS クラスタ内のすべての NAS アプライアンスが同じ構成を使用する必要があります。つ
まり、1 GbE と 10 GbE、または Fibre Channel と iSCSI を混在させることはできません。

• Storage Center に対する 8 Gb Fibre Channel バックエンド接続を使用した 1 Gb Ethernet クライアント接続
• Storage Center に対する 8 Gb Fibre Channel バックエンド接続を使用した 10 Gb Ethernet クライアント接続
• Storage Center に対する 10 Gb Ethernet iSCSI バックエンド接続を使用した 10 Gb Ethernet クライアント接続

メモ: 10 GbE モデルには、24 GB と 48 GB の 2 つの RAM 構成があり、同じアプライアンスに混在させることはできませんが、クラスタ
内で混在させることはできます。

内蔵バックアップ電源装置
それぞれの NAS コントローラ にはバックアップ電源装置（BPS）が内蔵され、電源障害時にデータを保護することができます。BPS を使用する
と、電源障害の発生時に NAS コントローラへ最低 5 分間は連続して電力が供給され、NAS コントローラを安全にシャットダウンするために十分
なバッテリ電源を備えることができます。さらに、BPS は、NAS コントローラがキャッシュからすべてのデータを不揮発性の内蔵ストレージに書き込む
ために十分な時間を提供します。
NAS コントローラは、BPS バッテリステータスを定期的にチェックして、正常に動作するために必要な最低限レベルの電力を維持します。BPS バッ
テリステータスが正確になるように、NAS コントローラは定期的にバッテリキャリブレーションを行います。バッテリキャリブレーションサイクル中に、BPS 

は充電サイクルと放電サイクルを経ます。したがって、このプロセス中はバッテリエラーイベントが予期されます。バッテリキャリブレーションサイクルが完
了するには最大 7 日間かかります。NAS コントローラがバッテリキャリブレーションサイクルを開始し、ピア NAS コントローラ BPS に障害が発生した
場合は、NAS コントローラがジャーナルモードになります。ジャーナルモードになるとパフォーマンスに影響がある場合があるため、デルでは障害が発
生した BPS はできるだけ早く修復することをお勧めします。

内蔵ストレージ
それぞれの NAS コントローラには、FluidFS イメージ用に、また、電源障害発生時にはキャッシュストレージオフロードの場所にのみ使用される内
蔵ストレージデバイスがあります。この内蔵ハードドライブは、NAS ストレージ機能を備えていません。

内部キャッシュ
それぞれの NAS コントローラには、高速な読み取りと信頼性の高い書き込みを提供する内部キャッシュが含まれます。
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関連リンク
データキャッシュおよび冗長性
データキャッシュおよび冗長性

FS 8600 のアーキテクチャの概要
スケールアウト NAS は以下のコンポーネントで構成されています。

• ハードウェア

– FluidFS クラスタ
– Storage Center

• NAS アプライアンスネットワークインタフェース接続

– SAN ネットワーク
– 内部ネットワーク
– LAN/ クライアントネットワーク

次の図はスケールアウト FS8600 アーキテクチャの概要を示しています。

図 55. FS8600 アーキテクチャ

Storage Center

Storage Center は、FS8600 スケールアウト NAS ストレージ容量を提供します。FS8600 をスタンドアロン NAS アプライアンスとして使用するこ
とはできません。Storage Center には、ブロックおよびファイルストレージ用に別個のストレージ容量を備える必要はありません。また、Data 
Progression および Dynamic Capacity などの Storage Center 機能は、NAS ボリュームに自動的に適用されます。
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SAN ネットワーク
FS8600 は、Storage Center とバックエンドインフラストラクチャを共有します。SAN ネットワークは FS8600 を Storage Center に接続し、ブロッ
クレベルのトラフィックを伝送します。FS8600 は、購入した NAS アプライアンス構成に応じて、iSCSI または Fibre Channel プロトコルを使用して 
Storage Center と通信します。

内部ネットワーク
内部ネットワークは、NAS コントローラ間の通信に使用されます。次のことを実現するために、FluidFS クラスタ内の各 NAS コントローラは、
FluidFS クラスタ内の他のすべての NAS コントローラ にアクセスできる必要があります。

• FluidFS クラスタの作成に接続を提供する
• 高可用性を維持するために、ハートビートメカニズムとして機能する
• NAS コントローラ間の内部データ転送を有効にする
• NAS コントローラ間のキャッシュミラーリングを有効にする
• NAS コントローラ間のクライアント分散を有効にする

LAN/ クライアントネットワーク
LAN/ クライアントネットワークは、SMB 共有および NFS エクスポート、および FTP ランディングディレクトリへのクライアントアクセスに使用されま
す。また、FluidFS クラスタを管理するためにストレージ Administrator によっても使用されます。FluidFS クラスタには 1 つ、または複数の仮想 IP 
アドレス（クライアント VIP）が割り当てられ、クライアントは FluidFS クラスタに単一のエンティティとしてアクセスできます。また、クライアント VIP に
より、NAS コントローラ間での負荷バランシングが有効になり、NAS コントローラの障害発生時にフェールオーバーが行われます。
FluidFS クラスタへのクライアントアクセスがルーターを経由しない場合（つまり、フラットネットワークである場合）は、NAS コントローラ 1 台につき 1 

つのクライアント VIP を定義します。クライアントがルーター経由で FluidFS クラスタにアクセスする場合は、NAS コントローラ 1 台につき、クライアン
トインタフェースポートごとに 1 つの VIP を定義します。

データキャッシュおよび冗長性
新しいファイルおよび変更されたファイルは最初にキャッシュに書き込まれ、次にピア NAS コントローラにただちにミラーリングされます（ミラーリングモ
ード）。データキャッシュにより高いパフォーマンスが提供され、ピア NAS コントローラ間のキャッシュミラーリングによりデータ冗長性が確保されます。
キャッシュデータは、最適なデータ配置スキームを使用して最終的に（非同期で）永続ストレージに転送されます。
キャッシュミラーリングが可能でない場合（1 つの NAS コントローラに障害が発生した場合や BPS バッテリのステータスが低い場合など）、NAS コン
トローラはストレージに直接書き込みを行います（ジャーナリングモード）。

ファイルメタデータの保護
FluidFS クラスタには、ファイルメタデータ（名前、所有者、権限、作成日、変更日、ファイルのストレージの場所へのソフトリンクなどの情報を含む）
を保管および保護する複数の機能が組み込まれています。

• すべてのメタデータアップデートは、電源障害発生時に破損またはデータ損失を回避するために常に記録されます。
• メタデータは、2 つの異なるボリュームに複製されます。
• メタデータは、個別のキャッシング方式を介して管理されます。
• チェックサムは、メタデータおよびディレクトリ構造を保護します。バックグラウンドプロセスが継続的にチェックし、誤ったチェックサムを修正します。

負荷バランシングおよび高可用性
可用性とパフォーマンスを最適化するために、クライアントの接続は使用可能な NAS コントローラ間で負荷分散されます。NAS アプライアンスの 
2 つの NAS コントローラは、同時に動作します。NAS アプライアンスの 1 つの NAS コントローラで障害が発生すると、クライアントは自動的にピア
コントローラにフェールオーバーされます。フェールオーバーが実行された場合、一部の SMB クライアントは自動的にピア NAS コントローラに再接
続します。それ以外の場合、SMB アプリケーションは失敗することがあり、ユーザーが再起動する必要があります。NFS クライアントはフェールオー
バー時に一時的に停止しますが、クライアントネットワークトラフィックは自動的に再開されます。
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障害シナリオ
FluidFS クラスタは、データの可用性に影響を与えず、データを損失せずに 1 台の NAS コントローラの障害を許容できます。NAS アプライアンスの 
1 台の NAS コントローラが利用できなくなった場合（たとえば、NAS コントローラに障害が発生した場合、電源がオフである場合、ネットワークから
切断された場合）、NAS アプライアンスのステータスは劣化します。FluidFS クラスタはまだ動作可能であり、クライアントがデータを利用できます
が、ほとんどの設定を変更できず、データがキャッシュされなくなるためにパフォーマンスも低下することがあります。
複数の NAS コントローラの障害によるデータ可用性およびデータ整合性への影響は、障害シナリオの状況によって異なります。障害のある NAS 

コントローラをできるだけ早く取り外し、安全にオフラインにして保守できるようにすることが推奨されます。データアクセスは、FluidFS クラスタにある
各 NAS アプライアンス内のいずれかの NAS コントローラが動作している限り、保持されます。

次の表は、さまざまな障害シナリオのデータ可用性およびデータ整合性への影響の概要を示しています。

シナリオ システム状態 データ整合性 コメント

1 台の NAS コントローラの障害 使用可能、劣化状態 影響なし • ピア NAS コントローラがジャー
ナル処理モード

• ファイルシステムをオンラインの
状態に保ちながら、障害のあ
る NAS コントローラを交換で
きる

1 つの NAS アプライアンスクラスタ
でのシーケンシャルデュアル NAS 

コントローラの障害

使用不可 影響なし シーケンシャル障害では、NAS コ
ントローラで 1 つの障害が発生し
てから次の障害が発生するまでに
すべてのデータをキャッシュからディ
スク（Storage Center または非揮
発性内蔵ストレージ）に書き込む
のに十分な時間があることを前提
とする

1 つの NAS アプライアンスクラスタ
での同時デュアル NAS コントロー
ラの障害

使用不可 キャッシュ内のデータが失われる ディスクに書き込まれていないデー
タが失われる

複数の NAS アプライアンスクラス
タでのシーケンシャルデュアル NAS 

コントローラの障害（同じ NAS ア
プライアンス）

使用不可 影響なし シーケンシャル障害では、NAS コ
ントローラで 1 つの障害が発生し
てから次の障害が発生するまでに
すべてのデータをキャッシュからディ
スク（Storage Center または非揮
発性内蔵ストレージ）に書き込む
のに十分な時間があることを前提
とする

複数の NAS アプライアンスクラス
タでの同時デュアル NAS コントロ
ーラの障害（同じ NAS アプライア
ンス）

使用不可 キャッシュ内のデータが失われる ディスクに書き込まれていないデー
タが失われる

複数の NAS アプライアンスクラス
タでのデュアル NAS コントローラの
障害（別の NAS アプライアンス）

使用可能、劣化状態 影響なし • ピア NAS コントローラがジャー
ナル処理モード

• ファイルシステムをオンラインの
状態に保ちながら、障害のあ
る NAS コントローラを交換で
きる
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24
FS Series アプライアンス用 FluidFS システム管理
本項には、基本的な FluidFS クラスタシステム管理に関する情報が記載されています。この作業には、Dell Storage Manager Client を使用し
ます。

Dell Storage Manager Client または CLI を使用した FluidFS クラスタへの
接続
ストレージ Administrator は、Dell Storage Manager Client またはコマンドラインインタフェース（CLI）を使用して FluidFS クラスタに接続し、管
理できます。デフォルトでは、FluidFS クラスタはクライアントネットワークからアクセスします。

Dell Storage Manager Client を使用した FluidFS クラスタへの接続
FluidFS クラスタを管理するために、Dell Storage Manager Client にログインします。
前提条件
Storage Manager のユーザーアカウントには、Dell Storage Manager Client で FluidFS クラスタを表示、管理、または追加するためのシステム
管理者権限が必要です。

手順
1. Dell Storage Manager Client アプリケーションを起動します。Dell Storage Manager Client が表示されます。
2. Dell Storage Manager Client の ようこそ 画面が表示されたら、Storage Center または Data Collector へのログイン をクリックします。
3. ユーザー名 フィールドに EM Data Collector ユーザー名を入力します。
4. パスワード フィールドに、EM Data Collector パスワードを入力します。
5. ホスト /IP フィールドに、Data Collector をホストするサーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。Data Collector とクライアントが同

一システムにインストールされている場合、localhost と入力することができます。
6. インストール時にウェブサーバーポートを変更した場合は、ウェブサーバーポート フィールドにアップデートされたポートを入力します。
7. ログイン をクリックします。Dell Storage Manager Client が Data Collector に接続し、FluidFS クラスタを含む ストレージ ビューを表示しま

す。

FluidFS クラスタへの再接続
Storage Manager が FluidFS クラスタと通信できない、またはログインできない場合、Storage Manager は FluidFS クラスタにダウンのマークを付
けます。FluidFS クラスタに再接続し、更新された接続情報または資格情報を入力します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
3. FluidFS クラスタへの再接続 をクリックします。FluidFS クラスタへの再接続 ダイアログボックスが表示されます。
4. ユーザー名 フィールドには、FluidFS クラスタの管理者ユーザー名を入力します。デフォルトのユーザー名は Administrator です。
5. パスワード フィールドに、FluidFS クラスタの管理者パスワードを入力します。デフォルトのパスワードは Stor@ge! です。
6. OK をクリックします。
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VGA コンソールを使用した FluidFS クラスタ CLI への接続
VGA コンソールを使用して CLI にログオンし、FluidFS クラスタを管理します。NAS コントローラの VGA ポートにモニタを接続し、キーボードを 
NAS コントローラの USB ポートの １ つに接続します。

1. コマンドラインで、最初の login as プロンプトに次のコマンドを入力します。
cli

2. 次の login as プロンプトで FluidFS クラスタの管理者ユーザー名を入力します。デフォルトユーザー名は Administrator です。
3. FluidFS クラスタの管理者パスワードを <user_name> のパスワード プロンプトに入力します。デフォルトのパスワードは Stor@ge! です。

CLI へのログインが完了し、ようこそ ウィンドウが開き、メインメニューに使用可能なコマンドが表示されます。

パスワードを使用した SSH 経由での FluidFS クラスタ CLI への接続
FluidFS クラスタを管理するために、SSH で CLI にログインします。

1. 次のいずれかのオプションを使用します。
• SSH クライアントを使用する Windows からは、クライアント VIP に接続します。コマンドラインからは、login as プロンプトに次のコマンド

を入力します。
cli

• UNIX/Linux システムからは、プロンプトに次のコマンドを入力します。
ssh cli@<client_VIP_or_name>

2. login as プロンプトで FluidFS クラスタの管理者ユーザー名を入力します。デフォルトユーザー名は Administrator です。
3. FluidFS クラスタの管理者パスワードを <user_name> のパスワード プロンプトに入力します。デフォルトのパスワードは Stor@ge! です。

CLI へのログインが完了し、ようこそ ウィンドウが開き、メインメニューに使用可能なコマンドが表示されます。

SSH キー認証を使用した FluidFS クラスタ CLI への接続
SSH キー交換を実行することによって、特定のマシンおよびユーザーに信頼を付与できます。

1. RSA SSH キーを生成します。

メモ: 次の例では、ssh-keygen ユーティリティを使用します。RSA SSH キーを生成する手順は、オペレーティングシステムによって
異なる場合があります。詳細については、それぞれのオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

a. SSH キー認証を使用する UNIX/Linux ワークステーションにログインします。
b. コマンドラインで次のように入力します。

ssh-keygen -t rsa
c. キーを保存するファイルの入力（/home/<user_name>/.ssh/id_rsa） プロンプトで、Enter を押します。
d. パスフレーズの入力（パスフレーズがない場合は空白） プロンプトで Enter を押し、同じパスフレーズの再入力 プロンプトで再び 

Enter を押します。SSH キーが /home/<user_name>/.ssh/id_rsa.pub. に生成されます。
2. SSH キーをクリップボードにコピーします。
3. パスワードを使用して SSH で FluidFS クラスタ CLI にログインします。
4. 次のコマンドを入力し、コピーした SSH キーを貼りつけます。

system administrators passwordless-access add-ssh-keys Administrator add-ssh-keys 
<SSH_key>

ここでは、次のコマンドを使用して、パスワードを使用せずにワークステーションから FluidFS クラスタにログインできます。

ssh <FluidFS_administrator_user_name>@<client_VIP_or_name>

また、次の形式を使用して、パスワードを使用せずにワークステーションからコマンドを実行することもできます。

ssh <FluidFS_administrator_user_name>@<client_VIP_or_name> <CLI_command>
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関連リンク
パスワードを使用した SSH 経由での FluidFS クラスタ CLI への接続
パスワードを使用した SSH 経由での FluidFS クラスタ CLI への接続

セキュアな管理
デフォルトでは、すべての FluidFS クラスタ管理ポートが、クライアントアクセス（SMB/NFS）、レプリケーション、および NDMP に必要な他のポート
とともにすべてのサブネットで開きます。セキュアな管理を有効にすると、すべての管理トラフィックが 1 つの特定のサブネットにのみ制限されます。ま
た、セキュアな管理が有効なサブネットでも、クライアントアクセス、レプリケーション、FTP、および NDMP トラフィックに必要なポートが開きます。他
のサブネットではこれらのトラックをリッスンする管理ポートがなく、クライアントアクセス、レプリケーション、および NDMP トラフィックにのみこれらの管
理ポートを使用できます。この設定により、クライアント（データ）アクセスサブネットのユーザーがすべての FluidFS クラスタの管理機能にアクセスで
きなくなります。
FluidFS では、以下の表にリストされた管理ポートは SMB/NFS 通信に参加しませんが、デフォルトによってクライアントネットワークで公開されま
す。セキュアな管理を有効にすると、管理サブネット上でのみ管理ポートを公開できます。

サービス ポート
ウェブサービス 80

セキュアな Web サービス 443

FTP 44421

FTP（パッシブ） 44430–44439

SSH 22

Storage Manager 通信 35451

セキュアな管理は、システムの導入後にのみ有効にできます。サブネットをセキュアにするには、次の条件を満たす必要があります。

• セキュアな管理機能を有効にする前にサブネットが存在する必要があります。
• サブネットは、クライアントネットワーク（管理トラフィックのサブネットレベルの分離）または LOM（Lights Out Management）Ethernet ポー

ト（管理トラフィックの物理的な分離）上に存在することができます。LOM Ethernet ポートは、NAS コントローラの背面パネルの右下にあり
ます。

• このサブネットからログインする必要があります。

セキュアな管理サブネットの追加
セキュアな管理機能を有効にする前に、セキュアな管理を有効にするサブネットが存在する必要があります。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム パネルで、環境 を展開し、ネットワーク を選択し、管理ネットワーク タブをクリックします。
4. 管理サブネットの作成 をクリックします。クライアントネットワークの設定 ダイアログボックスが表示されます。
5. インタフェース ドロップダウンメニューから、セキュアな管理サブネットが置かれているインタフェースを選択します。

• 管理トラフィックを物理的に分離するために LOM Ethernet ポートを使用するには、管理 を選択します。ネットワークケーブルを LOM 
Ethernet ポートに接続することも必要です。

• 管理トラフィックをサブネットレベルで分離するには、クライアント を選択します。
6. 管理者が FluidFS クラスタを管理するために使用する 1 つ、または複数の管理 VIP を追加します。

a. 仮想 IP アドレス 領域で 追加 をクリックします。クライアント IP アドレスの追加 ダイアログボックスが表示されます。
b. IP アドレス フィールドに、管理 仮想 IP アドレスを入力します。
c. OK をクリックします。

7. 各 NAS コントローラの IP アドレスを追加します。それぞれの NAS コントローラに対して次の手順を繰り返します。
a. NAS コントローラを選択し、設定の編集 をクリックします。コントローラ IP アドレスの編集 ダイアログボックスが表示されます。
b. IP アドレス フィールドに、NAS コントローラの IP アドレスを入力します。
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c. OK をクリックします。
8. （オプション）必要に応じて、残りの FluidFS 管理サブネットの属性を設定します。これらのオプションの詳細については、オンラインヘルプを参

照してください。
• ネットワークのネットマスクまたはプレフィクスを変更するには、ネットマスクまたはプレフィクス長 フィールドにネットマスクまたはプレフィクス

長を入力します。
• VLAN タグを指定するには、VLAN タグ フィールドに VLAN タグを入力します。VLAN タグは、VLAN が複数のスイッチにまたがっている

場合に、どのポートとインタフェースにブロードキャストパケットを送信するかを指定するために使用されます。
9. OK をクリックします。

セキュアな管理の有効化または無効化
管理トラフィックを 1 つの特定のサブネットに制限するために、セキュアな管理を有効にします。
前提条件
• セキュアな管理機能を有効にする前に、セキュアな管理を有効にするサブネットが存在する必要があります。
• FluidFS クラスタは、セキュアな管理が有効なサブネットを使用して Storage Manager で管理する必要があります。セキュアな管理サブネット

で FluidFS クラスタを管理するには、Storage Manager から FluidFS クラスタを削除し、セキュアな管理サブネット管理 VIP を使用して 
Storage Manager へ FluidFS クラスタを再び追加します。

このタスクについて
セキュアな管理を有効にした後に、セキュアな管理サブネットを介して Storage Manager に接続されている場合は、管理セッションが一時的に中
断され、変更が反映されます。このときに、Storage Manager で次のメッセージが表示されます。
Communication with the cluster was interrupted in process of issuing a command that performs 
modification to the cluster。

変更の反映後に、管理セッションが自動的に再開されます。他のすべてのサブネット上の管理セッションが切断されています。

すべてのサブネットからの管理トラフィックを許可するために、セキュアな管理を無効にします。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム パネルで、環境 を展開し、ネットワーク を選択し、管理ネットワーク タブをクリックします。
4. 右ペインで、制限設定の変更 をクリックします。制限設定の変更 ダイアログボックスが表示されます。
5. セキュアな管理を有効または無効にします。

制限 ドロップダウンメニューで次のように操作します。
• セキュアな管理を有効にするには、制限 を選択します。
• セキュアな管理を無効にするには、制限なし を選択します。

6. OK をクリックします。

セキュアな管理サブネットインタフェースの変更
セキュアな管理サブネットが置かれているインタフェースを変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム パネルで、環境 を展開し、ネットワーク を選択し、管理ネットワーク タブをクリックします。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。FluidFS クラスタ設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. FluidFS 管理サブネットの編集 をクリックします。クライアントネットワーク設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. インタフェース ドロップダウンメニューから、セキュアな管理サブネットが置かれているインタフェースを選択します。

• 管理トラフィックを物理的に分離するために LOM Ethernet ポートを使用するには、管理 を選択します。ネットワークケーブルを LOM 
Ethernet ポートに接続することも必要です。
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• 管理トラフィックをサブネットレベルで分離するには、クライアント を選択します。
7. OK をクリックします。

セキュアな管理サブネットのネットマスクまたはプレフィクスの変更
セキュアな管理サブネットのネットマスク（IPv4）またはプレフィクス（IPv6）を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム パネルで、環境 を展開し、ネットワーク を選択し、管理ネットワーク タブをクリックします。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。管理ネットワーク設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. ネットマスクまたはプレフィクス長 フィールドにセキュアな管理サブネットのネットマスクまたはプレフィクスを入力します。
6. OK をクリックします。

セキュアな管理サブネットの VLAN タグの変更
VLAN タグは、VLAN が複数のスイッチにまたがっている場合に、どのポートとインタフェースがブロードキャストパケットを送信するかを指定するため
に使用されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム パネルで、環境 を展開し、ネットワーク を選択し、管理ネットワーク タブをクリックします。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。管理ネットワーク設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. VLAN タグ フィールドに、セキュアな管理サブネットの VLAN タグを入力します。
6. OK をクリックします。

セキュアな管理サブネットの VIP の変更
管理者が FluidFS クラスタを管理するセキュアな管理サブネットの VIPs を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム パネルで、環境 を展開し、ネットワーク を選択し、管理ネットワーク タブをクリックします。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。管理ネットワーク設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 管理 VIP を追加するには、次の手順を実行します。

a. 仮想 IP アドレス 領域で 追加 をクリックします。クライアント IP アドレスの追加 ダイアログボックスが表示されます。
b. IP アドレス フィールドに、管理 VIP IP アドレスを入力します。
c. OK をクリックします。

6. 管理 VIP を削除するには、次の手順を実行します。
a. 管理 VIP を選択します。
b. 削除 をクリックします。

メモ: セキュアな管理サブネットには少なくとも 1 つの管理 VIP が必要です。
7. OK をクリックします。

セキュアな管理サブネットの NAS コントローラ IP アドレスの変更
セキュアな管理サブネットの NAS コントローラの IP アドレスを変更するには（たとえば、セキュリティで保護されていない環境からセキュリティで保護
された環境に移動する場合、またはお使いの機器を物理的に移動する場合）、次の手順を実行します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
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3. ファイルシステム パネルで、環境 を展開し、ネットワーク を選択し、管理ネットワーク タブをクリックします。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。管理ネットワーク設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. NAS コントローラを選択し、設定の編集 をクリックします。コントローラ IP アドレスの編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. IP アドレス フィールドに、NAS コントローラの IP アドレスを入力します。
7. OK をクリックして、コントローラ IP アドレスの編集 ダイアログボックスを閉じます。
8. OK をクリックします。

セキュアな管理サブネットの削除
管理トラフィックを 1 つの特定のサブネットに制限しなくなった場合は、セキュアな管理サブネットを削除します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム パネルで、環境 を展開し、ネットワーク を選択し、管理ネットワーク タブをクリックします。
4. 右ペインで、削除 をクリックします。管理ネットワークの削除 ダイアログボックスが表示されます。
5. 削除する 管理ネットワーク を選択します。
6. OK をクリックします。

FluidFS クラスタ名の管理
FluidFS クラスタ名は、Storage Manager 内の FluidFS クラスタを識別するために使用される一意の名前であり、クライアントが FluidFS クラスタ
にアクセスするために使用する名前です。また、この名前は、FluidFS クラスタの NetBIOS 名です。
クライアントが（IP アドレスではなく）名前で FluidFS クラスタにアクセスする場合は、FluidFS クラスタ名を FluidFS クラスタクライアント VIP に関
連付けるエントリを DNS サーバーに追加する必要があります。複数のクライアント VIP を使用している場合は、すべてのクライアント VIP を DNS 

サーバーに追加し、同じ FluidFS クラスタ名に関連付けます（ラウンドロビン DNS と呼ばれます）。この関連付けにより、クライアント VIP 間のクラ
イアント負荷バランシングが有効になります。

FluidFS クラスタ名の表示
Storage Manager に表示される現在の FluidFS クラスタ名と、FluidFS クラスタにアクセスするためにクライアントが使用する名前を表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。FluidFS クラスタ名が右ペインの上部に表示されます。

FluidFS クラスタ名の変更
FluidFS クラスタ名を変更すると、Storage Manager に表示される FluidFS クラスタ名と、FluidFS クラスタにアクセスするためにクライアントが使
用する名前が変更されます。
前提条件
FluidFS クラスタ名を変更した後は、次の変更を行う必要があります。

• DNS サーバー上の FluidFS クラスタ名を変更します。
• FluidFS クラスタが Active Directory ドメインに参加している場合は、FluidFS クラスタを 脱退させてから、Active Directory ドメインに再び参

加させます。古い FluidFS クラスタ名を使用して FluidFS クラスタが Active Directory に参加した場合は、Active Directory ユーザーによる
システムへのアクセスに影響が出ることがあります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
3. 右ペインで、FluidFS クラスタ設定の編集 をクリックします。FluidFS クラスタ設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 名前 フィールドに、FluidFS クラスタの新しい名前を入力します。
5. OK をクリックします。
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ライセンスの管理
ライセンスによって、FluidFS クラスタで利用可能な NAS 機能が決まります。

ライセンス情報の表示
すべての FluidFS クラスタ機能は自動的に FS8600 スケールアウト NAS 用ライセンスに含まれています。Storage Manager は FluidFS クラスタ
のライセンス情報を表示しますが、ライセンスは変更できません。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム パネルで メンテナンス を選択します。
4. 右ペインで、ライセンス タブをクリックします。ライセンス情報が表示されます。

エンドユーザーライセンス契約への同意
システムを使用する前に、エンドユーザーライセンス契約（EULA）に同意する必要があります。EULA は導入時に初めて受諾されます。EULA の
承認者の名前と役職はいつでも変更できます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム パネルで メンテナンス を選択します。
4. 右のペインで ライセンス タブを選択します。
5. ライセンス契約の同意 をクリックします。ライセンス契約の同意 ダイアログボックスが表示されます。
6. EULA を読みます。
7. 承認者名 フィールドにあなたの名前を入力します。
8. 承認者役職 フィールドにあなたの役職を入力します。
9. OK をクリックします。

システム時刻の管理
システムが正常に機能するには、正確なシステム時刻を設定することが重要です。システム時刻を設定することにより、次のことが可能になりま
す。

• Windows クライアントでシステムをマウントする。
• スナップショットやレプリケーションといったスケジュールされたタスクを、正しい時刻に実行する。
• 正しい時刻をシステムログに記録する。
• Active Directory 認証に必要な、Active Directory 認証サーバーと FluidFS クラスタ間の時刻の同期。

次のいずれかのオプションを使用して、システムの時間を設定できます。

• 時間を手動設定：FluidFS クラスタの時間を手動で設定します。
• NTP サーバーと時間を自動的に同期する：Network Time Protocol（NTP）はネットワーク上の時計を同期します。FluidFS クラスタが 

Windows ネットワークの一部である場合は、Active Directory が NTP サーバーとして機能します。FluidFS クラスタが Windows ネットワーク
の一部でない場合は、ローカル NTP サーバー（存在する場合）またはインターネット上の NTP サーバーと同期するよう設定します。

FluidFS v5 以前を使用してタイムゾーンを表示または設定する
FluidFS クラスタの現在のタイムゾーンを表示または設定します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
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3. ファイルシステム パネルで 環境 を展開して、時間 を選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。時刻の設定の変更 ダイアログボックスが表示されます。
5. タイムゾーンが タイムゾーン ドロップダウンメニューに表示されます。
6. タイムゾーンを設定するには、タイムゾーン ドロップダウンメニューからタイムゾーンを選択します。
7. OK をクリックします。

時刻の表示
FluidFS クラスタの現在の時刻を表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム パネルで 環境 を展開して、時間 を選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。時刻の設定の変更 ダイアログボックスが表示されます。
5. 時刻は、時刻 メニューに表示されます。

時刻の手動設定 
NTP を使用していない場合は、FluidFS クラスタの時刻を手動で設定します。
前提条件
NTP を無効にする必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム パネルで 環境 を展開して、時間 を選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。時刻の設定の変更 ダイアログボックスが表示されます。
5. NTP サーバーの使用 チェックボックスをオフにします。
6. 時間 ドロップダウンボックスで、日付と時刻を選択します。
7. OK をクリックします。

NTP サーバーの表示
FluidFS クラスタの現在の NTP サーバーを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム パネルで 環境 を展開して、時間 を選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。時刻の設定の変更 ダイアログボックスが表示されます。
5. NTP サーバーが、NTP サーバー リストに表示されます。

NTP サーバーの追加または削除
FluidFS クラスタ時刻を同期する 1 つ、または複数の NTP サーバーを追加します。複数の NTP サーバーの追加により、NTP サーバーでの障害
発生時に時間を継続的に同期できるようになります。FluidFS クラスタが 1 台目のサーバーとの通信を確立できない場合は、残りのサーバーへの
接続が順番に試行されます。FluidFS クラスタ時刻を同期できなくなった NTP サーバーは削除します。
前提条件
NTP が有効化されていること。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム パネルで 環境 を展開して、時間 を選択します。
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4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。時刻の設定の変更 ダイアログボックスが表示されます。
5. NTP サーバーを追加または削除します。

• NTP サーバーを追加するには、NTP サーバー フィールドに NTP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力し、追加 をクリックします。
• NTP サーバーを削除するには、NTP サーバー リストから NTP サーバーを選択し、削除 をクリックします。

6. OK をクリックします。

NTP の有効化または無効化
FluidFS クラスタの時刻を同期する 1 つ、または複数の NTP サーバーを追加するには、NTP を有効にします。FluidFS クラスタ時刻を手動で設
定する場合、NTP を無効にします。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム パネルで 環境 を展開して、時間 を選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。時刻の設定の変更 ダイアログボックスが表示されます。
5. NTP を有効または無効にします。

• NTP を有効にするには、NTP サーバーの使用 チェックボックスにチェックを入れます。
• NTP を無効にするには、NTP サーバーの使用 チェックボックスをクリアします。

6. OK をクリックします。

FTP サーバの管理
FluidFS クラスタには、次の種類のシステムファイルに対してストレージの場所を提供する FTP サーバが含まれます。

• 診断結果ファイル
• ライセンスファイル
• SNMP MIB およびトラップ
• サービスパックファイル
• テクニカルサポート使用のための他のファイル

FTP サーバーへのアクセス
FTP サーバーには次のアドレスでアクセスすることができます。
ftp://<FluidFS_administrator_user_name>@<client_VIP_or_name>:44421/
例：ftp://Administrator@172.22.69.32:44421/

FluidFS クラスタの管理者パスワードを入力するよう求められます。

FTP サーバの有効化または無効化
FTP サーバを有効または無効にすることができます。Storage Manager を使用せずにサービスパックを手動でアップロードする場合は、FTP サー
バを有効にする必要があります。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、File System（ファイルシステム） パネルで メンテナンス を選択します。
3. サポート タブ、設定の編集 の順にクリックします。サポート用の FTP アクセス ダイアログボックスが表示されます。
4. FTP サーバを有効または無効にします。

• FTP サーバを有効にするには、FTP 有効 チェックボックスにチェックを付けます。
• FTP サーバを有効にするには、FTP 有効 チェックボックスのチェックを外します。

5. OK をクリックします。
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SNMP の管理
シンプルネットワーク管理プロトコル（SNMP）を使用して、システムの正常性を監視し、システムの問題に関するアラートメッセージ（SNMP トラ
ップ）を生成することができます。SNMP を使用するには、FluidFS クラスタ固有の管理情報ベース（MIB）およびトラップを、ユーザー提供の 
SNMP 管理ステーションにコンパイルする必要があります。MIB は、FluidFS クラスタに固有な情報のデータベースです。

SNMP MIB およびトラップの取得
FluidFS クラスタの SNMP MIB およびトラップは、FluidFS クラスタ FTP サーバからダウンロードできます。MIB ファイルをダウンロードするには、以
下のオプションがあります。
前提条件
FTP サーバーは有効にする必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして、メンテナンス を選択します。
3. 右ペインで、SNMP MIB アクセス セクションの 設定の編集 をクリックします。
4. MIB ファイルのダウンロード をクリックします。

オプションとして、SNMP MIB およびトラップを次の場所からダウンロードできます。
ftp://<FluidFS_administrator_user_name>@<client_VIP_or_name>:44421/mibs/

関連リンク
FTP サーバの管理
FTP サーバの管理

SNMP 読み取り専用コミュニティの変更
FluidFS クラスタから SNMP 変数を読み取るデバイスの読み取り専用コミュニティを変更します。デフォルトでは、読み取り専用コミュニティは 
FluidFS です。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして、メンテナンス を選択します。
3. メンテナンス パネルの SNMP タブをクリックします。
4. 右ペインで、SNMP MIB アクセス セクションの 設定の編集 をクリックします。SNMP MIB アクセス設定の変更 ダイアログボックスが表示さ

れます。
5. 読み取り専用コミュニティ フィールドに読み取り専用コミュニティを入力します。
6. OK をクリックします。

SNMP トラップシステムの場所または連絡先の変更
FluidFS クラスタ生成 SNMP トラップのシステムの場所または連絡先を変更します。デフォルトでは、SNMP トラップのシステムの場所と連絡先は 
不明 です。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして、メンテナンス を選択します。
3. メンテナンス パネルの SNMP タブをクリックします。
4. 右ペインの SNMP トラップ セクションで 設定の編集 をクリックします。SNMP トラップ設定の変更 ダイアログボックスが表示されます。
5. SNMP トラップシステムの場所または連絡先を変更します。

• FluidFS クラスタの場所の説明を指定するには、トラップシステムの場所 フィールドに場所を入力します。
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• SNMP 担当者の名前を指定するには、トラップシステム担当者 フィールドに担当者名を入力します。
6. OK をクリックします。

SNMP トラップの受信者の追加または削除
FluidFS クラスタ生成 SNMP トラップを受け取るホストを追加または削除します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして、メンテナンス を選択します。
3. メンテナンス パネルの SNMP タブをクリックします。
4. 右ペインの SNMP トラップ セクションで 設定の編集 をクリックします。SNMP トラップ設定の変更 ダイアログボックスが表示されます。
5. SNMP トラップの受信者を追加または削除します。

• SNMP トラップの受信者を追加するには、ホスト名または IP アドレスを トラップ受信者 テキストフィールドに入力し、追加 をクリックしま
す。

• SNMP トラップの受信者を削除するには、SNMP トラップの受信者を選択し、削除 をクリックします。
6. OK をクリックします。

SNMP トラップの有効化または無効化
カテゴリ別に SNMP トラップを有効または無効にします（NAS ボリューム、アクセスコントロール、パフォーマンスと接続性、ハードウェア、システ
ム、または 監査）。有効な SNMP トラップに対して、SNMP トラップを送信するイベントの重大度を指定します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして、メンテナンス を選択します。
3. メンテナンス パネルの SNMP タブをクリックします。
4. 右ペインで、SNMP トラップを使用して送信するイベント セクションで 設定の編集 をクリックします。イベントフィルタリングの変更 ダイアロ

グボックスが表示されます。
5. SNMP トラップを有効にするには、有効 チェックボックスをクリックします。
6. SNMP トラップを無効にするには、無効 チェックボックスをクリックします。
7. 有効または無効にするイベントの重大度を選択します。

• SNMP トラップを有効にするには、SNMP トラップを送信するイベントの重大度（メジャー または すべて）を該当するドロップダウンメニ
ューから選択します（NAS ボリューム、アクセスコントロール、パフォーマンスと接続性、ハードウェア、システム、または 監査）。

• SNMP トラップを無効にするには、該当するドロップダウンメニューから なし を選択します（アクセスコントロール、 ハードウェア、NAS ボ
リューム、ネットワーク、システム、または 監査）。

8. OK をクリックします。

正常性スキャンスロットルモードの管理
正常性スキャンスロットルには次の 3 つのモードがあります。

• 標準：（デフォルトモード）正常性スキャンが実行され、ファイルシステムをスキャンして潜在的なエラーを識別します。
• メンテナンス：正常性スキャンが高優先度で実行され、ファイルシステムをスキャンして潜在的なエラーを識別します。
• オフ：正常性スキャンはオフになっており、実行されません。

特に指示がない限り、またはデルテクニカルサポートの担当者から指示がない限り、正常性スキャンスロットルモードは 標準 に設定しておきます。

正常性スキャン設定の変更
有効になっている場合、正常性スキャンバックグラウンドプロセスがファイルシステムをスキャンして潜在的なエラーを識別します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして、メンテナンス を選択します。
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3. メンテナンス パネルの 内部 タブをクリックします。
4. 右ペインで、正常性スキャン設定の変更 をクリックします。
5. 正常性スキャンを有効にするには、有効 チェックボックスをクリックします。
6. 正常性スキャンを無効にするには、有効 チェックボックスをクリアします。
7. スキャンモード ドロップダウンメニューから 正常 または 集中型 を選択します。
8. OK をクリックします。

動作モードの管理
FluidFS クラスタには、次の 3 つの動作モードがあります。

• 標準：システムは、SMB および NFS プロトコルを使用してクライアントを処理し、ミラーリングモードで動作します。
• ライトスルーモード：システムは、SMB および NFS プロトコルを使用してクライアントを処理しますが、強制的にジャーナリングモードで動作さ

れます。この動作モードは、書き込みパフォーマンスに影響する可能性があるため、電源障害が繰り返し発生する場合などに推奨されます。
• サービスなし：システムは、SMB および NFS プロトコルを使用してクライアントを処理せず、制限された管理機能を許可します。このモード

は、NAS アプライアンスを交換する前に選択する必要があります。

動作モードの表示または変更
動作モードを変更すると、SMB 共有および NFS エクスポートのアクセス性およびパフォーマンスに影響が出る場合があります。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして、メンテナンス を選択します。
3. メンテナンス パネルで、内部 タブをクリックします。
4. Modify Operation Mode（動作モードの変更）をクリックします。

動作モードを変更するには、次の手順を実行します。

a. 新しい動作モードを選択します（通常、ライトスルーオン、または サービスなし）。
5. OK をクリックします。

クライアント接続の管理
クライアント接続を管理するには、次のオプションが利用できます。

• NAS コントローラ間でのクライアントの分散状態の表示
• NAS コントローラへのクライアントの割り当て
• 別の NAS コントローラへのクライアントの手動による移行
• 割り当てられている NAS コントローラへのクライアントのフェールバック
• NAS コントローラ間でのクライアント接続の再バランス
• 障害の発生したコントローラとのセッションの即時終了

NAS コントローラ間でのクライアントの分散状態の表示
NAS コントローラ間のクライアントの現在の分散状態を表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、クライアントアクティビティ を選択します。
4. 右ペインで、クライアント タブをクリックします。表に、各クライアントが接続されている NAS コントローラおよびインタフェースが表示されます。
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NAS コントローラに割り当てられたクライアントの表示
特定の NAS コントローラに現在割り当てられているクライアントを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、クライアントアクティビティ を選択します。
4. 右ペインの表に、各クライアントが接続されている NAS コントローラとインタフェースが表示されます。

NAS コントローラへのクライアントの割り当てまたは割り当て解除
1 つ、または複数のクライアントを永続的に特定の NAS コントローラに割り当てることができます。効果的な負荷バランシングのために、テクニカル
サポート担当者から特別に指示がない限り、NAS コントローラへクライアントを手動で割り当てないでください。クライアントを NAS コントローラに
割り当てると、クライアントの接続が切断されます。その後、クライアントは割り当てられた NAS コントローラに自動的に再接続します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、クライアントアクティビティ を選択します。
4. クライアント タブをクリックして、クライアントまたはルーター IP を選択します。
5. クライアントを NAS コントローラに割り当てる をクリックします。クライアントを NAS コントローラに割り当てる ダイアログボックスが表示さ

れます。
• クライアントを NAS コントローラから割り当て解除するには、固定 チェックボックスをクリアします。
• クライアントを NAS コントローラに割り当てるには、固定 チェックボックスを選択します。

1. クライアントの固定先 ドロップダウンメニューで、クライアントの割り当て先の NAS コントローラを選択します。
2. クライアントインタフェースの使用 ドロップダウンメニューで、クライアントの割り当て先の NAS コントローラ上のクライアントインタフェ

ースを選択します。
6. OK をクリックします。

別の NAS コントローラへのクライアントの手動による移行
NAS コントローラ上のネットワーク負荷が分散されていない場合などは、NAS コントローラ間でクライアントを手動で移行できます。クライアントを
別の NAS コントローラに移行すると、クライアントの接続が切断されます。クライアントは移行先の NAS コントローラに自動的に再接続します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、クライアントアクティビティ を選択します。
4. クライアントを選択して、クライアントを NAS コントローラに移動 を選択します。クライアントを NAS コントローラに移動 ダイアログボックス

が表示されます。
5. クライアントの移行先 ドロップダウンメニューで、クライアントの移行先の NAS コントローラを選択します。
6. OK をクリックします。

割り当てられている NAS コントローラへのクライアントのフェールバック
ダウンした NAS コントローラが使用可能になった場合に、クライアント接続を元の NAS コントローラにフェールバックする必要があります。クライアン
ト接続をフェールバックすると、元の NAS コントローラの障害が原因でフェールオーバーしたクライアント接続だけが切断されます。これらのクライア
ントは、割り当てられた NAS コントローラに自動的に再接続します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、クライアントアクティビティ を選択します。
4. 右ペインで、クライアントのフェールバック をクリックします。クライアントのフェールバック ダイアログボックスが表示されます。
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5. OK をクリックします。

NAS コントローラ間でのクライアント接続の再バランス
クライアント接続を再バランスすると、利用可能なすべての NAS コントローラ間で接続が均等に分散されます。
このタスクについて
次の場合に、クライアント接続の再バランスを行う必要があります。

• FluidFS クラスタハードウェアの変更後（NAS アプライアンスの追加後など）

• ダウンした NAS コントローラが利用できるようになった場合

クライアント接続を再分散すると、すべてのクライアント接続が切断されます。クライアントは FluidFS クラスタに自動的に再接続します。
手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、クライアントアクティビティ を選択します。
4. 右ペインで、クライアントの再バランス をクリックします。クライアントの再バランス ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

開いているファイルの表示
開いているファイルは 1,000 個まで表示できます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、クライアントアクティビティ を選択します。
3. クライアントアクティビティ タブのナビゲーションペインで、開いているファイル を選択します。開いているファイル ダイアログボックスが表示さ

れます。
4. 開いているファイルのリストがダイアログボックスの一番下に表示されます。

開いているファイルのフィルタ
ファイル名、ユーザー、プロトコル、または開いているファイルの最大数により、開いているファイルをフィルタできます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、クライアントアクティビティ を選択します。
3. クライアントアクティビティ タブのナビゲーションペインで、開いているファイル を選択します。
4. 開いているファイル ダイアログボックスが表示されます。
5. ダイアログボックスの最上部で、表示されたフィールド（ファイル名、ユーザー、プロトコル、表示ファイル数）の 1 つ、または複数に入力します。
6. フィルタの適用 / 更新 をクリックします。開いているファイルのリストが表示されます。

NAS コントローラのシャットダウンおよび再起動
場合によっては、FluidFS クラスタを一時的にシャットダウンするか、NAS コントローラを再起動する必要があります。

FluidFS クラスタのシャットダウン
場合によっては、FluidFS クラスタ内のすべての NAS コントローラを一時的にシャットダウンする必要があります。たとえば、これは、NAS ハードウェ
アを別の場所に移動する場合に行います。FluidFS クラスタがシャットダウンされると、クライアントは NAS ボリュームデータを利用できなくなり、クラ
イアントの接続は切断されます。
前提条件
メンテナンスウィンドウをスケジュールし、FluidFS クラスタによってホストされたリソースが利用できないことをクライアントに通知します。
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手順
1. FluidFS クラスタの動作モードを サービスなし に変更します。
2. 各 NAS コントローラの背面にある埋め込み式電源ボタンを押して離すことにより、NAS コントローラをシャットダウンします。

注意: データの整合性を維持するために、次の手順は順番に行ってください。

メモ: 電源ボタンを数秒間押し続けないでください。NAS コントローラがシャットダウンしません。

関連リンク
動作モードの表示または変更
動作モードの表示または変更

FluidFS クラスタの起動
FluidFS クラスタのすべての NAS コントローラをシャットダウンした後で、FluidFS クラスタを起動し、操作を再開します。
前提条件
システムをオンにする前に、すべてのケーブルが接続されていることと、すべてのコンポーネントが電源に接続されていることを確認します。

手順
1. 以前にシャットダウンした場合は、FluidFS クラスタを起動する前に Storage Center を再びオンにします。
2. 各 NAS コントローラの背面にある埋め込み型電源ボタンを押して離し、NAS コントローラをオンにします。クラスタが起動し、管理可能にな

るまで約 15 分待ってください。
3. FluidFS クラスタの動作モードを 標準 に変更します。

関連リンク
動作モードの表示または変更
動作モードの表示または変更

NAS コントローラの再起動
NAS アプライアンスの NAS コントローラは、一度に 1 つだけ再起動できます。NAS コントローラを再起動すると、クライアントが他の NAS コントロ
ーラに転送され、クライアントの接続が切断されます。クライアントは FluidFS クラスタに自動的に再接続します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、コントローラをクリックして選択します。
4. 右ペインで、再起動 をクリックします。再起動 ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

NAS アプライアンスと NAS コントローラの点滅の管理
ラック内の特定の NAS アプライアンスまたはコントローラを簡単に見つけるために、NAS アプライアンスまたは NAS コントローラのシステム識別ボタ
ンが点滅するよう設定できます。NAS アプライアンスのシステム識別ボタンは、前面パネルにあり、ラベルが付いています。 NAS コントローラのシ
ステム識別ボタンは、背面パネルにあり、ラベルが付いています 。

NAS アプライアンスの点滅の有効化または無効化
NAS アプライアンスの点滅が有効になっている場合は、ラック内の NAS アプライアンスを見つけやすくするためにシステム識別ボタンが点滅します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブナビゲーションペインで、アプライアンス を展開し、NAS アプライアンスを選択します。
4. 右ペインで、点滅 をクリックします。点滅 ダイアログボックスが表示されます。
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5. NAS アプライアンスの点滅を有効または無効にします。
• NAS アプライアンスの点滅を有効にするには、このアプライアンスを点滅します を選択します。
• NAS アプライアンスの点滅を無効にするには、このアプライアンスの点滅を停止します を選択します。

6. OK をクリックします。

NAS コントローラの点滅の有効化または無効化
NAS コントローラの点滅が有効になっている場合は、ラック内の NAS コントローラを見つけやすくするためにシステム識別ボタンが点滅します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、アプライアンス を展開し、NAS コントローラを選択します。
4. 右ペインで、点滅 をクリックします。点滅 ダイアログボックスが表示されます。
5. NAS コントローラの点滅を有効または無効にします。

• NAS コントローラの点滅を有効にするには、スロット 1 のコントローラの点滅 または スロット 2 のコントローラの点滅 を選択します。
• NAS コントローラの点滅を無効にするには、スロット 1 のコントローラの点滅 または スロット 2 のコントローラの点滅 をクリアします。

6. OK をクリックします。

ストレージ接続の検証
ストレージ接続を検証すると、FluidFS クラスタで最新のサーバー定義が収集され、一致するサーバーオブジェクトが FluidFS クラスタにストレージ
を提供する Storage Center で定義されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. 右ペインで、アクション → Storage Center → ストレージ接続の検証 を選択します。ストレージ接続の検証 ダイアログボックスが表示さ

れます。
4. OK をクリックします。
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25
FluidFS ネットワーク
本項では、FluidFS クラスタネットワーク設定の管理について説明します。この作業は、Dell Storage Manager Client を使用して実行されます。

デフォルトゲートウェイの管理
デフォルトゲートウェイはサブネット間のクライアントアクセスを可能にします。デフォルトゲートウェイは、IP アドレスのタイプ（IPv4 および IPv6）ごと
に 1 つしか定義できません。クライアントアクセスがルーターを介して行われない場合（つまり、フラットネットワーク）は、デフォルトゲートウェイを定義
する必要はありません。

デフォルトゲートウェイの表示
現在のデフォルトのゲートウェイを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで ネットワーク を選択します。右ペインで、デフォルトゲートウェイが 静的ルート セクションに表示

されます。

デフォルトゲートウェイの変更
ネットワークのデフォルトゲートウェイが変わった場合は、デフォルトゲートウェイを変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、ネットワーク を選択します。
4. 右ペインで、デフォルトゲートウェイの設定 をクリックします。ダイアログボックスが表示されます。
5. ゲートウェイアドレス フィールドで、新しいデフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。デフォルトゲートウェイに IPv4 および IPv6 アドレ

スを設定するには、デフォルトゲートウェイを含む適切なタイプのクライアントサブネットが必要です。
6. OK をクリックします。

DNS サーバーおよびサフィックスの管理
ドメイン名サービス（DNS）は、名前から IP アドレス、IP アドレスから名前の解決サービスを提供することによりユーザーがコンピュータを見つけるこ
とができるようにするネットワークサービスです。名前解決に 1 つまたは複数の外部 DNS サーバー（FluidFS クラスタの外部だがサイトの内部）を
使用するよう設定できます。DNS サフィックスは名前のホスト部分なしで DNS ドメイン名を指定します（たとえば、
computer1.west.example.com ではなく west.example.com）。
クライアントが名前で FluidFS クラスタにアクセスする場合は、FluidFS クラスタ名を FluidFS クラスタのクライアント VIP に関連付けるエントリを 
DNS サーバーに追加する必要があります。複数のクライアント VIP を使用している場合は、すべてのクライアント VIP を DNS サーバーに追加し、
それらを同じ FluidFS クラスタ名に関連付けます（ラウンドロビン DNS と呼ばれます）。この関連付けにより、クライアント VIP 間でクライアントの負
荷バランシングが可能になります。また、Active Directory を使用している場合は DNS を設定する必要があり、DNS サーバーは Active 

Directory ドメインコントローラが使用するのと同じ DNS サーバーである必要があります。
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DNS サーバーおよびサフィックスの表示
FluidFS クラスタに名前解決サービスを提供する現在の DNS サーバーと、関連する DNS サフィックスを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、ネットワーク を選択します。
4. 右ペインで、DNS サーバーと DNS サフィックスが、DNS セクションに表示されます。

DNS サーバーおよびサフィックスの追加または削除
FluidFS クラスタに名前解決サービスを提供するために、1 つ、または複数の DNS サーバーを追加し、関連付けられた DNS サフィックスを追加し
ます。複数の DNS サーバーおよびサフィックスを追加すると、DNS サーバーの障害発生時に名前解決サービスを続行できます。FluidFS クラスタ
が優先サーバーとの通信を確立することができない場合は、残りのサーバーへの接続が順番に試行されます。利用しなくなった DNS サーバーまた
は DNS サフィックスを削除します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、ネットワーク を選択します。
4. 右ペインの DNS セクションで 設定の編集 をクリックします。DNS 設定 ダイアログボックスが表示されます。
5. DNS サーバーを追加するには、DNS サーバー IP アドレス テキストフィールドに DNS サーバーの IP アドレスを入力し、追加 をクリックしま

す。
6. DNS サーバーは、優先度が高い順にリストされます。

• DNS サーバーの優先度を上げるには、DNS サーバーを選択し、上へ をクリックします。
• DNS サーバーの優先度を下げるには、DNS サーバーを選択し、下へ をクリックします。

7. DNS サーバーを削除するには、DNS サーバー IP アドレス テキストフィールドから選択して、削除 をクリックします。
8. DNS サフィックスを追加するには、DNS サフィックスを DNS サフィックス テキストフィールドに入力し、追加 をクリックします。
9. DNS サフィックスは、優先度が高い順にリストされます。

• DNS サフィックスの優先度を上げるには、DNS サフィックスを選択し、上へ をクリックします。
• DNS サフィックスの優先度を下げるには、DNS サフィックスを選択し、下へ をクリックします。

10. DNS サフィックスを削除するには、DNS サフィックス テキストフィールドから選択して、削除 をクリックします。
11. OK をクリックします。

DNS サーバーおよびサフィックスの優先順位の変更
DNS サーバーまたは DNS サフィックスの優先順位を変更します。FluidFS クラスタが優先サーバーとの通信を確立できない場合は、残りのサーバ
ーへの接続が順番に試行されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、ネットワーク を選択します。
4. 右ペインの DNS セクションで 設定の編集 をクリックします。DNS 設定 ダイアログボックスが表示されます。
5. DNS サーバーは、優先度が高い順にリストされます。

• DNS サーバーの優先度を上げるには、DNS サーバーを選択し、上へ をクリックします。
• DNS サーバーの優先度を下げるには、DNS サーバーを選択し、下へ をクリックします。

6. OK をクリックします。

DNS 設定 ダイアログボックス
このダイアログボックスを使用して、DNS サーバーおよびサフィックスを FluidFS クラスタに追加、または FluidFS クラスタから削除します。
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フィールド / オプ
ション

説明

DNS サーバー IP アド
レス

FluidFS クラスタに名前解決サービスを提供する DNS サーバーと、関連する DNS サフィックスを指定します。

DNS サフィックス FluidFS クラスタに関連付けるサフィックスを指定します。

キャンセル クリックすると、すべての変更を破棄してダイアログボックスが閉じます

OK クリックすると、すべての変更を保存してダイアログボックスが閉じます

静的ルートの管理
ルーター間のホップを最低限に抑えるために、FluidFS クラスタにさまざまなルーターへの複数のダイレクトパスがある場合は、ルーティングされたネッ
トワークで静的ルートを使用することが推奨されます。静的ルートを使用すると、システムが、ルーティングされたネットワーク上のさまざまなクライア
ントと通信するのに使用する正確なパスを設定できます。
次の図に示されたネットワークを考えてください。システムには 1 つのデフォルトゲートウェイしか存在することができません。ルーター X はデフォルトゲ
ートウェイとして指定されていることを前提とします。サブネット Y のクライアントに送信されるパケットはルーター X にルーティングされ、ルーター Y に

（スイッチ経由で）送信されます。これらのパケットは不必要にルーター X を移動するため、ネットワークのすべてのサブネットに対するスループットが
低下します。

図 56. ルーティングされたネットワーク

ソリューションは、静的ルートを設定することにより、デフォルトゲートウェイ以外に特定のサブネットに固有なゲートウェイを定義することです。これら
のルーターを設定するには、ネットワーク内の各サブネットを定義し、そのサブネットにアクセスするのに最適なゲートウェイを識別する必要がありま
す。

静的ルートはネットワーク全体に対して指定する必要はありません。パフォーマンスに問題がない場合は、デフォルトゲートウェイが最適です。パフォ
ーマンスのニーズを満たすために、静的ルートを使用するケースと場所を選択することができます。

静的ルートの表示
現在の静的ルートを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、ネットワーク を選択します。
4. クライアントネットワーク タブで、静的ルートは、静的ルート リストの右ペインに表示されます。
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静的ルートの追加
静的ルートを追加する際、サブネットのプロパティと、このサブネットにアクセスするためのゲートウェイを指定する必要があります。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、ネットワーク を選択します。
4. 右ペインで、静的ルートの作成 をクリックします。静的ルートの作成 ダイアログボックスが表示されます。
5. ターゲットネットワーク IP アドレス フィールドに、ネットワーク IP アドレス（たとえば、100.10.55.00）を入力します。
6. ネットマスクまたはプレフィックス フィールドに、ネットマスク（たとえば、255.255.255.0）を入力します。
7. ゲートウェイ IP アドレス フィールドに、サブネットにアクセスするために使用するゲートウェイ IP アドレス（たとえば、100.10.55.10）を入力しま

す。
8. OK をクリックします。

静的ルートのゲートウェイの変更
静的ルートのサブネットにアクセスするために使用するゲートウェイを変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、ネットワーク を選択します。
4. 右ペインで、Static Route（静的ルート） セクションの デフォルトゲートウェイの設定 をクリックします。デフォルトゲートウェイの設定 ダイア

ログボックスが表示されます。
5. デフォルトゲートウェイの IP アドレス フィールドに、サブネットにアクセスするために使用するゲートウェイ IP アドレスを入力します

（100.10.05.01 など）。
6. OK をクリックします。

静的ルートの削除
特定のゲートウェイではなくデフォルトゲートウェイを介してサブネットにトラフィックを送信する静的ルートを削除します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、ネットワーク を選択します。
4. 右ペインで、静的ルートを右クリックして、削減 を選択します。削減 ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

クライアントネットワークの管理
クライアントネットワークにより、クライアントが SMB 共有と NFS エクスポートにアクセスするときに使用するクライアント VIP が定義されます。負荷
バランシングを効果的に行うために、次の推奨事項を使用して、定義するクライアント VIP の数を決定します。

• FluidFS クラスタへのクライアントアクセスがルーターを経由しない場合（つまり、フラットネットワークの場合）は、FluidFS クラスタごとに 1 つのク
ライアント VIP を定義します。

• クライアントがルーターを経由して FluidFS クラスタにアクセスする場合は、NAS コントローラ ごとに各クライアントインタフェースポートのクライア
ント VIP を定義します。

関連リンク
LAN/ クライアントネットワーク
LAN/ クライアントネットワーク
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クライアントネットワークの表示
現在のクライアントネットワークを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、ネットワーク を選択します。
4. クライアントネットワークは、クライアントネットワーク セクションの右ペインに表示されます。

クライアントネットワークの作成
クライアントが SMB 共有および NFS エクスポートにアクセスするために使用するクライアントネットワークを作成します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、ネットワーク を選択します。
4. 右ペインで、クライアントネットワークの作成 をクリックします。クライアントネットワークの作成 ダイアログボックスが表示されます。
5. ネットマスクまたはプレフィクス フィールドにクライアントネットワークのネットマスクまたはプレフィクスを入力します。
6. クライアントが SMB 共有および NFS エクスポートにアクセスするために使用するクライアント VIP を追加します。

a. 仮想 IP アドレス 領域で 追加 をクリックします。クライアント IP アドレスの追加 ダイアログボックスが表示されます。
b. IP アドレス フィールドに、クライアント VIP アドレスを入力します。
c. OK をクリックします。
d. 各クライアント VIP に対してこの手順を繰り返します。

7. 各 NAS コントローラの IP アドレスを追加します。
a. NAS コントローラを選択し、設定の編集 をクリックします。コントローラ IP アドレスの編集 ダイアログボックスが表示されます。
b. IP アドレス フィールドに、NAS コントローラの IP アドレスを入力します。
c. OK をクリックします。
d. 各 NAS コントローラに対してこの手順を繰り返します。

8. （オプション）必要に応じて、残りのクライアントネットワークの属性を設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してくだ
さい。
• VLAN タグを指定するには、VLAN タグ フィールドに VLAN タグを入力します。VLAN が複数のスイッチにまたがっている場合、どのポー

トとインタフェースがブロードキャストパケットを送信するかを指定するために VLAN タグが使用されます。
9. OK をクリックします。

クライアントネットワークのネットマスクまたはプレフィックスの変更
クライアントネットワークのネットマスク（IPv4）またはプレフィックス（IPv6）を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、ネットワーク を選択します。
4. 右ペインで、クライアントネットワークを右クリックして、設定の編集 を選択します。クライアントネットワーク設定の編集 ダイアログボックスが

表示されます。
5. ネットマスクまたはプレフィックス フィールドに、クライアントネットワークのネットマスクまたはプレフィックスを入力します。
6. OK をクリックします。
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クライアントネットワークの VLAN タグの変更
クライアントネットワークの VLAN タグを変更します。VLAN タグは、VLAN が複数のスイッチにまたがっている場合に、どのポートとインタフェースにブ
ロードキャストパケットを送信するかを指定するために使用されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、ネットワーク を選択します。
4. 右ペインで、クライアントネットワークを右クリックして、設定の編集 を選択します。クライアントネットワーク設定の編集 ダイアログボックスが

表示されます。
5. VLAN タグ フィールドに、クライアントネットワークの VLAN タグを入力します。
6. OK をクリックします。

クライアントネットワークのクライアント VIP の変更
クライアントが SMB 共有および NFS エクスポートにアクセスするために使用するクライアント VIP を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、ネットワーク を選択します。
4. 右ペインで、クライアントネットワークを右クリックして、設定の編集 を選択します。クライアントネットワーク設定の編集 ダイアログボックスが

表示されます。
5. クライアント VIP を追加するには、次の手順を実行します。

a. 仮想 IP アドレス 領域で 追加 をクリックします。クライアント IP アドレスの追加 ダイアログボックスが表示されます。
b. IP アドレス フィールドに、クライアント VIP アドレスを入力します。
c. OK をクリックします。

6. クライアント VIP を削除するには、次の手順を実行します。
a. クライアント VIP を選択します。
b. 削除 をクリックします。

メモ: クライアントネットワークには少なくとも 1 つのクライアント VIP が必要です。
7. OK をクリックします。

クライアントネットワークの NAS コントローラ IP アドレスの変更
クライアントネットワークの NAS コントローラ IP アドレスを変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、ネットワーク を選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。クライアントネットワーク設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. NAS コントローラを選択し、設定の編集 をクリックします。コントローラ IP アドレスの編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. IP アドレス フィールドに、NAS コントローラの IP アドレスを入力します。
7. OK をクリックします。
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クライアントネットワークの削除
クライアントがクライアントネットワークの SMB 共有および NFS エクスポートにアクセスする必要がなくなった場合に、クライアントネットワークを削除
します。プライマリサブネットは削除できません。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、ネットワーク を選択します。
4. 右側ペインでクライアントネットワークを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

クライアントネットワーク MTU の表示
クライアントネットワークの現在の最大転送単位（MTU）を表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで ネットワーク を選択します。MTU が クライアントインタフェース セクションに表示されます。

クライアントネットワーク MTU の変更
使用している環境と一致するよう、クライアントネットワークの最大転送単位（MTU）を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、ネットワーク を選択します。
4. 右ペインで、クライアントインタフェース セクションの 設定の編集 をクリックしします。
5. MTU フィールドに新しい MTU を入力します。ネットワークハードウェアがジャンボフレームをサポートしている場合は 9000 と入力し、それ以

外の場合は 1500 と入力します。
6. OK をクリックします。

クライアントネットワークのボンディングモードの表示
クライアントネットワークインタフェースの現在のボンディングモード（Adaptive Load Balancing または Link Aggregation Control Protocol）を表
示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、ネットワーク を選択します。
4. 右ペインで、ボンディングモードが、クライアントインタフェース セクションに表示されます。

クライアントネットワークのボンディングモードの変更
使用している環境に一致するよう、クライアントネットワークインタフェースのボンディングモード（Adaptive Load Balancing または Link 
Aggregation Control Protocol）を変更します。
前提条件
• ALB を使用している場合は、FluidFS クラスタのクライアントポートごとに 1 つのクライアント VIP を使用します。
• LACP を使用している場合は、FluidFS クラスタの NAS コントローラごとに 1 つのクライアント VIP を使用します。
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手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、ネットワーク を選択します。
4. 右ペインで、クライアントインタフェース セクションの 設定の編集 をクリックします。ネットワークの設定 ダイアログボックスが表示されます。
5. モード ドロップダウンメニューから、ボンディングモード（ALB または LACP）を選択します。
6. OK をクリックします。

Fibre Channel WWN の表示
Storage Manager に、お使いの Fibre Channel スイッチのファブリックゾーニングのアップデートに必要な NAS コントローラのワールドワイド名

（WWN）が表示されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、アプライアンス、NAS アプライアンス ID、NAS コントローラ ID の順に展開し、インタフェース 

を選択します。NAS コントローラの WWN が Fibre Channel リストの右ペインに表示されます。
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26
FluidFS アカウントの管理および認証
本項では、FluidFS クラスタのアカウントおよび認証の管理について説明します。この作業は、Dell Storage Manager Client を使用して実行され
ます。

アカウントの管理および認証
FluidFS クラスタには、次の 2 つのタイプのアクセスがあります。

• FluidFS クラスタ管理のための管理者レベルアクセス
• SMB 共有、NFS エクスポート、および FTP フォルダへのクライアントレベルアクセス

管理者アカウントは、管理者レベルのアクセスを制御します。ユーザーとグループは、SMB 共有および NFS エクスポートへのクライアントレベルアク
セスを制御します。

FluidFS クラスタは、ローカルおよびリモートのユーザーとグループに対して管理者レベルとクライアントレベルの認証をサポートします。

• ローカルユーザーおよびグループ - FluidFS システムで定義され、管理されるユーザーおよびグループ ID。ローカル管理は、ユーザーおよびグ
ループの数が制限されている場合に役に立ちます。また、認証は外部サーバーに依存しません。

• 外部ユーザーおよびグループ - 外部リポジトリで定義、管理するユーザーおよびグループ ID。外部管理は、多くの異なるリソースへの多数の
ユーザーおよびグループアクセスを管理する際に便利ですが、外部データベースの可用性に依存します。FluidFS は、次の外部 ID リポジトリ
をサポートしています。

– Active Directory - Windows ユーザーを認証するために Active Directory データベースにアクセスするよう FluidFS クラスタを設定しま
す。

メモ: また、Active Directory は、UNIX/Linux ユーザー用の LDAP データベースとして使用できます。

– NIS または LDAP - NIX および Linux ユーザーを認証するために NIS または LDAP データベースにアクセスするよう FluidFS クラスタを設
定します。

メモ: 

• ローカルおよび外部ユーザーは同時に使用することができます。
• Active Directory と NIS または LDAP のいずれかを設定する場合は、両タイプのデータアクセスに一組の資格情報を使用できるよう、

Active Directory 内の Windows ユーザーと LDAP または NIS 内の UNIX および Linux ユーザー間のマッピングを設定できます。

デフォルトの管理アカウント
FluidFS クラスタには、特定の目的に使用する次の組み込み管理アカウントがあります。

ログイン名 目的 デフォルトで
有効な SSH 
アクセス

許可された 
SSH アクセ
ス

デフォルトで有
効な VGA コン
ソールアクセス

許可された 
VGA コンソー
ルアクセス

デフォルトパスワード

システム管理者 FluidFS クラスタの管理
（非 UNIX または Linux 
ユーザー）

はい はい はい はい Stor@ge!

サポート FluidFS クラスタのトラブ
ルシューティング（通常の 
UNIX または Linux ユー
ザー）

いいえ はい いいえ はい なし（管理者が設定
する必要がある）
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ログイン名 目的 デフォルトで
有効な SSH 
アクセス

許可された 
SSH アクセ
ス

デフォルトで有
効な VGA コン
ソールアクセス

許可された 
VGA コンソー
ルアクセス

デフォルトパスワード

enableescalationaccess エスカレーションアカウン
トを有効にする

いいえ いいえ はい はい

エスカレーション サポートアカウントでログ
インできない場合の 
FluidFS クラスタのトラブ
ルシューティング

いいえ はい いいえ はい

cli コマンドラインインタフェー
スアクセスへのゲートウェ
イ

はい（SSH キ
ーを使用して
パスワードを
省略可能）

はい（SSH 
キーを使用
してパスワー
ドを省略可
能）

該当なし 該当なし 該当なし

管理者アカウント
Administrator アカウントは、FluidFS クラスタの管理に使用され、Storage Manager と FluidFS CLI へのアクセスに使用できます。このアカウント
の削除または名前の変更はできず、すべての NAS ボリューム、フォルダ、およびファイルでの書き込み許可があります。

サポートアカウント
サポートアカウントは、FluidFS システムにアクセスするときに Dell Technical Support によって使用されます。サポートアカウントとパスワードは、シ
ステム Administrator によって管理されます。

注意: サポートユーザーとして実行する動作は、高度なリモートトラブルシューティングを目的としており、重大なシステムの不具合のみ
を解決します。このアカウントを誤って使用すると、FluidFS またはそのデータ、あるいはその両方が損傷する恐れがあります。

メモ: 厳格なセキュリティのためには、リモートトラブルシューティングセッションの直前にサポートアカウントを有効にし、トラブルシューテ
ィングセッションの直後に無効にしてください。

サポートアカウントの有効化または無効化
リモートトラブルシューティングを可能にするために、サポートアカウントを有効にします。トラブルシューティングが完了したら、サポートアカウントを無
効にします。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして、メンテナンス を選択します。
3. 右ペインで サポート タブをクリックします。
4. ローカルサポートユーザー セクションで、編集 をクリックします。ローカルサポートユーザー設定の変更 ダイアログボックスが表示されます。
5. サポートアカウントを有効または無効にします。

• サポートアカウントを有効にするには、ローカルサポートユーザーへの SSH アクセス チェックボックスをオンにします。
• サポートアカウントを無効にするには、ローカルサポートユーザーへの SSH アクセス チェックボックスをオフにします。

6. OK をクリックします。

サポートアカウントのパスワードの変更
それぞれのトラブルシューティングセッションの終了後は、サポートアカウントのパスワードを新しい強力なパスワードに変更してください。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、メンテナンス を選択します。
3. 右ペインで サポート タブをクリックします。
4. ローカルサポートユーザー セクションで、ローカルサポートユーザーパスワードの変更 をクリックします。ローカルサポートユーザーパスワード

の変更 ダイアログボックスが表示されます。
5. パスワード フィールドに、パスワードを入力します。パスワードは、少なくとも 7 文字長である必要があり、小文字、大文字、数字、または特

殊文字（たとえば、+、?、または ∗）のうちの 3 つの要素が含まれている必要があります。
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6. パスワードの確認 フィールドに、パスワードを再入力します。
7. OK をクリックします。

Dell SupportAssist の有効化または無効化
Dell SupportAssist を使用して FluidFS クラスタ診断を送信するために、Storage Client を有効化することができます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. メンテナンス をクリックします。
3. 右ペインで サポート タブをクリックします。
4. Support Assist セクションで Support Assist 設定の変更 をクリックします。Support Assist 設定の変更 ダイアログボックスが表示されま

す。
5. SupportAssist を有効化または無効化します。

• SupportAssist を有効にするには、サポートアシスタンス有効 チェックボックスをオンにします。
• SupportAssist を無効にするには、サポートアシスタンス有効 チェックボックスをオフにします。

6. OK をクリックします。

CLI アカウント
CLI アカウントは、FluidFS クラスタのコマンドラインインタフェースにアクセスするために Administrator アカウントで使用されます。
関連リンク

VGA コンソールを使用した FluidFS クラスタ CLI への接続
パスワードを使用した SSH 経由での FluidFS クラスタ CLI への接続
SSH キー認証を使用した FluidFS クラスタ CLI への接続
VGA コンソールを使用した FluidFS クラスタ CLI への接続
パスワードを使用した SSH 経由での FluidFS クラスタ CLI への接続
SSH キー認証を使用した FluidFS クラスタ CLI への接続

デフォルトのローカルユーザーおよびローカルグループアカウント
FluidFS クラスタには、特定の目的に使用する次の組み込みのローカルユーザーアカウントとローカルグループアカウントがあります。

アカウントタイプ アカウント名 目的
ローカルユーザー システム管理者 FluidFS クラスタの管理に使用されるアカウント

ローカルユーザー nobody ゲストユーザーに使用されるアカウント
ローカルグループ 管理者 • Administrator アカウントと、他のすべての Administrator ユーザー（ローカル

およびリモート）を含む
• Windows 管理者グループとの完全な互換性がある BUILTIN ドメイングルー

プ

ローカルグループ nobody_group nobody アカウントを含む

ローカルグループ ローカルユーザー ローカルユーザーアカウントを含む
ローカルグループ ユーザー Windows ユーザーグループとの完全な互換性がある BUILTIN ドメイングループ

ローカルグループ バックアップオペレータ Windows バックアップオペレータグループとの完全な互換性がある BUILTIN ドメイ
ングループ

管理者アカウントの管理
ローカル FluidFS Administrator を作成し、リモートユーザー（AD/LDAP/NIS）FluidFS を Administrator にすることができます。システムアラート
が、Administrator に対して指定された電子メールアドレスに送信されます。
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管理者を作成する場合は、システム管理者の権限レベルを指定します。この権限レベルによって、管理者により許可された一連のアクションが定
義されます。権限レベルは、次のようにシステムで事前に定義されます。

• NAS クラスタ管理者：管理者は、FluidFS クラスタのすべての側面を管理できます。
• NAS ボリューム Administrator ：次の表は、割り当てられた NAS ボリュームに対してボリューム Administrator が変更できる設定の概要を

示しています。また、ボリューム Administrator は、残りの FluidFS クラスタ構成を参照できます（ただし、変更はできません）。

NAS ボリュームの設定 ボリューム管理者が設定を変更できるかどうか

NAS ボリューム名 はい

NAS ボリュームが割り当てられる NAS ボリュームフォルダ はい

アクセス時刻の粒度 はい
権限の相互運用性 はい
ゼロディスク使用のレポート はい
データ削減 はい
NAS ボリュームの容量設定と警告しきい値 はい

SMB 共有および NFS エクスポート はい

スナップショットおよびスナップショットスケジュール はい
スナップショットからの NAS ボリュームの復元 はい

NAS ボリューム設定の復元 はい

クォータ はい
NAS ボリュームクローン いいえ

複製 いいえ

管理者の表示
現在の管理者アカウントのリストを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、メンテナンス を選択します。
3. 右ペインで メールと Administrator タブをクリックします。Administrator が表示されます。

システム管理者の追加
Dell Storage Manager Client および CLI を使用して FluidFS クラスタを管理する管理者アカウントを追加します。ユーザーはユーザー自身よりも
階層的に低いアクセス権限レベルを持つ他の管理者のみ定義できます。
前提条件
ローカル管理者を作成するには、まず、管理者になるローカルユーザーを作成します。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、メンテナンス を選択します。
3. 右ペインで メールと Administrator タブをクリックします。
4. Administrator セクションで、Administrator ユーザーの作成 をクリックします。Administrator ユーザーの作成 ダイアログボックスが表示さ

れます。
5. Administrator となるユーザーを選択します。

a. ユーザーの選択 をクリックします。ユーザーの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. ドメイン ドロップダウンメニューで、ユーザーが属するドメインを選択します。
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c. ユーザー フィールドに、ユーザーの正式名かユーザー名の最初の文字を入力します。
d. （オプション）必要に応じて残りのユーザー検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してくださ

い。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンメニューから検索結果の最大数を選択します。

e. 検索 をクリックします。
f. 検索結果からユーザーを選択します。
g. OK をクリックします。

6. 権限 ドロップダウンメニューから、管理者の権限レベルを選択します。
• FluidFS クラスタ Administrator ：これらの Administrator は、FluidFS クラスタのすべての側面を管理できます。
• NAS ボリューム Administrator ：これらの Administrator は、割り当てられている NAS ボリュームだけを管理することができ、また 

FluidFS クラスタ設定を表示できます。
7. 電子メールアドレス フィールドに、管理者の電子メールアドレスを入力します。
8. OK をクリックします。

ボリューム管理者への NAS ボリュームの割り当て
デフォルトでは、新しいボリューム管理者はどの NAS ボリュームも管理できません。ボリューム管理者の作成後に、ボリューム管理者が管理できる 
NAS ボリュームを変更できます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、メンテナンス を選択します。
3. 右ペインで メールと Administrator タブをクリックします。
4. Administrator セクションで、ボリュームの管理 をクリックします。
5. ボリューム管理者を選択して、NAS ボリュームの管理 をクリックします。ボリュームの管理 ダイアログボックスが表示されます。
6. ボリューム Administrator に割り当てる NAS ボリュームを選択します。

• NAS ボリュームをボリューム管理者に割り当てるには、上部ペインで NAS ボリュームを選択し、ボリュームの追加 をクリックします。
• NAS ボリュームをボリューム管理者から割り当て解除するには、下部ペインで NAS ボリュームを選択し、ボリュームの削除 をクリックしま

す。
7. OK をクリックします。

管理者の権限レベルの変更
管理者アカウントの権限レベルを変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして、メンテナンス を選択します。
3. 右ペインで、メールと Administrator タブをクリックします。
4. Administrators セクションで Administrator を選択し、設定の編集 をクリックします。Administrator ユーザー設定の編集 ダイアログボック

スが表示されます。
5. 権限 ドロップダウンメニューから、管理者の権限レベルを選択します。

• NAS クラスタ Administrator：この Administrator は、FluidFS クラスタのすべての側面を管理できます。
• NAS ボリューム Administrator：この Administrator は、FluidFS クラスタの設定のみを表示し、これらが割り当てられた NAS ボリュー

ムを管理できます。
6. OK をクリックします。

管理者の電子メールアドレスの変更
管理者アカウント向けのシステムアラートが送信される電子メールアドレスを変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、メンテナンス を選択します。
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3. 右ペインで メールと Administrator タブをクリックします。
4. Administrators セクションで Administrator を選択し、設定の編集 をクリックします。Administrator ユーザー設定の編集 ダイアログボック

スが表示されます。
5. 電子メールアドレス フィールドに、管理者の電子メールアドレスを入力します。
6. OK をクリックします。

管理者パスワードの変更
ローカル Administrator アカウントのパスワードのみを変更することができます。リモート Administrator のパスワードは、外部データベース内に保持
されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 右ペインで ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
4. 管理者を選択し、パスワードの変更 をクリックします。パスワードの変更 ダイアログボックスが表示されます。
5. パスワード フィールドに、Administrator のパスワードを入力します。パスワードは、少なくとも 7 文字長である必要があり、小文字、大文

字、数字、特殊文字のうちの 3 つの要素を含む必要があります。
6. パスワードの確認 フィールドに、Administrator のパスワードを再入力します。
7. OK をクリックします。

管理者の削除
FluidFS クラスタの管理に使用されなくなった管理者アカウントを削除します。組み込みの管理者アカウントは削除できません。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 右ペインで ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
4. 管理者を選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

MMC を使用するローカルユーザーおよびグループの管理
ローカルユーザーおよびグループ スナップインがある Microsoft 管理コンソール（MMC）を使用して、ローカルユーザーとグループを管理できます。
クラスタへの管理アクセス権を取得するには、ドメイン Administrator のメンバーとして、またはクラスタ上の Administrators グループのメンバーとし
て Windows にログインします。
前提条件
MMC を使用して FluidFS のローカルユーザーとグループを管理する際には、以下の制限が適用されます。

• ユーザーおよびグループの名前の変更はサポートされていません。
• プライマリグループをメンバーシップリストから削除することはできません。
• ローカルグループにメンバーユーザーが含まれている場合、ローカルグループは削除できません。
• ユーザーアカウントの以下のフィールドの保存はサポートされていません。

– ユーザプロファイルの設定
– ホームフォルダの設定
– ユーザーは次回ログオン時にパスワード変更が必要 チェックボックス
– ユーザーはパスワードを変更できない チェックボックス

このタスクについて
ローカルユーザーとグループを管理するには、Windows エクスプローラのアドレスバーにクライアント VIP アドレスを入力して、FluidFS クラスタに接
続します。Administrator アカウントでログインしてから MMC に接続します。
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手順
1. スタート、実行 の順に選択します。
2. mmc と入力して OK をクリックします。コンソール 1 - [コンソールルート] ウィンドウが表示されます。
3. ファイル、スナップインの追加と削除 の順に選択します。
4. ローカルユーザーおよびグループ 選択し、追加 をクリックします。
5. ローカルユーザーおよびグループ ウィンドウで、別のコンピュータ を選択し、FluidFS クラスタ名（DNS で設定されている）を入力します。

また、クライアントアクセス VIP を使用することもできます。
6. 完了 をクリックします。新規ローカルユーザーおよびグループツリーが コンソールルート ウィンドウに表示されます。
7. ユーザー または グループ を選択します。
8. ローカルユーザーまたはグループを選択し、アクション ペインからアクションを選択します。

ローカルユーザーの管理
SMB 共有および NFS エクスポートにアクセスできるローカルユーザーを作成できます（作成しない場合は、FluidFS クラスタ管理者になります）。
ローカルユーザーは、次のような場合に作成できます。

• リモートユーザーがありません（AD/LDAP/NIS）。
• 両方の SMB/NFS が使用されますが、リモートユーザーリポジトリ（AD/LDAP/NIS）が 1 つのプロトコルと、他のプロセスを使用している少数

のユーザーに対して有効です。

SMB 共有にアクセスするために認証するよう求められた場合、ローカルユーザーはユーザー名に次の形式を使用する必要があります。
<client_VIP_or_name>\<local_user_name>

ローカルユーザーの追加
ローカルユーザーアカウントを追加します。
前提条件
ローカルユーザーを割り当てるローカルグループは、あらかじめ作成しておく必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 右ペインで ローカルユーザーとグループ タブ、ローカルユーザーの作成 の順にクリックします。ローカルユーザーの作成 ダイアログボックスが

表示されます。
4. ユーザー名 フィールドに、ローカルユーザーの名前を入力します。ユーザー名には、英字、数字、アンダースコア、ハイフン、スペース、およびピ

リオドのみを使用できます。ただし、ピリオドは最後の文字として使用できません。
5. プライマリローカルグループ ドロップダウンメニューで、ローカルユーザーを割り当てるプライマリグループを選択します。
6. パスワード フィールドに、ローカルユーザーのパスワードを入力します。
7. パスワードの確認 フィールドに、ローカルユーザーのパスワードを再入力します。
8. （オプション）必要に応じて残りのローカルユーザーの属性を設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してください。

• ローカルユーザーを有効にするには、有効 チェックボックスをオンにします。
• ローカルユーザーのセカンダリグループを追加または削除するには、追加 ボタンと 削除 ボタンを使用します。

9. OK をクリックします。

ローカルユーザーが割り当てられるプライマリローカルグループの変更
ローカルユーザーが属しているプライマリグループにより、ユーザーのクォータが決まります。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして 環境 タブのナビゲーションペインを展開し、認証 を選択します。
3. 右ペインで ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
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4. ローカルユーザーを選択し、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. プライマリローカルグループ ドロップダウンメニューで、ローカルユーザーを割り当てるグループを選択します。
6. OK をクリックします。

ローカルユーザーが割り当てられるセカンダリローカルグループの変更
セカンダリグループは、Windows（SMB 共有）アクセス権を決定します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 右ペインで ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
4. ローカルユーザーを選択し、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. ローカルユーザーが割り当てられているセカンダリローカルグループを追加するには、次の手順を実行します。

a. 追加グループ 領域で、追加 をクリックします。グループの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. ドメイン ドロップダウンメニューから、ローカルグループが割り当てられているドメインを選択します。
c. グループ フィールドで、ローカルグループの正式名かローカルグループ名の最初の文字を入力します。
d. （オプション）必要に応じて、残りのローカルグループの検索オプションを設定します。これらのオプションの詳細については、オンラインヘルプ

を参照してください。
戻す検索結果の最大数を変更するには、検索結果の最大数を 最大結果 ドロップダウンメニューから選択します。

e. 検索 をクリックします。
f. 検索結果からローカルグループを選択します。
g. OK をクリックします。

6. ローカルユーザーが割り当てられているセカンダリローカルグループを削除するには、追加グループ 領域でローカルグループを選択し、削除 を
クリックします。

7. OK をクリックします。

ローカルユーザーの有効化または無効化
ローカルユーザーを無効にすると、ローカルユーザーは SMB 共有と NFS エクスポートにアクセスできなくなります。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 右ペインで ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
4. ローカルユーザーを選択し、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. ローカルユーザーを有効または無効にします。

• ローカルユーザーを有効にするには、有効 チェックボックスをオンにします。
• ローカルユーザーを無効にするには、有効 チェックボックスをオフにします。

6. OK をクリックします。

ローカルユーザーのパスワードポリシーの設定
パスワードの有効期限を有効にすると、ローカルユーザーに対して指定した日数が経過した後のパスワードの変更が強制されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 右ペインで ローカルユーザーとグループ タブをクリックし、ローカルユーザー 領域でユーザーを選択して、パスワードポリシーの編集 をクリック

します。
4. パスワードポリシーの編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. ローカルユーザーのパスワード有効期限を有効または無効にします。

• ローカルユーザーのパスワードと Administrator パスワードの有効期限を有効にするには、パスワードの有効期限なし チェックボックスを
オフにします。
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• ローカルユーザーのパスワードと Administrator パスワードの有効期限を無効にするには、パスワードの有効期限なし チェックボックスを
オンにします。

6. パスワード有効期限が有効になっている場合は、パスワード有効期限（日数） フィールドにそのパスワードが有効な日数を入力します（指
定した日数後にパスワードの有効期限が切れます）。

7. OK をクリックします。

ローカルユーザーパスワードの変更
ローカルユーザーアカウントのパスワードを変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. ローカルユーザーを選択し、パスワードの変更 をクリックします。パスワードの変更 ダイアログボックスが表示されます。
4. パスワード フィールドに、ローカルユーザーの新しいパスワードを入力します。パスワードは、少なくとも 7 文字長である必要があり、小文字、

大文字、数字、または特殊文字（たとえば、+、?、または ∗）のうちの 3 つの要素を含む必要があります。
5. パスワードの確認 フィールドに、ローカルユーザーのパスワードを再入力します。
6. OK をクリックします。

ローカルユーザーの削除
ユーザーが SMB 共有および NFS エクスポートにアクセスするか、FluidFS クラスタを管理する必要がなくなったら、ローカルユーザーアカウントを削
除します（ローカルユーザーに基づく管理者の場合）。
前提条件
ローカルユーザーに管理者アカウントが関連付けられている場合は、ローカルユーザーアカウントを削除する前に、管理者アカウントを削除する必
要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 右ペインで ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
4. ローカルユーザーを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

ローカルグループの管理
ローカルグループを作成して複数のユーザーにクォータルールを適用します。ローカルユーザー、リモートユーザー、およびリモートユーザーグループ、
および外部コンピュータを 1 つまたは複数のローカルグループに割り当てることができます。ユーザーが属しているプライマリグループによって、ユーザー
のクォータが決まります。

ローカルグループの表示
現在のローカルグループを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 右ペインで、ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。ローカルグループが ローカルユーザーグループ リストに表示されます。

ローカルグループの追加
ローカルユーザー、リモートユーザー、およびリモートユーザーグループを含むローカルグループを追加します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして 環境 を展開し、認証 を選択します。
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3. 右ペインで ローカルユーザーとグループ タブ、ローカルグループの作成 の順にクリックします。ローカルグループの作成 ダイアログボックスが
表示されます。

4. グループ名 フィールドに、ローカルグループの名前を入力します。
5. ローカルユーザー 領域で、ローカルグループに割り当てる必要があるローカルユーザーを選択します。

a. 追加 をクリックします。ユーザーの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. ドメイン ドロップダウンメニューで、ローカルユーザーが割り当てられたドメインを選択します。
c. ユーザー フィールドで、ローカルユーザーの完全な名前かローカルユーザー名の最初の文字を入力します。
d. （オプション）必要に応じて残りのローカルユーザー検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照し

てください。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンメニューから検索結果の最大数を選択します。

e. 検索 をクリックします。
f. 検索結果からローカルユーザーを選択します。
g. OK をクリックします。

6. 外部ユーザー 領域で、ローカルグループに割り当てる必要がある個別リモートユーザーを選択します。
a. 追加 をクリックします。ユーザーの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. ドメイン ドロップダウンメニューで、リモートユーザーが割り当てられたドメインを選択します。
c. ユーザー フィールドで、リモートユーザーの完全な名前かリモートユーザー名の最初の文字を入力します。
d. （オプション）必要に応じて残りのリモートユーザー検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照して

ください。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンメニューから検索結果の最大数を選択します。

e. 検索 をクリックします。
f. 検索結果からリモートユーザーを選択します。
g. OK をクリックします。

7. 外部グループ 領域で、ローカルグループに割り当てる必要があるリモートユーザーグループを選択します。
a. 追加 をクリックします。グループの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. ドメイン ドロップダウンメニューで、リモートユーザーグループが割り当てられたドメインを選択します。
c. グループ フィールドで、リモートユーザーグループの完全な名前かリモートユーザーグループ名の最初の文字を入力します。
d. （オプション）必要に応じて残りのリモートユーザーグループ検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを

参照してください。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンメニューから検索結果の最大数を選択します。

e. 検索 をクリックします。
f. 検索結果からリモートユーザーグループを選択します。
g. OK をクリックします。

8. 外部コンピュータ 領域で、ローカルグループに割り当てる必要がある外部コンピュータアカウントを選択します。
a. 追加 をクリックします。コンピュータアカウントの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. ドメイン ドロップダウンメニューで、外部コンピュータアカウントが割り当てられたドメインを選択します。
c. コンピュータアカウント フィールドで、外部コンピュータアカウントの完全名、または外部コンピュータアカウント名の最初の文字を入力しま

す。
d. （オプション）必要に応じて残りのリモートユーザーグループ検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを

参照してください。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンメニューから検索結果の最大数を選択します。

e. 検索 をクリックします。
f. 検索結果から外部コンピュータアカウントを選択します。
g. OK をクリックします。

ローカルグループに割り当てられたユーザーの変更
ローカルグループに割り当てられたローカルユーザー、リモートユーザー、またはリモートユーザーグループを変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして 環境 を展開し、認証 を選択します。
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3. 右ペインで ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
4. グループを選択し、設定の編集 をクリックします。ローカルユーザーグループ設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. ローカルグループにローカルユーザーを割り当てるには、次の手順を実行します。

a. ローカルユーザー 領域で、追加 をクリックします。ユーザーの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. ドメイン ドロップダウンメニューで、ローカルユーザーが割り当てられたドメインを選択します。
c. ユーザー フィールドで、ローカルユーザーの完全な名前かローカルユーザー名の最初の文字を入力します。
d. （オプション）必要に応じて残りのローカルユーザー検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照し

てください。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンメニューから検索結果の最大数を選択します。

e. 検索 をクリックします。
f. 検索結果からローカルユーザーを選択します。
g. OK をクリックします。

6. ローカルグループに個別リモートユーザーを割り当てるには、次の手順を実行します。
a. 外部ユーザー 領域で、追加 をクリックします。ユーザーの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. ドメイン ドロップダウンメニューで、リモートユーザーが割り当てられたドメインを選択します。
c. ユーザー フィールドで、リモートユーザーの完全な名前かリモートユーザー名の最初の文字を入力します。
d. （オプション）必要に応じて残りのリモートユーザー検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照して

ください。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンメニューから検索結果の最大数を選択します。

e. 検索 をクリックします。
f. 検索結果からリモートユーザーを選択します。
g. OK をクリックします。

7. ローカルグループにリモートユーザーグループを割り当てるには、次の手順を実行します。
a. 外部グループ 領域で、追加 をクリックします。グループの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. ドメイン ドロップダウンメニューで、リモートユーザーグループが割り当てられたドメインを選択します。
c. グループ フィールドで、リモートユーザーグループの完全な名前かリモートユーザーグループ名の最初の文字を入力します。
d. （オプション）必要に応じて残りのリモートユーザーグループ検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを

参照してください。
戻す検索結果の最大数を変更するには、検索結果の最大数を 最大結果 ドロップダウンメニューから選択します。

e. 検索 をクリックします。
f. 検索結果からリモートユーザーグループを選択します。
g. OK をクリックします。

8. ローカルグループからユーザーまたはグループを削除するには、該当する領域でユーザーまたはグループを選択し（ローカルユーザー、外部ユ
ーザー、または 外部グループ）、削除 をクリックします。

9. 外部コンピュータにローカルグループを割り当てるには、次の手順を実行します。
a. 外部コンピュータ 領域で、ローカルグループに割り当てる必要がある外部コンピュータを選択します。
b. 追加 をクリックします。コンピュータアカウントの選択 ダイアログボックスが表示されます。
c. ドメイン ドロップダウンメニューで、リモートユーザーグループが割り当てられたドメインを選択します。
d. ユーザー フィールドで、リモートユーザーの完全な名前かリモートユーザー名の最初の文字を入力します。
e. （オプション）必要に応じて残りのリモートユーザーグループ検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを

参照してください。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンメニューから検索結果の最大数を選択します。

10. OK をクリックします。

ローカルグループの削除
使用しなくなったローカルグループを削除します。
前提条件
ローカルグループを削除する前に、そのメンバーを削除する必要があります。
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手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 右ペインで ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
4. グループを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

Active Directory の管理
Active Directory（AD）を使用する環境では、Active Directory ドメインに参加し、SMB 共有へのアクセスに Active Directory を使用して 
Windows クライアントを認証するよう FluidFS クラスタを設定できます。FluidFS クラスタは、混合モードおよびネイティブモードの Active Directory 
設定をサポートします。

Active Directory 認証の有効化
FluidFS クラスタを Active Directory ドメインに参加させてディレクトリサービスと通信できるようにします。デフォルトでは、FluidFS クラスタは、
Active Directory が返したドメインコントローラを使用します。また、FluidFS クラスタが特定のドメインコントローラを使用するようにする場合は、ド
メインコントローラを指定できます。複数のドメインコントローラを追加することで、ドメインコントローラで障害が発生したときにユーザーの認証が継
続されます。FluidFS クラスタが優先サーバーとの通信を確立できない場合は、残りのサーバーへの接続が順番に試行されます。
前提条件
• Active Directory ディレクトリサービスは、お使いの環境に導入する必要があります。
• FluidFS クラスタは、ディレクトリサービスにネットワーク接続できる必要があります。
• Active Directory の設定に慣れている必要があります。
• 参加動作には、FluidFS クラスタで Active Directory アカウントからの資格情報が必要です。この資格情報が必要になるのは参加動作のみ

です。この資格情報は、FluidFS クラスタによって保管またはキャッシュされません。
FluidFS クラスタをドメインに参加させるために使用するアカウントに対して次のいずれかのオプションを使用します。

– ドメイン Administrator アカウントを使用します（推奨方法）。
– 「コンピュータをドメインに参加させる」権限と、ドメイン内のすべてのコンピュータオブジェクトを完全に制御できる権限が委譲されるアカウン

トを使用します。
– 前述したオプションが両方とも使用できない場合、アカウントの最小要件は次のようになります。

* 「コンピュータをドメインに参加させる」権限と、OU 内のオブジェクト（コンピュータオブジェクトを含む）を完全に制御できる権限が委譲
される組織単位（OU）管理者。

* FluidFS クラスタをドメインに参加させる前に、OU 管理者は FluidFS クラスタのコンピュータオブジェクトを作成する必要があります
（OU 内では管理する権限が提供されます）。FluidFS クラスタのコンピュータオブジェクト名と、参加時に使用される NetBIOS 名は
一致する必要があります。FluidFS クラスタのコンピュータオブジェクトを作成するときに、ドメインに参加させる許可の ユーザー フィール
ドまたは グループ フィールドで、OU 管理者アカウントを選択します。この結果、OU 管理者の資格情報を使用して FluidFS クラスタ
を参加させることができるようになります。

• FluidFS クラスタでは、すべてのユーザーに対する tokenGroups 属性の読み取りアクセスが必要です。すべてのドメインコンピュータに対する 
Active Directory のデフォルト設定では、tokenGroups 属性への読み取りアクセスが許可されます。許可が与えられていない場合、ネストさ
れたグループまたは OU 内の Active Directory ドメインユーザーには Access Denied（アクセス拒否）エラーが発生し、ネストされた OU 
またはグループ内にないユーザーには、アクセスが許可されます。

• Active Directory サーバーおよび FluidFS クラスタは、時刻について共通ソースを使用する必要があります。
• FluidFS クラスタが DNS を使用するよう設定する必要があります。指定した DNS サーバーは、Active Directory ドメインコントローラが使用

するものと同じである必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 右ペインで ディレクトリサービス タブをクリックします。
4. 外部ユーザーデータベースの設定 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボックスが表示されます。
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5. ドメインへの参加 をクリックします。ドメインへの参加 ダイアログボックスが表示されます。Active Directory に参加済みである場合、参加 
動作は非表示になっています。参加するためのオプションを表示するには、ドメインから移動する必要があります。

6. ドメイン フィールドに、FluidFS クラスタを参加させるドメインを入力します。
7. ユーザー名 フィールドに、Active Directory アカウント名を入力します。
8. パスワード フィールドに、Active Directory アカウントパスワードを入力します。
9. OK をクリックします。

関連リンク
システム時刻の管理
DNS サーバーおよびサフィックスの管理
システム時刻の管理
DNS サーバーおよびサフィックスの管理

Active Directory 認証の設定の変更
Active Directory 認証の設定を直接変更することはできません。Active Directory ドメインから FluidFS クラスタを削除してから、Active 
Directory ドメインに再度追加する必要があります。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 右ペインで ディレクトリサービス タブをクリックします。
4. ドメインからの離脱 をクリックします。ドメインからの離脱 ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。
6. ドメインへの参加 をクリックします。ドメインへの参加 ダイアログボックスが表示されます。
7. 必要に応じてオプションを設定します。
8. OK をクリックします。

関連リンク
Active Directory 認証の有効化
Active Directory 認証の有効化

Active Directory コントローラ設定の変更
システムは、Active Directory で定義されているサイトに基づいて、使用するドメインコントローラを自動的に選択します。この自動選択をオーバ
ーライドして優先ドメインコントローラのリストを指定することができます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 右ペインで ディレクトリサービス タブをクリックします。
4. Active Directory 設定の変更 をクリックします。Active Directory 設定の変更 ダイアログボックスが表示されます。
5. 新しいドメインコントローラを 優先ドメインコントローラ の下にあるボックスに入力し、追加 をクリックします。
6. OK をクリックします。

Active Directory 認証の無効化
FluidFS クラスタがディレクトリサービスと通信する必要がなくなった場合は、Active Directory ドメインから FluidFS クラスタを削除します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで 環境 を展開し、認証 を選択します。
4. 右ペインで ディレクトリサービス タブをクリックします。
5. ドメインからの離脱 をクリックします。ドメインからの離脱 ダイアログボックスが表示されます。
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6. OK をクリックします。

開いているファイルの表示
開いているファイルは 1,000 個まで表示できます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、クライアントアクティビティ を選択します。
3. クライアントアクティビティ タブのナビゲーションペインで、開いているファイル を選択します。開いているファイル ダイアログボックスが表示さ

れます。
4. 開いているファイルのリストがダイアログボックスの一番下に表示されます。

開いているファイルのフィルタ
ファイル名、ユーザー、プロトコル、または開いているファイルの最大数により、開いているファイルをフィルタできます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、クライアントアクティビティ を選択します。
3. クライアントアクティビティ タブのナビゲーションペインで、開いているファイル を選択します。
4. 開いているファイル ダイアログボックスが表示されます。
5. ダイアログボックスの最上部で、表示されたフィールド（ファイル名、ユーザー、プロトコル、表示ファイル数）の 1 つ、または複数に入力します。
6. フィルタの適用 / 更新 をクリックします。開いているファイルのリストが表示されます。

LDAP の管理
Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）を使用する環境では、NFS エクスポートへのアクセスに LDAP を使用して UNIX および Linux 
クライアントを認証するよう FluidFS クラスタを設定できます。LDAP データベースは、LDAP サーバーまたは Active Directory のいずれかによって
提供できます。
FluidFS クラスタは次の LDAP 設定をサポートしています。

• 匿名 LDAP： FluidFS クラスタから LDAP サーバーへの接続は認証されません。データはプレーンテキストで送信されます。
• 認証済み LDAP： FluidFS クラスタから LDAP サーバーへの接続は、ユーザー名とパスワードを使用して認証されます。データはプレーンテキ

ストで送信されます。
• TLS/SSL 経由の LDAP： FluidFS クラスタから LDAP サーバーへの接続は、認証および暗号化されます。LDAP サーバーが使用する証明

書を検証するには、SSL 証明書を LDAP サーバーからエクスポートし、それを FluidFS クラスタにアップロードする必要があります。

検索するサブツリー数の削減
FluidFS では、検索に使用される LDAP ツリー内のサブツリーの数を絞り込むことができます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、環境 を展開して、認証 を選択します。
3. 右ペインで ディレクトリサービス タブをクリックします。
4. 外部ユーザーデータベースの設定 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. LDAP フィルタ ラジオボタンを選択し、LDAP Filtering（LDAP フィルタリング） フィールドに 有効 を選択します。
6. Filtered Branches（フィルタが適用されたブランチ） フィールドに検索に使用する LDAP 名を入力して 追加 をクリックします。
7. Active Directory 拡張スキーマで LDAP を使用するには、Extended Schema（拡張スキーマ） フィールドに 有効 を選択します。
8. TLS 経由での LDAP を使用して LDAP サーバーとのすべての通信を暗号化するには、LDAP over TLS（TLS 経由での LDAP） フィール

ドに 有効 を選択します。
9. LDAP 証明書をインストールするには、Install LDAP Certificate（LDAP 証明書のインストール） フィールドに 有効 を選択し、LDAP 証明

書 を入力して、証明書のアップロード をクリックします。
10. 非匿名 LDAP バインドを使用するには、Non-Anonymous LDAP bind（非匿名 LDAP バインド） フィールドに 有効 を選択し、バインド 

DN と バインドパスワード を入力します。
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11. OK をクリックします。

LDAP 認証の有効化
FluidFS クラスタが LDAP ディレクトリサービスと通信するように設定します。複数の LDAP サーバーを追加することで、LDAP サーバーの障害が発
生した場合に、ユーザーの認証が継続されます。FluidFS クラスタが優先サーバーとの接続を確立できない場合は、他の残りのサーバーとの接続
が順番に試行されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム ペインで 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 認証 ペインで ディレクトリサービス タブをクリックします。
4. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 外部ユーザーデータベースの設定 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボック

スが表示されます。
5. LDAP を選択します。
6. ベース DN フィールドに、ユーザーの検索を開始するディレクトリ内の場所を表す LDAP ベース識別名を入力します。通常、この名前の書

式は dc=domain, dc=com のようになります。
7. LDAP サーバー テキストフィールドに、LDAP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力し、追加 をクリックします。追加の LDAP サーバー

に対してこの手順を繰り返します。
8. （オプション）必要に応じて残りの LDAP の属性を設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してください。

• Active Directory で LDAP データベースを提供することを指定する場合は、拡張スキーマ チェックボックスをオンにします。
• FluidFS クラスタから LDAP サーバーへの接続を認証するには、非匿名 LDAP バインド チェックボックスをオンにします。次に、接続を認

証するために使用する LDAP バインド識別名を バインド DN フィールドに入力し、LDAP バインドパスワードを バインドパスワード フィー
ルドに入力します。

• TLS を使用して FluidFS クラスタから LDAP サーバーへの接続を暗号化するには、TLS 経由での LDAP チェックボックスをオンにしま
す。

• LDAP サービスで使用される証明書を検証するには、LDAP 証明書のインストール を選択します。次に、証明書のアップロード をクリ
ックし、FluidFS クラスタにアップロードする LDAP SSL 証明書を選択します。

9. OK をクリックします。

LDAP ベース DN の変更
LDAP ベース識別名は、ユーザーの検索を開始するディレクトリ内の場所を表します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム ペインで 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 認証 ペインで ディレクトリサービス タブをクリックします。
4. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 外部ユーザーデータベースの設定 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボック

スが表示されます。
5. ベース DN フィールドに、LDAP ベース識別名を入力します。通常、この名前の書式は dc=domain, dc=com のようになります。
6. OK をクリックします。

LDAP サーバーの追加または削除
少なくとも 1 つの LDAP サーバーを設定する必要があります。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム ペインで 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 認証 ペインで ディレクトリサービス タブをクリックします。
4. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 外部ユーザーデータベースの設定 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボック

スが表示されます。
5. LDAP サーバーを追加または削除します。
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• LDAP サーバーを追加するには、LDAP Servers（LDAP サーバー）フィールドに LDAP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力し、
Add（追加）をクリックします。

• LDAP サーバーを削除するには、LDAP サーバーを選択し、削除 をクリックします。
6. OK をクリックします。

Active Directory 拡張スキーマでの LDAP の有効化または無効化
Active Directory で LDAP データベースが提供される場合は、拡張スキーマオプションを有効にします。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム ペインで 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 認証 ペインで ディレクトリサービス タブをクリックします。
4. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 外部ユーザーデータベースの設定 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボック

スが表示されます。
5. Active Directory 拡張スキーマで LDAP を有効または無効にします。

• Active Directory で LDAP データベースを提供することを指定する場合は、Active Directory 拡張スキーマで LDAP を使用する チェ
ックボックスをオンにします。

• LDAP サーバーで LDAP データベースを提供することを指定する場合は、Active Directory 拡張スキーマで LDAP を使用する チェッ
クボックスのチェックを外します。

6. OK をクリックします。

LDAP 接続の認証の有効化または無効化
LDAP サーバーで認証が必要な場合は、FluidFS クラスタから LDAP サーバーへの接続の認証を有効にします。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム ペインで 環境 を展開して、認証 を選択します。
3. 認証 ペインで ディレクトリサービス タブをクリックします。
4. NFS User Repository（NFS ユーザーリポジトリ） セクションの 外部ユーザーデータベースの設定 をクリックします。外部ユーザーデータベ

ースの編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. LDAP 接続の認証を有効または無効にします。

• LDAP 接続の認証を有効にするには、非匿名 LDAP バインド チェックボックスをオンにします。次に、接続を認証するために使用される 
LDAP バインド識別名を バインド DN フィールドに入力し、LDAP バインドパスワードを バインドパスワード フィールドに入力します。

• LDAP 接続の認証を無効にするには、非匿名 LDAP バインドを使用する チェックボックスのチェックを外します。
6. OK をクリックします。

LDAP 接続の TLS 暗号化の有効化または無効化
プレーンテキストでのデータ送信を回避するために、FluidFS クラスタから LDAP サーバーへの接続の TLS 暗号化を有効にします。LDAP サーバ
ーが使用する証明書を検証するには、LDAP SSL 証明書をエクスポートし、FluidFS クラスタにアップロードする必要があります。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム ペインで 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 認証 ペインで ディレクトリサービス タブをクリックします。
4. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 外部ユーザーデータベースの設定 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボック

スが表示されます。
5. LDAP 接続の TLS 暗号化を有効または無効にします。

• LDAP 接続の TLS 暗号化を有効にするには、TLS 経由での LDAP チェックボックスをオンにします。
• LDAP 接続の TLS 暗号化を無効にするには、TLS 経由での LDAP チェックボックスをオフにします。

6. TLS 暗号化が有効な場合は、LDAP 証明書の検証を有効または無効にします。
• LDAP 証明書の検証を有効にするには、LDAP 証明書のインストール チェックボックスにチェックを付けて、証明書のアップロード をクリ

ックし、FluidFS クラスタにアップロードする LDAP SSL 証明書を選択します。
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• LDAP 証明書の検証を無効にするには、LDAP 証明書のインストール チェックボックスのチェックを外します。
7. OK をクリックします。

LDAP 認証の無効化
FluidFS クラスタがディレクトリサービスと通信する必要がなくなった場合は、LDAP 認証を無効にします。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム ペインで 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 認証 ペインで ディレクトリサービス タブをクリックします。
4. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 外部ユーザーデータベースの設定 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボック

スが表示されます。
5. なしを選択します。
6. OK をクリックします。

NIS の管理
Network Information Service（NIS）を使用する環境では、NFS エクスポートへのアクセスに NIS を使用してクライアントを認証するよう FluidFS 
クラスタを設定できます。

NIS サポートの有効化または無効化
FluidFS クラスタが NIS ディレクトリサービスと通信するように設定します。複数の NIS サーバーを追加することで、NIS サーバーの障害が発生した
場合に、ユーザーの認証が継続されます。FluidFS クラスタが優先サーバーとの接続を確立できない場合は、他の残りのサーバーとの接続が順番
に試行されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム ペインで 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 認証 ペインで ディレクトリサービス タブをクリックします。
4. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 外部ユーザーデータベースの設定 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボック

スが表示されます。
NIS を有効または無効にします。

a. NIS を無効にするには、なし チェックボックスをオンにします。
b. NIS を有効にするには、NIS チェックボックスをオンにします。

5. NIS ドメイン名 フィールドに、NIS ドメイン名を入力します。
6. NIS サーバー テキストフィールドに、NIS サーバーのホスト名または IP アドレスを入力し、追加 をクリックします。追加の NIS サーバーに対し

てこの手順を繰り返します。
7. NIS サーバーは、優先度が高い順にリストされます。

• NIS サーバーの優先度を上げるには、NIS サーバーを選択し、上へ をクリックします。
• NIS サーバーの優先度を下げるには、NIS サーバーを選択し、下へ をクリックします。

8. OK をクリックします。

NIS ドメイン名の変更
NIS ドメイン名は、NIS ディレクトリサービスで問い合わせるドメインを指定します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム ペインで 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 認証 ペインで ディレクトリサービス タブをクリックします。
4. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 外部ユーザーデータベースの設定 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボック

スが表示されます。
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5. NIS ドメイン名 フィールドに、NIS ドメイン名を入力します。
6. OK をクリックします。

NIS サーバーの追加または削除
少なくとも 1 つの NIS サーバーを設定する必要があります。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム ペインで 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 認証 ペインで ディレクトリサービス タブをクリックします。
4. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 外部ユーザーデータベースの設定 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボック

スが表示されます。
5. NIS サーバーを追加または削除します。

• NIS サーバーを追加するには、NIS サーバー フィールドに LDAP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力し、追加 をクリックします。
• NIS サーバーを削除するには、NIS サーバーを選択し、削除 をクリックします

6. OK をクリックします。

NIS サーバーの優先順位の変更
FluidFS クラスタが優先サーバーとの通信を確立できない場合は、残りのサーバーへの接続が順番に試行されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム ペインで 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 認証 ペインで ディレクトリサービス タブをクリックします。
4. NFS ユーザーリポジトリ セクションの 外部ユーザーデータベースの設定 をクリックします。外部ユーザーデータベースの編集 ダイアログボック

スが表示されます。
5. NIS サーバーは、優先度が高い順にリストされます。

• NIS サーバーの優先度を上げるには、NIS サーバーを選択し、上へ をクリックします。
• NIS サーバーの優先度を下げるには、NIS サーバーを選択し、下へ をクリックします。

6. OK をクリックします。

Windows と UNIX/Linux ユーザー間のユーザーマッピングの管理
Active Directory 内の Windows ユーザーと LDAP または NIS 内の UNIX/Linux ユーザー間のマッピングを定義できます。マッピングを定義する
ことにより、Windows ユーザーは UNIX/Linux ユーザーの権限を継承し、UNIX/Linux ユーザーは Windows ユーザーの権限を継承できます（マ
ッピングの方向と NAS ボリュームのセキュリティスタイルに依存）。

ユーザーマッピングポリシー
ユーザーマッピングポリシーには、自動化マッピングとマッピングルールが含まれます。

• 自動マッピング：Active Directory 内のすべての Windows ユーザーを LDAP または NIS 内の同一の UNIX/Linux ユーザーにマッピングする
とともに、すべての UNIX/Linux ユーザーを同一の Windows ユーザーにマッピングします。自動マッピングはデフォルトでは無効になっていま
す。

• マッピングルール： Active Directory 内の特定の Windows ユーザーと LDAP または NIS 内の同一の UNIX/Linux ユーザー間のマッピング
を定義します。これらのマッピングルールの指定は、自動マッピングより優先されます。マッピングの方向は選択することができ、マッピングは一方
向または両方向で行うことができます。

– 次の一方向でマッピングが可能です。

* Windows ユーザーから UNIX/Linux ユーザーへ
* UNIX/Linux ユーザーから Windows ユーザーへ

– Windows ユーザーと UNIX/Linux ユーザーの間では両方向でのマッピングが可能です。
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ユーザーマッピングポリシーと NAS ボリュームセキュリティ方式
ユーザーマッピングのアクセス許可は、NAS ボリュームのファイルセキュリティ方式に依存します。

• NTFS セキュリティ方式：アクセス許可は Windows と NTFS によって制御されます。UNIX/Linux ユーザーは、UNIX/Linux のアクセス許可
設定を無視して、対応する Windows ユーザーのアクセス許可に従います。

• UNIX セキュリティ方式：アクセス許可は UNIX/Linux のアクセス許可に基づきます。Windows ユーザーは対応する UNIX/Linux ユーザー
のアクセス許可に従います。

• 混合セキュリティ方式：UNIX/Linux と Windows の両方のアクセス許可が使用されます。それぞれのユーザーはもう一方のユーザーのアクセ
ス許可設定を無効にします。したがって、混合セキュリティ方式を使用する際は注意する必要があります。

ユーザーマッピングポリシーの管理
すべてのユーザーを自動的にマップするか、特定のユーザー間でのみマッピングを許可するよう FluidFS クラスタのマッピングポリシーを設定します。

Windows および UNIX/Linux ユーザーを自動的にマップ
Active Directory 内のすべての Windows ユーザーを LDAP または NIS 内の同一の UNIX/Linux ユーザーに自動的にマッピングし、すべての 
UNIX/Linux ユーザーを同一の Windows ユーザーに自動的にマッピングします。マッピングルールは自動マッピングよりも優先されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム ペインで 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 認証 ペインで ユーザーマッピング タブをクリックします。
4. ユーザーマッピングポリシーの変更 をクリックします。ユーザーマッピングポリシーの編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 同じ名前の CIFS ユーザーと NFS ユーザーを自動的にマッピングする を選択します。
6. OK をクリックします。

マッピングルールのみによる Windows ユーザーと UNIX/Linux ユーザーのマッピング
Active Directory 内の特定の Windows ユーザーと LDAP または NIS 内の同一の UNIX/Linux ユーザー間のマッピングのみを許可します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム ペインで 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 認証 ペインで ユーザーマッピング タブをクリックします。
4. ユーザーマッピングポリシーの変更 をクリックします。ユーザーマッピングポリシーの編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. マッピングルールのみによる SMB ユーザーと NFS ユーザーのマッピング を選択します。
6. OK をクリックします。

ユーザーマッピングルールの管理
特定のユーザー間のマッピングルールを管理します。マッピングルールは自動マッピングよりも優先されます。

ユーザーマッピングルールの作成
Active Directory 内にある特定の Windows ユーザーと LDAP または NIS 内にある同一の UNIX/Linux ユーザー間のマッピングルールを作成し
ます。マッピングルールは自動マッピングよりも優先されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム ペインで 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 認証 ペインで ユーザーマッピング タブをクリックします。
4. マニュアルマッピングの作成 をクリックします。ユーザーマッピングルールの作成 ダイアログボックスが表示されます。
5. SMB ユーザー名 領域で、ユーザーの選択 をクリックします。ユーザーの選択 ダイアログボックスが表示されます。
6. Windows ユーザーを選択します。

a. ドメイン ドロップダウンメニューで、ユーザーが割り当てられたドメインを選択します。
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b. ユーザー フィールドに、ユーザーの正式名かユーザー名の最初の文字を入力します。
c. （オプション）必要に応じて残りのユーザー検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してくださ

い。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンメニューから検索結果の最大数を選択します。

d. 検索 をクリックします。
e. 検索結果からユーザーを選択します。
f. OK をクリックします。

7. NFS ユーザー名 領域で、ユーザーの選択 をクリックします。ユーザーの選択 ダイアログボックスが表示されます。
8. UNIX/Linux ユーザーを選択します。

a. ドメイン ドロップダウンメニューで、ユーザーが割り当てられたドメインを選択します。
b. ユーザー フィールドに、ユーザーの正式名かユーザー名の最初の文字を入力します。
c. （オプション）必要に応じて残りのユーザー検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してくださ

い。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンメニューから検索結果の最大数を選択します。

d. 検索 をクリックします。
e. 検索結果からユーザーを選択します。
f. OK をクリックします。

9. ユーザーマッピングの方向を選択します。
• 2 人のユーザーに同じファイルアクセス許可（任意のプロトコルを介して）割り当てることができます
• Unix から Windows へのマッピングを有効にする
• Windows から Unix へのマッピングを有効にする

10. OK をクリックします。

ユーザーマッピングルールのマッピング方向の変更
Active Directory 内にある特定の Windows ユーザーと LDAP または NIS 内にある同一の UNIX/Linux ユーザー間のマッピング方向を変更しま
す。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム ペインで 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 認証 ペインで ユーザーマッピング タブをクリックします。
4. マニュアルマッピングの作成 をクリックします。ユーザーマッピングルールの作成 ダイアログボックスが表示されます。
5. ユーザーマッピングの方向を選択します。

• 2 人のユーザーに同じファイルアクセス許可（任意のプロトコルを介して）割り当てることができます
• NFS ユーザーを SMB ユーザーにマップします。
• SMB ユーザーを NFS ユーザーにマップします。

6. OK をクリックします。

ユーザーマッピングルールの削除
Active Directory 内にある特定の Windows ユーザーと LDAP または NIS 内にある同一の UNIX/Linux ユーザー間のマッピングルールを削除し
ます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム ペインで 環境 を展開し、認証 を選択します。
3. 認証 ペインで ユーザーマッピング タブをクリックします。
4. ユーザーマッピングポリシーの変更 をクリックします。ユーザーマッピングポリシーの編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. ユーザーマッピングルールを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。
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FluidFS NAS ボリューム、共有、およびエクスポート
本項では、クライアント側からの FluidFS クラスタの管理について説明します。この作業は、Dell Storage Manager Client を使用して実行されま
す。

NAS プールの管理
FluidFS クラスタを構成する場合に、FluidFS クラスタ（NAS プール）に割り当てるロー Storage Center 容量のサイズを指定します。NAS プール
の最大サイズは次のとおりです。

• 1 つの Storage Center

• バージョン 6.5 以降を使用する 2 つの Storage Center

NAS プールの使用可能なサイズは、システムが内部使用のために NAS プールから差し引く容量に左右されます。NAS アプライアンスごとに平均
で約 400 GB が内部使用のために差し引かれます。内部容量の正確な値は構成によって異なりますが、次のように FluidFS クラスタごとに概算
できます。

（256 GB ∗ NAS アプライアンスの数）+（4 GB ∗ Storage Center ボリュームの数）+ 20 GB + NAS プールの合計量の 0.5 % +（100 GB * 

NAS アプライアンスの数（データ削減が有効になっている場合））

内蔵ストレージ予約の表示
システムが内部使用のために NAS プールから差し引く容量についての情報を表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ペインで メンテナンス を選択します。
4. 右ペインで 内部 タブをクリックします。内蔵ストレージの予約が 内蔵ストレージの予約 セクションに表示されます。

NAS プールのサイズの表示
NAS プールの現在の設定サイズを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
3. 設定済みの NAS プールのサイズは、NAS プールのステータス セクションに表示されます。

NAS プールのサイズの拡張
NAS ストレージ容量要件の増加に応じて、クライアントへのサービスに影響することなく NAS プールのサイズを拡大できます。ただし、NAS プール
のサイズを縮小することはできません。
前提条件
FluidFS クラスタへのストレージ容量の割り当てを増やすには、Storage Center に十分な容量が存在している必要があります。

NAS プールの最大サイズは次のとおりです。
• 2 PB（1 つの Storage Center）

• 4 PB（2 つの Storage Center）
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手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
3. 右ペインで、アクション、 Storage Center、NAS プールの拡張 の順に選択します。NAS プールの拡張 ダイアログボックスが表示されま

す。
4. NAS プールサイズ フィールドに、NAS プールの新しいサイズをギガバイト（GB）またはテラバイト（TB）の単位で入力します。

メモ: 新しいサイズは、新しい最小サイズ フィールドと 新しいサイズ最大サイズ フィールドに表示されたサイズに基づきます。
5. OK をクリックします。コンテナに複数のストレージタイプがある場合は、ドロップダウンメニューが表示されます。
6. ストレージタイプ ドロップダウンメニューから、単一のデータページサイズと指定した冗長性レベルを含むストレージプールのタイプを選択しま

す。
7. OK をクリックします。NAS プールの拡張プロセスの進行状況が NAS プールの拡張 ダイアログボックスに表示されます。

関連リンク
バックグラウンド処理のステータスの表示
バックグラウンド処理のステータスの表示

メタデータ層の設定
メタデータ階層化は、異なるストレージ層または LUN 内のデータおよびメタデータを保存する機能を提供します。メタデータの階層化により高速
ディスク上のメタデータアイテムを保存でき、メタデータ指向の作業負荷に役立ちますが、ほとんどのデータについて低コストのディスクが必要になり
ます。この機能はデフォルトで無効で、システム操作中にいつでも有効にできます。システムのファームウェアが旧バージョンから更新されたときに、メ
タデータ階層化は無効になります。
このタスクについて
NAS プールの作成または拡張時に、管理者はメタデータ層に割り当てる FluidFS NAS プール容量の割合を選択できます。たとえば、高優先度

（ティア 1）は、メタデータ層の FluidFS のストレージの約 12.5 パーセントを格納します。低優先度（ティア 3）は、メタデータ層の FluidFS のスト
レージの約 3 パーセントを格納します。
手順
1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. NAS プール タブをクリックします。
3. ストレージのサブシステム パネルをクリックし、ストレージプロファイルの変更 をクリックします。

ストレージプロファイルの選択 ウィンドウが開きます。
4. メタデータに割り当てるストレージプロファイルおよび NAS プールの割合を選択します。
5. OK をクリックします。

NAS プール使用容量アラートの有効化または無効化
NAS プールで使用されている容量の割合が指定値に達するとトリガされるアラートを有効または無効にすることができます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
3. 概要 タブのナビゲーションペインで、NAS プール設定の編集 を選択します。NAS プール設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. NAS プール使用容量アラートを有効または無効にします。

• NAS プール使用容量アラートを有効にするには、使用容量アラート チェックボックスをオンにします。
• NAS プール使用容量アラートを無効にするには、使用容量アラート チェックボックスをオフにします。

5. 使用容量アラート チェックボックスを有効にした場合は、使用容量しきい値 フィールドに、アラートをトリガする NAS プール容量の使用率を
指定する数値（0 ～ 100）を入力します。

6. OK をクリックします。
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NAS プール未使用容量アラートの有効化または無効化
残りの未使用 NAS プール容量が指定サイズ未満になるとトリガされるアラートを有効または無効にすることができます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
3. 概要 タブのナビゲーションペインで、NAS プール設定の編集 を選択します。
4. NAS プール容量の設定 ダイアログボックスが表示されます。
5. NAS プール未使用容量アラートを有効または無効にします。

• NAS プール使用容量アラートを有効にするには、未使用容量アラート チェックボックスをオンにします。
• NAS プール使用容量アラートを無効にするには、未使用容量アラート チェックボックスをオフにします。

6. 未使用容量アラート チェックボックスを有効にした場合は、未使用容量しきい値 フィールドに、アラートをトリガする NAS プール容量の未使
用率を指定する数値（0 ～ 100）を入力します。

7. OK をクリックします。

NAS ボリュームの管理
NAS ボリュームは、NAS プールの一部であり、SMB 共有および NFS エクスポートを作成してクライアントが利用できるストレージ容量を確保する
ために使用されます。NAS ボリュームには、容量割り当て、データ保護、セキュリティ方式などを制御する固有の管理ポリシーが与えられます。
NAS プール全体を使用して 1 つの大きな NAS ボリュームを作成することも、NAS プールを複数の NAS ボリュームに分割することもできます。いず
れの場合でも、NAS ボリュームを作成、サイズ変更、または削除することができます。

NAS ボリュームの可用性は、Storage Center の可用性に依存します。Storage Center がオフラインの場合は、Storage Center の LUN を 
FluidFS クラスタに使用できず、共有および / またはエクスポートへのアクセスは失われます。サービスを再開するには、Storage Center の問題を
修正します。

次の NAS 機能は、各 NAS ボリュームで設定できます。

• ファイルセキュリティ方式
• クォータルール
• データ削減
• スナップショット
• NDMP バックアップ
• Replicatoin（複製）

ファイルセキュリティ方式
Windows および UNIX/Linux オペレーティングシステムは、リソースのアクセスコントロールにそれぞれ異なるメカニズムを使用します。そのため、ク
ライアントが NAS ボリュームに作成するファイルおよびディレクトリのアクセスコントロール（アクセス許可と所有権）のタイプを制御するファイルセキ
ュリティ方式（NTFS、UNIX、または混合）を各 NAS ボリュームに割り当てます。
NAS ボリュームは、次のセキュリティ方式をサポートします。

• UNIX：UNIX アクセス許可を使用してファイルアクセスを制御します。クライアントは、NFS マウントポイントで chmod および chown コマンド
を使用した場合にのみアクセス許可を変更できます。

• NTFS：Windows アクセス許可でファイルアクセスを制御します。クライアントは、Windows を使用してアクセス許可と所有権を変更できます
（ファイルプロパティ、セキュリティ タブ）。

• 混合：NTFS と UNIX の両方のセキュリティ方式をサポートします。このオプションを選択すると、ファイルまたはディレクトリのデフォルトのセキュ
リティには最後に設定されたものが使用されます。アクセス許可とアクセス権は方式間で自動的に変換されます。たとえば、Windows 
Administrator が SMB 共有経由のファイルに対してファイルアクセス許可をセットアップした場合、Linux ユーザーは NFS 経由でそのファイル
にアクセスし、すべてのファイル許可を変更できます。したがって、このオプションは、本番稼働環境での使用には推奨されません。ただし、スク
ラッチ領域のニーズがある場合、ファイルアクセスのセキュリティが重要ではなく、ファイルを一時的に保存する NAS ボリューム容量が必要な場
合は除きます。
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NTFS と UNIX のセキュリティ方式はどちらも複数プロトコルのファイルアクセスが可能です。セキュリティ方式は、単に、NAS ボリューム内のファイル
アクセス権情報の保存および管理の方法を決定します。

Windows と UNIX または Linux の両方から同じ一連のファイルにアクセスする必要がある場合、複数プロトコルのアクセスを実装するには、個々
のユーザーマッピングルールをセットアップするか、自動ユーザーマッピングを有効にすることが最適な方法です。所有権とアクセス権は、ユーザーマッ
ピングの設定とファイルアクセスの資格情報に基づいて自動的に変換されます。

NAS ボリュームのファイルセキュリティ方式の変更は、変更後に作成されるファイルおよびディレクトリにのみ影響します。

NAS ボリューム用のシンおよびシックプロビジョニング
NAS プールに適用されるシンプロビジョニング以外に、NAS ボリュームをシンプロビジョニングすることができます。シンプロビジョニングを使用した場
合（デフォルト）、Storage Center 上のストレージ容量は、データが NAS ボリュームに物理的に書き込まれたときにのみ消費され、NAS ボリューム
が最初に割り当てられたときには消費されません。シンプロビジョニングにより、将来の使用量の増加に対応するために NAS ボリュームをシンプロビ
ジョニングする柔軟性が提供されます。ただし、NAS ボリュームが使用するストレージ容量が NAS プールに割り当てられているストレージ容量を
超える場合があるため、Storage Center 上の利用可能な容量を監視して、FluidFS クラスタに常に十分な空き容量があることを確認してくださ
い。また、NAS ボリューム専用の NAS ボリュームの一部（予約容量）を指定することもできます（ほかのボリュームはこの容量を使用できませ
ん）。すべての NAS ボリュームの予約容量の合計が、NAS プールの利用可能な容量を超えることはできません。
シンプロビジョニングされた NAS ボリュームからファイルが削除されると、Storage Manager で示される空き容量が増加します。この空き容量は、
SMB 共有または NFS エクスポートのクライアントに対して可視および利用可能な状態です。ただし、SCSI マッピング解除 機能を有効にしない
限り、Storage Center は NAS プール内で解放された容量を報告しません。

シックプロビジョニングを使用すると、Storage Center 上のストレージ容量を NAS ボリュームに静的に割り当てることができます（ほかのボリューム
がこの領域を使用することはできません）。お使いの環境で NAS ボリューム用に保証された容量を必要とする場合は、シックプロビジョニングが適
しています。

NAS ボリューム作成の戦略の変更
複数の NAS ボリュームを定義するように選択した場合、さまざまな管理ポリシー（データ削減、データ保護、ファイルセキュリティ方式、クォータな
ど）をそれぞれのニーズに基づいて適用することができます。
使用環境の要件に基づいた最適な戦略を選択するために、次の要因について検討してください。

• 一般的な要件

– NAS ボリュームを作成、サイズ変更（拡大 / 縮小）、または削除できます。
– 1 つの NAS ボリュームに NFS エクスポート、SMB 共有、または NFS エクスポートと SMB 共有の組み合わせを含めることができます。
– NAS ボリュームの最小サイズは 20 MB です（NAS ボリュームがすでに使用されている場合、最小サイズは使用容量か予約容量のいず

れか大きい値を上回る必要があります。
• ビジネス要件：分離または単一 NAS ボリュームの使用について会社またはアプリケーションの要件を考慮する必要があります。NAS ボリュー

ムを使用して、要求に応じて部署にストレージを割り当てることができ、しきい値メカニズムを使用して、割り当てられた空き容量の終わりに近
づくと管理者に通知します。

• データ削減：各 NAS ボリュームには、保存されているデータタイプに最適な専用のデータ削減ポリシーを使用することができます。
• スナップショット：各 NAS ボリュームには、保存されているデータタイプの保護に最も適した専用スナップショットスケジュールポリシーを使用す

ることができます。
• セキュリティ方式：複数プロトコルの環境では、データを分けて、UNIX/Linux ベースのクライアントに対しては UNIX セキュリティ方式で、

Windows ベースのクライアントに対しては NTFS で、NAS ボリュームを定義することが有用な場合があります。これにより、Administrator は
セキュリティ方式をビジネス要件およびさまざまなデータアクセスパターンに合わせることができます。セキュリティ方式は、POSIX セキュリティおよ
び Windows ACL の両方を同じ NAS ボリュームでサポートする混合に設定することもできます。

• クォータ：NAS ボリュームそれぞれに異なるクォータポリシーを適用することが可能で、管理者は適切な時にクォータの管理を集中して行うこと
ができます。

• クライアントサブネット：異なるボリュームを異なるクライアントサブネットに制限することができます。
• レプリケーションスケジュール：異なるボリュームに異なるレプリケーションスケジュールおよびポリシーを設定することができます。
• 監査 SACL SMB アクセス：異なるボリュームに、SACL SMB アクセスの監査を処理するための異なるポリシーを設定することができます。
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NAS ボリュームの作成の例
以降の例では、部門がある組織のニーズと次の表に示された NAS ボリューム要件を満たす NAS ボリュームの作成方法を示します。

部署 セキュリティ方
式

スナップショット 複製 NDMP バック
アップ

SMB/NFS ク
ライアントの数

読み取り / 書
き込みの構成
割合

既存データの
毎時変化率

ポストプロダクショ
ン

UNIX 毎時 いいえ 毎週 20 20/80 1%

総務部および経
理部

NTFS いいえ いいえ 毎週 10 50/50 なし

ブロードキャスト 混合 いいえ いいえ 毎週 10 90/10 なし
報道 NTFS 毎日 いいえ いいえ 5 10/90 5 %

マーケティング NTFS 毎日 はい いいえ 5 50/50 なし

平均の読み取り / 書き込みの構成割合は 20/80 です。既存データの時間あたりの平均変化率は 1 % 未満です。

例 1 

部署に基づいて NAS ボリュームを作成します。Administrator はストレージと管理を機能グループに分割します。この例では、部署の要件は異な
り、部署の方針に沿って NAS ボリュームを作成するための設計をサポートします。

• 利点：

– NAS ボリュームは論理的に設定されるため、管理が容易である、
– 部署ごとの要求にぴったりとマッチした NAS ボリュームを作成できる。

• 短所：組織内の部署の数が増えると、NAS ボリュームの管理が困難になる。

例 2 

セキュリティ要件が類似している部署を NAS ボリュームにグループ化します。管理者は 3 つの NAS ボリュームを作成します。UNIX 用に 1 つ、
NTFS 用に 1 つ、混合用に 1 つです。

• 長所：NAS ボリュームが Windows と Linux で別々に動作します。
• 短所：一部の部署に対して不要なサービスが提供される可能性があります。たとえば、SMB ボリュームが管理部門と経理部門に対して毎週

バックアップが実行される場合に、不要であっても、広報部門とマーケティング部門のバックアップが行われることがあります。

例 3 

NAS ボリュームは機能（スナップショット、レプリケーション、NDMP バックアップなど）に基づいて作成できます。

• 長所：NAS ボリュームが、各機能のニーズに的確に合うように作成されます。
• 短所：ユーザーマッピングが必要になります。ユーザーは NTFS または UNIX のいずれか 1 つのセキュリティ方式を選択する必要があり、そのセ

キュリティ方式に基づいて、ほかのユーザー用に正しいマッピングが設定されます。

NAS ボリュームストレージ容量の用語
Storage Manager は、個々の NAS ボリュームおよびすべての NAS ボリューム全体についてストレージ容量の詳細を表示します。次の表に、
Storage Manager で使用される NAS ボリュームストレージ容量関連の用語を定義します。

用語 説明
サイズ ストレージ管理者によって定義される NAS ボリュームの最大サイズ。

使用容量 NAS ボリュームへの書き込み（ユーザーデータとスナップショット）によって占有されているストレージ容量。
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用語 説明
予約容量 Thin Provisioning された NAS ボリュームの NAS ボリューム専用の領域（ほかのボリュームはこの領域を使用

できません）。予約容量はストレージ管理者によって指定されます。予約容量は未予約容量の前に使用さ
れます。

未予約容量 Thin Provisioning された NAS ボリュームの予約されていない領域（ほかのボリュームがこの領域を使用でき
ます）。NAS ボリュームの未予約容量は、（NAS ボリュームサイズ）-（NAS ボリューム予約容量）となりま
す。

未使用の容量 NAS ボリュームで物理的に現在使用できるストレージ容量。NAS ボリュームに使用可能な容量は、（未使
用の NAS ボリューム予約容量）+（NAS ボリュームの未予約容量）となります。

過剰コミット容量 実際に利用可能な NAS プールの物理容量を超えて、シンプロビジョニングされたボリュームに割り当てられて
いるストレージ容量。NAS ボリュームの過剰コミット容量は、（合計ボリューム容量） - （NAS プール容量）
になります。
シンプロビジョニングを使用した場合、ストレージ容量は、データが NAS ボリュームに物理的に書き込まれたと
きにのみ消費されます。NAS ボリュームが最初に割り当てられたときには消費されません。NAS ボリュームに
は、NAS プール自体に割り当てられている容量を超えるストレージ容量を割り当てることができます。

スナップショット容量 NAS ボリュームのスナップショットによって占有されているストレージ容量。

データ削減節約容量 データ削減処理の結果として回収されたストレージ容量。

NAS クラスタまたはプールのストレージプロファイルの管理
Storage Center のストレージプロファイルにより、Storage Center でボリュームデータを管理する方法が制御されます。選択したストレージプロファ
イルは、最初の書き込みを受け入れるストレージティアと、パフォーマンスとコストのバランスを維持するために Data Progression によりストレージテ
ィア間でページを移動する方法を決定します。
ストレージプロファイルの詳細については、『Storage Manager Administrator’s Guide』（Storage Manager Administrator ガイド）を参照してく
ださい。

NAS クラスタまたはプールのストレージプロファイルの表示
NAS クラスタまたはプールに設定された Storage Center のストレージプロファイルを表示します。固有のストレージプロファイルが、FluidFS クラスタ
のストレージを提供する各 Storage Center に設定されている場合があります。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
3. 右ペインで FluidFS クラスタ設定の編集 をクリックします。FluidFS クラスタ設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. SC ストレージプロファイル タブをクリックします。各 Storage Center のストレージプロファイルが、ストレージプロファイル ドロップダウンメニュ

ーで右ペインに表示されます。

NAS クラスタまたはプールのストレージプロファイルの変更
NAS クラスタまたはプールに設定された Storage Center のストレージプロファイルを変更します。固有のストレージプロファイルが、FluidFS クラスタ
のストレージを提供する各 Storage Center に設定されている場合があります。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
3. 右ペインで、FluidFS クラスタ設定の編集 をクリックします。FluidFS クラスタ設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. SC ストレージプロファイル タブをクリックします。
5. ストレージプロファイルを変更する NAS クラスタまたはプールのストレージを提供する Storage Center を探します。
6. ストレージプロファイル ドロップダウンで、ストレージプロファイルを選択します。
7. OK をクリックします。
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移行された NAS ボリュームをストレージ最下ティアにインポート
大量のデータを FluidFS クラスタに移行すると、Storage Center の上位ストレージティアがいっぱいになり、他のアプリケーションの書き込みパフォ
ーマンスが低下することがあります。データを別の NAS 製品から FluidFS クラスタに移行することを計画している場合は、移行を開始する前に 最
下ティアへのインポート オプションを有効にします。このオプションにより、Data Progression がデータを移動するのを待たずに、NAS ボリュームに
設定されたストレージプロファイルで定義された最下ティアにデータを書き込むよう一時的に NAS ボリュームが設定されます。データの移行が完了
したら、最下ティアへのインポート オプションを無効にして、設定されたストレージプロファイルを使用することにより通常の操作を再開します。

1. 設定されたストレージプロファイルで定義された最下ティアにデータを書き込むよう NAS ボリュームを設定します。
a. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
b. サマリ タブをクリックします。
c. 右ペインで、FluidFS クラスタ設定の編集 をクリックします。FluidFS クラスタ設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
d. SC ストレージプロファイル タブをクリックします。
e. 最下ティアへのインポート チェックボックスを選択します。
f. OK をクリックします。

2. 既存の NAS 製品のデータを FluidFS クラスタへ移行します。
3. 設定されたストレージプロファイルに応じて、通常の操作を再開し、データを書き込むよう NAS ボリュームを設定します。

a. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
b. サマリ タブをクリックします。
c. 右ペインで、FluidFS クラスタ設定の編集 をクリックします。FluidFS クラスタ設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
d. SC ストレージプロファイル タブをクリックします。
e. 最下ティアへのインポート チェックボックスをオフにします。
f. OK をクリックします。

NAS ボリュームの設定
NAS ボリュームおよび NAS ボリュームアラートを管理します。

VMware vSphere データストアとして使用するための NAS ボリュームの最適化
VM（仮想マシン）整合スナップショットを使用するために NAS ボリュームを設定するとき、各スナップショットの作成（スケジュール済み、マニュア
ル、レプリケーション、NDMP など）では、VMware サーバーで追加のスナップショットが自動的に作成されます。
このタスクについて
有効になっている場合、VMware サーバーが定義されていれば、その NAS ボリュームは VM データストアのリポジトリとして使用されていることを
認識しています。NAS ボリュームの作成は、整合性のある状態で VMware データを NAS ボリュームに保存しておくために、関連する VM スナッ
プショットの作成と同期されます。

メモ: VM アプリケーションアウェアネスは、グローバル名前空間機能を使用している NAS ボリュームでは使用できません。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 詳細設定 タブを選択します。
5. VM 整合スナップショットを有効または無効にします。

• VM 整合スナップショットを有効にするには、VMware vSphere データストアとして使用するために NAS ボリュームを最適化する チェ
ックボックスをオンにします。

• VM 整合スナップショットを無効にするには、VMware vSphere データストアとして使用するために NAS ボリュームを最適化する チェ
ックボックスをオフにします。

6. OK をクリックします。
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変更時アーカイブビットの設定
この機能は、ファイルの変更時にファイルのアーカイブビットを有効にし、SMB プロトコルを使用して共有をバックアップできるようにします。

1. ストレージ ビューで、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ビューで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 設定の編集 をクリックします。

NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
5. 詳細設定 タブをクリックします。
6. 変更時アーカイブビット オプションの 有効化 チェックボックスをオンにします。

スナップショットアクセスの制限
NAS ボリュームで、ユーザーがスナップショットのファイルまたはフォルダにアクセスする機能を制限できます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. セキュリティ の縦型タブをクリックます。
6. スナップショットへのユーザーのアクセスを有効または無効にします。

• NAS ボリュームのスナップショットに対するユーザーのアクセスを有効にするには、特定のクライアントネットワークへのアクセス制限 チェ
ックボックスをオフにします。

• NAS ボリュームのスナップショットに対するユーザーのアクセスを無効にするには、特定のクライアントネットワークへのアクセス制限 チェ
ックボックスをオンにします。

– これらのクライアントネットワークのユーザーのみにアクセスを許可 ボックスにネットワーク ID を入力し、追加 をクリックします
7. OK をクリックします。

メモ: スナップショットアクセスを制限する が有効でも、バックアップオペレータおよびローカル Administrator は、引き続きスナップショ
ットファイルおよびフォルダにアクセスできます。

NAS ボリュームの表示
現在の NAS ボリュームを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、NAS ボリューム を選択します。NAS ボリュームは右ペインの 全般 タブの下に表示されます。

NAS ボリュームの作成
NAS ボリュームを作成して、ネットワーク上で共有が可能なストレージを割り当てます。NAS ボリュームを作成すると、デフォルト値が適用されま
す。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、NAS ボリューム を選択します。
3. 右ペインで、NAS ボリュームの作成 をクリックします。NAS ボリュームの作成 ダイアログボックスが表示されます。
4. 名前 フィールドに、NAS ボリュームの固有の名前を入力します。
5. サイズ フィールドに、NAS ボリュームのサイズをメガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）で入力します。

メモ: NAS ボリュームの最小サイズは 20 MB です。
6. フォルダ ペインで、NAS ボリュームの親フォルダを選択します。
7. OK をクリックします。
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NAS ボリュームの名前の変更
NAS ボリュームの名前を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 名前 フィールドに、NAS ボリュームの新しい名前を入力します。
5. OK をクリックします。

メモ: NAS ボリュームの名前を変更すると、現在の NFS クライアントに影響します。現在の NFS クライアントは、stale NFS file 

handle というエラーメッセージを受信します。NFS マウントポイントをアンマウントし、新しいボリューム名を使用して再マウントす
る必要があります。

NAS ボリュームに対するアクセス時刻の粒度の変更
NAS ボリュームのアクセス時刻の粒度の設定を変更して、ファイルアクセスのタイムスタンプをアップデートする間隔を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 詳細設定 をクリックします。
6. ファイルアクセス時間のアップデート 領域で、適当なオプションを選択し、ファイルアクセスのタイムスタンプがアップデートされる時間間隔を

選択します。オプションには、5 分おき、１ 時間に一度、および １ 日に 1 度があります。
7. OK をクリックします。

NAS ボリュームの許可の相互運用性の変更
NAS ボリュームの許可の相互運用性（ファイルセキュリティ方式）設定を変更して、NAS ボリュームのファイルアクセスセキュリティ方式を変更しま
す。NAS ボリュームのファイルセキュリティ方式を変更すると、変更後に作成されるファイルおよびディレクトリのみが影響を受けます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 相互運用性 領域で、NAS ボリュームにファイルアクセス権の相互運用性を選択します。
5. OK をクリックします。

NAS ボリュームのゼロディスク使用量レポートの有効化または無効化
ゼロディスク使用量レポートが NAS ボリュームに対して有効になっている場合、ファイルの実際の割り当てサイズが不明なときに DU コマンドで 0 
が報告されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 容量 タブを選択します。
5. ゼロのディスク使用量レポートを有効または無効にします。

• ゼロのディスク使用量レポートを有効にするには、使用容量アラート チェックボックスを選択します。
• ゼロのディスク使用量レポートを無効にするには、使用容量アラート チェックボックスをクリアします。

6. OK をクリックします。
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NAS ボリュームの容量設定の変更
プロビジョニング、サイズ、予約容量など、NAS ボリュームの容量設定を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 容量プロビジョニング ドロップダウンメニューから、容量プロビジョニングタイプ（シック または シン）を選択します。これらのオプションの詳細に

ついては、オンラインヘルプを参照してください。
5. サイズ フィールドに、NAS ボリュームの新しいサイズをメガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）単位で入力します。

メモ: 新しいサイズは NAS ボリュームで使用される容量よりも大きくする必要があります。
6. （シン NAS ボリュームの場合）予約容量 フィールドに、NAS ボリュームに静的に割り当てられるストレージのサイズをメガバイト（MB）、ギガ

バイト（GB）、またはテラバイト（TB）単位で入力します。

メモ: 予約容量は NAS ボリュームの設定サイズよりも小さくする必要があります。
7. OK をクリックします。

SCSI マップ解除
SCSI マップ解除が有効になっていると、削除されたページがブロックまたはファイルストレージとしてストレージプールに返されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
3. 右ペインで 容量再利用設定 をクリックします。
4. SCSI マップ解除を有効にするには、SCSI マップ解除の有効化 チェックボックスにチェックを入れます。
5. OK をクリックします。

NAS ボリューム使用容量アラートの有効化または無効化
NAS ボリュームで使用されている容量の割合が指定値に達するとトリガされるアラートを有効にすることができます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 左ナビゲーションペインの 容量 をクリックします。
5. NAS ボリューム使用容量アラートを有効または無効にします。

• NAS ボリューム使用容量アラートを有効にするには、使用容量アラート チェックボックスをオンにします。
• NAS ボリューム使用容量アラートを無効にするには、使用容量アラート チェックボックスをオフにします。

6. NAS ボリューム使用容量アラートを有効にした場合は、使用容量しきい値 フィールドに、アラートをトリガする NAS ボリューム容量の使用
率を指定する数値（0 ～ 100）を入力します。

7. OK をクリックします。

NAS ボリューム未使用容量アラートの有効化または無効化
残りの未使用 NAS ボリューム容量が指定したサイズを下回ったときにトリガされるアラートを有効にすることができます。これは、ユーザーがスペー
スを維持する必要がある場合のみ有効するアラートです。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 左ナビゲーションペインの 容量 をクリックしてください。
5. NAS ボリューム未使用容量アラートを有効または無効にします。
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• NAS ボリューム未使用容量アラートを有効にするには、未使用容量有効 チェックボックスをオンにします。
• NAS ボリューム未使用容量アラートを無効にするには、未使用容量有効 チェックボックスをオフにします。

6. NAS ボリューム未使用容量アラートを有効にした場合は、未使用容量アラート フィールドに、サイズをメガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、
またはテラバイト（TB）単位で入力して、アラートがトリガされる未使用 NAS ボリューム容量を指定します。

7. OK をクリックします。

NAS ボリュームスナップショット容量消費しきい値アラートの有効化または無効化
NAS ボリュームでスナップショットに使用されている容量の割合が指定値に達するとトリガされるアラートを有効にすることができます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 左ナビゲーションペインの 容量 をクリックします。
5. NAS ボリュームスナップショット容量消費しきい値アラートを有効または無効にします。

• NAS ボリュームスナップショット容量消費しきい値アラートを有効にするには、スナップショット使用容量アラート チェックボックスをオンに
します。

• NAS ボリュームスナップショット容量消費しきい値アラートを無効にするには、スナップショット使用容量アラート チェックボックスをオフに
します。

6. NAS ボリュームスナップショット容量消費しきい値アラートを有効にした場合は、スナップショット使用容量しきい値 フィールドに、アラートをト
リガする NAS ボリュームスナップショット容量の割合を指定する数字（0 ～ 100）を入力します。

7. OK をクリックします。

メモ: スナップショット容量は、データ削減によって処理されるファイルを持つ NAS ボリュームには使用できません。

NAS ボリュームの削除
NAS ボリュームを削除した後、その NAS ボリュームで使用されていたストレージ容量は NAS プールに回収されます。NAS ボリュームを削除する
と、すべてのファイルとディレクトリだけでなく、そのプロパティ、つまり、SMB 共有、NFS エクスポート、スナップショット定義なども削除されます。削除
された NAS ボリュームは、外部のバックアップから再定義して復元しない限り、復元することはできません。
前提条件
• NAS ボリュームを削除するには、その SMB 共有、NFS エクスポート、レプリケーション、クォータルール、NAS ボリュームクローン、および NAS 

ボリュームへのその他の参照を削除しておく必要があります。
• NAS ボリュームがマウントされていないことを確認し、影響を受けるクライアントにデータが削除されることを警告します。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
3. 右ペインで、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックします。

フォルダを使用した Storage Manager 内の NAS ボリュームの構成
デフォルトでは Storage Manager によって NAS ボリュームがアルファベット順に表示されます。Storage Manager で NAS ボリュームの構成をカス
タマイズするには、フォルダを作成して NAS ボリュームをグループ化します。

NAS ボリュームフォルダの作成
NAS ボリュームを整理するフォルダを追加します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. 右ペインで NAS ボリュームフォルダの作成 をクリックします。NAS ボリュームフォルダの作成 ダイアログボックスが表示されます。
4. 名前 フィールドに、フォルダの名前を入力します。
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5. 親フォルダ ペインで、親フォルダを選択します。
6. OK をクリックします。

NAS ボリュームフォルダの名前変更
NAS ボリュームフォルダの名前を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを右クリックします。
3. 設定の編集 をクリックします。NAS ボリュームフォルダ設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 名前 フィールドに、フォルダの新しい名前を入力します。
5. OK をクリックします。

NAS ボリュームフォルダの親フォルダの変更
NAS ボリュームフォルダの親フォルダを変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームフォルダを選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 親フォルダ ペインで、親フォルダを選択します。
5. OK をクリックします。

NAS ボリュームの NAS ボリュームフォルダへの移動
NAS ボリュームを他の NAS ボリュームとグループ化する場合、NAS ボリュームを NAS ボリュームフォルダに移動します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. フォルダ ペインで、親フォルダを選択します。
5. OK をクリックします。

NAS ボリュームフォルダの削除
NAS ボリュームをまとめるために使用しなくなった NAS ボリュームフォルダを削除します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームフォルダを選択します。
3. 右ペインで、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックします。フォルダに NAS ボリュームが含まれている場合は、NAS ボリュームが、削除する NAS ボリュームフォルダの（デフォルト）

ルート親フォルダに移動します。

NAS ボリュームのクローニング
NAS ボリュームのクローニングにより、NAS ボリュームの書き込み可能なコピーが作成されます。このコピーは、実稼働のファイルシステム環境に影
響を与えることなく、テスト環境で非実稼働データセットをテストする際に役立ちます。NAS ボリューム上で実行可能なほとんどの動作（SMB 共
有、NFS エクスポート、スナップショット、レプリケーション、NDMP などのサイズ変更、削除、設定といった動作）は、クローン NAS ボリューム上で
も実行することができます。
クローン NAS ボリュームは、元の NAS ボリューム（ベースボリューム）のスナップショット（ベーススナップショット）から作成されます。クローン NAS 

ボリュームは、新しいデータが保存されるかデータが修正されるまで、容量を消費することはありません。

NAS ボリュームクローンのデフォルト
クローン NAS ボリュームには、次のデフォルト値が設定されます。
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• ベースボリュームと同じサイズが与えられ、シンプロビジョニングされて、予約容量は 0 になります（したがって、容量を消費していません）。
• クォータの使用はベースボリュームのベーススナップショットからコピーされます。
• クォータルールには、デフォルトの定義（新規 NAS ボリュームなど）が与えられます。ディレクトリクォータには、スナップショット時のベースボリュー

ムと同じ定義が与えられます。
• フォルダ（ルートディレクトリを含む）にはベースボリュームと同じアクセス許可が与えられます。
• セキュリティ方式とアクセス時刻の粒度にはベースボリュームと同じ定義が与えられます。
• SMB 共有、NFS エクスポート、スナップショットスケジュールは定義されません。

NAS ボリュームクローンの制限事項
クローン NAS ボリュームには次の制限事項があります。

• クローン NAS ボリュームのクローン NAS ボリューム（ネストされたクローン）を作成することはできません。ただし、クローン NAS ボリュームが別
の FluidFS クラスタにレプリケーションされ、クローンされた場合を除きます。

• ベースボリュームは、そのクローン NAS ボリュームがすべて削除されるまで、削除することはできません。
• スナップショットは、クローン NAS ボリュームがそれをベースにしている限り削除できません。
• 古いスナップショットへの復元は、それによりベーススナップショットが削除される場合は失敗します。
• クローン NAS ボリュームは、ベースボリュームがレプリケーションされた後でなければレプリケーションできません。ベースボリューム内のベーススナッ

プショットが削除され、クローン NAS ボリュームがレプリケーションターゲット FluidFS クラスタ上に存在する場合、NAS ボリューム間のレプリケー
ションは停止します。レプリケーションを再開するには、ターゲット FluidFS クラスタ上のクローン NAS ボリュームを削除する必要があります。

• レプリケーション元の NAS ボリュームのスナップショット（rep_ で始まる名前のスナップショット）または NDMP スナップショットからクローン NAS 
ボリュームを作成することはできません。ただし、レプリケーション先の NAS ボリュームのクローン NAS ボリュームを作成することはできます。

• クローン NAS ボリュームを作成する前に、データ削減およびスナップショット容量消費しきい値アラートをベースボリューム上で無効にしておく必
要があります（その前にデータを重複排除することは可能です）。

• クローン NAS ボリューム上でデータ削減を有効にすることはできません。
• NAS ボリュームのクローンが作成された後は、すべてのクローン NAS ボリュームが削除されない限り、データ削減を再び有効にすることはでき

ません。
• クローン NAS ボリュームには、ユーザーおよびグループのリカバリ情報が含まれていますが、NAS ボリューム設定は含まれていません。
• クローン NAS ボリュームの数は、FluidFS クラスタ内の NAS ボリュームの合計数に含まれます。

NAS ボリュームクローンの表示
現在の NAS ボリュームクローンを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
3. 右ペインで スナップショットとクローン タブをクリックします。NAS ボリュームクローンが クローン NAS ボリューム リストに表示されます。

NAS ボリュームクローンの作成
NAS ボリュームのクローニングにより、NAS ボリュームの書き込み可能なコピーが作成されます。
前提条件
• クローン NAS ボリュームを作成する元のスナップショットは、すでに存在している必要があります。
• ベースボリューム上でデータ削減が無効になっている必要があります。
• ベースボリューム上でスナップショット容量消費しきい値アラートが無効になっている必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
3. 右ペインで スナップショットとクローン タブをクリックし、スナップショットを選択します。
4. NAS ボリュームクローンの作成 をクリックします。NAS ボリュームクローンの作成 ダイアログボックスが表示されます。
5. 名前 フィールドに、NAS ボリュームクローンの名前を入力します。
6. フォルダ ペインで、NAS クラスタクローンの親フォルダを選択します。
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7. OK をクリックします。

NAS ボリュームクローンの削除
不要になった NAS ボリュームクローンを削除します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
3. 右ペインで スナップショットとクローン タブをクリックし、クローンを選択します。
4. 削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

SMB 共有の管理
Server Message Block（SMB）共有は、許可されたクライアントと Windows ネットワーク上でファイルを共有する効果的な方法を提供します。
FluidFS クラスタは、SMB プロトコルのバージョン 1.0、2.0、2.1、および 3.0 をサポートします。
SMB 共有を最初に作成したとき、アクセスは次のように制限されます。

• 管理者アカウントにはフルアクセスが与えられます。
• Active Directory を使用している場合、AD ドメイン管理者にはフルアクセスが与えられます。

その他のユーザーに SMB 共有へのアクセスを割り当てるには、これらの Administrator アカウントのいずれかを使用して SMB 共有にログインし、
SMB 共有のアクセス権と所有権を設定します。

共有レベル権限

新しい共有に対するデフォルトの共有レベル権限（SLP）は、「認証されたユーザー」に対する完全制御となります。この制御は、次のいずれかの
方法で変更できます。

• MMC ツールの使用
• Storage Manager の 設定の編集 パネルにある セキュリティ タブで使用します。

SMB 共有の設定
SMB 共有を表示、追加、変更、および削除します。

FluidFS クラスタ上のすべての SMB 共有の表示
FluidFS クラスタに対して現在のすべての SMB 共有を表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、SMB 共有 を選択します。SMB 共有は右ペインに表示されます。

NAS ボリューム上の SMB 共有の表示
NAS ボリュームの現在の SMB 共有を表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
3. 右ペインで、SMB 共有 タブをクリックします。SMB 共有が表示されます。
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SMB 共有の追加
SMB プロトコルを使用して NAS ボリューム内のディレクトリを共有するために SMB 共有を作成します。SMB 共有が追加されるとき、一部の設
定にデフォルト値が適用されます。デフォルト値を変更するには、SMB 共有を変更する必要があります。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、SMB 共有 を選択します。
3. 右ペインで、SMB 共有の作成 をクリックします。NAS ボリュームの作成 ダイアログボックスが表示されます。
4. SMB 共有を作成する NAS ボリュームを選択し、OK をクリックします。SMB 共有の作成 ダイアログボックスが表示されます。
5. 共有名 フィールドに、SMB 共有の名前を入力します。
6. パス フィールドに、共有するディレクトリを指定します。

メモ: 共有パスは 512 文字未満である必要があります。名前を Unicode で入力する場合、Unicode 文字のバイト数は変化す
るので、特定の文字によって使用できる文字数が少なくなります。

• NAS ボリュームのルートを共有するには、パス フィールドにデフォルト値 / を設定したままにします。
• 共有する既存のディレクトリを指定するには、ディレクトリへのパスを パス フィールドに入力します。
• 共有する既存のディレクトリを参照するには、次の手順を実行します。

フォルダの選択 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示され、NAS ボリュームの最上位のフォルダが示されます。共有
するフォルダを探し、フォルダを選択し、OK をクリックします。

– 特定のフォルダにドリルダウンを行い、サブフォルダを表示するには、フォルダ名をダブルクリックします。
– 特定のフォルダの親フォルダを表示するには、上へ をクリックします。

• 共有する新しいディレクトリを入力するには、作成するディレクトリへのパスを パス フィールドに入力し、フォルダが存在しない場合は、作
成する チェックボックスを選択します。

• 既存のディレクトリを参照し、共有する新規ディレクトリを作成するには、次の手順を実行します。
フォルダの選択 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示され、NAS ボリュームの最上位のフォルダが示されます。新規
フォルダを作成するフォルダに移動し、フォルダの作成 をクリックします。フォルダの作成 ダイアログボックスが表示されます。フォルダ名 フ
ィールドにフォルダの名前を入力し、OK をクリックして、フォルダの作成 ダイアログボックスを閉じます。新しいフォルダを選択し、OK をクリ
ックします。

– 特定のフォルダにドリルダウンを行い、サブフォルダを表示するには、フォルダ名をダブルクリックします。
– 特定のフォルダの親フォルダを表示するには、上へ をクリックします。

7. （オプション）必要に応じて残りの SMB 共有の属性を設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してください。
• システム管理者にわかりやすい説明を メモ フィールドに入力します。この説明は SMB クライアントには表示されません。
• 共有にアクセスしているクライアントに、アクセス権のない共有内のフォルダおよびファイルの名前が表示されないようにするには、アクセス

ベースの列挙 チェックボックスをオンにします。
8. OK をクリックします。

SMB 共有の削除
SMB 共有を削除すると、共有ディレクトリ内のデータは、共有されなくなりますが、削除されることはありません。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、SMB 共有 を選択します。
3. 右ペインで SMB 共有を選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックします。
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SMB 共有に対する共有レベル権限の設定
Administrator は Windows を使用して共有にログインし、フォルダのセキュリティプロパティを設定しなくても、SMB 共有の初期アクセス権を設定
できます。ユーザーに SMB 共有に対する共有レベルのアクセス権（完全な制御、変更、または読み取り）を付与するには、次の手順を実行し
ます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、SMB 共有 を選択します。
3. 右ペインで、SMB 共有を選択して、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 縦型タブの セキュリティ を選択します。SMB 共有設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. アクセス権テーブルの 追加、編集、または 削除 リンクをクリックします。
6. アカウントの選択 ダイアログボックスが表示されます。
7. 必要な情報を入力し、OK をクリックします。

SMB 共有のアクセスベースの共有列挙の有効化または無効化
SLP アクセスベースの共有列挙が有効になっている場合、特定の SMB 共有に対して共有レベルのアクセス許可を持っていないユーザーまたは
グループには、その SMB 共有（およびそのフォルダとファイル）が表示されません。SLP アクセスベースの共有列挙が無効になっている場合、SMB 
共有（およびそのフォルダとファイル）は、ユーザーとグループがその SMB 共有のアクセス許可を持っているかどうかに関係なく表示されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、SMB 共有 を選択します。
3. 右ペインで、SMB 共有を選択して、設定の編集 をクリックします。SMB 共有設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 縦型タブの コンテンツ を選択します。
5. アクセスベースの共有列挙を有効または無効にします。

• アクセスベースの共有列挙を有効にするには、アクセスベースの列挙 チェックボックスを選択します。
• アクセスベースの共有列挙を無効にするには、アクセスベースの列挙 チェックボックスのチェックを外します。

6. OK をクリックします。

SMB 共有の AES ベース暗号化の有効化または無効化
暗号化には SMBv3 以降が必要です。v3 よりも前のバージョンの SMB を使用している場合は、暗号化が有効になっている共有へのアクセスは
拒否されます。SMB 共有で Advanced Encryption Standard（AES）ベースの暗号化を有効または無効にするには、次の手順を実行します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、SMB 共有 を選択します。
3. 右ペインで、SMB 共有を選択して、設定の編集 をクリックします。SMB 共有設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 縦型タブの 詳細設定 を選択します。
5. AES ベース暗号化が必要 フィールドで、有効 チェックボックスをオンまたはオフにします。
6. OK をクリックします。

SMB メッセージ署名の有効化または無効化
移行中の SMB パケットを改変する攻撃を防ぐため、SMB プロトコルは SMB パケットのデジタル署名をサポートしています。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして、認証 を選択します。
3. プロトコル タブをクリックします。
4. SMB プロトコル セクションで、SMB セキュリティ設定の編集 をクリックします。ダイアログボックスが表示されます。
5. 必要なメッセージ署名を有効にするには、SMB クライアント署名を強制 チェックボックスをオンにします。
6. 必要なメッセージ署名を無効にするには、SMB クライアント署名を強制 チェックボックスをオフにします。
7. OK をクリックします。
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SMB メッセージ暗号化の有効化または無効化
SMBv3 は、データの改ざんや傍受攻撃を防ぐため、移動中データを暗号化することによってデータ転送をセキュアにする機能を追加します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして、認証 を選択します。
3. プロトコル タブをクリックします。
4. SMB プロトコル セクションで、SMB セキュリティ設定の編集 をクリックします。ダイアログボックスが表示されます。
5. メッセージ暗号化を有効にするには、暗号化を強制 チェックボックスをオンにします。
6. メッセージ暗号化を無効にするには、暗号化を強制 チェックボックスをオフにします。
7. OK をクリックします。

SMB 接続の表示と切断
アクティブでアイドル状態の SMB クライアント接続を表示し、個々の SMB 接続を切断できます。

SMB 接続の表示
アクティブでアイドル状態の SMB 接続を表示するには、次の手順を実行します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、クライアントアクティビティ を選択します。
3. 右ペインで セッション タブをクリックします。セッション表示フィルタ で、すべてのプロトコル のドロップダウンを使用します。SMB および NFS 接

続が表示されます。
4. SMB を選択し、表示を SMB 接続に制限するには、プロトコル フィルタのドロップダウンリストから、SMB を選択し、フィルタの適用 / 更新 

をクリックします。
5. 表示をアクティブな SMB に制限するには、セッションのアイドル状態の最大時間 フィルタにあるドロップダウンリストから なし を選択し、フィル

タの適用 / 更新 をクリックします。
6. 表示をアイドル状態の SMB に制限するには、セッションのアイドル状態の最大時間 フィルタにあるドロップダウンリストから値を選択し、フィル

タの適用 / 更新 をクリックします。

SMB 接続の切断
特定の SMB 接続を切断するには、次の手順を実行します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、クライアントアクティビティ を選択します。
3. 右ペインで セッション タブをクリックします。セッション表示フィルタ で、プロトコル SMB のドロップダウンを選択します。SMB 接続が表示され

ます。
4. 接続を右クリックして 切断 をクリックします。接続 ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

SMB ホーム共有の使用
FluidFS クラスタでは、ユーザーごとにそのユーザーに限定された共有を作成できます。たとえば、ユーザー「jsmith」が FluidFS クラスタに接続する
と、利用可能なすべての一般共有とともに、jsmith に対してのみ表示される「jsmith」というラベルの付いた共有が jsmith に提供されます。
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ホーム共有フォルダの自動作成
ホーム共有フォルダの自動作成を使用すると、ユーザーが初めてログインするときに、そのユーザー用のフォルダが自動的に作成されます。ユーザー
にはホーム共有の所有権が自動的に割り当てられ、ドメイン Administrator にはその共有への完全アクセスが自動的に付与されます。ホーム共
有フォルダの自動作成を有効にするには、次の手順を実行します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、SMB 共有 を選択します。
3. 右ペインで SMB ホーム共有設定の編集 をクリックします。SMB ホーム共有の設定 ダイアログが表示されます。
4. SMB ホーム共有 というラベルが付いている 有効 チェックボックスをオンにします。
5. 自動フォルダ作成 の 有効 チェックボックスを選択します。
6. OK をクリックします。

ホーム共有フォルダの手動作成
ホーム共有フォルダは、スクリプト（ユーザー作成）、バッチファイル、またはストレージ管理者によって作成された PowerShell コマンドレットを使用し
て作成することができます。または、ストレージ管理者に対してより強固なアクセス制御を提供するため、ストレージ管理者がこれらのフォルダを手
動で作成することもできます。ストレージ管理者は、ユーザーの一部またはすべてにホーム共有を与えるかどうかを決定できます。

SMB 共有フォルダでの ACL の管理
NTFS および混合セキュリティ方式で Storage Manager から新しい共有ルートフォルダを作成すると、そのフォルダにはデフォルトの ACL が設定さ
れます。Storage Manager を使用して、SMB 共有のルートフォルダの所有者、SACL、DACL を表示および変更することができます。

SMB ホーム共有の設定
SMB ホーム共有を有効にして、クライアントごとに特定のクライアントに限定される 1 つの共有を作成します。

1. ユーザーベースのディレクトリツリーが含まれている SMB 共有を作成します。
a. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
b. ファイルシステム タブをクリックし、SMB 共有 を選択します。
c. 右ペインで、SMB ホーム共有設定の編集 をクリックします。SMB ホーム共有の設定 ダイアログが表示されます。
d. SMB ホーム共有 オプションの 有効 チェックボックスにチェックを付けます。
e. NAS ボリューム領域で 変更 をクリックします。NAS ボリュームの選択 ダイアログボックスが表示されます。
f. SMB ホーム共有が配置されている NAS ボリュームを選択し、OK をクリックします。
g. 最初のパス フィールドに、すべてのユーザーフォルダのルートであるフォルダ（たとえば、/users）を指定します。

メモ: フォルダ名の長さは 100 文字未満にする必要があります。>、"、\、|、?、* などの文字を含めることはできません。

• 既存のフォルダを入力するには、フォルダへのパスを 最初のパス フィールドに入力します。
• 既存のフォルダを参照するには、次の手順を実行します。

フォルダの選択 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示され、NAS ボリュームの最上位のフォルダが示されます。フ
ォルダを探して選択し、OK をクリックします。

– 特定のフォルダにドリルダウンを行い、サブフォルダを表示するには、フォルダ名をダブルクリックします。
– 特定のフォルダの親フォルダを表示するには、上へ をクリックします。

• 既存のディレクトリを参照し、新しいフォルダを作成するには、次の手順を実行します。

フォルダの選択 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示され、NAS ボリュームの最上位のフォルダが示されます。
新規フォルダを作成するフォルダに移動し、フォルダの作成 をクリックします。フォルダの作成 ダイアログボックスが表示されます。フォ
ルダ名 フィールドにフォルダの名前を入力し、OK をクリックして、フォルダの作成 ダイアログボックスを閉じます。新しいフォルダを選択
し、OK をクリックします。
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– 特定のフォルダにドリルダウンを行い、サブフォルダを表示するには、フォルダ名をダブルクリックします。
– 特定のフォルダの親フォルダを表示するには、上へ をクリックします。

h. フォルダテンプレート ドロップダウンメニューから、ユーザーのフォルダの形式を選択します。
• ユーザーのフォルダの形式を <initial_path>/<domain>/<username> のようにする場合は、/Domain/User を選択し

ます。
• ユーザーのフォルダの形式を <initial_path>/<username> のようにする場合は、/User を選択します。

i. （オプション）必要に応じて残りの SMB ホーム共有の属性を設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してくださ
い。
• 共有にアクセスしているクライアントに、アクセス権のない共有内のフォルダおよびファイルの名前が表示されないようにするには、コン

テンツ タブをクリックし、アクセスベースの列挙 チェックボックスをオンにします。
• SMB ホーム共有のウイルススキャンを有効にするには、アンチウイルススキャナ タブをクリックし、ウイルススキャン チェックボックスを

選択します。
• アンチウイルススキャンからディレクトリを除外するには、ウイルススキャンディレクトリ除外を有効にする チェックボックスをオンにし、ス

キャンから除外されたディレクトリ リストでディレクトリを指定します。
• アンチウイルススキャン対象からファイル拡張子を除外するには、ウイルススキャン拡張子除外を有効にする チェックボックスをオンに

し、スキャンから除外された拡張子 リストで拡張子を指定します。
• 指定されたアンチウイルススキャンのファイルサイズしきい値よりも大きいファイルへのアクセスを拒否するには、スキャンされていない大

規模なファイルへのアクセスを拒否する チェックボックスをオンにします。
• アンチウイルススキャンに含まれるファイルの最大サイズを変更するには、ウイルススキャンファイルサイズしきい値 フィールドに、サイズ

をキロバイト（KB）、メガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）の単位で入力します。
j. OK をクリックします。
フォルダの自動作成を有効にしなかった場合は、手順 2 と 3 に従います。

2. 各ユーザーのホーム共有のフォルダを（ユーザーが作成したスクリプトまたは手動により）作成するアカウントに SMB ホーム共有の所有権を
与えます。
a. Windows エクスプローラを使用して、SMB ホーム共有の最初のパスに接続します。
b. SMB 共有のセキュリティ設定で 詳細設定 をクリックし、所有者を ドメイン Administrator、特定のドメイン Administrator、または 

FluidFS クラスタの Administrator アカウントに変更します。
c. SMB ホーム共有への接続を切断し、SMB ホーム共有の所有権を持つアカウントで再接続します。

3. Windows エクスプローラ を使用して、ホーム共有を与える各ユーザー用に、ステップ h で選択したフォルダテンプレートに従うフォルダを作
成します。

SMB 共有の所有者の変更
SMB 共有を作成したら、アクセスコントロールリスト（ACL）や共有レベル許可（SLP）を設定したり、SMB 共有へのアクセスを試みたりする前
に、SMB 共有の所有者を変更する必要があります。SMB 共有の所有者を最初に変更する際は、次の方法を使用できます。

• プライマリグループが Domain Admins グループとして設定された Active Directory ドメインのアカウントを使用する。
• FluidFS クラスタの管理者アカウントを使用する（Active Directory に参加しない場合、またはドメイン管理者資格情報を使用できない場合

に使用）。

Active Directory ドメインアカウントを使用した SMB 共有の所有者の変更 
SMB 共有の所有者を変更するには、Active Directory ドメインアカウントのプライマリグループを Domain Admins グループとして設定する必要
があります。次の手順は、使用している Windows のバージョンに応じて多少異なる場合があります。

1. Windows エクスプローラ を開き、アドレスバーに \\<client_VIP_or_name> と入力します。すべての SMB 共有のリストが表示さ
れます。

2. 必要な SMB 共有（フォルダ）を右クリックし、プロパティ を選択します。プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
3. セキュリティ タブをクリックし、次に 詳細設定 をクリックします。セキュリティの詳細設定 ダイアログボックスが表示されます。
4. 所有者 タブをクリックし、次に 編集 をクリックします。セキュリティの詳細設定 ダイアログボックスが表示されます。
5. 他のユーザーまたはグループ をクリックします。ユーザーまたはグループの選択 ダイアログボックスが表示されます。
6. この SMB 共有の ACL を設定するために使用されるドメイン Administrator ユーザーアカウントを選択するか、ドメイン Administrator グル

ープを選択します。OK をクリックします。
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7. サブコンテナおよびオブジェクトの所有者の差し替え が選択されていることを確認して、OK をクリックします。
8. アクセス許可 タブをクリックし、Microsoft のベストプラクティスに従ってユーザーとグループの ACL 許可を SMB 共有に割り当てます。

FluidFS クラスタの管理者アカウントを使用した SMB 共有の所有者の変更 
FluidFS クラスタが Active Directory に参加していない場合は、管理者アカウントを使用して SMB 共有の所有者を変更します。次の手順は、
使用している Windows のバージョンに応じて多少異なる場合があります。

1. ネットワークドライブのマッピングウィザードを起動します。
2. フォルダ に、「\\<client_VIP_or_name>\<SMB_share_name>」と入力します。
3. 別の資格情報を使用して接続する 選択します。
4. 終了 をクリックします。
5. プロンプトが表示されたら、管理者の資格情報を入力し、OK をクリックします。
6. マップされた SMB 共有（フォルダ）を右クリックし、プロパティ を選択します。プロパティ ダイアログボックスが表示されます。
7. セキュリティ タブをクリックし、次に 詳細設定 をクリックします。セキュリティの詳細設定 ダイアログボックスが表示されます。
8. 所有者 タブをクリックし、次に 編集 をクリックします。セキュリティの詳細設定 ダイアログボックスが表示されます。
9. 他のユーザーまたはグループ をクリックします。ユーザーまたはグループの選択 ダイアログボックスが表示されます。
10. この SMB 共有の ACL を設定するために使用されるドメイン Administrator ユーザーアカウントを選択するか、ドメイン Administrator グル

ープを選択します。あるいは、FluidFS クラスタの Administrator アカウントを使用することもできます。OK をクリックします。
11. サブコンテナおよびオブジェクトの所有者の差し替え が選択されていることを確認して、OK をクリックします。
12. 所有者を設定したら、ネットワークドライブのマッピングを解除します。
13. 以前にステップ 10 で設定したように、ネットワークドライブを、その所有権を持つアカウントとして再マッピングします。
14. セキュリティの詳細設定 ダイアログボックスの アクセス許可 タブをクリックし、Microsoft のベストプラクティスに従ってユーザーとグループの 

ACL 許可を SMB 共有に割り当てます。

SMB 共有での ACL または SLP の管理
FluidFS クラスタは、SMB 共有、ファイル、およびフォルダに対し、2 つのアクセスコントロールレベルをサポートします。

• アクセスコントロールリスト（ACL）：特定のファイルおよびフォルダへのアクセスを統制します。Administrator は、ユーザーおよびグループが実
行できる広範囲な動作を制御できます。

• 共有レベル許可（SLP）：共有全体へのアクセスを制御します。Administrator は、共有全体に対する読み取り、変更、または完全アクセ
スのみを制御します。

SLP は、任意のユーザーまたはグループに対して SMB 共有レベルで完全な制御、変更、および読み取りの権限を指定することのみに限定され
ています。ACL は、読み取り / 変更 / 完全アクセスのみならず多くの動作を制御することができます。SLP はデフォルトの設定のまま使用し（認
証されたユーザーに完全な制御が与えられる）、ACL を使用して SMB 共有へのアクセスを制御します。ただし、ACL を使用しても実現できな
い、SLP 固有の要件が存在する場合は除きます。

Windows 管理者は Microsoft で定められている ACL と SLP のベストプラクティスに従う必要があります。

メモ: MMC を使用して SMB 共有を作成しないでください。MMC は SLP を設定するためにのみ使用します。

ACL から UNIX ワード 777 への自動マッピング
NFS クライアントから Windows ACL を持つファイルを表示する場合、FluidFS マッピングアルゴリズムでは変換後の UNIX アクセスモードが表示さ
れます。完全な変換は不可能であるため、リッチ Windows ACL から 9 ビット UNIX ワードへの変換にはヒューリスティックが使用されます。ただ
し、ACL 内で特殊 SID（作成者 – 所有者の ACE など）が使用されていると、マッピングが正確に行われない場合があります。一部のアプリケー
ションでは、NFS クライアントは正確なマッピングまたは許容度の高いアクセスへのマッピングを必要とします。このようなマッピングが行われなかった
場合、NFS アプリケーションが拒否操作を実行できない可能性があります。

今回のリリースでは、SMB ACL 使用のすべてのオブジェクトが NFS クライアントから UNIX ワード 777 で示される（表示のみ）オプションが追加
されました。このオプションは、デフォルトでは無効で、NAS ボリューム設定に基づき設定できます。
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1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ボリュームを選択し、設定の編集 をクリックします。
4. NAS ボリューム設定の編集 パネルで、相互運用 をクリックします。
5. UNIX 777 への ACL マッピング有効 チェックボックスを選択します。

メモ: この場合も、FluidFS での実際のアクセスチェックは、元のセキュリティ ACL に対して行われます。

この機能は Windows または混合セキュリティ形式の NAS ボリューム（Windows ACL を持つファイル）にのみ適用されます。

SMB 共有での ACL の設定
ACL を設定するには、Windows エクスプローラの手順を使用します。ローカルユーザーアカウントの ACL を定義するときは、
<client_VIP_or_name>\<local_user_name> の形式を使用する必要があります。

MMC を使用した SMB 共有での SLP の設定
SLP を設定するには、アクセス許可を設定する共有フォルダスナップインとともに Microsoft Management Console（MMC）を使用できます。管
理者は、あらかじめ定義された MMC ファイル（.msc）を Windows Server 2003/2008/2012 のスタートメニューから使用して、FluidFS クラスタ
に接続する共有フォルダスナップインを追加することができます。
このタスクについて
MMC では、リモートコンピュータに接続するユーザーを選択できません。デフォルトでは、MMC はマシンにログインしているユーザーによって接続さ
れます。別のユーザーによる接続を行うには、次の手順を実行します。

• 管理しようとしている FluidFS クラスタが Active Directory に参加している場合は、<domain>\Administrator で管理ステーションに
ログインします。

• MMC を使用する前に、Windows エクスプローラのアドレスバーにクライアント VIP アドレスを入力して、FluidFS クラスタに接続します。管理
者アカウントでログインしてから MMC に接続します。

メモ: ローカル管理者パスワードを先にリセットしなければならない場合があります。

手順
1. スタート、実行 の順に選択します。
2. 「mmc」と入力して OK をクリックします。コンソール 1 - [コンソールルート] ウィンドウが表示されます。
3. ファイル、スナップインの追加と削除 の順に選択します。
4. 共有フォルダ を選択して 追加 をクリックします。
5. 共有フォルダ ウィンドウで 別のコンピュータ を選択し、FluidFS クラスタ名（DNS で設定されている）を入力します。また、クライアントアクセ

ス VIP を使用することもできます。
6. 完了 をクリックします。新規共有ツリーが コンソールルート ウィンドウに表示されます。
7. 必要な SMB 共有を右クリックし、プロパティ を選択します。
8. 共有のプロパティ ウィンドウで、共有のアクセス許可 タブをクリックして、SLP を設定します。

セキュリティ監査イベントの表示
Storage Manager では、SACL イベントが設定されているボリュームで生成されたセキュリティ監査イベントの一元的なビューが表示されます。セ
キュリティイベントを表示するには、次の手順を実行します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. イベント タブをクリックします。
3. 右ペインの上部で選択を行い、表示するセキュリティ監査イベントを決定します。

監査 SACL アクセス
監査 SACL（システムアクセスコントロールリスト）アクセスを設定して、オブジェクト（SACL エントリを持つファイルまたはディレクトリ）にアクセスし
たときに監査タイプが実行されるようにします。NAS ボリュームに対して SACL アクセスを有効にしないと、ファイルまたはディレクトリに SACL エント
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リが存在する場合でも、アクセスによって監査イベントは生成されません。NAS ボリュームに対して生成されるイベントは、成功または失敗に制限
することも、両方を有効にすることもできます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 縦型ペインで 監査 をクリックします。
5. SACL による SMB ユーザーの監査ファイルアクセス 領域で、成功、失敗、またはその両方を選択します。
6. OK をクリックします。

監査 SACL アクセスの表示
ファイルまたはディレクトリにアクセスしたときに監査イベントが生成されるように、SACL（システムアクセスコントロールリスト）アクセスを表示できま
す。監査 SACL アクセスを表示するには、次の手順を実行します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 設定の編集 をクリックします。NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 監査 タブをクリックします。ボリュームの SACL アクセスの設定が右ペインに表示されます。

Windows を使用した SMB 共有へのアクセス
Microsoft Windows は、SMB 共有に接続するいくつかの方法を提供します。SMB 共有にアクセスするには、クライアントが有効なユーザー（ロ
ーカルまたはリモート）であり、有効なパスワードを提供する必要があります。

オプション 1 - net use コマンド
コマンドプロンプトから次の net use コマンドを実行します。
net use <drive_letter>: \\<client_VIP_or_name>\<SMB_share_name>

オプション 2 - UNC パス
UNC パスを使用します。

1. スタート メニューから、実行 を選択します。実行 ウィンドウが開きます。
2. 接続する SMB 共有へのパスを入力します。

\\<client_VIP_or_name>\<SMB_share_name>
3. OK をクリックします。

オプション 3 - 共有をネットワークドライブとしてマップ
共有をネットワークドライブとしてマップします。

1. Windows エクスプローラ を開いて、ツール、ネットワークドライブのマップ の順に選択します。ネットワークドライブのマップ ダイアログボッ
クスが表示されます。

2. Drive（ドライブ）ドロップダウンリストから、使用可能なドライブを選択します。
3. フォルダ フィールドに接続する SMB 共有へのパスを入力するか、SMB 共有を参照します。

\\<client_VIP_or_name>\<SMB_share_name>

4. 終了 をクリックします。
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オプション 4 - ネットワーク
Windows ネットワークを使用して共有に接続します。このオプションでは、共有のマッピングは行われません。

1. スタート メニューから、コンピュータ を選択します。コンピュータ ウィンドウが表示されます。
2. ネットワーク をクリックします。
3. NAS アプライアンスを見つけてダブルクリックします。
4. SMB shares（SMB 共有）リストで、接続する CIFS 共有を選択します。

SMB クライアントへのドットファイルの表示
SMB 共有ごとにこの設定を有効または無効にすることができます。デフォルトでは、この設定が有効になっています。つまり、ドットで始まる名前を
持つファイルが SMB クライアントに表示されます。無効にすると、ドットで始まるファイルは、特定の共有にアクセスするすべてのバージョン（SMB、
SMB2）の SMB クライアントに、非表示のフラグが設定された状態で表示されます。この設定は、作成元にかかわらず、システム内のすべてのファ
イルおよびフォルダに適用されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックし、SMB 共有 を選択します。
3. 右ペインで、SMB 共有を選択して、設定の編集 をクリックします。SMB 共有設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 縦型タブの コンテンツ を選択します。
5. ドットで始まる名前を持つファイルの表示を有効または無効にします。

• ドットで始まる名前を持つファイルの表示を有効にするには、ドットで始まる名前を持つファイルを表示する チェックボックスをオンにしま
す。

• ドットで始まる名前を持つファイルの表示を無効にするには、ドットで始まる名前を持つファイルを表示する チェックボックスをオフにしま
す。

6. 適用、OK の順にクリックします。

ブランチキャッシュ
クライアントコンピュータと FluidFS の両方で適切に設定されていると、ブランチキャッシュは、WAN 経由で同じネットワーク上にあるさまざまな種類
のクライアントから大きいファイルを連続して読み取るパフォーマンスを大幅に改善します。リモートサーバー上のコンテンツにアクセスするとき、WAN 
帯域幅を最適化するために、ブランチキャッシュは本社のコンテンツを読み取って支社の場所にコンテンツをキャッシュし、支社にあるクライアントコ
ンピュータがデータをローカルで取得できるようにします。ブランチキャッシュを設定するとき、Windows ブランチキャッシュクライアントは最初にストレ
ージシステムからコンテンツを取得し、支社内のコンピュータ上にコンテンツをキャッシュします。支社内のブランチキャッシュが有効になっている別のク
ライアントが同じコンテンツを要求する場合、ストレージシステムは最初に要求しているユーザーを認証および承認します。次にストレージシステム
はキャッシュされたコンテンツが最新かどうかを判断し、最新である場合はキャッシュされたコンテンツに関するメタデータをクライアントに送信します。
その後でクライアントはそのメタデータを使用して、キャッシュのローカルホストから直接コンテンツを取得します（該当データがローカルに存在する場
合）。
ブランチキャッシュの制限

• FluidFS は、64 KB よりも小さいファイル、または 256 MB よりも大きいファイルのハッシュを計算しません。
• ハッシュ計算は、読み取り専用 / フル / レプリケーション先ボリュームでは実行されません。
• ブランチキャッシュ V2 セグメントは、未定の固定サイズになります。

ブランチキャッシュの設定
ブランチキャッシュは、支社のサイトでブランチキャッシュをサポートする各クライアント上で正しく構成されている必要があります。Windows 7 または 
8 で、適切なグループポリシーを設定します。コンピューターの構成 > ポリシー > 管理用テンプレート > ネットワーク > 
BranchCache を有効にする > 有効。Windows 8.1 では、Enable-BCHostedClient -ServerNames <ホストされたキャ

ッシュサーバ名> のような PowerShell cmdlets を使用してブランチキャッシュを設定できます。ブランチキャッシュはデフォルトで有効になってい
ます。ブランチキャッシュを無効にするには（または再度有効にするには）以下の手順に従います。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
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3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、SMB 共有 を選択します。
4. 右ペインで、SMB 共有を選択して、設定の編集 をクリックします。SMB 共有設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 縦型タブの 詳細設定 を選択します。
6. ブランチキャッシュを有効にする チェックボックスをオン（またはオフ）にします。
7. 適用 をクリックし、OK をクリックします。

ブランチキャッシュ設定の詳細については、http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh848392.aspx. にある TechNet 記事を参照
してください。

UNIX または Linux を使用した SMB 共有へのアクセス
UNIX または Linux オペレーティングシステムから次のいずれかのコマンドを使用して SMB 共有をマウントします。
# mount -t smbfs -o user_name=<username>,password=<password>//<client_VIP_or_name>/
<SMB_share_name> /<local_folder>

# smbmount //<client_VIP_or_name>/<SMB_share_name> /<local_folder> -o user_name=<username>

NFS エクスポートの管理
Network File System（NFS）エクスポートを利用すると、認証されたクライアントが UNIX または Linux ネットワークで効果的にファイルを共有で
きます。NFS エクスポートを作成した後は、NFS クライアントが各 NFS エクスポートをマウントする必要があります。FluidFS クラスタは、NFS プロ
トコルバージョン 3 と、NFS プロトコルバージョン 4.0 および 4.1 のすべての要件を完全にサポートしています。

• サポートされる NFSv4 機能：

– ファイルおよびバイト範囲のロック
– AD サーバーを使用した Kerberos v5 セキュリティ
– 脆弱な AUTH_SYS レガシー認証
– LDAP サーバー（UNIX または AD）または NIS サーバーを使用した UID 変換
– UTF‐-8 ファイルおよびディレクトリ名

• サポートされない NFSv4 機能：

– クライアントへのファイルロックの委任
– NFSv3 と NFSv4 間の完全な相互運用性（たとえば、異なるプロトコルを使用したクライアントからのロックの競合解決）

– アンチウイルススキャンおよび結果キャッシュ
– LIPKEY および SPKM-3 セキュリティ（NFSv4.1 では必須ではありません）

– Kerberos UNIX サーバー

NFS エクスポートの設定
NFS エクスポートを表示、追加、変更、および削除し、クラスタがサポートする最大レベルの NFS プロトコルを制御します。

FluidFS クラスタのすべての NFS エクスポートの表示
FluidFS クラスタの現在のすべての NFS エクスポートを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NFS エクスポート を選択します。NFS エクスポートは右ペインに表示されます。
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NAS ボリュームの NFS エクスポートの表示
NAS ボリュームの現在の NFS エクスポートを表示するには、次の手順を実行します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. NFS エクスポート タブをクリックします。NFS エクスポートが表示されます。

NFS エクスポートの追加
NFS プロトコルを使用して、NAS ボリューム内のディレクトリを共有する NFS エクスポートを作成します。NFS エクスポートを追加すると、一部の
設定にデフォルト値が適用されます。デフォルトを変更するには、NFS エクスポートを変更する必要があります。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NFS エクスポート を選択します。
4. NFS エクスポートの作成 をクリックします。NAS ボリュームの選択 ダイアログボックスが表示されます。
5. NFS エクスポートを作成する NAS ボリュームを選択し、OK をクリックします。NFS エクスポートの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. フォルダパス フィールドに、共有するディレクトリを指定します。

メモ: フォルダ名の長さは 100 文字未満にする必要があります。>、"、\、|、?、* の文字を含めることはできません。

• NAS ボリュームのルートを共有するには、フォルダパス フィールドにデフォルト値 / を設定したままにします。
• 共有する既存のディレクトリを使用するには、ディレクトリへのパスを フォルダパス フィールドに入力します。
• 共有する既存のディレクトリを参照するには、次の手順を実行します。

フォルダの選択 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示され、NAS ボリュームの最上位のフォルダが示されます。共有
するフォルダを探し、フォルダを選択し、OK をクリックします。

– 特定のフォルダにドリルダウンを行い、サブフォルダを表示するには、フォルダ名をダブルクリックします。
– 特定のフォルダの親フォルダを表示するには、上へ をクリックします。

• 共有する新しいディレクトリを表示するには、作成するディレクトリへのパスを フォルダパス フィールドに入力し、フォルダが存在しない場
合は、作成する チェックボックスを選択します。

• 既存のディレクトリを参照し、共有する新規ディレクトリを作成するには、次の手順を実行します。
フォルダの選択 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示され、NAS ボリュームの最上位のフォルダが示されます。新規
フォルダを作成するフォルダにナビゲートし、フォルダの作成 をクリックします。フォルダの作成 ダイアログボックスが表示されます。フォルダ
名 フィールドに、フォルダの名前を入力し、OK をクリックして、フォルダの作成 ダイアログボックスを閉じます。新しいフォルダを選択し、OK 

をクリックします。

– 特定のフォルダにドリルダウンを行い、サブフォルダを表示するには、フォルダ名をダブルクリックします。
– 特定のフォルダの親フォルダを表示するには、上へ をクリックします。

7. （オプション）必要に応じて残りの NFS エクスポートの属性を設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してください。
• システム管理者にわかりやすい説明を メモ フィールドに入力します。この説明は NFS クライアントには表示されません。
• NFS エクスポートのクライアントアクセス設定を変更するには、追加、削除、および 編集 の各ボタンを使用します。

8. OK をクリックします。

NFS エクスポートのフォルダパスの変更
NFS エクスポートで共有するディレクトリへのパスを変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NFS エクスポート を選択します。
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4. 右ペインで NFS エクスポートを選択し、設定の編集 をクリックします。NFS エクスポート設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. フォルダパス フィールドに、共有するディレクトリを指定します。

メモ: フォルダ名の長さは 100 文字未満にする必要があります。>、"、\、|、?、* などの文字を含めることはできません。

• NAS ボリュームのルートを共有するには、フォルダパス フィールドに / を設定します。
• 共有する既存のディレクトリを使用するには、ディレクトリへのパスを フォルダパス フィールドに入力します。
• 共有する既存のディレクトリを参照するには、次の手順を実行します。

フォルダの選択 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示され、NAS ボリュームの最上位のフォルダが示されます。共有
するフォルダを探し、フォルダを選択し、OK をクリックします。

– 特定のフォルダにドリルダウンを行い、サブフォルダを表示するには、フォルダ名をダブルクリックします。
– 特定のフォルダの親フォルダを表示するには、上へ をクリックします。

• 既存のディレクトリを参照し、共有する新規ディレクトリを作成するには、次の手順を実行します。
フォルダの選択 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示され、NAS ボリュームの最上位のフォルダが示されます。新規
フォルダを作成するフォルダに移動し、フォルダの作成 をクリックします。フォルダの作成 ダイアログボックスが表示されます。フォルダ名 フ
ィールドにフォルダの名前を入力し、OK をクリックして、フォルダの作成 ダイアログボックスを閉じます。新しいフォルダを選択し、OK をクリ
ックします。

– 特定のフォルダにドリルダウンを行い、サブフォルダを表示するには、フォルダ名をダブルクリックします。
– 特定のフォルダの親フォルダを表示するには、上へ をクリックします。

6. OK をクリックします。

NFS エクスポートに対するクライアント認証方法の変更
クライアントが NFS エクスポートへのアクセスに使用する認証方法を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NFS エクスポート を選択します。
4. 右ペインで NFS エクスポートを選択し、設定の編集 をクリックします。NFS エクスポート設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 認証方法 領域で、クライアントに対して NFS エクスポートへのアクセスに使用を許可する 1 つ、または複数の認証方法（UNIX スタイル、

Kerberos v5、または Kerberos v5 統合、および Kerberos v5 プライバシー）のチェックボックスにチェックを付けます。これらのオプションの
詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

6. OK をクリックします。

NFS エクスポートに対するクライアントアクセス権の変更
NFS エクスポートにアクセスしているクライアントの権限を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NFS エクスポート を選択します。
4. 右ペインで NFS エクスポートを選択し、設定の編集 をクリックします。NFS エクスポート設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. NFS エクスポートにアクセスするクライアントのアクセス権を追加するには、次の手順に従います。

a. 追加 をクリックします。アクセス許可の追加 ダイアログボックスが表示されます。
b. クライアントマシンの信頼 領域で、NFS エクスポートへのアクセスを許可するクライアントマシン（すべてのクライアント、単一クライアン

ト、ネットワーク内のクライアントマシン、または ネットグループ内のクライアントマシン）を指定するオプションを選択します。これらのオ
プションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

c. クライアントに NFS エクスポートへの書き込みアクセスまたは読み取り専用アクセスが付与されているかどうかを指定します。
• 読み書きアクセスを許可するには、アクセスの許可 チェックボックスを選択します。
• 読み取り専用アクセスを許可するには、アクセスの許可 チェックボックスをオフにします。

d. 信頼ユーザー ドロップダウンメニューから、NFS エクスポートへのアクセスが許可されたクライアントアカウント（root 以外全員、全員、また
は ユーザーなし）を選択します。これらのオプションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。
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e. OK をクリックします。
6. NFS エクスポートにアクセスするクライアントのアクセス権を変更するには、次の手順を実行します。

a. アクセス詳細 リストでエントリを選択し、編集 をクリックします。アクセス権の編集 ダイアログボックスが表示されます。
b. クライアントマシンの信頼 領域で、NFS エクスポートへのアクセスを許可するクライアントマシン（すべてのクライアント、単一クライアン

ト、ネットワーク内のクライアントマシン、または ネットグループ内のクライアントマシン）を指定するオプションを選択します。これらのオ
プションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

c. クライアントに NFS エクスポートへの書き込みアクセスまたは読み取り専用アクセスが付与されているかどうかを指定します。 
• 読み書きアクセスを許可するには、アクセスの許可 チェックボックスを選択します。
• 読み取り専用アクセスを許可するには、アクセスの許可 チェックボックスをオフにします。

d. 信頼ユーザー ドロップダウンメニューから、NFS エクスポートへのアクセスが許可されたクライアント（root 以外全員、全員、または ユーザ
ーなし）を選択します。これらのオプションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

e. OK をクリックします。
7. NFS エクスポートにアクセスするクライアントのアクセス権を削除するには、アクセス詳細 リストのエントリを選択し、削除 をクリックします。
8. OK をクリックします。

メモ: 全員を信頼する オプションは、すべてのクライアント に使用できず、1 つのクライアント、ネットワーク、またはネットグループ
の制限と組み合わせる必要があります。

NFS エクスポートに対するセキュアなポートの有効化または無効化
セキュアなポートを要求すると、NFS エクスポートへのクライアントアクセスが 1024 より小さいポートに制限されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NFS エクスポート を選択します。
4. 右ペインで NFS エクスポートを選択し、設定の編集 をクリックします。NFS エクスポート設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. セキュアなポートを有効または無効にします。

• セキュアなポートを有効にするには、セキュアなポートを要求する チェックボックスにチェックを付けます。
• セキュアなポートを無効にするには、セキュアなポートを要求する チェックボックスのチェックを外します。

6. OK をクリックします。

NFS エクスポートの 32 ビットファイル ID の互換性の有効化または無効化
32 ビットアプリケーションとの互換性を維持するために、FluidFS クラスタは、64 ビットクライアントが NFS エクスポートに 32 ビット inode 番号を使
用することを強制できます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、FluidFS を選択します。
3. ファイルシステム タブをクリックします。
4. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NFS エクスポート を選択します。
5. 右ペインで NFS エクスポートを選択し、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. 32 ビットファイル ID の互換性を有効または無効にします。

• 32 ビットファイル ID の互換性を有効にするには、32 ビットファイル ID の互換性 チェックボックスにチェックを付けます。
• 32 ビットファイル ID の互換性を無効にするには、32 ビットファイル ID の互換性 チェックボックスのチェックを外します。

7. OK をクリックします。

NFS エクスポートの削除
NFS エクスポートを削除すると、共有ディレクトリ内のデータは共有されなくなりますが、削除はされません。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NFS エクスポート を選択します。
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4. 右ペインで NFS エクスポートを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

サポートされている最新の NFS バージョンの表示または選択
NFS v4 は、システム単位で有効または無効になります。デフォルトでは、NFS v4 は無効になり、クライアントは NFS v3 以前を使用することを強
制されます。NFS v4 と互換性のないクライアントを使用している場合は、以前のバージョンを使用できます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックして、認証 を選択します。
3. 右側のペインで、プロトコルタブ をクリックし、設定の編集 をクリックします。NFS 設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. サポートされる最大 NFS プロトコル フィールドで下向き矢印をクリックし、使用する NFS バージョンを選択します。オプションは、NF Sv3、

NFSv4.0、および NFS v4.1 です。
5. OK をクリックします。

NFS エクスポートに対する権限の設定
NFS エクスポートへのユーザーアクセスを割り当てるには、信頼されるクライアントマシンアカウントを使用して NFS エクスポートにログインし、NFS 
マウントポイントで chmod コマンドおよび chown コマンドを使用して NFS エクスポートのアクセス権と所有権を設定する必要があります。

NFS エクスポートへのアクセス
クライアントは、mount コマンドを使用し、UNIX または Linux を介して NFS エクスポートに接続します。

メモ: コマンドラインに表示されているパラメータは推奨パラメーターです。詳細およびその他のオプションについては、各オペレーティン
グシステムの mount コマンドマニュアルページを参照してください。

UNIX または Linux での NFS エクスポートへのアクセス 
UNIX または Linux クライアントで NFS エクスポートフォルダをマウントします。

クライアントシステムのシェルから NFS エクスポートフォルダをマウントするには、su コマンドを使用してルートとしてログインし、次のコマンドを実
行します。
# mount <options> <client_VIP_or_name>:/<volume_name>/<exported_folder> <local_folder>

NFS v4 を使用した UNIX または Linux での NFS エクスポートへのアクセス
UNIX または Linux クライアントで NFS エクスポートフォルダをマウントし、NFS v4 の使用を強制します。

NFS エクスポートフォルダをマウントして、クライアントシステムのシェルから NFS v4 の使用を強制するには、su コマンドを使用してルートとし
てログインし、次のコマンドを実行します。
# mount —t nfs4 <client_VIP_or_name>:/<volume_name>/<exported_folder> <local_folder>

NFS v3 を使用した UNIX または Linux での NFS エクスポートへのアクセス
UNIX または Linux クライアントで NFS エクスポートフォルダをマウントし、NFS v3 の使用を強制します。NFS v4 が FluidFS クラスタで有効になっ
ている場合は、必要に応じて、特定のクライアントによる NFS v3 の使用を強制できます。

NFS エクスポートフォルダをマウントして、クライアントシステムのシェルから NFS v3 の使用を強制するには、su コマンドを使用してルートとし
てログインし、次のコマンドを実行します。
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# mount —o nfsvers=3,rsize=32768,wsize=32768 <client_VIP_or_name>:/<volume_name>/
<exported_folder> <local_folder>

デフォルトで TCP を使用しない UNIX または Linux での NFS エクスポートへのアクセス
TCP を使用しない UNIX または Linux クライアントで NFS エクスポートフォルダをマウントします。UNIX および Linux の古いバージョンでは、デフォ
ルトで TCP が使用されません。

クライアントシステムのシェルから NFS エクスポートフォルダをマウントするには、su コマンドを使用してルートとしてログインし、次のコマンドを実
行します。
# mount —o hard,tcp,nfsvers=3,timeo=3,retrans=10,rsize=32768,wsize=32768 
<client_VIP_or_name>:/<volume_name>/<exported_folder> <local_folder>

Mac での NFS エクスポートへのアクセス
Mac クライアントで NFS エクスポートフォルダをマウントします。

NFS エクスポートフォルダをマウントするには、次のコマンドを実行します。
# mount_nfs -T -3 -r 32768 -w 32768 -P <client_VIP_or_name>:/<volume_name>/
<exported_folder> <local_folder>

グローバル名前空間
グローバル名前空間とは、組織内における共有フォルダの仮想ビューです。この機能により管理者は、2 つ以上の異なるサーバでホストされたデー
タに対し、シングルポイントアクセス権を提供できるようになります。グローバル名前空間はデフォルトで有効に設定され、CLI を使用して設定する
ことができます。グローバル名前空間のコマンドについて詳しくは、『Dell FluidFS Version 5.0 FS8600 Appliance CLI Reference Guide』（Dell 
FluidFS バージョン 5.0 FS8600 アプライアンス CLI リファレンスガイド）を参照してください。 

グローバル名前空間の制限事項
• グローバル名前空間は、SMB2.x、SMB3.x、および NFSv4.x クライアントのみでサポートされています。
• グローバル名前空間は、これらのボリュームでは設定できません。

– 最大容量に達した NAS ボリューム
– レプリケーション先の NAS ボリューム（または他の読み取り専用 NAS ボリューム）

• NFSv4 リダイレクションターゲットは、NFSv4 プロトコルをサポートします（リモート NAS サーバーは、NFSv4 をサポートして NFSv4 のリダイレ
クトを有効にします）。

• SMB 共有をリダイレクトフォルダに直接に定義することはできません。SMB 共有はリダイレクトフォルダを含むローカルフォルダで定義されます。
リダイレクトフォルダを SMB 共有フォルダ上で定義することは（空の場合でも）できません。

• リダイレクトフォルダは、空でないディレクトリには設定できません。
• NAS 仮想ボリュームのバックアップ、復元、レプリケーション、スナップショットの各操作は、リモートターゲットデータでサポートされません。ローカ

ルボリュームデータ内に存在するリダイレクトフォルダ（リダイレクトデータ情報を含む）でのみサポートされています。
• NFSv4 または SMB クライアントがリモートサーバーにリダイレクトされ、リモート接続を確立した後で、クライアントはリモートサーバーとの通信

を続行します。

その他のマニュアル
名前空間の集約の設定について詳しくは、以下を参照してください。

• http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20442194

• http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20442085
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FTP の使い方
ファイル転送プロトコル（FTP）は、コンピュータアカウント間でのファイル交換、アカウントとデスクトップコンピュータ間でのファイル転送、またはオンラ
インソフトウェアアーカイブへのアクセスに使用されます。FTP はデフォルトで無効に設定されています。Administrator は FTP サポートを有効また
は無効にすることができ、システムごとにランディングディレクトリ（ボリューム、パス）を指定できます。

ファイルへの FTP ユーザーアクセスは、ファイルアクセス権によって定義されます。FTP 匿名ユーザーはユーザーなしとして処理されます。ファイルの 
ACL または UNIX アクセスモードに応じて、アクセス許可が拒否または許可されます。FTP アクセスは、SMB/NFS ファイルアクセス権（ACL、
NFSv4 ACL、UNIX ワード、SID オーナー、および UID 所有権）を考慮し、相互運用できます。ファイルへの FTP アクセスは、SMB/NFSv4 オー
プンファイル状態とバイト範囲のロックも考慮します。必要に応じて oplock を停止します。

FTP ユーザー認証
FTP ユーザーは、匿名アクセスを使用して、認証を受けられます（FTP サイトで許可されている場合）。ユーザー名とパスワードを使用して認証さ
れると、接続が暗号化されます。匿名ユーザーは、anonymous をユーザー名として、有効な電子メールアドレスをパスワードとして使用し、認証
を受けます。

FTP の制約
• FTP 同時セッションの数は、NAS アプライアンスごとに 800 セッションに制限されています。
• アイドル状態の FTP 接続は、900 秒（15 分）が経過するとタイムアウトして終了します。
• FTP クライアントはシンボリックリンク、NFS 照会、または SMB ワイドリンクに従いません。
• ディレクトリ構造で FTP を変更（ファイルの新規作成、削除、変更）すると、SMB 変更通知がトリガされます。
• FTP アクセスにより、ファイルアクセス通知イベント（ファイルアクセス通知機能）がトリガされます。
• FTP では、基盤となるファイルシステムで大文字と小文字が区別されます。
• ファイル名の制限は次のとおりです。

– ファイル名では大文字と小文字が区別されます。
– ファイル名の長さは 255 文字を超えることはできません。
– 次の文字のいずれかを含む名前を使用することはできません。

* . および ..

* @Internal&Volume!%File

– 2 つの ~ 記号の間に 4 文字、または 3 文字の繰り返しのサフィックスがある名前。たとえば、~1234~ および ~123123~ は許可されませ
ん。

FTP の有効化または無効化
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム ペインで 環境 を展開し、認証 をクリックします。
4. 右ペインで プロトコル タブをクリックします。
5. FTP プロトコル まで下にスクロールし、設定の編集 をクリックします。FTP 設定の変更 ダイアログボックスが開きます。
6. FTP を有効または無効にします。

• FTP を有効にするには、FTP 設定を有効にする チェックボックスをオンにします。
• FTP を無効にするには、FTP 設定を有効にする チェックボックスをオフにします。

7. このダイアログボックスには、ランディングボリューム と ランディングディレクトリ も表示されます。ランディングボリューム または ランディングディレク
トリ フィールドを変更するには、各フィールドの横にある 選択 をクリックします。

8. OK をクリックします。
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シンボリックリンクの使い方
シンボリックリンクとは、絶対パスまたは相対パスの形式で他のファイルやディレクトリへの参照が含まれており、パス名の解決に影響を与える特別
な種類のファイルです。シンボリックリンクは、ほとんどの動作で透過的に機能し、シンボリックリンクで名前を付けられたファイルの読み取りや書き込
みを行うプログラムは、ターゲットファイルで直接動作しているかのように機能します。シンボリックリンクには、別のファイルまたはディレクトリへのパスと
してオペレーティングシステムが自動的に解釈し、従う文字列が含まれています。ローカルファイルシステムのシンボリックリンクは、Windows Vista と 
Windows Server 2008 で起動する NTFS で使用可能ですが、SMB 経由のシンボリックリンクは SMB2 でのみ使用できます。

シンボリックリンクを使用する場合の制限
シンボリックリンクを使用する場合は、次の制限に注意してください。

• SMB1、FTP、および NFS はシンボリックリンクをサポートしません。
• シンボリックリンクは 2,000 バイトに制限されています。
• ユーザーおよびディレクトリクォータはシンボリックリンクに適用されません。
• FluidFS スペースカウントは、シンボリックリンクデータを通常のファイルデータとしてカウントしません。
• スナップショットビューからアクセスした場合、シンボリックリンクは無効であり、通常のファイルまたはフォルダとして表示されます。
• 相対シンボリックリンクが別の場所に移動された場合は、無効になることがあります。
• SMB シンボリックリンクのクローン作成はサポートされていません。

ファイルアクセス
シンボリックリンクはデフォルトで有効になります。FluidFS でシンボリックリンクを設定することはできませんが、次の Microsoft のツールを使用してア
クセスすることができます。

• mklink - シンボリックとハードリンクの両方を作成するために使用される基本的なユーティリティ（ハードリンクは、SMB 上ではサポートされず、
ローカルでのみサポートされます）。

• fsutil - 再解析ポイントでの作業とシンボリックリンクポリシーの変更が可能になるファイルシステムユーティリティ。

シンボリックリンクの詳細については、「https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa365680%28v=vs.85%29.aspx」に
アクセスしてください。

クォータルールの管理
クォータルールを利用して、ユーザーまたはグループが使用できる NAS ボリュームの容量を制御できます。クォータは NAS ボリューム単位で設定し
ます。
ユーザーが指定されたクォータサイズ（ソフトクォータ制限）に達すると、ストレージ管理者にアラートが送信されます。クォータの最大サイズ（ハー
ドクォータ制限）に達すると、ユーザーは NAS ボリューム上の SMB 共有および NFS エクスポートにデータを書き込むことができなくなりますが、ア
ラートは生成されます。

クォータの種類
次のクォータの種類が使用可能です。

• 特定のユーザークォータ：このクォータは、ユーザーにのみ適用されます。例：Karla というユーザーには 10 GB のクォータが与えられます。 
• 特定のグループ内の各ユーザー：このクォータは、グループに属している各ユーザーに適用されます。例：Karla、Tim、および Jane という

名前の 3 人のユーザーは Administrators グループに属しています。このグループ内の各ユーザーには 10 GB のクォータが与えられま
す。

• グループ全体に対するクォータ： このクォータは、グループ内のすべてのユーザーに一括して適用されます。例：Karla、Tim、および Jane 
という名前の 3 人のユーザーは、Administrators グループに属しています。このグループには全体で 10 GB のクォータが与えられます。し
たがって、3 人のユーザーが使用する合計容量は 10 GB を超えることができません。たとえば、Karla が 7 GB を使用し、Tim が 2 GB を使
用する場合、Jane は 1 GB しか使用できません。

FluidFS NAS ボリューム、共有、およびエクスポート 599



• ユーザークォータのデフォルト値：このクォータは他のクォータが定義されていないユーザーに適用されます。ユーザーの特定のクォータは、常に
デフォルトのユーザークォータよりも優先されます。例：他のクォータが設定されていないユーザーには 10 GB のクォータが与えられます。

• グループクォータのデフォルト値：このクォータは他のクォータが定義されていないグループに適用されます。グループの特定のクォータは、常に
デフォルトのグループクォータよりも優先されます。例：他のクォータが設定されていないグループには 10 GB のクォータが与えられます。したがっ
て、グループ内の各ユーザーが使用する合計容量は 10 GB を超えることができません。

• クォータディレクトリ：クォータベースディレクトリは、そのすべてのサブファイルおよびサブディレクトリの論理サイズを示す特別なディレクトリタイプ
です。この機能により、システム管理者は、クォータのディレクトリとして空のディレクトリにマークを付けることで、ディレクトリで使用できる NAS 

ボリューム内の総容量を制限することができます。このクォータは、多様なユーザーが使用しているプロジェクトディレクトリに便利です。

ユーザークォータおよびグループクォータ
UNIX ファイルでは、クォータはファイルのユーザー（UID）およびグループ所有者（GID）に適用されます。NTFS ファイルでは、クォータはファイルの
所有者およびそのプライマリグループに適用されます。所有者ではないユーザーまたはグループがファイルのサイズを変更するとき、クォータ制限の対
象になりません。
ファイルの所有権を変更（UNIX システムで chown または chgrp コマンドを使用、または NTFS システムでファイル所有者を変更した場合な
ど）すると、クォータの割り当て量が適用されます。ファイルの以前の所有者すべてには、そのファイルのサイズの使用が認められ、ファイルの新しい
所有者すべてにはそれと同じ割り当て量が適用されます。

ユーザーのプライマリグループが変わったとき、古いプライマリグループの割り当て量に対するクォータの変更は行われません。新規のプライマリグルー
プは、プライマリグループの変更後に作成された新しいファイルに対してクオータの割り当て量が適用されます。

グループクォータおよびユーザークォータ間での競合
ユーザー自身のクォータとユーザーが属するグループのユーザーごとのクォータとの間で競合が発生する場合は、グループクォータよりもユーザークォ
ータが優先されます。たとえば、5 GB のクォータを Administrators グループ内の各ユーザーに適用し、Administrators グループに属
する Karla という名前のユーザーに対して 10 GB のクォータを作成した場合、[Karla] には 10 GB のクォータが与えられます。

クォータと混合セキュリティスタイル NAS ボリューム
混合セキュリティスタイルを使用する NAS ボリュームでは、Windows（Active Directory）ユーザーおよび UNIX または Linux ユーザー（LDAP 
または NIS）の両方に対して一意のクォータを設定する必要があります。ユーザーがマップ（自動または手動）された場合でも、Windows および 
UNIX または Linux ユーザーのクォータは互いに独立しています。NTFS または UNIX セキュリティスタイルの許可を使用する NAS ボリュームでは、
一意のクォータを 1 つだけ設定します。ユーザーのマッピング機能によって、プロトコル間の相互運用性が維持されます。Windows および UNIX ま
たは Linux ユーザーは、マップされている Windows および UNIX または Linux アカウントの両方で同じクォータを共有します。

クォータルールの設定
クォータルールにより、ユーザーまたはグループが使用できる NAS ボリュームの容量を制御することができます。

NAS ボリュームに対するクォータルールの表示
NAS ボリュームに対する現在のクォータルールを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、クォータ タブをクリックします。クォータルールが表示されます。

ユーザークォータごとのデフォルト値の設定
他のクォータが定義されていないユーザーに適用するクォータを設定します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、クォータルール、デフォルトクォータの設定 を順にクリックします。デフォルトクォータの設定 ダイアログボックスが表示されます。
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5. ソフトクォータの制限を有効にするには、ユーザーデフォルトソフトクォータ チェックボックスにチェックを付け、警告が発せられるソフトクォータの
制限をメガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）単位で入力します。

6. ハードクォータの制限を有効にするには、ユーザーデフォルトハードクォータ チェックボックスにチェックを付け、ユーザーに対して NAS ボリュー
ムへの書き込みを許可するハードクォータの最大限度をメガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）単位で入力します。

7. OK をクリックします。

グループクォータごとのデフォルト値の設定
他のクォータが定義されていないグループに適用するクォータを設定します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、クォータルール、デフォルトクォータの設定 を順にクリックします。デフォルトクォータの設定 ダイアログボックスが表示されます。
5. ソフトクォータの制限を有効にするには、グループデフォルトソフトクォータ チェックボックスにチェックを付け、警告が発せられるソフトクォータの

制限をメガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）単位で入力します。
6. ハードクォータの制限を有効にするには、グループデフォルトハードクォータ チェックボックスにチェックを付け、グループに対して NAS ボリュー

ムへの書き込みを許可するハードクォータの最大限度をメガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）単位で入力します。
7. OK をクリックします。

特定のユーザーに対するクォータルールの追加
ユーザーに適用するクォータを設定します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで クォータ タブを選択します。
5. ユーザークォータルールの作成 をクリックします。クォータルールの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. クォータルールを適用するユーザーを選択します。

a. ユーザーの選択 をクリックします。ユーザーの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. ドメイン ドロップダウンメニューで、ユーザーが割り当てられたドメインを選択します。
c. ユーザー フィールドに、ユーザーの正式名かユーザー名の最初の文字を入力します。
d. （オプション）必要に応じて残りのユーザー検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してくださ

い。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンメニューから検索結果の最大数を選択します。

e. 検索 をクリックします。
f. 検索結果からユーザーを選択します。
g. OK をクリックします。

7. ソフトクォータの制限を有効にするには、ソフトクォータ チェックボックスにチェックを付け、警告が発せられるソフトクォータの制限をメガバイト
（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）単位で入力します。

8. ハードクォータの制限を有効にするには、ハードクォータ チェックボックスにチェックを付け、特定のユーザーによる NAS ボリュームへの書き込
みを許可するハードクォータの最大限度をメガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）単位で入力します。

9. OK をクリックします。

特定のグループ内の各ユーザーに対するクォータルールの追加
グループに属する各ユーザーに適用されるクォータを設定します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで クォータ タブを選択します。
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5. グループクォータルールの作成 をクリックします。グループクォータルールの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. グループ内のすべてのユーザー を選択します。
7. クォータルールを適用するグループを選択します。

a. グループの選択 をクリックします。グループの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. ドメイン ドロップダウンメニューで、グループが割り当てられたドメインを選択します。
c. グループ フィールドで、グループの正式名かグループ名の最初の文字を入力します。
d. （オプション）必要に応じて残りのグループ検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してくださ

い。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンメニューから検索結果の最大数を選択します。

e. 検索 をクリックします。
f. 検索結果からグループを選択します。
g. OK をクリックします。

8. ソフトクォータの制限を有効にするには、ソフトクォータ チェックボックスにチェックを付け、警告が発せられるソフトクォータの制限をメガバイト
（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）単位で入力します。

9. ハードクォータの制限を有効にするには、ハードクォータ チェックボックスにチェックを付け、ユーザーによる NAS ボリュームへの書き込みを許可
するハードクォータの最大限度をメガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）単位で入力します。

10. OK をクリックします。

グループ全体に対するクォータルールの追加
グループ内のすべてのユーザーに適用されるクォータを一括して設定します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで クォータ タブを選択します。
5. グループクォータルールの作成 をクリックします。グループクォータルールの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. グループ自体 を選択します。
7. クォータルールを適用するグループを選択します。

a. グループの選択 をクリックします。グループの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. ドメイン ドロップダウンメニューで、グループが割り当てられたドメインを選択します。
c. グループ フィールドで、グループの正式名かグループ名の最初の文字を入力します。
d. （オプション）必要に応じて残りのグループ検索オプションを設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してくださ

い。
返す検索結果の最大数を変更するには、結果最大数 ドロップダウンメニューから検索結果の最大数を選択します。

e. 検索 をクリックします。
f. 検索結果からグループを選択します。
g. OK をクリックします。

8. ソフトクォータの制限を有効にするには、ソフトクォータ チェックボックスにチェックを付け、警告が発せられるソフトクォータの制限をメガバイト
（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）単位で入力します。

9. ハードクォータの制限を有効にするには、ハードクォータ チェックボックスにチェックを付け、指定グループのメンバーによる NAS ボリュームへの
書き込みを許可するハードクォータの最大限度をメガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）単位で入力します。

10. OK をクリックします。

ユーザーまたはグループクォータルールのソフトクォータまたはハードクォータ制限の変更
ユーザーまたはグループクォータルールのソフトクォータまたはハードクォータ制限を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで クォータ タブを選択します。

602 FluidFS NAS ボリューム、共有、およびエクスポート



5. クォータルールを選択し、設定の編集 をクリックします。クォータルール設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. ソフトクォータの制限を変更するには、警告が発せられる新規のソフトクォータの限度をキロバイト（KB）、メガバイト（MB）、ギガバイト

（GB）、またはテラバイト（TB）単位で入力します。
7. ハードクォータの制限を変更するには、ユーザーまたはグループによる NAS ボリュームへの書き込みを許可する新規のハードクォータの最大

限度をキロバイト（KB）、メガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）単位で入力します。
8. OK をクリックします。

ユーザーまたはグループクォータルールのソフトクォータまたはハードクォータ制限の有効化または無効化
ユーザーまたはグループクォータルールのソフトクォータまたはハードクォータ制限を有効または無効にします。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで クォータ タブを選択します。
5. クォータルールを選択し、設定の編集 をクリックします。クォータルール設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. ソフトクォータの制限を有効または無効にします。

• ソフトクォータの制限を有効にするには、ソフトクォータ チェックボックスにチェックを付けます。
• ソフトクォータの制限を無効にするには、ソフトクォータ チェックボックスのチェックを外します。

7. ハードクォータの制限を有効または無効にします。
• ハードクォータの制限を有効にするには、ハードクォータ チェックボックスにチェックを付けます。
• ハードクォータの制限を無効にするには、ハードクォータ チェックボックスのチェックを外します。

8. OK をクリックします。

ユーザーまたはグループのクォータルールの削除
ユーザーまたはグループが利用できる NAS ボリュームの容量を制御する必要がなくなった場合に、ユーザーまたはグループのクォータルールを削除
します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで クォータ タブを選択します。
5. クォータルールを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

ディレクトリクォータルールの作成
クォータルールは、空のディレクトリのみに設定できます。ルールは、設定後に編集または削除できますが、無効にすることはできません。ルールが
削除されると、ディレクトリは元の通常の動作に戻ります。ディレクトリクォータルールを作成するには、次の手順を実行します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、クォータルール、ディレクトリクォータルールの作成 の順にクリックします。ディレクトリクォータルールの作成 ダイアログボックス

が表示されます。
5. ディレクトリフォルダを入力するか、フォルダの選択 をクリックして利用可能なディレクトリのリストを表示します。
6. ソフトクォータの制限を有効にするには、ソフトクォータ チェックボックスにチェックを付け、警告が発せられるソフトクォータの制限をメガバイト

（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）単位で入力します。
7. ハードクォータの制限を有効にするには、ハードクォータ チェックボックスにチェックを付け、ディレクトリツリーへの書き込みを許可するハードクォ

ータの最大限度をメガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）単位で入力します。
8. OK をクリックします。
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クォータディレクトリのソフトクォータ設定またはハードクォータ設定の編集
管理者は、ハードクォータ制限とソフトクォータ制限を有効または無効にしたり、クォータディレクトリのクォータ値を変更したりできます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで クォータ タブを選択します。
5. クォータルールを選択し、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. ソフトクォータルールを削除にするには、ソフトクォータ有効 チェックボックスのチェックを外します。
7. ハードクォータルールを削除にするには、ハードクォータ有効 チェックボックスのチェックを外します。
8. ソフトクォータの制限を変更するには、警告が発せられる新規のソフトクォータの限度をキロバイト（KB）、メガバイト（MB）、ギガバイト

（GB）、またはテラバイト（TB）単位で入力します。
9. ハードクォータの制限を変更するには、NAS ボリュームへの書き込みを許可する新規のハードクォータの最大限度をキロバイト（KB）、メガバ

イト（MB）、ギガバイト（GB）、またはテラバイト（TB）単位で入力します。
10. OK をクリックします。

メモ: 

クォータディレクトリに対するソフトまたはハードクォータの制限値を設定または変更した後、SMB/Windows クライアントに表示される容量
使用量の値はクォータ使用量の関数となりますが、NFS マウントポイントの容量使用量レポートではディレクトリツリー使用量の関数のまま
となります。

クォータディレクトリに対するクォータ設定の削除
管理者は、クォータディレクトリのクォータルールを削除できます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで クォータ タブを選択します。
5. クォータルールを選択し、削除 をクリックします。削除確認 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

データ削減について
FluidFS クラスタでは 2 種類のデータ削減がサポートされます。

• データの重複除外：アルゴリズムを使用して冗長データを除外し、データのコピーが 1 つだけ保存されるようにします。FluidFS クラスタでは、フ
ァイルレベルの重複除外とは対照的な可変サイズのブロックレベルの重複除外または固定サイズのブロックレベルの重複除外が使用されま
す。

• データの圧縮：アルゴリズムを使用して、保存されたデータのサイズを削減します。

データ削減を使用する場合は、次の制限に注意してください。

• データ削減処理の対象となる最小ファイルサイズは 65 KB です。
• クォータは物理容量の消費ではなく論理容量に基づいているため、データ削減はクォータの計算には影響しません。
• データ削減を無効にする場合、デフォルトでは後続の読み取り操作中もデータは削減された状態のままとなります。データ削減を無効にした

ときは、読み取り時のリハイドレートを有効にすることができます。それによって、後続の読み取り操作時にデータのリハイドレーション（データ削
減の反対）が行われます。NAS ボリューム全体をバックグラウンドでリハイドレートすることはできませんが、NAS ボリューム全体を読み取ること
によってこれを実現できます。

• クロスボリュームの重複排除は現時点ではサポートされません。
• データ削減は、ベースクローンおよびクローンのボリュームをサポートしません。
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表 16. FluidFS v6.0 でのデータ削減拡張機能

FluidFS v6.0 以降 FluidFS v5.0 以前

データ削減は NAS クラスタごとに有効になります。 データ削減は NAS ボリュームごとに有効になります。

データ削減は、異なるドメインで作成される、または存在するファイルの
重複排除をサポートします。

データ削減は NAS コントローラごとに適用されます。つまり、異なる 
NAS コントローラで所有されている同じデータの塊は重複とは見なさ
れません。

分散辞書サービスは、（利用可能なシステムのストレージに応じて）容
量がほぼ満杯に達し、サイズが 2 倍になるタイミングを検出します。

辞書のサイズは静的で、最適化エンジンによって参照される固有デー
タの量を制限します。

データ削減有効期間ベースのポリシーとアーカイブモード
デフォルトでは、データ削減処理によるパフォーマンスへの影響を最小限に抑えるために、データ削減は、30 日間アクセスまたは変更されていない
ファイルにのみ適用されます。データ削減をファイルに適用するまでの日数は Storage Manager を使用して設定されます。
デフォルトの日数は 30 に設定されます。FluidFS v5 以前を使用するときは、デフォルトを 5 まで低く変更することができ、データ削減処理を即座
に（アーカイブモード）開始することができます。FluidFS v6 以降、アーカイブモードは使用できません。最後にアクセスされたファイルを除外する 
および 最後に変更されたファイルを除外する のデフォルト値は、アーカイブモードを使用する代わりに 1 日に設定されます。

アーカイブモードの有効化と無効化の詳細については、『Dell FluidFS FS8600 Appliance CLI Reference Guide』（Dell FluidFS FS8600 アプラ
イアンス CLI リファレンスガイド）を参照してください。

データ削減に関する考慮事項
データ削減を有効にする場合、次の要因を考慮します。

• データ削減処理は、削減されたデータに対する読み取り操作のパフォーマンスに 5 ～ 20 % の影響を与えます。通常のデータに対する書き
込み操作または読み取り操作には影響しません。

• Storage Center Data Progression が影響を受けます。データ削減処理後に、Storage Center により、削減されたデータは階層 1 ディスク
に移行されます。

• データ削減処理中に内部トラフィックが増加します。
• アンチウイルススキャンのデータはリハイドレートされます。
• データは、ターゲット NAS ボリュームに複製される前にリハイドレートされます。レプリケーションがすでに設定されている場合は、削減されるデ

ータはすでに複製されています。
• NAS ボリュームのクローンでは、データ削減を有効にできません。
• NAS ボリュームの未使用容量が 5 GB 未満になると、データ削減は自動的に停止します。したがって、NAS ボリュームのサイズ変更操作によ

り、データ削減が誤って停止される場合があります。

データ削減の設定
データ削減は、システムレベルで有効にし、NAS ボリュームごとに設定する必要があります。

FluidFS クラスタのデータ削減の有効化または無効化
データ削減は、データ削減が有効になっている NAS ボリュームで実行する前に、システムレベルで有効にする必要があります。システムパフォーマ
ンスへのデータ削減の処理の影響を最小限に抑えるために、データ削減がピーク時以外に実行されるようスケジュールします。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. NAS ボリューム をクリックします。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 縦型タブの データ削減 をクリックします。
6. FluidFS クラスタのデータ削減を有効または無効にします。

• FluidFS クラスタ上でデータ削減を有効にするには、データ削減の有効化 チェックボックスをオンにします。
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• FluidFS クラスタ上でデータ削減を無効にするには、データ削減の有効化 チェックボックスをオフにします。
7. OK をクリックします。

NAS ボリュームでのデータ削減の有効化
データ削減は、NAS ボリュームごとに有効になります。
前提条件
データ削減を個々の NAS ボリュームで実行できるようにするには、まず、システムレベルでデータ削減を有効にする必要があります。
手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. データ削減 縦型タブ、データ削減有効 チェックボックスの順にクリックします。
6. データ削減方法 フィールドで、実行するデータ削減のタイプ（重複除外 または 重複除外および圧縮）を選択します。重複除外および圧

縮では通常、より多くの容量が確保されますが、データ削減時や、圧縮されたデータの読み取り時に使用するリソースが増加し、パフォーマ
ンスが低下する可能性があります。

7. （オプション）必要に応じて残りのデータ削減の属性を設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してください。
• アクセスされていないファイルにデータ削減を適用するまでの日数を変更するには、最後のアクセスからの最小日数によるファイルの除

外 フィールドに日数を入力します。日数は少なくとも 5 である必要があります。
• アクセスされていないファイルにデータ削減を適用するまでの日数を変更するには、最後の変更からの最小日数によるファイルの除外 

フィールドに日数を入力します。日数は少なくとも 5 である必要があります。
8. OK をクリックします。

NAS ボリュームに対するデータ削減タイプの変更
NAS ボリュームに対するデータ削減タイプ（重複除外 または 重複除外および圧縮 を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. データ削減 縦型タブをクリックします。
6. データ削減方法 フィールドで、実行するデータ削減のタイプ（重複除外 または 重複除外および圧縮）を選択します。重複除外および圧

縮では通常、より多くの容量が確保されますが、データ削減時や、圧縮されたデータの読み取り時に使用するリソースが増加し、パフォーマ
ンスが低下する可能性があります。

7. OK をクリックします。

NAS ボリュームのデータ削減用候補の変更
NAS ボリュームのアクセスまたは変更されていないファイルにデータ削減を適用するまでの日数を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。NAS ボリューム設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. アクセスされていないファイルにデータ削減を適用するまでの日数を変更するには、最後のアクセスからの最小日数によるファイルの除外 フ

ィールドに日数を入力します。日数は少なくとも 5 である必要があります。
6. アクセスされていないファイルにデータ削減を適用するまでの日数を変更するには、最後の変更からの最小日数によるファイルの除外 フィ

ールドに日数を入力します。日数は少なくとも 5 である必要があります。
7. OK をクリックします。
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NAS ボリュームでのデータ削減の無効化
デフォルトでは、NAS ボリュームでのデータ削減を無効にした後、後続の読み取り操作中にデータは削減された状態のままとなります。データ削減
を無効にするときに、読み取り時のリハイドレートを有効にすることができます。それによって、後続の読み取り操作時にデータのリハイドレーション

（データ削減の反対）が行われます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、FluidFS クラスタを選択します。
3. ファイルシステム タブをクリックします。
4. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
5. 右ペインで、データ削減設定の編集 をクリックします。データ削減設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. データ削減 チェックボックスをオフにします。
7. 後続の読み取り操作でデータをリハイドレートするには、読み取り時リハイドレート チェックボックスをオンにします。
8. OK をクリックします。

データ削減量の表示
Storage Manager には、個々の NAS ボリュームと FluidFS クラスタのデータ削減量が表示されます。

FluidFS クラスタのデータ削減量の表示
データ削減の結果として得られた FluidFS クラスタのストレージ容量のサイズ（MB）と割合を表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。データ削減量は、ステータス セクションの右ペインにある データ削減量 フィールドに表示されます。

NAS ボリュームに対するデータ削減量の表示
データ削減処理の結果として得られた NAS ボリュームのストレージ容量（MB 単位）を表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。データ削減量は、右ペインの デー

タ削減量 フィールドに表示されます。
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FluidFS データプロテクション
本項には、FluidFS クラスタデータの保護に関する情報が記載されています。データ保護はあらゆるストレージインフラストラクチャにおいて重要で
あり、不可欠な役割を担います。この作業は、Dell Storage Manager Client を使用して実行されます。

アンチウイルスの管理
FluidFS クラスタのアンチウイルスサービスは、SMB 共有に保存されたファイルのリアルタイムアンチウイルススキャンを提供します。このアンチウイル
スサービスは、SMB 共有にのみ適用されます。NFS はサポートされません。スキャン操作は、アンチウイルスサーバーの可用性を前提として、クラ
イアントに対して透過的に行われます。
ファイルは、クライアントがファイルの読み取りまたは実行を試みるときにスキャンされます。

アンチウイルスサービスは、次の 2 つのコンポーネントで構成されています。

• アンチウイルスサーバー - サポートされているサードパーティの ICAP 有効アンチウイルスアプリケーションを実行して、FluidFS クラスタにアンチウ
イルススキャンサービスを提供している、1 つ、または複数のネットワークアクセス可能コンピュータ。

• スキャンから除外するファイル拡張子およびディレクトリ、アンチウイルススキャンのファイルサイズしきい値、およびファイルサイズしきい値よりも大
きいファイルを許可または拒否するかどうかを指定する、FluidFS クラスタのアンチウイルススキャンポリシー。

SMB 共有クライアントが FluidFS クラスタからのファイルを要求すると、クラスタはファイルをアンチウイルスサーバーに渡してスキャンし、次のいずれ
かの処置を取ります。

• ファイルがウイルスに感染していなければ、FluidFS クラスタはクライアントのアクセスを許可します。FluidFS クラスタは、最後のチェック以降に修
正されていない限り、そのファイルを再びスキャンすることはありません。

• ファイルが感染している場合は、FluidFS クラスタはクライアントのアクセスを拒否します。クライアントにはファイルが感染していることはわかりま
せん。したがって、次のように処理されます。

– ファイルにアクセスしようとした場合にファイルが欠落していると、クライアントのコンピュータによっては、システム固有の file not 
found 状態が返されます。

– アクセス拒否は、ファイル権限の問題として解釈される可能性があります。

図 57. アンチウイルススキャン

感染していないファイルを回復したり、感染したファイルにアクセスして処理したりできるのは、ストレージ管理者のみです。感染したファイルにアクセ
スするには、アンチウイルスサービスが無効になっている別の SMB 共有を介して、SMB 共有に接続する必要があります。そうしないと、FluidFS ク
ラスタはファイルが感染していると認識し、アクセスを拒否します。また、NFS はアンチウイルスをサポートしていないので、NFS エクスポートを介して
ファイルにアクセスすることもできます。

FluidFS クラスタとアンチウイルスサーバー間のファイル転送は暗号化されないため、通信を保護または制限する必要があります。
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サポート対象のアンチウイルスアプリケーション
サポートされているアンチウイルスアプリケーションの最新のリストについては、『DellDell Fluid File System Version 5 Support Matrix』（Dell Fluid 

ファイルシステムバージョン 5 サポートマトリクス）を参照してください。

アンチウイルススキャンの設定
アンチウイルススキャンを実行するには、アンチウイルスサーバーを追加し、SMB 共有単位でアンチウイルススキャンを有効にする必要があります。

メモ: 外部サービスのいずれかが IPv6 リンクローカルアドレスで設定されている場合、モニターは常にこれらのサービスを 使用不能 と
して表示します。

アンチウイルスサーバーの追加
1 つまたは複数のアンチウイルスサーバーを追加します。ウイルススキャンの高可用性を実現し、ファイルアクセスのレイテンシを低減できるよう、複
数のアンチウイルスサーバーを追加します。NAS アンチウイルスは、スキャン操作をアンチウイルスサーバーに割り当て、使用可能な最大限のスキ
ャン帯域幅を確保します。使用可能なアンチウイルスサーバーが少ないほど、ファイルのスキャンの所要時間が長くなります。
前提条件
• アンチウイルスサーバーはネットワークからアクセスできる必要があります。このサーバーは、FluidFS クラスタと同じサブネット上に配置する必要

があります。
• アンチウイルスサーバーは、ICAP を有効にしたサポート対象のアンチウイルスアプリケーションを実行する必要があります。
• アンチウイルスサーバーが存在し、動作している必要があります。サーバーを使用できない場合、クライアントに対するファイルアクセスは拒否さ

れます。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、データプロテクション を選択します。
4. 右ペインで アンチウイルス タブをクリックします。
5. アンチウイルススキャナーの追加 をクリックします。アンチウイルススキャナーの追加 ダイアログボックスが表示されます。
6. 名前 フィールドに、アンチウイルスサーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。
7. ポート フィールドで、FluidFS クラスタがアンチウイルスサーバーへの接続に使用するポートを入力します。デフォルトポート番号は 1344 です。
8. OK をクリックします。

アンチウイルスサーバーの削除
アンチウイルスサーバーが使用できなくなった場合にこれを削除します。
前提条件
アンチウイルスサーバーが 1 台のみの場合は、すべての SMB 共有でアンチウイルススキャンを無効にするまで、そのサーバーを削除することはでき
ません。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、データプロテクション を選択します。
4. 右ペインで アンチウイルス タブをクリックします。
5. アンチウイルスサーバーを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

SMB 共有に対するアンチウイルススキャンの有効化または無効化
アンチウイルススキャンは、SMB 共有単位で有効または無効になります。
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前提条件
SMB 共有に対してアンチウイルススキャンを有効にするには、まず、アンチウイルスサーバーを設定する必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、SMB 共有 を選択します。
4. 右ペインで、SMB 共有を選択して、設定の編集 をクリックします。SMB 共有設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. SMB 共有設定の編集 のナビゲーションペインで、アンチウイルススキャナー を選択します。
6. ウイルススキャンを有効または無効にするには、次の手順を実行します。

• ウイルススキャンを有効にするには、有効 チェックボックスをオンにします。
• ウイルススキャンを無効にするには、有効 チェックボックスをオフにします。

7. （オプション）ウイルススキャンを有効にしている場合は、必要に応じて残りのアンチウイルススキャンの属性を設定します。これらのオプションに
ついては、オンラインヘルプを参照してください。
• アンチウイルススキャンからディレクトリを除外するには、フォルダのフィルタリング チェックボックスをオンにし、スキャンから除外されたディレ

クトリ リストでディレクトリを指定します。
• アンチウイルススキャン対象からファイル拡張子を除外するには、ファイル拡張子のフィルタリング チェックボックスをオンにし、スキャンから

除外された拡張子 リストで拡張子を指定します。
• アンチウイルススキャンに含まれるファイルの最大サイズを変更するには、スキャンするファイルサイズの上限 フィールドに、サイズをメガバ

イト（MB）、ギガバイト（GB）、テラバイト（TB）、またはペタバイト（PB）単位で入力します。
• 指定されたアンチウイルススキャンのファイルサイズしきい値よりも大きいファイルへのアクセスを拒否するには、スキャンされていないファイ

ルへのアクセスを拒否する チェックボックスをオンにします。
8. OK をクリックします。

SMB 共有に対するアンチウイルススキャンのファイルサイズしきい値の変更
SMB 共有に対するアンチウイルススキャンに含まれるファイルの最大サイズを変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、SMB 共有 を選択します。
4. 右ペインで、SMB 共有を選択して、設定の編集 をクリックします。SMB 共有設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. SMB 共有設定の編集 のナビゲーションペインで、アンチウイルススキャナー を選択します。
6. スキャンするファイルサイズの上限 フィールドに、ファイルサイズをメガバイト（MB）、ギガバイト（GB）、テラバイト（TB）、ペタバイト（PB）

単位で入力します。
7. OK をクリックします。

SMB 共有に対するアンチウイルススキャンでのファイル拡張子およびディレクトリの包含または除外
SMB 共有のすべてのファイル拡張子およびディレクトリに対してアンチウイルススキャンを実行するかどうか、または、アンチウイルススキャンから一部
のファイル拡張子およびディレクトリを除外するかどうかを指定します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、SMB 共有 を選択します。
4. 右ペインで、SMB 共有を選択して、設定の編集 をクリックします。SMB 共有設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. SMB 共有設定の編集 の縦型ナビゲーションパネルで、アンチウイルススキャナ を選択します。
6. すべてのファイル拡張子に対してアンチウイルススキャンを実行するかどうか、または、アンチウイルススキャンから指定のファイル拡張子を除外

するかどうかを指定します。
• すべてのファイル拡張子に対するアンチウイルススキャンを実行するには、ファイル拡張子のフィルタリング チェックボックスをオフにします。
• アンチウイルススキャンから指定したファイル拡張子を除外するには、ファイル拡張子のフィルタリング チェックボックスをオンにします。

7. アンチウイルススキャンから除外するファイル拡張子を指定するには、ファイル拡張子 フィールドでファイル拡張子を追加または削除します。
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• アンチウイルススキャンの除外リストにファイル拡張子を追加するには、ファイル拡張子 テキストフィールドにファイル拡張子（docx など）
を入力し、追加 をクリックします。

• アンチウイルススキャンの除外リストからファイル拡張子を削除するには、ファイル拡張子を選択し、削除 をクリックします。
8. すべてのディレクトリに対してアンチウイルススキャンを実行するかどうか、または、アンチウイルススキャンから指定のディレクトリを除外するかどう

かを指定します。
• すべてのディレクトリに対するアンチウイルススキャンを実行するには、フォルダのフィルタリング チェックボックスをオフにします。
• アンチウイルススキャンから指定したディレクトリを除外するには、フォルダのフィルタリング チェックボックスをオンにします。

9. アンチウイルススキャンから除外するディレクトリを指定するには、アンチウイルススキャンの除外リストでディレクトリを追加または削除します。
• ディレクトリをブラウズして、アンチウイルススキャンから除外するディレクトリの場所を指定するには、選択 をクリックします。フォルダの選択 

ダイアログボックスが開き、SMB 共有用の最上位のフォルダが表示されます。除外するフォルダを検索して選択し、OK をクリックして フォ
ルダの選択 ダイアログボックスを閉じてから、追加 をクリックします。

– 特定のフォルダにドリルダウンを行い、サブフォルダを表示するには、フォルダ名をダブルクリックします。
– 特定のフォルダの親フォルダを表示するには、上へ をクリックします。

• アンチウイルススキャンから除外するディレクトリを入力するには、フォルダ テキストフィールドにディレクトリ（たとえば、/folder/
subfolder）を入力し、追加 をクリックします。

• アンチウイルススキャンの除外リストからディレクトリを削除するには、ディレクトリを選択して 削除 をクリックします。
10. OK をクリックします。

スキャンからのファイルおよびディレクトリパスの除外
どのファイルとディレクトリパスがスキャンされるかは、次のように制御することができます。

• スキャンから除外されるファイル拡張子：docx など、スキャンから除外するファイル拡張子（ファイルタイプ）を指定します。
• スキャンから除外されるディレクトリ：/tmp/logs など、スキャンから除外するディレクトリパスを指定します（またはフォルダとサブフォルダ）。

アンチウイルスのイベントの表示
アンチウイルススキャンに関連するイベントは、Storage Manager を使用して表示することができます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. 概要 タブをクリックします。Recent Events（最近のイベント） 領域にアンチウイルススキャンイベントが表示されます。

スナップショットの管理
スナップショットは、NAS ボリュームデータの読み取り専用のポイントインタイムコピーです。ストレージ管理者は、必要に応じてスナップショットから 
NAS ボリュームを復元できます。また、クライアントは、ストレージ管理者の操作を必要とせずに簡単にスナップショット内のファイルを取得できま
す。
スナップショットでは、書き込み時にリダイレクトメソッドを使用して NAS ボリューム変更を追跡します。つまり、スナップショットは変更セットをベース
とします。NAS ボリュームの最初のスナップショットが作成されると、ベースラインスナップショットの後に作成されたすべてのスナップショットには、前の
スナップショットから変更された部分が含まれます。

スナップショットを作成するタイミングやスナップショットの保存期間など、スナップショットの作成に関してさまざまなポリシーを設定できます。たとえ
ば、チャーンレートの高いミッションクリティカルなファイルは 30 分ごとにバックアップする必要があるのに対し、アーカイブ共有は 1 日 1 回のバックアッ
プで十分な場合があります。

VM 整合スナップショットを使用するために NAS ボリュームを設定している場合、スケジュール済み、マニュアル、レプリケーション、または NDMP な
どの各スナップショット作成操作では、VMware サーバーで自動的にスナップショットを作成します。この機能を使用すると、VM を NAS ボリューム
のスナップショットが作成される前の状態に復元できます。

スナップショットは NAS ボリューム上の容量を消費することから、NAS ボリュームにユーザーデータとスナップショットの両方を確保するために十分な
空き容量が常に存在するように NAS ボリュームの使用可能容量を監視し、スナップショットをスケジュールして保持します。また、スナップショットが 
NAS ボリューム容量を大幅に消費しているときに通知が行われるように、スナップショット容量消費量アラートを有効にします。
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FluidFS クラスタは、次の場合に NAS ボリュームのスナップショットから 1 つ、または複数を自動的に削除します。

• NAS ボリュームを削除すると、FluidFS クラスタは NAS ボリュームのすべてのスナップショットを削除します。
• NAS ボリュームをスナップショットから復元すると、FluidFS クラスタは、NAS ボリュームを復元した元のスナップショットの後に作成されたスナップ

ショットをすべて削除します。

専用 FluidFS リプレイプロファイル
FluidFS 展開の場合、Storage Manager は FluidFS LUN（ストレージボリューム）に自動的に割り当てられている、専用の FluidFS リプレイを作
成します。プロファイル設定はデフォルトの 毎日 に設定され、保持ポリシーは 25 時間後に削除されます。

オンデマンドスナップショットの作成
NAS ボリュームのスナップショットを作成して、スケジュールされたデータの即時ポイントインタイムコピーを作成します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、スナップショットとクローン タブをクリックします。
5. スナップショットの作成 をクリックします。スナップショットの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. スナップショット名 フィールドにスナップショットスケジュールの名前を入力します。
7. （オプション）必要に応じて残りのスナップショットの属性を設定します。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してください。

• スナップショットを無期限に保持するには、満期を有効にする チェックボックスのチェックを外します。
• スナップショットを将来的に期限切れにするには、満期を有効にする チェックボックスにチェックを付けて、スナップショットを期限切れにする

日時を指定します。
8. OK をクリックします。

スケジュールされたスナップショットの管理
スナップショットを定期的に生成するようにスケジュールを作成できます。システムパフォーマンスに対するスナップショットの処理の影響を最小限に
するために、スナップショットはオフピーク時にスケジュールします。スナップショットスケジュールによって作成されたスナップショットは、次のフォーマット
で名前が付けられます。<snapshot_schedule_name>_YYYY_MM_DD__HH_MM

NAS ボリュームに対するスナップショットスケジュールの作成
NAS ボリュームのスナップショットスケジュールを作成して、スケジュールされたデータのポイントインタイムコピーを作成します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、FluidFS クラスタを選択します。
3. ファイルシステム タブをクリックします。
4. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
5. 右ペインで、スナップショットとクローン タブをクリックします。
6. スナップショットスケジュールの作成 をクリックします。スナップショットスケジュールの作成 ダイアログボックスが表示されます。
7. スケジュール名 フィールドにスナップショットスケジュールの名前を入力します。
8. スナップショットを作成するタイミングを指定します。

• 一定期間に基づいてスナップショットを作成するには、次の頻度でスナップショットを作成する オプションを選択し、頻度を分、時間、
日、または週単位で入力します。

• 日付と時刻に基づいてスナップショットを作成するには、次の日時でスナップショットを作成する オプションを選択し、日付と時刻を選択
します。

9. （オプション）必要に応じて、残りのスナップショットスケジュールの属性を設定します。レプリケーションには、3 つの異なるスナップショット保持ポ
リシー、同一（デフォルト）、履歴なし、および 日単位の保持期間でアーカイブ があります。これらのオプションの詳細については、オンラインヘ
ルプを参照してください。
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• スナップショットスケジュールによって作成されるすべてのスナップショットを無期限に維持するには、次の頻度でスナップショットを作成す
る オプションの選択を解除します。

• スナップショットスケジュールによって作成されるスナップショットの保存期限を後に期限切れにするには、次の頻度でスナップショットを作
成する オプションを選択し、スナップショットの保存期間を分、時間、日、または週単位で指定します。

Storage Manager には、次の期間の各スナップショットを維持する チェックボックスがあります。有効にすると、分、時間、日、または週の値
を指定できます。

10. OK をクリックします。

スナップショットスケジュールに対するスナップショット頻度の変更
スナップショットスケジュールでスナップショットを作成する頻度を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、スナップショットとクローン タブをクリックします。
5. スナップショットスケジュールを選択し、設定の編集 をクリックします。スナップショットスケジュールの編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. スナップショットを作成するタイミングを指定します。

• 一定期間に基づいてスナップショットを作成するには、次の頻度でスナップショットを作成する オプションを選択し、頻度を分、時間、
日、または週単位で入力します。

• 日付と時刻に基づいてスナップショットを作成するには、次の日時でスナップショットを作成する オプションを選択し、日付と時刻を選択
します。

7. OK をクリックします。

スナップショットスケジュールに対する保持ポリシーの変更
スナップショットスケジュールによって作成されるすべてのスナップショットを保持するかどうか、または一定期間後にスナップショットを期限切れにする
かどうかを設定します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、スナップショットとクローン タブをクリックします。
5. 設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. 保持ポリシーを指定します。

メモ: 現在のスナップショットを使用しているレプリケーション — ボリュームの新しいレプリケーションの設定に影響する「アーカイ
ブ」保持ポリシーのオプション。これにより、以前のすべてのスナップショットからではなく、現在のスナップショットを使用して複製す
ることができます。

• スナップショットを無期限に保持するには、アーカイブ セクションで 満期を有効にする チェックボックスをオフにします。
• スナップショットを将来的に期限切れにするには、アーカイブ セクションの 満期を有効にする チェックボックスをオンにして、スナップショット

を期限切れにする日時を指定します。
7. OK をクリックします。

スナップショットスケジュールの削除
スケジュールされたデータのポイントインタイムコピーが不要になった場合は、スナップショットスケジュールを削除します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで スナップショットとクローン タブをクリックし、スナップショットスケジュールを選択します。
5. 削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
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6. OK をクリックします。

スナップショットの変更および削除
オンデマンドで、またはスケジュールによって作成されたスナップショットを管理します。

スナップショットの名前変更
スナップショットの名前を変更するには：

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで スナップショットとクローン タブをクリックします。
5. スナップショットを選択し、設定の編集 をクリックします。スナップショット設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. 名前 フィールドに、スナップショットの新しい名前を入力します。
7. OK をクリックします。

スナップショットに対する保持ポリシーの変更
スナップショットを無期限に維持するか、または一定期間後に期限切れとするかどうかを指定します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで スナップショットとクローン タブをクリックします。
5. スナップショットを選択し、設定の編集 をクリックします。スナップショット設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. 次の保持ポリシーを指定します。

• スナップショットを無期限に保持するには、満期を有効にする チェックボックスのチェックを外します。
• スナップショットを将来的に期限切れにするには、満期を有効にする チェックボックスにチェックを付けて、スナップショットを期限切れにする

日時を指定します。
7. OK をクリックします。

スナップショットの削除 
データのポイントインタイムコピーが不要になった場合は、スナップショットを削除します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで スナップショットとクローン タブをクリックします。
5. スナップショットを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

スナップショットからのデータの復元
データの復元には次の 2 つの方法があります。

• 個々のファイルの復元：スナップショットが作成された後、FluidFS クラスタはスナップショットに含まれるファイルのコピーを含むクライアントアクセ
ス可能なスナップショットのディレクトリを作成します。クライアントは、ストレージ Administrator の操作を必要とせずにコピーアンドペーストを使
用してスナップショットから個々のファイルを簡単に復元できます。この方法は、個々のファイルの日常的な復元処理に役立ちます。

• スナップショットからの NAS ボリュームの復元：ストレージ Administrator は、既存のスナップショットの時点に状態を戻すことによって、NAS 
ボリューム全体を復元できます。この方法は、アプリケーションエラーまたはウィルス攻撃が発生した場合に役立ちます。
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スナップショットでは、アクティブなファイルシステムと同じセキュリティ方式が維持されます。したがって、スナップショットを使用している場合でも、クラ
イアントがアクセスできるのは、現在の許可に基づいた自身のファイルだけです。特定のスナップショットにアクセスするときに使用できるデータは、特
定の共有およびそのサブディレクトリのレベルにあるため、ユーザーはファイルシステムの他の部分にはアクセスできません。

使用可能なスナップショットの表示
データの復元に使用できるスナップショットの表示

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで スナップショットとクローン タブをクリックします。スナップショットが スナップショット リストに表示されます。

スナップショットからの NAS ボリュームの復元
ストレージ管理者は NAS ボリューム全体をスナップショットから復元できます。復元された NAS ボリュームには、スナップショットが作成されたときに
存在していたすべての NAS ボリュームデータが含まれます。復元された NAS ボリューム内の各ファイルには、スナップショットを作成（またはスケジュ
ール）したときに存在していた、許可や時刻などのプロパティが設定されます。
前提条件
スナップショットから NAS ボリュームを復元した後：

• FluidFS クラスタは、NAS ボリュームを復元した元のスナップショットの後に作成されたスナップショットを削除します。NAS ボリュームを復元した
元のスナップショットよりも前に作成されたスナップショットには影響しません。

• NAS ボリュームの現在の SMB クライアントは、自動的に切断されます。
• NAS ボリュームの現在の NFS クライアントは、stale NFS file handle というエラーメッセージを受信します。NFS エクスポートをマウ

ント解除してから、再びマウントする必要があります。

注意: この復元操作は元に戻せません。スナップショット作成時から復元操作の完了時までに作成または変更されたデータは、完全に
消去されます。スナップショットから NAS ボリュームを復元する場合は、あらかじめすべての影響を理解しておいてください。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、スナップショットとクローン タブをクリックします。
5. スナップショットを選択し、NAS ボリュームの復元 をクリックします。NAS ボリュームの復元 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

オプション 1 - UNIX、Linux、 または Windows を使用したファイルの復元
この復元オプションを選択すると、コピーアンドペーストを使用してスナップショットからファイルを復元できます。

1. NFS エクスポートまたは SMB 共有にアクセスします。
2. .snapshots ディレクトリにアクセスします。
3. 作成の時間に基づいてスナップショットを検索します。
4. ファイルを元の場所にコピーします。

オプション 2 - Windows のみを使用したファイルの復元
スナップショットは、Windows のシャドウコピーおよび前バージョンの機能に統合されています。この復元オプションにより、クライアントで前バージョン
を使用してファイルを復元できます。

1. ファイルを右クリックし、プロパティ を選択して、前のバージョン タブをクリックします。使用可能な前のバージョンのファイルを含むリストが表示
されます。

2. 復元するバージョンをクリックしてから、復元 をクリックします。
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自己復元の無効化
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. NAS ボリュームを選択し、設定の編集 をクリックします。
4. 左ナビゲーションペインの セキュリティ を選択します。
5. ユーザーにスナップショットのコンテンツへのアクセスを許可するには、スナップショットのコンテンツへのアクセス チェックボックスを有効にしま

す。ユーザーがスナップショットのコンテンツにアクセスできないようにするには、スナップショットのコンテンツへのアクセス チェックボックスをオフに
します。

6. OK をクリックします。

NDMP の管理
FluidFS クラスタは、Network Data Management Protocol（NDMP）をサポートします。このオープン標準プロトコルにより、FluidFS クラスタの 
NAS ボリュームを含むネットワーク接続ストレージに対するバックアップ操作が容易になります。NDMP は、長期保持期間を伴う週ごとのバックアッ
プなど、長期的なデータ保護に使用します。
FluidFS クラスタはリモートおよび 3 ウェイバックアップアーキテクチャの実装をサポートします。ここで、サポート対象である外部のデータ管理アプリケ
ーション（DMA）サーバーは FluidFS クラスタとストレージデバイス間のデータ転送を仲介します。FluidFS クラスタはフル、差分、増分、NDMP レ
ベルベースのバックアップ（レベル 0-9）、完全、増分 / 差分トークンベースのバックアップ、およびダイレクトアクセスリカバリ（DAR）をサポートしま
す。FluidFS クラスタは、NDMP バージョン 2、3、および 4（デフォルトモード）をサポートします。

FluidFS クラスタには、次の操作を担う NDMP サーバーが含まれます。

• DMA サーバーから送信されるすべての NDMP バックアップおよび復元要求の処理
• DMA サーバーへのすべての NDMP 応答および通知メッセージの送信
• リモート NDMP テープまたはデータサーバーとの間のネットワークを介したデータの転送

NDMP サーバーは、XDR エンコード TCP（伝送コントロールプロトコル）データストリームを介して DMA サーバーやその他の NDMP デバイスとの
すべての通信を処理します。

NDMP サーバーは、２ つのバックアップタイプをサポートします。

• dump：i ノードベースの NDMP ファイル履歴を生成します。
• tar：パスベースの NDMP ファイルを生成します。

バックアップタイプは、NDMP 環境変数 TYPE によって制御されます。両方のバックアップタイプは同じ機能をサポートしますが、tar バックアップタ
イプでは、特定の DMA サーバーに関する情報をより効率的に処理できる場合があります。

増分バックアップ
バックアップが実行されるたびに、NDMP サーバーはバックアップのタイムスタンプを保存します。NDMP サーバーは、増分バックアップを実行すると
きに、以前の完全または増分バックアップに保存されたタイムスタンプを使用して、ファイルまたはディレクトリを含める必要があるかどうかを判断しま
す。

サポートされているバックアップタイプ（dump および tar）はいずれも増分バックアップに対応します。バックアップターゲットディレクトリを移動するア
ルゴリズムは同じです。ただし、i ノードベースのファイル履歴生成には DAR をサポートするための異なる要件があるため、生成されるバックアップデ
ータストリームが異なります。

• dump：アクセスされる各ディレクトリがバックアップされ、ファイル履歴エントリが生成されます。ディレクトリが変更されたかどうかは関係ありませ
ん。

• tar：変更されたディレクトリのみがバックアップされ、ファイル履歴エントリが生成されます。
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したがって、tar を使用してバックアップされたデータの量は、dump バックアップよりも少なくなります。サイズの違いは、バックアップデータセット内のデ
ィレクトリ数によって異なります。

NDMP 2 ウェイバックアップ
FluidFS は、物理的にまたは高速内部ネットワーク経由で、テープデバイスがデータホストに直接接続されている 2 ウェイ NDMP 構成をサポート
します。データサービスとテープサービスの両方が同一の NDMP サーバー上にあり、データ接続は、NDMP サーバーに内蔵されます。データとテー
プ制御コマンドの両方が、DMA から NDMP サーバーへの 1 つの制御接続を通じて通信されます。

メモ: iSCSI ソリューションは直接接続 NDMP の機能をサポートしていません。

図 58. 2 ウェイ構成

メモ: コントローラがテープへの接続を失った場合、コントローラに割り当てられている NDMP セッションは失敗します。

NDMP 2 ウェイバックアップの設定と調整
テープ接続
すべての NAS コントローラで、FC 接続のテープドライブが HBA に認識されるようにゾーニングを定義する必要があります。各バックアップに使用す
るポートを選択して HBA ポートの間で負荷を分散できるように、ドライブをすべての HBA ポートを介して使用できるようにする必要があります。

メモ: Linux マルチパスドライバは文字デバイスをサポートしていないため、テープデバイスをマルチパス構成にすることはできません。各
バックアップジョブに特定の HBA ポートを使用する、特定の SCSI デバイスを選択する必要があります。

テープデバイスの追加

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、データプロテクション をクリックします。
4. バックアップ タブをクリックし、テープデバイス まで下方向にスクロールします。
5. テープデバイスの作成 をクリックします。テープデバイスの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. テープデバイスの 物理 ID と 名前 を入力します。
7. OK をクリックします。
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ハードリンクの処理
NDMP バックアップは、デフォルトで最も効率的な方法でハードリンクファイルを処理します。つまり、ハードリンクファイルのデータコンテンツがバックア
ップされるのは、一回限りです。バックアップ操作で最初のハードリンクファイルが検出され、コンテンツがバックアップされると、バックアッププロセスによ
り、そのファイルの i ノード番号が記憶されます。その結果、バックアップ操作で同じ i ノード番号のファイルが検出された場合は、ヘッダーのみがバッ
クアップされます。このバックアップデータストリームが復元されると、ハードリンクファイルはハードリンクファイルとして回復されます。

このバックアップモードでは、復元対象として選択したファイルまたはディレクトリ内にバックアップ時に検出された最初のインスタンスではないハードリ
ンクファイルが含まれているときに選択的復元を実行すると問題が生じる場合があります。この場合、復元が失敗し、選択的復元にも含まれる
必要のあるファイルの最初のインスタンスを示す NDMP メッセージが DMA サーバーに送信されます。

この問題を回避するには、バックアップ中における動作を変更します。バックアップが Y に設定されている環境変数 DEREF_HARD_LINK で始ま
る場合、ハードリンクファイルの最初のインスタンスだけをバックアップするのではなく、ハードリンクファイルのすべてのインスタンスが通常のファイルであ
るかのようにバックアップされます。この場合、選択的復元には常にファイルデータが含まれます。このオプションの欠点は、バックアップに時間がかか
り、ハードリンクファイルを伴うデータセットのバックアップ用に必要な容量が増えることです。

NDMP を使用した NAS ボリュームデータのバックアップ
FluidFS クラスタでは、バックアップ操作専用の IP アドレスを使用しません。設定済みのクライアントネットワークアドレスは使用できます。データは 
Ethernet を介して送信されます。複数の NDMP バックアップ / 復元セッションは、NAS コントローラ 1 台あたり、最大 48 セッションで同時に実
行できます。システムパフォーマンスに対する NDMP バックアップ処理の影響を最小限にするため、NDMP 操作はオフピーク時にスケジュールして
ください。
このタスクについて
FluidFS クラスタで NDMP を設定した後、NDMP サーバはクライアントネットワークで DMA サーバからのバックアップ要求を監視します。その後、
DMA サーバは、バックアップを目的とし、バックアップ操作を開始する NAS ボリュームにアクセス（マウント）します。

図 59. NDMP バックアップ

NDMP を使用して NAS ボリュームデータをバックアップする場合は、次の考慮事項に注意してください。

• NDMP は高可用性（HA）を提供しません。接続損失によってバックアップセッションが中断されると、セッションは終了します。
• 現在のバックアップセッションの一時的なスナップショットを手動で削除することはできず、実行するとただちにセッションが終了します。
• バックアップセッションがエラーで終了すると、一時的なスナップショットはそのまま残ることがありますが、自動的に削除されます。

次の手順では、NDMP を使用した NAS ボリュームデータのバックアッププロセスについて説明します。

手順
1. DMA サーバは、FluidFS クラスタの IP アドレスへの接続を作成します。
2. FluidFS クラスタ上の NDMP サーバは、DMA サーバがバックアップに指定した各 NAS ボリュームの一時スナップショットを作成します。また、

レプリケーションのターゲット NAS ボリュームのバックアップを実行する際に、FluidFS クラスタは専用の NDMP スナップショットを作成しませ
ん。その代わりに、前回成功したレプリケーションからベースのレプリカスナップショットを使用します。
一時 NDMP スナップショットは、次のフォーマットを使用して名前が付けられます。
ndmp_backup_session_id_controller_number

3. NDMP サーバによって、NAS ボリュームデータが DMA サーバにコピーされます。
4. データの受信後、DMA サーバはローカルディスクやテープデバイスなどのストレージデバイスにデータを移動します。
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5. バックアップ完了後、NMDP サーバは一時スナップショットを削除します。

NDMP 環境変数
NDMP 環境変数は、バックアップおよび復元セッションごとの NDMP サーバーの動作を制御するメカニズムです。次の表に、サポートされている環
境変数をまとめます。
DMA サーバーがこれらの環境変数の設定をサポートしているかどうかを確認するには、お使いの DMA サーバーのマニュアルを参照してください。
DMA サーバーで所定の環境変数を設定できない場合、NDMP サーバーはデフォルト値で動作します。

環境変数 説明 用途 デフォルト値
TYPE バックアップおよび復元アプリケーションのタイプを指定します。有効な値は次

のとおりです。
• dump：NDMP サーバーは i ノードベースのファイル履歴を生成します。
• tar：NDMP サーバーはファイルベースのファイル履歴を生成します。

バックアップ
と復元

dump

FILESYSTEM バックアップに使用されるパスを指定します。このパスはディレクトリである必要
があります。

バックアップ なし

レベル バックアップ動作のダンプレベルを指定します。有効な値は 0～9 です。 バックアップ 0

HIST ファイル履歴の生成方法を指定します。有効な値は次のとおりです。
• d：ノード /dir 形式のファイル履歴が生成されることを指定します。
• f：ファイルベースのファイル履歴が生成されることを指定します。
• y：デフォルトのファイル履歴タイプ（ノード /dir 形式）が生成されること

を指定します。
• n：ファイル履歴が生成されないことを指定します。

バックアップ y

DIRECT 復元が直接アクセス検索であるかどうかを指定します。有効な値は Y および 
N です。

バックアップ
と復元

Y

UPDATE（アップデート） バックアップ操作のダンプレベルとダンプ時刻を NDMP サーバーで更新し、後
続のバックアップが前のバックアップのダンプレベルを参照できるようにするかど
うかを指定します。有効な値は Y および N です。

バックアップ Y

EXCLUDE バックアップしないディレクトリ名およびファイル名に一致するパターンを指定し
ます。この環境変数は、カンマで区切られた文字列のリストです。各エントリ
は、バックアップ時に検出されたノードと照合されます。文字列には、ワイルド
カード文字としてアスタリスク（*）を含めることができますが、アスタリスクはパ
ターンの先頭または最後の文字にする必要があります。最大 32 個のコンマ
区切り文字列がサポートされています。

バックアップ デフォルトでは
除外パターンは
指定されませ
ん。

RECURSIVE 復元を再帰的にするかどうかを指定します。有効な値は Y および N です。
この環境変数を N に設定すると、復元ターゲットの直下のファイルのみが復
元されます。

復元 Y

RESTORE_OVERWRITE 復元動作により、既存のファイルをバックアップデータで上書きするかどうかを
指定します。有効な値は Y および N です。

復元 Y

LISTED_INCREMENTAL 増分バックアップ間で削除されたファイルやディレクトリを復元操作で処理で
きるよう、追加のディレクトリリストを増分バックアップ中にバックアップストリー
ムに追加するかどうかを指定します。この環境変数は、tar アプリケーションの
「表示された増分」オプションに似た動作を制御します。有効な値は Y およ
び N です。

バックアップの実行中にこの変数が Y に設定されている場合は、追加のディ
レクトリリストがバックアップデータストリームに追加されます。追加処理が必
要であるため、このオプションはバックアップデータストリームのサイズとパフォー
マンスに影響する可能性があります。

バックアップ
と復元

N
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環境変数 説明 用途 デフォルト値
復元の実行中にこの変数が Y に設定され、この変数が Y に設定されてい
る状態でバックアップデータストリームが生成されると、NDMP サーバーは、増
分バックアップ間で削除されるファイルとディレクトリの削除を処理します。この
変数を Y に設定するには、追加の処理時間が必要であり、バックアップデー
タストリームのサイズも増加します（増加分のサイズはバックアップデータセット
の要素の数によって異なります）。この機能が環境において重要でない場合
は、この変数を設定しないようにしてください。

BASE_DATE トークンベースのバックアップが実行されるかどうかを指定します。トークンベー
スのバックアップは、LEVEL 環境変数を使用したバックアップに代わるものとし
て Tivoli Storage Manager によって使用されます。有効な値は次のとおりで
す。
• -1：トークンベースのバックアップが無効であることを指定します。
• 0：トークンベースバックアップが実行されることを指定します。バックアップ

の完了後、DUMP_DATE 環境変数を使用することによってトークンを
取得することができます。このトークンは BASE_DATE の値として後続の
バックアップで渡すことができます。この場合に実行されるバックアップは、
トークンが生成された時刻に関連する増分バックアップとなります。

バックアップ -1

DEREF_HARD_LINK 同一ファイルのすべてのインスタンスに対して、ハードリンクファイルのデータコン
テンツをバックアップするかどうかを指定します。有効な値は Y および N で
す。

バックアップ N

対応 DMA サーバー
対応 DMA サーバーの最新のリストについては、『Dell Fluid File System Version 5 Support Matrix』（Dell Fluid File System バージョン 4 サポ
ートマトリクス）を参照してください。

NDMP の設定
NDMP バックアップを開始するには、まず、DMA サーバーを追加して、NDMP ユーザー名、パスワード、およびクライアントポートを設定する必要
があります。

DMA サーバーの追加または削除
1 つ、または複数の DMA サーバーを設定し、そこから NDMP サーバーが NAS ボリュームのバックアップ要求を処理できるようにします。任意の台
数の DMA サーバーが、どの時点でもバックアップを実行できます。
前提条件
• DMA サーバーはネットワークからアクセスできる必要があります。
• DMA サーバーは、サポート対象の NDMP バックアップアプリケーションを実行する必要があります。

NDMP のバックアップが不要になった場合は、DMA サーバーを削除します。
手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、データプロテクション を選択します。
4. 右ペインで バックアップ タブをクリックします。
5. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。NDMP 設定の変更 ダイアログボックスが表示されます。
6. DMA サーバー IP アドレス フィールドに、DMA サーバーの IP アドレスを入力します。

• DMA サーバーを追加するには、追加 をクリックします。
• DMA サーバーを削除するには、削除 をクリックします。

その他の DMA サーバーについても、このステップを繰り返します。
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7. OK をクリックします。

NDMP パスワードの変更
DMA で NDMP サーバーを設定する際、ユーザー名とパスワードが必要です。デフォルトのパスワードはランダムに抽出されており、NDMP を使用
する前に変更する必要があります。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、データプロテクション を選択します。
4. 右ペインで バックアップ タブをクリックします。
5. 右ペインで バックアップユーザーパスワードの変更 をクリックします。バックアップユーザーパスワードの変更 ダイアログボックスが表示されま

す。
6. パスワード フィールドに、NDMP パスワードを入力します。パスワードは、少なくとも 7 文字長である必要があり、小文字、大文字、数字、

または特殊文字（たとえば、+、?、または ∗）のうちの 3 つの要素が含まれている必要があります。
7. パスワードの確認 フィールドに、NDMP パスワードを再入力します。
8. OK をクリックします。

NDMP ユーザー名の変更
DMA に NDMP サーバーを設定する際は、ユーザー名とパスワードが必要です。デフォルトでは、ユーザー名は backup_user です。このユーザー
名は、必要に応じて変更することができます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. システム タブのナビゲーションペインで、データプロテクション を選択します。
4. 右ペインで バックアップ タブをクリックします。
5. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。NDMP 設定の変更 ダイアログボックスが表示されます。
6. バックアップユーザー フィールドに、新規の NDMP ユーザー名を入力します。
7. OK をクリックします。

NDMP クライアントポートの変更
デフォルトでは、NDMP サーバーは、ポート 10000 で受信接続を監視します。DMA で使用するポートと一致するようにクライアントポートを変更
できます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、データプロテクション を選択します。
4. 右ペインで バックアップ タブをクリックします。
5. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。NDMP 設定の変更 ダイアログボックスが表示されます。
6. NDMP ポート フィールドに、新しいクライアントのポートを入力します。
7. OK をクリックします。

DMA を使用した NAS ボリュームの指定
バックアップ操作および復元操作を実行するため、DMA サーバーが FluidFS クラスタにアクセスできるように設定する必要があります。
それぞれの DMA サーバーで、以下のコンポーネントを設定する必要があります。

• DMA サーバーがアクセスするクライアント VIP（または DNS 名）。クライアント VIP を変更した場合は、DMA サーバーでも相互的に変更する
必要があります。

メモ: NDMP にはビルトイン負荷バランシングはありません。1 つの DMA が 1 つのクライアント VIP から 10 個の NAS ボリューム
をバックアップする場合、10 個のセッションすべてが強制的に同じ NAS コントローラに配置されます。したがって、DMA で FluidFS
クラスタの DNS 名を指定することにより、DNS ラウンドロビンを使用して負荷バランシングを提供します。
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• NDMP ユーザー名およびパスワード（デフォルトのユーザー名は backup_user です）。
• NDMP サーバーが受信接続を監視するポート（デフォルトのポートは 10000 です）。

（オプション）さらに、一部の DMA サーバは FluidFS クラスタのホスト名、OS のタイプ、製品名、およびベンダー名などの情報が必要です。

• 次のフォーマットを使用する FluidFS クラスタのホスト名。<controller_number>.<FluidFS_cluster_name>
• OS タイプ：Dell Fluid File System

• 製品：Compellent FS8600

• ベンダー：Dell

ほとんどのバックアップアプリケーションが、バックアップに使用できる NAS ボリュームを自動的に一覧表示します。それ以外の場合は、手動で NAS 

ボリュームのパスを入力できます。FluidFS クラスタはバックアップ NAS ボリュームを次のパスで公開します。

/<NAS_volume_name>

データ転送速度を向上させるには、同時バックアップジョブ数を NAS コントローラ 1 台あたり 2 つ以上に増やして、使用可能な NAS コントローラ
間で負荷を分散させます。

NDMP 包含 / 除外パス
DMA を使用してバックアップを定義するとき、仮想 NAS ボリュームからバックアップジョブに含めるか、またはそこから除外する特定のディレクトリを
選択できます。

要件
NDMP パスを包含または除外するには、次の要件が満たされている必要があります。

• 指定されたパスにはディレクトリまたはファイルを使用できます。パスがディレクトリの場合は、そのディレクトリのすべての子要素がバックアップに
含まれます（または除外されます）。
指定された各パスは、バックアップルートディレクトリの子であり、スラッシュ（/）で始める必要があります。

• 包含または除外できるパスの最大数は 32 です。
• 各パスは、最大 128 バイトの長さにすることができます。
• パスの最初または最後の要素には、ワイルドカード文字（*）を含めることができます。
• 包含するパスと除外するパスの両方が定義されている場合、NDMP サーバーはまず包含をチェックしてから除外をチェックします。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、データプロテクション を選択します。
4. 右ペインで バックアップ タブをクリックし、設定の編集 をクリックします。
5. NDMP 設定の変更 ダイアログボックスが表示されます。

FluidFS を使用した NDMP 除外パスとパターン
データ除外パターンを使用して DMA クライアントを設定すると、BackupExec や NetBackup などのいくつかのバックアップベンダーが動作しなくな
ることがあります。FluidFS v5.0.x では、除外パスおよびパターンの処理に関するオプションが追加されました。このオプションは、NAS ボリューム上
で NDMP バックアップを実行している場合はスキップされます。
このオプションは、NAS ボリュームレベルで設定され、NAS ボリュームの設定に使用できます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ボリュームを選択し、設定の編集 をクリックします。
4. NAS ボリューム設定の編集 パネルで、詳細 をクリックします。
5. NDMP 除外パターンの有効化 チェックボックスを選択します。
6. 除外するパスを入力して 追加 をクリックします。
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NDMP ジョブとイベントの表示
すべての NDMP ジョブおよびイベントは、Storage Manager を使用して確認できます。

アクティブな NDMP ジョブの表示
FluidFS クラスタで処理されているすべての NDMP バックアップ操作および復元操作を表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、データプロテクション を選択します。
4. 右ペインで バックアップ を選択します。
5. NDMP ジョブが NDMP セッション 領域に表示されます。

NDMP イベントの表示
NDMP バックアップに関連するイベントを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、FluidFS クラスタを選択します。
3. システム タブをクリックします。
4. システム タブのナビゲーションペインで、接続 を選択します。
5. 右ペインで、NDMP バックアップ を選択します。
6. 右ペインで、NDMP イベント タブをクリックします。NDMP イベントが表示されます。

レプリケーションの管理
レプリケーションを使用すると、NAS ボリュームデータをローカル（ソース）FluidFS クラスタからリモート（ターゲット）FluidFS クラスタ、ローカル 
FluidFS クラスタの別の NAS ボリューム、またはリモート（ターゲット）FluidFS クラスタのいずれかにコピーすることができます。
次の図は、異なる FluidFS クラスタにある NAS ボリューム間のリモートレプリケーションの概要を示しています。

図 60. リモートレプリケーション

次の図は、1 つの FluidFS クラスタにある NAS ボリューム間のローカルレプリケーション、またはローカル FluidFS クラスタの別の NAS ボリュームの概
要を示しています。
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図 61. ローカルレプリケーション

レプリケーションをさまざまなシナリオで使用して、異なるレベルのデータ保護を実現することができます。

レプリケーションシナリオ 説明
迅速なバックアップおよび復元 データロス、データの破損、またはユーザーの操作誤りからデータを保護するために、データのフルコピーを維

持します。
リモートデータアクセス NAS ボリュームが昇格された、またはクローンされた場合、アプリケーションはミラーリングしたデータに読み取

り専用モードまたは読み書きモードでアクセスできます。
オンラインデータ移行 データ移行に関連するダウンタイムを最小化します。
災害復旧 災害時のフェールオーバーのためにデータをリモートの場所にミラーリングします。

レプリケーションの設定には、次の 3 つの手順を実行します。

• 2 つの FluidFS クラスタ間にレプリケーションパートナーシップを追加します。
• NAS ボリュームのレプリケーションを追加します。
• オンデマンドのレプリケーションを実行するか、レプリケーションをスケジュールします。

レプリケーションの動作原理
レプリケーションはスナップショットを活用します。初めて NAS ボリュームを複製するとき、FluidFS クラスタは NAS ボリュームのコンテンツ全体をコピ
ーします。後続のレプリケーション動作では、FluidFS クラスタは、前のレプリケーション動作の開始以降に変更されたデータのみをコピーします。こ
の設計により、レプリケーション速度の向上、システムリソースの効率的な使用、およびデータの一貫性を保ちながら記憶領域に保存することが可
能になります。レプリケーションは非同期です。つまり、各ソース NAS ボリュームには、ターゲット NAS ボリュームにデータを複製するための固有スケ
ジュールを設定できます。

レプリケーションの所要時間は、NAS ボリューム上のデータ量と、前のレプリケーション動作以降に変更されたデータ量によって異なります。

NAS ボリュームを別の FluidFS クラスタに複製する場合、他の FluidFS クラスタをレプリケーションパートナーとして設定する必要があります。各 
FluidFS クラスタは複数のレプリケーションパートナーを持つことができ、運用上の要件に応じて異なる NAS ボリュームを別々のパートナーに複製
することができます。ただし、個々の NAS ボリュームはそれぞれ 1 つのレプリケーションパートナー上の 1 つの NAS ボリュームのみをターゲットとして
複製することができます。次の図は、サポート対象のレプリケーションシナリオの概要を示しています。
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図 62. レプリケーションシナリオ
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パートナー関係が確立された後、パートナー間のレプリケーションは双方向になります。一方のシステムが他方のシステムのターゲット NAS ボリュー
ムを保持すると同時に、他方のシステムに複製するソース NAS ボリュームも保持できます。

レプリケーションポリシーは、設定されたスケジュールに従って、またはオンデマンドで実行するように設定できます。レプリケーション管理は、クライア
ントネットワークを介してシステム間のセキュア SSH トンネルを通過します。

データへのアクセス、またはデータの回復には、ターゲット NAS ボリュームをリカバリ NAS ボリュームに昇格し、クライアントにリカバリ NAS ボリューム
データへのアクセス権を付与します。リカバリ NAS ボリュームは、ローカルの NAS ボリュームであるかのように表示されます。

ターゲット NAS ボリューム
ターゲット NAS ボリュームは、ソース NAS ボリュームの読み取り専用コピーであり、ターゲット FluidFS クラスタ上に存在します。ターゲット NAS ボ
リュームは、ソース NAS ボリュームと同一のシステム設定情報（クォータルール、スナップショットポリシー、セキュリティ方式など）を保持します。ター
ゲット NAS ボリュームを一時的または恒久的にリカバリ NAS ボリュームに昇格させて、クライアントにリカバリ NAS ボリュームデータへのアクセスを
許可することができます。
ターゲット NAS ボリュームには、次の考慮事項が適用されます。

• ソース NAS ボリュームとは異なり、ターゲット NAS ボリュームのスナップショットは作成できません。
• ターゲット FluidFS クラスタには、ターゲット NAS ボリュームを保存するために十分な空き容量が存在する必要があります。
• システムは、ソース NAS ボリュームの現在のレプリカのみを維持します。以前のポイントインタイムにロールバックするには、スナップショットを使

用する必要があります。
• ソース NAS ボリュームは既存の NAS ボリュームまたは新規のターゲット NAS ボリュームに複製することができます。既存の NAS ボリュームに

複製する場合は、その NAS ボリュームに維持したいデータが含まれていないことが必要です。NAS ボリュームに存在するデータは上書きさ
れ、回復できなくなります。

• ターゲット NAS ボリュームは、FluidFS クラスタ内の NAS ボリュームの総数に加算されます。

レプリケーションパートナーシップの管理
NAS ボリュームを別の FluidFS クラスタに複製するときは、他方の FluidFS クラスタをレプリケーションパートナーとして設定する必要があります。こ
のセットアップは、双方向レプリケーションの信頼関係となり、ソース NAS ボリュームとターゲット NAS ボリュームはどちら側のシステムにも存在する
ことができます。

レプリケーションパートナーシップの追加
レプリケーションを設定する前に、レプリケーションパートナーを追加します。
前提条件
• ソースとターゲットの両方の FluidFS クラスタは同一の Storage Manager Data Collector で管理する必要があります。
• 対象の FluidFS クラスタは、ソース FluidFS クラスタの FluidFS バージョン以上であることが必要です。
• レプリケーション操作を実行できるよう、ソースとターゲットの FluidFS クラスタが相互に通信できる必要があります。
• ソースとターゲットの FluidFS クラスタ間のレプリケーションを可能にするため、ファイアウォール上で FluidFS レプリケーションポートが開いている

かどうか確認します。必要なポートのリストについては、『Dell Fluid File System Version 5 Support Matrix』（Dell Fluid ファイルシステムバー
ジョン 5 サポートマトリクス）を参照してください。両方のレプリケーションパートナーが FluidFS v5 を実行している場合、FluidFS v5 ではレプリ
ケーションに対するシングルポートの使用をサポートします。

• ターゲット FluidFS クラスタには、ソース FluidFS クラスタからデータを複製するための十分なスペースがあります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、レプリケーション を選択します。
4. 右ペインで リモートクラスタ タブをクリックし、リモートクラスタの追加 をクリックします。リモートクラスタの追加 ウィザードが起動します。
5. リモート FluidFS クラスタを選択し、OK をクリックします。有効なポート番号は 10560 または 3260 です。
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レプリケーションパートナーシップのローカルまたはリモートネットワークの変更
レプリケーションパートナーシップのローカルまたはリモートのレプリケーションネットワークまたは IP アドレスを変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、レプリケーション を選択します。
4. 右ペインで リモートクラスタ タブをクリックし、リモートクラスタを選択して 設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示

されます。
5. リモートクラスタの VIP およびレプリケーションに使用するポート（10560 または 3260）を設定します。選択したポートは、クラスタ間のすべて

のファイアウォールでも開いておく必要があります。
6. OK をクリックします。

レプリケーションパートナーシップの削除
レプリケーションパートナーシップを削除すると、ソースとターゲットの FluidFS クラスタ間のレプリケーション関係は切断されます。レプリケーションパー
トナーシップを削除するときは、両方のシステムが起動中であることを確認してください。両方のシステムが起動していると、レプリケーションパートナ
ーシップは両方のシステムから削除されます。一方のシステムがダウンしている、またはアクセス不可能である場合、パートナーシップは起動してい
るシステムからのみ削除されます。もう一方のシステムが起動状態に戻った後、そのシステムからもパートナーシップを削除する必要があります。
前提条件
レプリケーションパートナー間のレプリケーションは削除する必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、レプリケーション を選択します。
4. リモートクラスタ タブをクリックします。
5. 右側ペインでリモート FluidFS クラスタを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

レプリケーションスロットル
レプリケーションスロットルを使用すると、2 つのクラスタ間で 1 組の NAS ボリュームのレプリケーションのネットワーク帯域幅の使用量を微調整する
ことができます。ユーザーは、次の方法で FluidFS レプリケーションの帯域幅の使用量を制限できます。

• 作業時間中に帯域幅の使用量を下げ、夜間に帯域幅の消費を高めます。
• 週末に帯域幅の使用量を増加します。

レプリケーションスロットルの動作方法

• QoS ノード という名前の新しいシステムエンティティを作成し、KBps 単位で帯域幅の割り当てを定義します。
• 曜日ごとの時間あたりの使用率を定義します。
• 発信トラフィックの QoS（サービス品質）ノード（ネットワークレベル）をレプリケーションにバインドします。平均ネットワーク使用率は、1 分あ

たりのタイムフレームにおける帯域幅割り当てを超えてはなりません。デフォルトで、レプリケーションの帯域幅は制限されません。

制限
レプリケーションスロットルには、次の制約が適用されます。

• アクティブな発信レプリケーションの最大数は 10 です。それより多い場合は、キューに入れられます。
• アクティブな受信レプリケーションの最大数は 100 です。それより多い場合は、キューに入れられます。
• レプリケーションパートナーの最大数は 100 です。
• クラスタ上の複製された NAS ボリュームまたはコンテナ（ソースとターゲット）の最大数は 1024 です。
• システムごとのレプリケーションスケジュールの最大数は 1024 です。
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QoS ノードの定義
QoS（サービス品質）の定義を作成して、発信トラフィックの QoS ノード（ネットワークレベル）をレプリケーションにバインドします。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム パネルで レプリケーション を選択します。
4. 右ペインで QoS ノード タブをクリックします。
5. QoS ノードの作成 をクリックします。レプリケーション QoS の作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. ノードの名前と帯域幅制限（KB/s）を入力します。
7. OK をクリックします。
8. レプリケーション QoS スケジュールの編集 ダイアログボックスが表示されます。
9. マウスをドラッグして領域を選択し、右クリックして、これらの日付と時間の組み合わせで許可する帯域幅制限の割合を選択します。
10. OK をクリックします。

QoS ノードの変更
レプリケーションにバインドされた、発信トラフィックの QoS（サービス品質）のノード（ネットワークレベル）を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム パネルで レプリケーション を選択します。
4. 右ペインで QoS ノード タブをクリックします。
5. QoS を右クリックし、設定の編集 を選択します。レプリケーション QoS 設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. ノードの名前と帯域幅の制限（またはそのいずれか）を変更します（単位： KB/s）。
7. OK をクリックします。
8. レプリケーション QoS スケジュールの編集 ダイアログボックスが表示されます。
9. マウスをドラッグして領域を選択し、右クリックして、これらの日付と時間の組み合わせで許可する帯域幅制限の割合を選択します。
10. OK をクリックします。

レプリケーションスロットルの設定
レプリケーションスロットルを使用して、2 つのクラスタ間での NAS ボリューム一対のレプリケーションに対する、ネットワーク帯域幅の使用状況を微
調整します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム パネルで レプリケーション を選択します。
4. 右ペインで、レプリケーションを選択して右クリックします。ドロップダウンリストから レプリケーションアクション を選択します。
5. ドロップダウンメニューから レプリケーション QoS の編集 を選択します。
6. QoS を有効にする チェックボックスをクリックし、ドロップダウンリストから事前定義された QoS ノードを選択します。
7. OK をクリックします。

レプリケーションスロットルの調整

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム パネルで レプリケーション を選択します。
4. 右ペインで、レプリケーションを選択して右クリックします。ドロップダウンリストから レプリケーションアクション を選択します。
5. ドロップダウンメニューから レプリケーション QoS の編集 を選択します。
6. QoS ノードを無効にするには、QOS を有効にする チェックボックスをクリアします。
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7. OK をクリックします。

シングルポートレプリケーション
シングルポートレプリケーションでは、すべての関連コンポーネントの通信に 1 つのポートのみを使用します。シングルポートインフラストラクチャは、
IPv 4 および IPv 6 経由の通信をサポートし、すべてのコントローラ IP とクライアント VIP 上で開かれています。

シングルポートレプリケーションには、次の機能があります。

• 信頼済みクラスタの確立
• 単一の共通レプリケーションポートを使用するファイルシステム通信
• 単一の共通レプリケーションポートを使用するレプリケーション管理

NAS ボリュームの複製
手動およびスケジュール済みのレプリケーション操作を実行し、レプリケーションを一時停止、再開、削除、および監視することができます。

NAS ボリュームのレプリケーションの追加
レプリケーションを追加することにより、ソース NAS ボリュームとターゲット NAS ボリュームの間にレプリケーション関係が作成されます。レプリケーショ
ンを追加した後は、設定されたスケジュールに従って、またはオンデマンドで実行するようにレプリケーションポリシーをセットアップすることができます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで、レプリケーションの作成 をクリックします。レプリケーションの作成 ウィザードが起動します。

レプリケーション最適化のためのインラインデータ削減 が有効になっている場合、NAS ボリュームレプリケーションでは、コピーするデータ量
を減らすことでネットワーク使用率を最適化する試みが行われます。

デルではインラインデータの削減方法として、条件付きの圧縮 または 重複排除と条件付きの圧縮 のいずれかを推奨しています。これで移
動中のデータの圧縮がシステム使用率に基づいて動的に行われるためです。このオプションは、通常の FluidFS データ削減（重複排除と圧
縮）から完全に独立しています。すでに削減されたデータはリハイドレートされてから、リモートの宛先への移動中に削減されます。

5. FluidFS クラスタ、スナップショット保持ポリシー、QoS ノード （必要な場合）の順に選択して、次へ をクリックします。リモート NAS ボリュ
ームの選択 ページが表示されます。

6. 次のいずれかのオプションを使用して、ターゲット NAS ボリュームを指定します。
• ターゲット FluidFS クラスタ上で既存の NAS ボリュームを選択します。
• ターゲット FluidFS クラスタ上で NAS ボリュームを作成します。

リモートボリュームの作成 をクリックします。NAS ボリュームの作成 ダイアログボックスが表示されます。名前 フィールドに NAS ボリュー
ムの名前を入力します。サイズ フィールドに NAS ボリュームのサイズ（ソース NAS ボリューム以上のサイズ）を入力します。フォルダ フィ
ールドで NAS ボリュームの親フォルダを選択します。OK クリックして NAS ボリュームの作成 ダイアログボックスを閉じ、新しく作成された 
NAS ボリュームを選択します。

7. 終了 をクリックします。

NAS ボリュームのレプリケーションの削除
NAS ボリュームのレプリケーションの削除は、他の NAS ボリュームのレプリケーション操作、またはソースとターゲットの FluidFS クラスタ間のレプリケ
ーションパートナーシップを中断しないという点で、NAS ボリュームのレプリケーションを無効にする操作と似ています。レプリケーションを削除した
後、ターゲット NAS ボリュームはスタンドアロンの書き込み可能な NAS ボリュームとなります。ソースとターゲットのどちらの FluidFS クラスタからもレ
プリケーションを削除できます。
前提条件
• ターゲット NAS ボリュームをスタンドアロンの NAS ボリュームに昇格する必要があります。
• レプリケーションに対するレプリケーションスケジュールを削除する必要があります。
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手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右のペインで レプリケーション タブをクリックします。
5. 削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

オンデマンドのレプリケーションの実行
レプリケーションを作成した後は、NAS ボリュームをオンデマンドで複製できます。レプリケーションは、ソース FluidFS クラスタからのみ実行できま
す。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで レプリケーション タブをクリックします。
5. レプリケーションステータス 領域で、手動レプリケーションの開始 をクリックします。手動レプリケーションの開始 ダイアログボックスが表示さ

れます。
6. OK をクリックします。

レプリケーションのスケジュール
レプリケーションを作成した後は、NAS ボリュームのレプリケーションが定期的に実行されるようにスケジュールできます。レプリケーションは、ソース 
FluidFS クラスタからのみスケジュールできます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右のペインで レプリケーション タブをクリックします。
5. レプリケーションスケジュール 領域で、レプリケーションスケジュールの作成 をクリックします。レプリケーションスケジュールの作成 ダイアログ

ボックスが表示されます。
6. 名前 フィールドに、レプリケーションスケジュールの名前を入力します。
7. レプリケーションを実行するタイミングを指定します。

• 一定期間に基づいてレプリケーションを実行するには、一定期間 チェックボックスにチェックを付けて頻度を分、時、日、または週単位で
入力します。

• 日付と時刻に基づいてレプリケーションを実行するには、指定日時 チェックボックスにチェックを付けて日付と時刻を選択します。
8. OK をクリックします。

レプリケーションスケジュールの変更
レプリケーションスケジュールでレプリケーションの実行頻度を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右のペインで レプリケーション タブをクリックします。
5. レプリケーションスケジュールを選択し、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. レプリケーションを実行するタイミングを指定します。

• 一定期間に基づいてレプリケーションを実行するには、一定期間 チェックボックスにチェックを付けて頻度を分、時、日、または週単位で
入力します。

• 日付と時刻に基づいてレプリケーションを実行するには、指定日時 チェックボックスにチェックを付けて日付と時刻を選択します。
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7. OK をクリックします。

レプリケーションスケジュールの削除
定期的にレプリケーションを実行する必要がなくなった場合には、レプリケーションスケジュールを削除します。レプリケーションスケジュールは、ソース 
FluidFS クラスタからのみ削除できます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで レプリケーション タブをクリックします。
5. レプリケーションスケジュールを選択し、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

レプリケーションの一時停止
レプリケーションを一時停止すると、進行中の NAS ボリュームのレプリケーション操作が中断されます。レプリケーションを一時停止している間は、
スケジュール済みのレプリケーションは実行されません。複数のレプリケーションを一時停止する必要がある場合は、各レプリケーションについて次の
手順を実行します。レプリケーションは、ソース FluidFS クラスタからのみ一時停止することができます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで レプリケーション タブをクリックします。
5. Replication Status（レプリケーションステータス） 領域で、レプリケーションの一時停止 をクリックします。レプリケーションの一時停止 ダイ

アログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

レプリケーションの再開
レプリケーションを再開すると、動作が一時停止したときに進行中だったレプリケーション動作が再開されます。また、レプリケーションスケジュール
は、次にスケジュールされた時間に再開されます。レプリケーションは個々の NAS ボリュームに対して再開できます。再開できるのは、ソース 
FluidFS クラスタからのレプリケーションだけです。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで レプリケーション タブをクリックします。
5. レプリケーションステータス 領域で、レプリケーションの再開 をクリックします。レプリケーションの再開 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

レプリケーションの進行状況の監視とレプリケーションイベントの表示
レプリケーション操作の進行状況とレプリケーションに関連するイベントは、Storage Manager を使用して表示することができます。

レプリケーションの進行状況の監視
FluidFS クラスタに対して処理されているすべてのレプリケーション操作の進行状況を監視します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、レプリケーション を選択します。
4. 右ペインで、レプリケーション タブをクリックします。各レプリケーションの進行状況が ステータス 列に表示されます。
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レプリケーションイベントの表示
レプリケーションに関連するイベントは、Storage Manager を使用して表示することができます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、レプリケーション を選択します。
4. 右ペインで、レプリケーションイベント タブをクリックします。レプリケーションイベントが表示されます。
5. レプリケーション ペインの下部にあるテキストボックスに検索テキストを入力して、特定のレプリケーションイベントを検索することができます。

個々の NAS ボリュームの回復
必要に応じて、ターゲット NAS ボリュームからデータにアクセス、またはデータを復元することができます。

ターゲット NAS ボリュームの昇格
ターゲット NAS ボリュームをリカバリ NAS ボリュームに昇格すると、ターゲット NAS ボリュームは書き込み可能になり、クライアントは手動でその 
NAS ボリュームにフェールオーバーすることができます。この動作は、ソース NAS ボリュームが使用可能かどうかに関係なく実行可能です。リカバリ 
NAS ボリュームのデータは、成功した直近のレプリケーションの時点までが含まれます。ターゲット NAS ボリュームを昇格すると、その NAS ボリュー
ムに対して進行中のレプリケーション動作が一時停止されます。ターゲット NAS ボリュームはソースかターゲットのいずれかの FluidFS クラスタから
昇格できます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右のペインで レプリケーション タブをクリックします。
5. レプリケーションステータス 領域で、宛先の昇格 をクリックします。宛先の昇格 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

ターゲット NAS ボリュームの降格
ターゲット NAS ボリュームを降格して元のレプリケーション操作を再開します。ターゲット NAS ボリュームを降格すると、一時的に昇格していた間
にリカバリ NAS ボリュームに書き込まれたデータはすべて失われます。ターゲット NAS ボリュームは、ソース FluidFS クラスタからのみ降格できます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
4. 右ペインで レプリケーション タブをクリックします。
5. 宛先の降格 を選択します。宛先の降格 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

レプリケーションを使用した災害復旧
プライマリ FluidFS クラスタからターゲット FluidFS クラスタにデータを複製する災害復旧設定を作成できます。予期しない障害（ハードウェア、ディ
スクなど）によりプライマリ FluidFS クラスタが応答しなくなった場合、ターゲットクラスタにフェールオーバーできます。ターゲット FluidFS クラスタは、プ
ライマリサイトのバックアップにのみ使用することも、ターゲットサイトでデータを共有している独自の NAS ボリュームを持つこともできます。双方向設
定では、両方の FluidFS クラスタが互いに相手のフェールオーバーターゲットになることができます。
元の FluidFS クラスタの障害発生原因である問題を解決したら、元の設定に手動でフェールバックできます。この元の設定では、クライアントはソ
ース NAS ボリューム上のデータにアクセスし、ソース NAS ボリュームはターゲット NAS ボリュームに複製されます。ソース NAS ボリュームへのフェー
ルバックは、時間帯や帯域幅に応じて完了までにかなりの時間を要する場合があります。
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災害復旧にレプリケーションを使用する場合は、次の点を考慮する必要があります。

• 元のソース NAS ボリュームがもう使用できない場合は、リカバリ NAS ボリュームを設定して、元のソース FluidFS クラスタ内の別の NAS ボリュ
ームに複製できます。ただし、元のソース NAS ボリュームを使用できる場合は、そのボリュームにフェールバックすることをお勧めします。通常、
元のソース NAS ボリュームへのフェールバックに要する時間は、新しい NAS ボリュームにフェールバックするよりも短くて済みます。FluidFS クラ
スタ間に共通のスナップショットがある場合は、そのスナップショットの作成以降に変更されたデータを同期することのみが必要になります。共通
のスナップショットがない場合、あるいは新しい NAS ボリュームに複製する場合は、すべてのデータを同期する必要があります。

• 1 つの FluidFS クラスタに 2 組の SMB ホーム共有を含めることはできません。クラスタ A とクラスタ B の両方に、さまざまなサイトまたはユーザ
ーベースに関して、SMB ホーム共有が存在する場合について考えてみます。クラスタ A とクラスタ B は、互いに相手の SMB ホーム共有が格
納されている NAS ボリュームのレプリケーション先として機能します。管理者が SMB ホーム共有を格納しているクラスタ A の NAS ボリューム
をクラスタ B にフェールオーバーさせようとすると、クラスタ B は SMB ホーム共有がすでに定義されているため、その操作を拒否します。

単一 NAS ボリュームのフェールオーバーに関する DNS 設定の管理
単一 NAS ボリュームのフェールオーバーでは、フェールオーバーしている NAS ボリュームのクライアントが、フェールオーバーしていない他の NAS ボリ
ュームのクライアントを妨害することなく、正しく移行できるように環境を設定することが重要です。
NAS ボリュームが 1 つの FluidFS クラスタから別の FluidFS クラスタにフェールオーバーすると、アクセスに使用される IP アドレスがクラスタ A の IP 

アドレスからクラスタ B の IP アドレスに変わります。DNS を使用するとこの変更を容易にすることができます。また、各 NAS ボリュームと相互に関
係するように DNS エントリを設定し、フェールオーバーの際にその単一 NAS ボリュームに対応する DNS エントリに変更することをお勧めします。

たとえば、マーケティングとセールスがそれぞれ独自の NAS ボリュームを持ち、marketing_share と sales_share という名前の SMB 共有が NAS 

ボリュームにあるとします。FluidFSmarketing という名前の DNS エントリがマーケティング用に作成され、セールス用には別の DNS エントリが 
FluidFSsales という名前で作成されます。両方のボリュームはソースクラスタ A の同じクライアント VIP のセットをポイントしています。マーケティン
グは \\FluidFSmarketing\marketing を使用してマーケティングの NAS ボリュームまたは SMB 共有にアクセスでき、セールスは \

\FluidFSsales\sales を使用してセールスの NAS ボリュームまたは SMB 共有にアクセスできます。

最初は、両方の DNS エントリ FluidFSmarketing と FluidFS sales が同じクライアント VIP のセットをポイントします。この時点で、marketing 

と sales の両方の SMB 共有に FluidFSmarketing または FluidFS sales のいずれかの DNS 名からアクセスできます。単一 NAS ボリューム
（たとえば、Marketing）をフェールオーバーする際は、FluidFSmarketing の DNS エントリを変更してクラスタ B 上のクライアント VIP を解決しま
す。

各 NAS ボリュームに対してどちらの DNS エントリが使用されたかを追跡するために、表を維持することをお勧めします。これはフェールオーバーの
実行とグループポリシーの設定の際に便利です。

災害復旧のセットアップと実行
本項では、災害復旧のセットアップと実行の高度な概要について説明します。これらの手順において、クラスタ A は、バックアップを必要とするデ
ータが格納されているソース FluidFS クラスタです。クラスタ B は、ターゲット FluidFS クラスタであり、ソースクラスタ A からデータをバックアップしま
す。
作業を開始する前に

• クラスタ B は設置済みであるが、NAS ボリュームは設定されていない。
• クラスタ A とクラスタ B の FluidFS バージョンが同じである。
• クラスタ B のネットワーク設定（クライアント、SAN、内部など）がソースクラスタ A とは異なる。ただし、クラスタ A とクラスタ B はレプリケーショ

ン操作を実行するために相互に通信できなければなりません。
• クラスタ B には、クラスタ A のすべてのデータをレプリケーションできるだけの十分な容量がある。

フェーズ 1 - クラスタ A と クラスタ B 間にレプリケーションパートナーシップを構築
クラスタ A とクラスタ B 間にレプリケーションパートナーシップを設定します。

1. クラスタ A から、クラスタ A とクラスタ B 間のレプリケーションパートナーシップを設定します。
2. クラスタ B のターゲットボリュームに常に、クラスタ A の最新のレプリケーションコピーが存在するよう、定期レプリケーションスケジュールを作成

します。
レプリケーションポリシーは、次の例のように、ボリューム単位の 1 対 1 で一致する必要があります。
ソースボリューム A1（クラスタ A）からターゲットボリューム B1（クラスタ B）
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ソースボリューム A2（クラスタ A）からターゲットボリューム B2（クラスタ B）

メモ: NFS エクスポートが使用されている場合は、エクスポートパス名に NAS ボリューム名が含まれているため、ソースとターゲッ
トの NAS ボリューム名が同一である必要があります。これは SMB 共有には関係ありません。

…………………………

ソースボリューム An（クラスタ A）からターゲットボリューム Bn（クラスタ B）

3. クラスタ A のソースボリュームすべてに対して少なくとも 1 つのレプリケーションが成功するようにします。
レプリケーションに失敗した場合、発生した問題を是正し、レプリケーションプロセスを再スタートします。

4. 将来に備えて、すべてのクラスタ A 設定を記録します。レプリケーションによる復元は完全な BMR（ベアメタル復元）ではありません。ネット
ワーク構成（クライアント、SAN、および内部）のような設定は、レプリケーションの方法ではバックアップして復元することはできません。将来
のために、ネットワーク構成を含むすべてのクラスタ A 設定（クラスタ A の復元時に使用）、ボリューム名、アラート設定、およびその他のクラス
タ全般の設定をメモしておきます。システムの復元動作でこれらの設定を復元できなかった場合は、手動でクラスタ A 設定を元の値に戻す
ことができます。

フェーズ 2 - クラスタ A に不具合が生じ、クライアント要求がターゲットクラスタ B にフェールオーバーされる
クラスタ A が予期せぬ不具合によって停止した場合は、クラスタ B にフェールオーバーします。

1. クラスタ B から、クラスタ B 内のターゲットボリュームに昇格します。これによって、元のターゲットボリューム（B1、B2、..Bn）がスタンドアロンの 
NAS ボリュームに変換され、書き込み可能になります。

2. 元のソースボリューム（A1、A2、..、An）のレプリケーションポリシーを削除します。
3. クラスタ A の元のソースボリュームからクラスタ B のターゲットボリュームにソースボリュームの設定を適用します。
4. クラスタ A からユーザー設定およびグループ設定を復元します。これによって、クラスタ B のユーザーとグループがクラスタ A 設定に復元されま

す。
5. フェールオーバータイム中は、クライアントの要求に応えるのに一時的にクラスタ B が使用されるようにします。

a. 次のいずれかのオプションを選択します。
• IP アドレスベースのフェールオーバー：クラスタ A によって使用される IP アドレスと一致するよう、クラスタ B の IP アドレスを変更しま

す。既存のクライアント接続は切断され、再確立が必要になる場合があります。
• DNS ベースのフェールオーバー：DNS サーバーから、クラスタ A ではなくクラスタ B へ DNS 名をポイントします。

クラスタ B の DNS サーバーが、クラスタ A の DNS サーバーと同じまたは、同じ DNS ファーム内にあることを確認します。既存のクラ
イアント接続は切断されるため、再確立する必要があります。クライアントの NFS エクスポートをマウント解除してから再びマウントす
る必要もあります。

b. （単一 NAS ボリュームのフェールオーバー）フェールオーバーされた NAS ボリュームの DNS エントリを手動でアップデートします。これによっ
て、このボリュームにアクセスしているクライアントがクラスタ A からクラスタ B にリダイレクトされ、他のクライアントは同じ DNS 名を使用し
て他のボリュームへのアクセスを維持します。クライアントシステムは、DNS キャッシュを更新する必要がある場合があります。

c. （単一 NAS ボリュームのフェールオーバー）SMB および NFS クライアントをクラスタ B に強制するには、クラスタ A の SMB 共有と NFS 
エクスポートを削除する必要があります。これにより、SMB および NFS クライアントが、クラスタ B に接続されていた時のように強制的に
再接続されます。クラスタ B のソースボリューム設定が復元された後、すべての SMB 共有と NFS エクスポートはターゲットボリューム（ク
ラスタ B 上）に存在するため、SMB 共有 /NFS エクスポートの設定情報が紛失することはありません。
フェールオーバーしたボリュームはこれで、クラスタ B でホストされていることだけを除き、クラスタ A でホストされていたものと全く同じ DNS 

名と SMB 共有 /NFS エクスポート名を使用してアクセス可能となります。
d. クラスタ B を AD サーバーまたは LDAP/NIS に参加させます。

AD サーバーと LDAP サーバーが同じ AD/LDAP ファームまたは同じサーバーにあるようにします。

フェーズ 3 - クラスタ A を復元し、クラスタ B からクラスタ A にフェールバックする
クラスタ A に不具合が生じた原因を修正した後で、クラスタ A にフェールバックします。

1. クラスタ A に不具合が生じた原因を修正し、必要な場合は FluidFS を再インストールします。
2. FluidFS クラスタを再構築します。

• IP アドレスベースのフェールオーバー：前に記録したクラスタ A の設定を使用するか、クラスタ B で使用されていた IP アドレスに一致する
ようにクラスタ A の IP アドレスを変更します。
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• DNS ベースのフェールオーバー：前に記録したクラスタ A の設定を使用します。
3. クラスタ B から、クラスタ B とクラスタ A 間のレプリケーションパートナーシップを設定します。
4. クラスタ B で昇格されたすべてのリカバリボリュームのレプリケーションを設定し、クラスタ A の元のソースボリュームにサイド複製するように指定

します。
レプリケーションポリシーは、次の例のように、ボリューム単位の 1 対 1 で一致する必要があります。

ソースボリューム B1（クラスタ B）からターゲットボリューム A1（クラスタ A）

ソースボリューム B2（クラスタ B）からターゲットボリューム A2（クラスタ A）

…………………………

ソースボリューム Bn（クラスタ B）からターゲットボリューム An（クラスタ A）

5. クラスタ B で昇格されたリカバリボリューム（B1、B2、..、Bn）に対して手動でレプリケーションを実行します。レプリケーションが完了したら、次
の手順に進みます。
レプリケーションが失敗したら、発生した問題を解決してレプリケーション処理を再スタートします。すべての NAS ボリュームがクラスタ A に正
しく複製されていることを確認します。

6. クラスタ A から、元のソースボリュームを昇格します（A1、A2、..、An）。
7. クラスタ B から、昇格されたリカバリボリューム（B1、B2、..、Bn）のレプリケーションを削除し、ソースボリュームの設定をクラスタ B からクラスタ 

A に適用します。この手順を繰り返して、すべてのレプリケーションポリシーを削除し、クラスタ A のターゲットボリュームすべてをスタンドアロン 
NAS ボリュームに移動します。

8. クラスタ A から、クラスタ B のユーザーとグループの設定を復元します。これによって、クラスタ A のユーザー設定およびグループ設定がクラスタ 
B 設定に復元されます。

メモ: システム設定の復元に失敗した場合は、元の設定にシステムを手動で設定します（前に記録したクラスタ A の設定を使
用）。

9. クラスタ A の使用を開始して、クライアント要求に応えます。
a. 次のいずれかのオプションを選択します。

• IP アドレスベースのフェールオーバー：クラスタ A で使用していた IP アドレスと一致するように、クラスタ A の IP アドレスを変更し、クラ
スタ B で使用していた IP アドレスと一致するようにクラスタ B の IP アドレスを変更します。既存のクライアント接続が切断され、再
確立する必要がある場合があります。

• DNS ベースのフェールオーバー：DNS サーバーから、クラスタ B ではなくクラスタ A へ DNS 名をポイントします。
クラスタ A の DNS サーバーが、クラスタ B の DNS サーバーと同じ、または同じ DNS ファーム内にあることを確認します。既存のクラ
イアント接続は切断されるため、再確立する必要があります。クライアントの NFS エクスポートをアンマウントしてから再度マウントす
る必要もあります。

b. （単一 NAS ボリュームのフェールオーバー）フェールオーバーされた NAS ボリュームの DNS エントリを手動でアップデートします。これによっ
て、このボリュームにアクセスしているクライアントがクラスタ B からクラスタ A にリダイレクトされ、他のクライアントは同じ DNS 名を使用し
て他のボリュームへのアクセスを維持します。クライアントシステムは、DNS キャッシュを更新する必要がある場合があります。

c. （単一 NAS ボリュームのフェールオーバー）SMB および NFS クライアントをクラスタ A に強制するには、クラスタ B の SMB 共有と NFS 
エクスポートを削除する必要があります。これにより、SMB および NFS クライアントが、クラスタ A に接続されていた時のように強制的に
再接続されます。クラスタ A のソースボリューム設定が復元された後、すべての SMB 共有と NFS エクスポートはターゲットボリューム（ク
ラスタ A 上）に存在するため、SMB 共有 /NFS エクスポートの設定情報が紛失することはありません。
フェールオーバーしたボリュームはこれで、クラスタ A でホストされていることだけを除き、クラスタ B でホストされていたものと全く同じ DNS 

名と SMB 共有 /NFS エクスポート名を使用してアクセス可能となります。
d. クラスタ A を AD サーバーまたは LDAP/NIS に参加させます。
e. クラスタ A から、元のソースボリューム（A1、A2、..、An）と元のターゲットボリューム（B1、B2、..、Bn）間のレプリケーションを設定して、

次の災害復旧に備えます。
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ファイルアクセス通知
ファイルアクセス通知は、システム全体のファイルアクセス監査設定が有効になっていて、ファイル動作がアクティブ（有効）な事前設定ファイルアク
セス通知ポリシーのいずれかと一致する場合に発生します。監査イベントは、ファイル動作に対するアクセス権のチェック後で実際の動作を実行す
る前にが生成されます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、FluidFS クラスタを選択します。
3. ファイルシステム タブをクリックします。
4. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで 環境 を展開し、データプ保護 をクリックします。
5. データプロテクション ペインで 監査 タブをクリックします。
6. 設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
7. ファイルアクセス通知の変更 領域で、ファイルアクセス通知有効 チェックボックスをオンにします。
8. サブスクライバ名 と 監査サーバーホスト を定義します。
9. OK をクリックします。
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FluidFS 監視
本項には、FluidFS クラスタの監視に関する情報が記載されています。この作業には、Dell Storage Manager Client を使用します。

NAS アプライアンスハードウェアの監視
Storage Manager には、NAS アプライアンスの前面と背面をインタラクティブに表した図が表示されます。また、Storage Manager には、次の 
NAS アプライアンスおよび NAS コントローラハードウェアコンポーネントのステータスが表示されます。

• インタフェース
• ディスク
• バックアップ電源装置
• ファン
• 電源装置

NAS アプライアンスの背面図の表示
Storage Manager には、NAS アプライアンスのインタラクティブな背面図が表示されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、アプライアンス を展開し、アプライアンスを選択します。
4. コントローラを選択します。
5. 右ペインで、コントローラビュー タブをクリックします。NAS アプライアンスの背面図が、右ペインに表示されます。

エラー状況を報告するハードウェアコンポーネントは、赤色のオーバーレイで示されます。たとえば、以下の図は、NAS コントローラ 0 で故障し
た電源装置を示します。

図 63. アプライアンスビュー タブ

6. NAS アプライアンス図にあるハードウェアコンポーネントの詳細を表示するには、NAS アプライアンス図でハードウェアコンポーネントの上にマウ
スを置きます。ツールチップが表示され、ハードウェアコンポーネントの名前とステータスを含む情報が表示されます。
次の図は、ネットワークポートの上でマウスカーソルを動かした後に表示されるツールチップの例を示しています。
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図 64. アプライアンスビュー タブのツールチップ

7. NAS アプライアンス図上でズームを調整するには、NAS アプライアンス図の右側にあるズームスライダの位置を変更します。
• ズームインするには、ズームスライダをクリックして上へドラッグします。
• ズームアウトするには、ズームスライダをクリックして下へドラッグします。

8. コントローラビュー タブにある NAS アプライアンス図を移動するには、NAS アプライアンス図をクリックしてドラッグします。

NAS アプライアンスの前面図の表示
Storage Manager には、NAS アプライアンスのインタラクティブな前面図が表示されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで アプライアンス を展開し、アプライアンス ID を選択します。
4. 右ペインで、アプライアンスの前面ビュー タブをクリックします。NAS アプライアンスの前面図が、右ペインに表示されます。エラー状態を報告

しているハードウェアコンポーネントは、赤色のオーバーレイで示されます。
5. NAS アプライアンス図にあるハードウェアコンポーネントの詳細を表示するには、NAS アプライアンス図でハードウェアコンポーネントの上にマウ

スを置きます。ツールチップが表示され、ハードウェアコンポーネントの名前とステータスを含む情報が表示されます。
次の図は、ファンの上でマウスカーソルを動かした後に表示されるツールチップの例を示しています。

図 65. アプライアンスの前面ビュー タブ

6. NAS アプライアンス図上でズームを調整するには、NAS アプライアンス図の右側にあるズームスライダの位置を変更します。
• ズームインするには、ズームスライダをクリックして上へドラッグします。
• ズームアウトするには、ズームスライダをクリックして下へドラッグします。

7. アプライアンス前面ビュー タブにある NAS アプライアンス図を移動するには、NAS アプライアンス図をクリックしてドラッグします。

NAS コントローラの背面図の表示
Storage Manager には、NAS コントローラのインタラクティブな背面図が表示されます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、アプライアンス、アプライアンス ID の順に展開し、コントローラ ID を選択します。
4. 右ペインで、コントローラビュー タブをクリックします。NAS アプライアンスの背面図が、右ペインに表示されます。選択している NAS コントロ

ーラは、緑色のオーバーレイで示されます。
エラー状況を報告するハードウェアコンポーネントは、赤色のオーバーレイで示されます。たとえば、以下の図は、NAS アプライアンスで故障し
た電源装置を示します。
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図 66. コントローラビュー タブ

5. NAS コントローラ図にあるハードウェアコンポーネントの詳細を表示するには、NAS コントローラ図でハードウェアコンポーネントの上にマウスを
置きます。ツールチップが表示され、ハードウェアコンポーネントの名前とステータスを含む情報が表示されます。
次の図は、ネットワークポートの上でマウスカーソルを動かした後に表示されるツールチップの例を示しています。

図 67. コントローラビュー タブのツールチップ

6. NAS アプライアンス図上でズームを調整するには、NAS アプライアンス図の右側にあるズームスライダの位置を変更します。
• ズームインするには、ズームスライダをクリックして上へドラッグします。
• ズームアウトするには、ズームスライダをクリックして下へドラッグします。

7. コントローラビュー タブにある NAS アプライアンス図を移動するには、NAS アプライアンス図をクリックしてドラッグします。

インタフェースのステータスの表示
NAS コントローラのインタフェースのステータスを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、アプライアンス、アプライアンス ID、コントローラ ID と展開し、インタフェース を選択します。各

インタフェースのステータスは、右ペインに表示されます。

ディスクのステータスの表示
NAS コントローラの内部ストレージデバイスにあるディスクのステータスを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、アプライアンス、アプライアンス ID、コントローラ ID の順に展開し、ディスク を選択します。各

ディスクのステータスが、右ペインに表示されます。

バックアップ電源装置のステータスの表示
NAS コントローラのバックアップ電源装置のステータスを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、アプライアンス、アプライアンス ID、コントローラ ID の順に展開し、バックアップ電源装置 を選

択します。バックアップ電源装置のステータスが、右ペインに表示されます。
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ファンのステータスの表示
NAS アプライアンスのファンのステータスを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、アプライアンス、アプライアンス ID の順に展開し、ファン を選択します。各ファンのステータスが

右ペインに表示されます。

電源装置のステータスの表示
NAS アプライアンスの電源装置のステータスを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、アプライアンス、アプライアンス ID の順に展開し、電源装置 を選択します。各電源装置のステ

ータスが右ペインに表示されます。

FluidFS クラスタサービスのステータスの表示
Storage Manager は、FluidFS クラスタ上で設定されたサービスのステータスを表示します（たとえば、Active Directory、LDAP、DNS、および 
NTP）。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。各サービスのステータスが、ステータスの概要 セクションの右ペインに表示されます。

メモ: 外部サービスのいずれかが IPv6 リンクローカルアドレスで設定されている場合、モニターは常にこれらのサービスを 使用不能 と
して表示します。

バックグラウンド処理のステータスの表示
NAS コントローラの分離など、一部の操作では実行に一定の時間を要し、すぐに完了することはありません。そのような場合、Storage Manager 
で操作の進行状況を監視することができます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、メンテナンス を選択します。
4. 右ペインで、内部 タブをクリックします。各バックグラウンド処理のステータスが表示されます。

FluidFS クラスタの NAS プールの傾向の表示
Storage Manager は、FluidFS クラスタの NAS プールに関する統計を表示します。これには、合計容量、未使用の予約容量、未使用の未予
約容量、使用容量などがあります。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。NAS プールの傾向が、NAS プールの傾向 セクションの右ペインに表示されます。
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FluidFS クラスタストレージ使用状況の表示
Storage Manager は、FluidFS クラスタのストレージ使用状況の経時的変化を示す折れ線グラフを表示します。これには、合計容量、未使用
の予約容量、未使用の未予約容量、使用容量などがあります。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、傾向 タブをクリックします。FluidFS クラスタのストレージ使用状況の履歴グラフが表示されま

す。

NAS ボリュームのストレージ使用状況の表示
Storage Manager は、特定の NAS ボリュームのストレージ使用状況の経時的変化を示す折れ線グラフを表示します。これには、NAS ボリュー
ムサイズ、使用容量、スナップショット容量、未使用の予約容量、および未使用の未予約容量などがあります。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、FluidFS クラスタを選択します。
3. ファイルシステム タブをクリックします。
4. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
5. 右ペインで、ストレージ使用状況の履歴 タブをクリックします。NAS ボリュームのストレージ使用状況グラフが表示されます。

FluidFS クラスタトラフィック統計の表示
Storage Manager は、FluidFS クラスタのトラフィック統計の経時的変化を折れ線グラフで表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. パフォーマンス タブをクリックします。トラフィック統計グラフが表示されます。
3. （オプション）必要に応じて表示をカスタマイズします。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してください。

• 異なるタイムフレームの統計情報を表示するには、過去 1 日、過去 3 日、過去 5 日、先週、先月、または カスタム からいずれかの期
間オプションを選択します。カスタム を選択した場合は、表示するデータの 開始時間 と 終了時間 を指定してから、アップデート をクリ
ックします。

• 複数の Y 軸を使用する単一のグラフにデータを結合するには、グラフの結合 をクリックします。
• 表示するデータメトリックを変更するには、次のデータメトリックの 1 つまたは複数を選択します。

– 合計 MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、すべての読み取りおよび書き込みトラフィックを表示します。
– SMB 書き込み MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、SMB 書き込みトラフィックを表示します。
– SMB 読み取り MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、SMB 読み取りトラフィックを表示します。
– レプリケーション書き込み MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、レプリケーション書き込みトラフィックを表示します。
– レプリケーション読み取り MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、レプリケーション読み取りトラフィックを表示します。
– NDMP 書き込み MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、NDMP 書き込みトラフィックを表示します。
– NDMP 読み取り MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で NDMP 読み取りトラフィックを表示します。
– NFS 書き込み MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、NFS 書き込みトラフィックを表示します。
– NFS 読み取り MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、NFS 読み取りトラフィックを表示します。
– NFS 書き込み IO/ 秒：1 秒あたりの NFS 書き込み入出力処理数を表示します。
– NFS 読み取り IO/ 秒：1 秒あたりの NFS 読み取り入出力処理数を表示します。
– SMB 書き込み IO/ 秒：1 秒あたりの SMB 書き込み入出力処理数を表示します。
– SMB 読み取り IO/ 秒：1 秒あたりの SMB 読み取り入出力処理数を表示します。
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NAS コントローラトラフィック統計の表示
Storage Manager は、NAS コントローラのトラフィック統計の経時的変化を示す折れ線グラフを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. パフォーマンス タブをクリックします。
3. FluidFS タブナビゲーションペインで、FluidFS クラスタを展開し、コントローラを選択します。
4. 右ペインで、トラフィック統計 タブをクリックします。トラフィック統計グラフが表示されます。
5. （オプション）必要に応じて表示をカスタマイズします。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してください。

• 異なるタイムフレームの統計情報を表示するには、過去 1 日、過去 3 日、過去 5 日、先週、先月、または カスタム からいずれかの期
間オプションを選択します。カスタム を選択した場合は、表示するデータの 開始時間 と 終了時間 を指定してから、アップデート をクリ
ックします。

• 複数の Y 軸を使用する単一のグラフにデータを結合するには、グラフの結合 をクリックします。
• 表示するデータメトリックを変更するには、次のデータメトリックの 1 つまたは複数を選択します。

– 合計 MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、すべての読み取りおよび書き込みトラフィックを表示します。
– SMB 書き込み MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、SMB 書き込みトラフィックを表示します。
– SMB 読み取り MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、SMB 読み取りトラフィックを表示します。
– NDMP 書き込み MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、NDMP 書き込みトラフィックを表示します。
– NDMP 読み取り MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で NDMP 読み取りトラフィックを表示します。
– NFS 書き込み MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、NFS 書き込みトラフィックを表示します。
– NFS 読み取り MB/ 秒：1 秒あたりのメガバイト数で、NFS 読み取りトラフィックを表示します。
– NFS 書き込み IO/ 秒：1 秒あたりの NFS 書き込み入出力処理数を表示します。
– NFS 読み取り IO/ 秒：1 秒あたりの NFS 読み取り入出力処理数を表示します。
– SMB 書き込み：IO/ 秒：1 秒あたりの SMB 書き込み入出力処理数を表示します。
– SMB 読み取り：IO/ 秒：1 秒あたりの SMB 読み取り入出力処理数を表示します。

NAS コントローラの負荷バランシング統計の表示
Storage Manager は、NAS コントローラの負荷バランシングに関する統計を表示します。これには、プロセッサ使用率や NAS コントローラへの接
続数などがあります。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタ、NAS コントローラの順に選択します。
2. パフォーマンス タブをクリックします。
3. 右ペインで、負荷バランシング タブをクリックします。負荷バランシング統計が表示されます。
4. （オプション）必要に応じて表示をカスタマイズします。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してください。

• 異なるタイムフレームの統計情報を表示するには、過去 1 日、過去 3 日、過去 5 日、先週、先月、または カスタム からいずれかの期
間オプションを選択します。カスタム を選択した場合は、表示するデータの 開始時間 と 終了時間 を指定してから、アップデート をクリ
ックします。

• 複数の Y 軸を使用する単一のグラフにデータを結合するには、グラフの結合 をクリックします。
• 表示するデータメトリックを変更するには、次のデータメトリックの 1 つまたは複数を選択します。

– CPU 負荷率：CPU 負荷を割合として表示します。
– 合計 SMB 接続：時間の経過に伴う SMB の接続数を表示します。
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30
FluidFS メンテナンス
本項には、FluidFS クラスタのメンテナンス操作に関する情報が記載されています。この作業には、Dell Storage Manager Client を使用します。

同一クラスタへの複数 Data Collector の接続
複数の Data Collector を同一の FluidFS クラスタに接続することができます。プライマリ Data Collector を指定する、および / またはそれがイベン
トを受信するかどうかを指定するには、次の手順を実行します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
3. 右側のペインで、FluidFS クラスタ設定の編集 をクリックします。
4. 一般 タブで、プライマリ Data Collector 有効 チェックボックスを選択または選択解除します。
5. イベントを受信する チェックボックスを選択または選択解除します。
6. OK をクリックします。

Storage Manager での FluidFS クラスタの追加と削除
Storage Manager を使用して、FluidFS クラスタを表示、追加、または削除します。

Storage Manager で管理される FluidFS クラスタの表示
Storage Manager に追加された FluidFS クラスタを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで FluidFS クラスタ を選択します。Storage Manager に追加された FluidFS クラスタが右側のペインに表示されます。

Storage Manager への FluidFS クラスタの追加
FluidFS クラスタを追加して、Storage Manager でそのクラスタを管理します。
前提条件
FluidFS クラスタは、ラックに取り付け、ケーブル接続し、導入する必要があります。
手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. 右ペインで FluidFS クラスタの追加 をクリックします。FluidFS クラスタの追加 ウィザードが起動し、Storage Manager での FluidFS の

登録 ページが開きます。
3. Storage Manager での FluidFS の登録 ページのフィールドに入力します。

a. ホスト名 フィールドに、FluidFS クラスタのホストかクラスタ名、またはクライアント VIP を入力します。
b. ユーザー名 フィールドに、FluidFS クラスタ管理者の名前を入力します。
c. パスワード フィールドに、FluidFS クラスタ管理者パスワードを入力します。
d. フォルダ ペインで、FluidFS クラスタ用の親フォルダを選択します。

4. 次へ をクリックします。FluidFS クラスタが Storage Manager の FluidFS クラスタリストに追加されます。
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Storage Manager からの FluidFS クラスタの削除
FluidFS クラスタを管理する必要がなくなった場合は、Storage Manager を使用してそのクラスタを削除します。たとえば、FluidFS クラスタを別の 
Storage Manager Data Collector に移動することができます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. 右ペインで、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックします。

フォルダを使用した FluidFS クラスタの分類
デフォルトでは、Storage Manager に FluidFS クラスタがアルファベット順で表示されます。Storage Manager での FluidFS クラスタの構成をカス
タマイズするには、FluidFS クラスタをグループ化するフォルダを作成します。

FluidFS クラスタフォルダの作成
FluidFS クラスタを分類するフォルダを追加します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタ を選択します。
2. 右ペインで、フォルダの作成 をクリックします。フォルダの作成 ダイアログボックスが表示されます。
3. 名前 フィールドに、フォルダの名前を入力します。
4. 親 ペインで、親フォルダを選択します。
5. OK をクリックします。

FluidFS クラスタフォルダの名前変更
FluidFS クラスタフォルダの名前を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタフォルダを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
3. 右ペインで、FluidFS クラスタ設定の編集 をクリックします。FluidFS クラスタ設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 名前 フィールドに、フォルダの新しい名前を入力します。
5. OK をクリックします。

FluidFS クラスタフォルダの親フォルダの変更
FluidFS クラスタフォルダの親フォルダを変更します。

1. ストレージ ビューをクリックし、Storage Center を選択します。
2. ストレージ ペインで FluidFS クラスタ を展開し、FluidFS クラスタ フォルダを選択します。
3. サマリ タブをクリックします。
4. 右上ペインで、移動 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示されます。
5. 親 ペインで、親フォルダを選択します。
6. OK をクリックします。

FluidFS クラスタフォルダへの FluidFS クラスタの移動
FluidFS クラスタと他の FluidFS クラスタをグループ化する場合、FluidFS クラスタをフォルダに移動します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
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3. 右ペインで、移動 をクリックします。フォルダの選択 ダイアログボックスが表示されます。
4. 親フォルダを選択します。
5. OK をクリックします。

FluidFS クラスタフォルダの削除
使用されていない FluidFS クラスタフォルダを削除します。
前提条件
フォルダは空である必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタフォルダを選択します。
2. サマリ タブをクリックします。
3. 右ペインで、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックします。

FluidFS クラスタへの Storage Center の追加
FluidFS クラスタのバックエンドストレージは、最大 2 つの Storage Center によって提供することができます。
前提条件
Storage Center は Storage Manager に追加する必要があります。また、FluidFS クラスタへのフロントエンド接続が必要です。

このタスクについて
FluidFS クラスタが Storage Center を 1 つだけ使用するときに、次の場合は、別の Storage Center を追加して FluidFS クラスタのストレージを
提供できます。

• FluidFS クラスタのストレージを現在提供している Storage Center の容量が不足しています。
• ストレージの負荷を分散する必要があります。
• 単一の Storage Center でサポートされるよりも大きいストレージを NAS プールに割り当てる必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、FluidFS クラスタ を展開して、FluidFS クラスタを選択します。
3. サマリ タブをクリックします。
4. 右ペインで、アクション → Storage Center → Storage Center の追加 を選択します。Storage Center の追加 ウィザードが表示され、

Storage Center の選択（表示されたサポート対象の Storage Center のみ）ページが表示されます。
5. FluidFS クラスタのストレージを提供するために追加の Storage Center を選択し、次へ をクリックします。
6. （iSCSI のみ）を選択し、上 Storage Center からの iSCSI フォールトドメインの選択 ページで 2 つのフォールトドメインを選択し、次へ を

クリックします。
7. （iSCSI のみ）NAS コントローラ iSCSI HBA の IP アドレスの設定 ページを使用して、SAN / eth 30 の IP アドレスを設定します。このペ

ージには、デプロイ時に設定された既存の値が表示されます。この既存の値を使用するには、次へ をクリックします。値を変更するには、次
の手順を実行します。
a. NAS コントローラを選択し、設定の編集 をクリックします。コントローラ IP アドレスの編集 ダイアログボックスが表示されます。
b. IP アドレス フィールドに、NAS コントローラの IP アドレスを入力します。
c. OK をクリックします。これまでの手順を各 NAS コントローラに対して繰り返します。
d. VLAN タグを指定するには、VLAN タグ フィールドに VLAN タグを入力します。VLAN タグは、VLAN が複数のスイッチにまたがっている

場合に、どのポートとインタフェースにブロードキャストパケットを送信するかを指定するために使用されます。
e. 次へ をクリックします。

8. （iSCSI のみ）NAS コントローラ iSCSI HBA の IP アドレスの設定 ページを使用して、SANb / eth31 の IP アドレスを設定します。このペ
ージには、デプロイ時に設定された既存の値が表示されます。この既存の値を使用するには、次へ をクリックします。値を変更するには、次
の手順を実行します。
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a. NAS コントローラを選択し、設定の編集 をクリックします。コントローラ IP アドレスの編集 ダイアログボックスが表示されます。
b. IP アドレス フィールドに、NAS コントローラの IP アドレスを入力します。
c. OK をクリックします。これまでの手順を各 NAS コントローラに対して繰り返します。
d. VLAN タグを指定するには、VLAN タグ フィールドに VLAN タグを入力します。VLAN タグは、VLAN が複数のスイッチにまたがっている

場合に、どのポートとインタフェースにブロードキャストパケットを送信するかを指定するために使用されます。
e. 次へ をクリックします。

9. 接続性レポート ページを使用して、FluidFS クラスタと Storage Center の間の接続性を確認します。このウィザードを完了するには、NAS 
コントローラポートのステータスが 起動 になっている必要があります。完了 をクリックしたとき、NAS コントローラポートのステータスが 起動 で
なければ、エラーが表示されます。
• iSCSI NAS アプライアンスの場合、接続性レポートが最初に表示されたとき、iSCSI ログオンがバックグラウンドでまだ行われている可能

性があり、それにより、一部またはすべての FluidFS クラスタ iSCSI イニシエータで 未検出 / 切断 のステータスが表示されることがありま
す。この問題が発生した場合は、30 秒待ってから 更新 をクリックして接続性レポートをアップデートします。iSCSI ログオンが完了し、接
続性レポートが更新されると、各 FluidFS クラスタ iSCSI イニシエータのステータスが 起動 になります。

• Fiber Channel NAS アプライアンスの場合、接続性レポートが最初に表示されたとき、FluidFS クラスタ HBA のステータスは 未検出 / 
切断 になります。WWN を記録し、Fiber Channel スイッチ上のファブリックゾーニングを手動でアップデートする必要があります。その後、
更新 をクリックして接続性レポートをアップデートします。ゾーニングが正しく設定され、接続性レポートが更新されると、各 FluidFS クラ
スタ HBA のステータスは 起動 になります。

10. 終了 をクリックします。

メモ: 追加した Storage Center は、FluidFS クラスタにまだストレージ容量を提供しません。Storage Center の追加後に、NAS 

プールを拡張して、新しい Storage Center を取得し、NAS プールのブロックレベルストレージを提供する必要があります。
11. NAS プールを拡張します。NAS プールの拡張処理が完了したら、両方の Storage Center が Storage Center タブに表示され、ボリュー

ムのステータス が 稼動 と示します。

関連リンク
NAS プールのサイズの拡張
NAS プールのサイズの拡張

FluidFS クラスタの NAS アプライアンスの追加と削除
Storage Manager を使用して、FluidFS クラスタの NAS アプライアンスを追加または削除します。

FluidFS クラスタへの NAS アプライアンスの追加
NAS アプライアンス（2 つの NAS コントローラ）を FluidFS クラスタに追加して、処理能力を向上させることができます。NAS アプライアンスを追加
すると、クライアントの接続数が増加し、クライアント接続と FluidFS クラスタ操作は、より多くの NAS コントローラ間で均等に再分散され、リソー
スが有効に活用されます。
前提条件
• 追加の NAS アプライアンスは、ラックに取り付けてケーブル接続されます。NAS コントローラはスタンバイモードで電源がオンになります。NAS 

コントローラがオン状態でスタンバイモードならば、電源 LED は 1 秒間に約 2 回緑色で点滅します。
• NAS アプライアンスのサービスタグは記録されています。
• 新しいクライアント VIP IP アドレスを新しい NAS アプライアンスに追加することができます。効果的なロードバランシングを実現するには、次の

推奨事項に従って、定義するクライアント VIP の数を決定します。

– FluidFS クラスタへのクライアントアクセスがルーターを経由しない場合（つまり、フラットネットワークの場合）は、FluidFS クラスタごとに 1 つ
のクライアント VIP を定義します。

– クライアントがルーターを経由して FluidFS クラスタにアクセスする場合は、NAS コントローラ ごとに各クライアントインタフェースポートのクラ
イアント VIP を定義します。

• 新しい NAS コントローラ IP アドレスを新しい NAS アプライアンスに追加できます。使用可能な追加の IP アドレスが NAS アプライアンスごと
に 2 つあることを確認してください。

このタスクについて
高可用性のために、NAS アプライアンスは NAS コントローラペアとして追加する必要があります。NAS コントローラを 1 つのみ追加することはでき
ません。NAS アプライアンスは一度に 1 台ずつ、最大 4 台（NAS コントローラは 8 つ）まで追加できます。
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NAS アプライアンスの追加はシームレスな操作であり、現在の FluidFS クラスタ操作に割り込むことはありません。NAS アプライアンスが正常に追
加されると、新しいクライアント接続が自動的にすべての NAS コントローラに分散され、すべての NAS コントローラ間で効率的な負荷バランシン
グが行われます。

メモ: 複雑な作業であり、正確なタイミングを必要とするので、NAS アプライアンスの追加作業はメンテナンスの時間帯にスケジュール
してください。

手順
1. （直接ケーブル接続された内部ネットワークの場合のみ）FluidFS クラスタに NAS アプライアンスが 1 台だけ存在し、内部ネットワーク上で直

接接続されている場合は、内部ネットワークを次のようにケーブル接続し直します。
a. 新しい NAS アプライアンスを内部スイッチにケーブル接続します。
b. 元の NAS アプライアンスから内部ケーブルを 1 本だけ取り外します。
c. 手順 b で空いた各 NAS コントローラポートから内部スイッチまでケーブルを接続します。
d. 元の NAS アプライアンスから 2 本目の内部ケーブルを取り外します。
e. 手順 d で空いた各 NAS コントローラポートから内部スイッチまでケーブルを接続します。

2. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
3. ハードウェア タブをクリックします。
4. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、アプライアンス を選択します。
5. 右ペインで、アプライアンスの追加 をクリックします。アプライアンスの追加 ウィザードが表示され、追加するアプライアンスの選択 ページ

が示されます。
6. FluidFS クラスタに追加する NAS アプライアンスを選択します。

a. 上部ペインで、NAS アプライアンスを選択します。
b. アプライアンスの追加 をクリックします。選択した NAS アプライアンスが下部ペインに移動します。
c. 次へ をクリックします。

7. （iSCSI の場合のみ）NAS コントローラ iSCSI HBA の IP アドレスの設定 ページの各項目を入力して、SAN / eth30 の IP アドレスを設
定します。
a. NAS コントローラを選択し、設定の編集 をクリックします。コントローラ IP アドレスの編集 ダイアログボックスが表示されます。
b. IP アドレス フィールドに、NAS コントローラの IP アドレスを入力します。
c. OK をクリックします。これまでの手順を各 NAS コントローラに対して繰り返します。
d. VLAN タグを指定するには、VLAN タグ フィールドに VLAN タグを入力します。VLAN タグは、VLAN が複数のスイッチにまたがっている

場合に、どのポートとインタフェースにブロードキャストパケットを送信するかを指定するために使用されます。
e. 次へ をクリックします。

8. （iSCSI の場合のみ）NAS コントローラ iSCSI HBA の IP アドレスの設定 ページの各項目を入力して、SANb / eth31 の IP アドレスを設
定します。
a. NAS コントローラを選択し、設定の編集 をクリックします。コントローラ IP アドレスの編集 ダイアログボックスが表示されます。
b. IP アドレス フィールドに、NAS コントローラの IP アドレスを入力します。
c. OK をクリックします。これまでの手順を各 NAS コントローラに対して繰り返します。
d. VLAN タグを指定するには、VLAN タグ フィールドに VLAN タグを入力します。VLAN タグは、VLAN が複数のスイッチにまたがっている

場合に、どのポートとインタフェースにブロードキャストパケットを送信するかを指定するために使用されます。
e. 次へ をクリックします。クライアントネットワークの設定 ページが表示されます。

9. 必要に応じて、クライアントが SMB 共有と NFS エクスポートにアクセスする際に使用する追加のクライアント VIP を追加します。
a. 仮想 IP アドレス 領域で 追加 をクリックします。クライアント IP アドレスの追加 ダイアログボックスが表示されます。
b. IPv4 アドレス フィールドに、クライアント VIP IP アドレスを入力します。
c. OK をクリックします。

10. 新規の NAS コントローラの IP アドレスを追加します。それぞれの NAS コントローラに対して次の手順を繰り返します。
a. NAS コントローラを選択し、設定の編集 をクリックします。コントローラ IP アドレスの編集 ダイアログボックスが表示されます。
b. IP アドレス フィールドに、NAS コントローラの IP アドレスを入力します。
c. OK をクリックします。

11. （オプション）必要に応じて残りのクライアントネットワーク属性を設定します。
• クライアントネットワークのネットマスクを変更するには、新しいネットマスクを ネットマスク フィールドに入力します。
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• VLAN タグを指定するには、VLAN タグを VLAN タグ フィールドに入力します。
12. 次へ をクリックします。各クライアントネットワークの設定が完了すると、接続性レポート ページが表示されます。

メモ: クラスタへのアプライアンスの追加には約 15 分かかることがあります。
13. 接続性レポート ページを使用して、FluidFS クラスタと Storage Center の間の接続性を確認します。このウィザードを完了するには、NAS 

コントローラポートのステータスが 起動 になっている必要があります。完了 をクリックしたとき、NAS コントローラポートのステータスが 起動 で
なければ、エラーが表示されます。
• iSCSI NAS アプライアンスの場合、接続性レポートが最初に表示されたとき、iSCSI ログオンがバックグラウンドでまだ行われている可能

性があり、それにより、一部またはすべての FluidFS クラスタ iSCSI イニシエータで 未検出 / 切断 のステータスが表示されることがありま
す。この問題が発生した場合は、30 秒待ってから 更新 をクリックして接続性レポートをアップデートします。iSCSI ログオンが完了し、接
続性レポートが更新されると、各 FluidFS クラスタ iSCSI イニシエータのステータスが 起動 になります。

• Fiber Channel NAS アプライアンスの場合、接続性レポートが最初に表示されたとき、FluidFS クラスタ HBA のステータスは 未検出 / 
切断 になります。WWN を記録し、Fiber Channel スイッチ上のファブリックゾーニングを手動でアップデートする必要があります。その後、
更新 をクリックして接続性レポートをアップデートします。ゾーニングが正しく設定され、接続性レポートが更新されると、各 FluidFS クラ
スタ HBA のステータスは 起動 になります。

14. 終了 をクリックします。

関連リンク
バックグラウンド処理のステータスの表示
バックグラウンド処理のステータスの表示

FluidFS クラスタからの NAS アプライアンスの削除
FluidFS クラスタへの NAS アプライアンスの追加に失敗した場合は、同じ NAS アプライアンスまたは別の NAS アプライアンスの追加を再度試み
る前に、失敗した NAS アプライアンスのエントリを FluidFS クラスタから削除する必要があります。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで アプライアンス を展開し、NAS アプライアンス ID を選択します。
4. 右ペインで、削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

NAS コントローラの分離、連結、および交換
次の手順を使用して、故障した NAS コントローラを交換します。

NAS コントローラの分離
NAS コントローラの分離は、その NAS コントローラを新しい NAS コントローラと交換する必要がある場合にのみ行います。分離した NAS コントロ
ーラは、可能な場合、工場出荷時のデフォルトにリセットされ、電源がオフになります。それ以外の場合は、FluidFS ソフトウェアを再インストールし
て、NAS コントローラを工場出荷時のデフォルトにリセットする必要があります。
このタスクについて
NAS コントローラは、NAS アプライアンス内で一度に 1 つのみ分離することができます。NAS コントローラを分離すると、クライアントの接続は切断
されますが、クライアントはほかの NAS コントローラへ転送されます。その後、クライアントは自動的に FluidFS クラスタに再接続します。NAS コン
トローラが FluidFS クラスタから分離されている間も、SMB 共有と NFS エクスポートは引き続き利用可能です（ただし、データがキャッシュされなく
なるため、パフォーマンスは低下する可能性があります）。しかし、ほとんどの FluidFS クラスタ構成の変更はできなくなります。

注意: NAS コントローラの分離は、Dell Technical Support の指示を受けて行ってください。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、アプライアンス、NAS アプライアンス ID の順に展開して、NAS コントローラ ID を選択します。
4. 右ペインで、分離 をクリックします。分離 ダイアログボックスが表示されます。
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5. OK をクリックします。分離プロセスの進行状況が 分離 ダイアログボックスに表示されます。このダイアログボックスを閉じると、プロセスはバック
グラウンドで実行を続けます。NAS コントローラが分離されると、NAS コントローラの 状況 が Detached に変わります（状況は システム タ
ブ、アプライアンス、コントローラ の順に選択すると表示されます）。

関連リンク
バックグラウンド処理のステータスの表示
バックグラウンド処理のステータスの表示

NAS コントローラの連結
既存の NAS コントローラを交換するときに新しい NAS コントローラを連結します。連結が完了すると、新しい NAS コントローラは既存の NAS コ
ントローラの FluidFS クラスタ設定を引き継ぎます。
前提条件
連結中の NAS コントローラがスタンバイモードで電源がオンになっていることを確認してください。NAS コントローラがオン状態でスタンバイモードな
らば、電源 LED は 1 秒間に約 2 回の間隔で緑色に点滅します。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ハードウェア タブをクリックします。
3. ハードウェア タブのナビゲーションペインで、アプライアンス、NAS アプライアンス ID の順に展開して、NAS コントローラ ID を選択します。
4. 右ペインで、連結 をクリックします。連結 ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。連結プロセスの進行状況が 連結 ダイアログボックスに表示されます。このダイアログボックスを閉じると、プロセスはバック

グラウンドで実行を続けます。NAS コントローラが連結されると、NAS コントローラの 状況 が Formatted に変わります（状況は ハードウェ
ア タブ、アプライアンス、コントローラ の順に選択すると表示されます）。

6. （ファイバチャネルのみ）連結操作が完了したら、新しい WWN を記録し、ファイバチャネルスイッチ上のファブリックゾーニングを手動でアップデ
ートします。

関連リンク
バックグラウンド処理のステータスの表示
バックグラウンド処理のステータスの表示

NAS コントローラの交換
NAS コントローラをオンラインに復帰させることのできない障害が発生した場合（たとえば、NAS コントローラの故障）、既存の NAS コントローラを 
FluidFS クラスタから取り外し、別の NAS コントローラに交換する必要があります。
前提条件
NAS コントローラを交換する前に、既存の NAS コントローラが故障していることを Dell Technical Support で確認してください。

このタスクについて
NAS コントローラが FluidFS クラスタから分離されている間も、SMB 共有と NFS エクスポートは引き続き利用可能です（ただし、データがキャッシ
ュされなくなるため、パフォーマンスは低下する可能性があります）。しかし、FluidFS クラスタ構成の変更はほとんどできなくなります。そのため、故
障した NAS コントローラは可能な限り早く交換する必要があります。

メモ: NAS コントローラの交換は、Dell Technical Support の指示を受けて行ってください。

手順
1. 既存の NAS コントローラを分離します。
2. すべてのケーブルにラベルが付いていることを確認します。
3. 既存の NAS コントローラの背面からすべてのケーブルを取り外します。
4. 既存の NAS コントローラを NAS アプライアンスのシャーシから取り外します。

a. コントローラのリリースボタンを押してコントローラハンドルを解放します。
b. アプライアンスからコントローラが外れるまで、コントローラハンドルを押し下げます。
c. コントローラハンドルを使用して、アプライアンスからコントローラを取り出します。
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5. 新しい NAS コントローラを NAS アプライアンスのシャーシに挿入します。
a. コントローラのカバーが閉じていることを確認してください。
b. コントローラをアプライアンスの適切なスロットに揃えて配置します。
c. コントローラが所定の位置に装着されるまで、アプライアンス内に押し込みます。コントローラ
d. ハンドルをロックされるまでアプライアンスの前面に向かって押します。

6. すべてのケーブルを新しい NAS コントローラ上のポートに以前と同様に接続します。電源装置が 1 つでも電源に接続されていれば、NAS コ
ントローラの電源は自動的にオンになります。

7. 新しい NAS コントローラを連結します。

関連リンク
NAS コントローラの連結
NAS コントローラの分離
NAS コントローラの連結
NAS コントローラの分離

サービスパックの管理
FluidFS クラスタは、サービスパック方式を使用して FluidFS ソフトウェアをアップグレードします。サービスパックは累積されます。つまり、各サービス
パックには、以前のサービスパックで提供されたすべての修正と拡張が含まれています。

アップグレード履歴の表示
FluidFS クラスタにインストールされているサービスパックアップグレードのリストを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、メンテナンス を選択します。
4. 右ペインで、ソフトウェアのバージョン タブをクリックします。FluidFS クラスタのアップグレード履歴が表示されます。

有効なアップグレードに対する電子メール通知の受信
Storage Manager は、FluidFS サービスパックアップグレードが利用可能になったときにユーザーに電子メールを送信して通知できます。Storage 
Manager は、24 時間ごとにアラート電子メールを 1 通だけ送信します。
前提条件
Storage Manager は、Dell SupportAssist を使用して診断データを送信するように設定する必要があります。

手順
1. Data Collector の SMTP サーバー設定を指定します。

a. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、Data Collector 設定の編集 をクリックします。Data Collector 設定の編集 ダイア
ログボックスが表示されます。

b. SMTP サーバ タブをクリックします。
c. 送信元電子メールアドレス フィールドに、Data Collector からの電子メールの送信者として表示する電子メールアドレスを入力します。
d. ホストまたは IP アドレス フィールドに、SMTP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。
e. SMTP サーバーのポート番号が 25 でない場合、適切なポート番号を ポート フィールドに入力します。
f. SMTP サーバーで認証が必要な場合は、認証 チェックボックスにチェックを付け、ユーザー名とパスワードをそれぞれ SMTP ユーザー名 

フィールドと SMTP ユーザーパスワード フィールドに入力します。
g. OK をクリックします。

2. Storage Manager ユーザーアカウントの電子メールアドレスを設定します。
a. Dell Storage Manager Client の上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。ユーザー設定の編集 ダイアログボックスの 一般 

タブが表示されます。
b. 現在のユーザーの電子メールアドレスを 電子メールアドレス フィールドに入力します。
c. 電子メール形式 ドロップダウンメニューから、現在のユーザーに対する電子メールの形式を選択します。
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d. テストメッセージを電子メールアドレスに送信するには、電子メールのテスト をクリックし、OK をクリックします。
e. テストメッセージが、指定された電子メールアドレスに送信されたことを確認します。
f. OK をクリックします。

3. 使用可能な FluidFS サービスパックアップグレードの電子メール通知を受け取るよう 新しい Data Collector イベントの電子メール通知を設
定します。
a. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。ユーザー設定の編集 ダイアログボックスが表

示されます。
b. イベントの管理 タブをクリックします。
c. 新しい Data Collector イベントのチェックボックスを選択します。
d. OK をクリックします。

FluidFS ソフトウェアをアップグレードするサービスパックのインストール
FluidFS クラスタのアップグレード ウィザードを使用して、FluidFS ソフトウェアをアップデートします。各 FluidFS サービスパックファイルは 1 回だけ
ダウンロードされ、Storage Manager Data Collector（C:\Program Files (x86)\Compellent Technologies\Compellent Enterprise Manager
\msaservice\etc\appupgrades）でローカルにてキャッシュされます。各 FluidFS クラスタをアップデートするために、同じサービスパックファイルが使
用されますが、FluidFS クラスタは一度に 1 つしかアップデートできません。
前提条件
• Dell Technical Support に問い合わせて、サービスパックを FluidFS クラスタにダウンロードできるようにします。
• Storage Manager Data Collector にはサービスパックを格納するための十分なディスク容量が必要です。サービスパックを保存する十分な容

量がない場合は、ダウンロードを開始してからすぐにメッセージが表示されます。必要に応じて、古いサービスパックを削除して容量を解放しま
す。

• サービスパックをインストールすると、インストール処理中に NAS コントローラが再起動します。これにより、SMB および NFS クライアント接続
に中断が発生する可能性があります。また、アクティブな NDMP ジョブは終了します。したがって、メンテナンスの時間帯にサービスパックのイン
ストールを実施するようにスケジュールしてください。

• すべての NAS コントローラの電源がオンで、それらの 状態 が フォーマット済み になっていることを確認してください（状態は システム タブ、ア
プライアンス、コントローラ を順に選択すると表示されます）。NAS コントローラがダウンしている、または分離されている場合、FluidFS ソフト
ウェアをアップグレードすることはできません。

• FluidFS クラスタにストレージを提供する Storage Center を Storage Manager に追加する必要があります。

このタスクについて

警告: サービスパックのインストール処理は元に戻すことができません。FluidFS クラスタを一度アップデートすると、以前のバージョン
に戻すことはできません。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、FluidFS クラスタを選択します。
3. ファイルシステム タブをクリックし、メンテナンス をクリックします。
4. 右ペインで ソフトウェアバージョン タブをクリックします。
5. インストールされ、アップグレードが使用可能なソフトウェアバージョン セクションで、ソフトウェアのアップグレードを探す をクリックします。
6. FluidFS クラスタのアップグレード ウィザードが表示され、FluidFS クラスタにアップデートが利用可能かどうかを示すメッセージが表示されま

す。アップデートが使用可能な場合は、次の手順に進みます。アップデートが利用できない場合（たとえば、FluidFS クラスタがすでに最新の
バージョンである場合）は、完了 をクリックして、ウィザードを終了します。

7. 次へ をクリックして、サービスパックを FluidFS クラスタにアップロードします（ただし、インストールはしません）。アップロード処理の進捗が表示
されます。アップロード処理が完了したら、次のメッセージが表示されます。The upgrade package has been delivered to 
the FluidFS Cluster

メモ: アップロード処理は、手動で取り消すことができます 操作のキャンセル をクリックし、アップグレードをキャンセルしますか ? と
尋ねられたときに はい をクリックすることにより、手動でキャンセルできます。アップロード処理を再開するには、配信の再試行 を
クリックします。

メモ: アップロード処理には長い時間がかかります。ウィザードを閉じると、アップロード処理はバックグラウンドで継続されます。後
で アップグレードの確認 を再度クリックしてウィザードの入力を再び行い、アップロードの進行状況を表示できます。
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次の表に、アップロード処理中に実行する手順を示します。

手順 説明

アップデートのチェック FluidFS クラスタのアップデート ウィザードにより、使用可能な最新の FluidFS バージョンがチェックさ
れます。

パッケージをダウンロード FluidFS サービスパックが、Data Collector にダウンロードされます。

パッケージの整合性を検証 ダウンロードした FluidFS サービスパックのチェックサムが再計算され、サービスパックの整合性が確認
されます。

パッケージを FluidFs にアップロード FluidFS サービスパックが FluidFS クラスタ内の NAS コントローラにアップロードされます。

パッケージの登録 Storage Manager は、FluidFS がパッケージが届いたことを登録するまで待機し、サービスパックをイ
ンストールできるようにします。

8. サービスパックをインストールする準備ができたら、完了 をクリックします。インストール処理の進行状況が表示されます。

メモ: インストール処理中に、FluidFS クラスタとの通信が中断されます。この結果、通信エラーが発生する可能性があります。た
だし、インストール処理はバックグラウンドで継続されます。

メモ: インストール処理には、長い時間がかかります。ウィザードを閉じると、インストール処理はバックグラウンドで続行されます。
インストールの進行状況は、ファイルシステム タブ → メンテナンス → 内部 → バックグラウンドプロセス タブの順に使用して確認
できます。

関連リンク
バックグラウンド処理のステータスの表示
FTP サーバの管理
バックグラウンド処理のステータスの表示
FTP サーバの管理

ファームウェアアップデートの管理
NAS コントローラ上のファームウェアは、サービスパックのアップデート時および故障した NAS コントローラの交換後に自動的にアップデートされま
す。ファームウェアアップデートの完了後、NAS コントローラが再起動します。ファームウェアアップデートの実行中は、NAS コントローラを取り外さな
いでください。取り外すとファームウェアが破損します。ファームウェアアップデートの実行中は、背面の電源オン LED とキャッシュアクティブ / オフロー
ド LED の両方が、橙色に 5 回、緑色に 5 回の点滅を繰り返します。ファームウェアアップデートの実行中にモニタを NAS コントローラの VGA ポ
ートに接続すると、Executing firmware updates for TopHat system というメッセージが表示されます。

NAS ボリューム設定の復元
NAS ボリューム設定の復元により、次の NAS ボリューム設定を手動で再設定することなく効果的に復元できます。

• SMB 共有
• NFS エクスポート
• スナップショットスケジュール
• クォータルール

これは、次の場面で役立ちます。

• システムのリカバリ後
• NAS ボリュームのリカバリ後
• レプリケーションターゲット NAS ボリュームへのフェールオーバー時
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NAS ボリューム設定のバックアップ
NAS ボリュームの設定は、変更が加えられるたびに、後で復元可能な形式で自動的に保存されます。この設定は、NAS ボリュームのルートフォ
ルダにある .clusterConfig フォルダに保存され、暗号化されます。このフォルダは単独で、あるいは NAS ボリュームのユーザーデータと一緒
にバックアップし、後で復元することができます。
NAS ボリュームの設定は、同一または別のシステム上の別の NAS ボリュームに復元できます。

NAS ボリューム設定のバックアップを復元に使用できるようにするには、次の方法を使用します。

• ストレージ管理者は、.clusterConfig フォルダを手動でそのバックアップからまたは別の NAS ボリュームから NAS ボリュームにコピーでき
ます。別のシステムのバックアップを使用する場合は、FluidFS のバージョンが同じシステムから取得した保存済み設定でなければ、復元操作
は機能しません。

• ストレージ管理者は、NDMP 復元を使用して、.clusterConfig フォルダをそのバックアップからまたは別の NAS ボリュームから NAS ボリ
ュームにコピーできます。別のシステムのバックアップを使用する場合は、FluidFS のバージョンが同じシステムから取得した保存済み設定でな
ければ、復元操作は機能しません。

• .clusterConfig は、レプリケーション時に自動的にターゲット NAS ボリュームにコピーされます。

NAS ボリューム設定の復元
NAS ボリューム設定を復元すると、既存の設定は上書きにより置き換えられます。FluidFS クラスタに接続されているクライアントは切断されま
す。その後、クライアントは FluidFS クラスタに自動的に再接続します。

1. NAS ボリューム設定が復元される NAS ボリュームのルートフォルダに .clusterConfig フォルダがコピーされていることを確認します。
NAS ボリュームのルートフォルダにアクセスするには、Windows エクスプローラを開き、アドレスバーに次の内容を入力します。\
\<client_VIP_or_name>\C$\<NAS_volume>\

2. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
3. ファイルシステム タブをクリックします。
4. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、NAS ボリューム を展開し、NAS ボリュームを選択します。
5. 右ペインで、ボリューム設定の復元 をクリックします。ボリューム設定の復元 ダイアログボックスが表示されます。
6. バックアップから復元する設定を選択します。

• SMB 共有を復元するには、CIFS 共有 チェックボックスを選択します。
• NFS エクスポートを復元するには、NFS エクスポート チェックボックスを選択します。
• スナップショットスケジュールを復元するには、スナップショットスケジュール チェックボックスを選択します。
• クォータルールを復元するには、クォータルール チェックボックスを選択します。

7. OK をクリックします。

ローカルユーザーの復元
ローカルユーザー設定の復元により、すべてのローカルユーザーを手動で再設定することなく効果的に復元できます。これは、次の場面で役立ち
ます。

• システムのリカバリ後
• レプリケーションターゲット NAS ボリュームへのフェールオーバー時

ローカルユーザー設定のバックアップ
ローカルユーザー設定は、変更が加えられるたびに、後で復元可能な形式で自動的に保存されます。この設定は、NAS ボリュームのルートフォル
ダにある .clusterConfig フォルダに保存され、暗号化されます。このフォルダは単独で、あるいは NAS ボリュームのユーザーデータと一緒に
バックアップし、後で復元することができます。
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ローカルユーザー設定のバックアップを復元に使用できるようにするには、次の方法を使用します。

• ストレージ管理者は、.clusterConfig フォルダを手動でそのバックアップからまたは別のシステムからシステム内の NAS ボリュームにコピ
ーできます。別のシステムのバックアップを使用する場合は、FluidFS のバージョンが同じシステムから取得した保存済み設定でなければ、復
元操作は機能しません。

• ストレージ管理者は、NDMP 復元を使用して、.clusterConfig フォルダをそのバックアップからまたは別のシステムからシステム内の 
NAS ボリュームにコピーできます。別のシステムのバックアップを使用する場合は、FluidFS のバージョンが同じシステムから取得した保存済み
設定でなければ、復元操作は機能しません。

• .clusterConfig は、レプリケーション時に自動的にターゲット NAS ボリュームにコピーされます。

ローカルユーザーの復元
FluidFS クラスタ内の最新の NAS ボリュームに保存された設定を復元し、それを同一システムまたは別のシステム上に復元することにより、ローカ
ルユーザーを復元できます。
このタスクについて
ローカルユーザー設定を復元すると、既存の設定は上書きにより置き換えられます。FluidFS クラスタに現在接続されているクライアントは切断さ
れます。その後、クライアントは自動的に再接続します。
手順
1. ローカルユーザーの復元先となるシステムの NAS ボリュームのルートフォルダに .clusterConfig フォルダがコピーされていることを確認し

ます。NAS ボリュームのルートフォルダにアクセスするには、Windows エクスプローラを開き、アドレスバーに次の内容を入力します。\
\<client_VIP_or_name>\C$\<NAS_volume>\

2. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
3. ファイルシステム タブをクリックして、認証 を選択します。
4. 右ペインで ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
5. ローカルユーザーの復元 をクリックします。ローカルユーザーの復元 ダイアログボックスが表示されます。
6. バックアップソース ドロップダウンメニューから、ローカルユーザーを復元するバックアップを選択します。
7. OK をクリックします。

ローカルグループの復元
ローカルグループ設定の復元により、すべてのローカルグループを手動で再設定することなく効果的に復元できます。これは、次の場面で役立ちま
す。

• システムのリカバリ後
• レプリケーションターゲット NAS ボリュームへのフェールオーバー時

ローカルグループ設定のバックアップ
ローカルグループ設定は、変更が加えられるたびに、後で復元可能な形式で自動的に保存されます。この設定は、NAS ボリュームのルートフォル
ダにある .clusterConfig フォルダに保存され、暗号化されます。このフォルダは単独で、あるいは NAS ボリュームのユーザーデータと一緒に
バックアップし、後で復元することができます。
ローカルグループ設定のバックアップを復元に使用できるようにするには、次の方法を使用します。

• ストレージ管理者は、.clusterConfig フォルダを手動でそのバックアップからまたは別のシステムからシステム内の NAS ボリュームにコピ
ーできます。別のシステムのバックアップを使用する場合は、FluidFS のバージョンが同じシステムから取得した保存済み設定でなければ、復
元操作は機能しません。

• ストレージ管理者は、NDMP 復元を使用して、.clusterConfig フォルダをそのバックアップからまたは別のシステムからシステム内の 
NAS ボリュームにコピーできます。別のシステムのバックアップを使用する場合は、FluidFS のバージョンが同じシステムから取得した保存済み
設定でなければ、復元操作は機能しません。

• .clusterConfig は、レプリケーション時に自動的にターゲット NAS ボリュームにコピーされます。
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ローカルグループの復元
FluidFS クラスタ内の最新の NAS ボリュームに保存された設定を復元し、それを同一システムまたは別のシステム上に復元することにより、ローカ
ルグループを復元できます。
このタスクについて
ローカルグループ設定を復元すると、既存の設定は上書きにより置き換えられます。FluidFS クラスタに現在接続されているクライアントは切断さ
れます。その後、クライアントは自動的に再接続します。
手順
1. ローカルグループの復元先となるシステムの NAS ボリュームのルートフォルダに .clusterConfig フォルダがコピーされていることを確認し

ます。NAS ボリュームのルートフォルダにアクセスするには、Windows エクスプローラを開き、アドレスバーに次の内容を入力します。\
\<client_VIP_or_name>\C$\<NAS_volume>\

2. ストレージ ビューをクリックします。
3. ストレージ ペインで、FluidFS クラスタを選択します。
4. システム タブをクリックします。
5. システム タブのナビゲーションペインで、アクセスコントロール を選択します。
6. 右ペインで ローカルユーザーおよびグループ タブをクリックします。
7. ローカルユーザーの復元 をクリックします。ローカルユーザーグループの復元 ダイアログボックスが表示されます。
8. バックアップソース ドロップダウンメニューから、ローカルグループを復元するバックアップを選択します。
9. OK をクリックします。

内蔵ストレージデバイスからの FluidFS の再インストール
各 NAS コントローラには、FluidFS の工場出荷時イメージの再インストールに使用できる内蔵ストレージデバイスが搭載されています。システムが
不安定になったり、起動できなくなったりした場合、イメージを 1 つまたは複数の NAS コントローラに再インストールしなければならないことがありま
す。
前提条件
• NAS コントローラがまだ FluidFS クラスタのアクティブメンバーである場合は、そのコントローラを先に分離する必要があります。
• モニタを NAS コントローラの VGA ポートに接続し、キーボードを NAS コントローラの USB ポートの 1 つに接続します。

注意: FluidFS ソフトウェアの再インストールは、Dell Technical Support の指示の下でのみ実行してください。

警告: FluidFS ソフトウェアをすべての NAS コントローラに再インストールすると、システムは工場出荷時の設定に戻ります。FluidFS 
クラスタ上のデータはすべて、この手順を実行した後に復元することはできません。

手順
1. NAS コントローラの背面にある埋め込み式電源ボタンを押して離すことにより、NAS コントローラをシャットダウンします。

メモ: FluidFS ソフトウェアを再インストールする NAS コントローラの電源のみをオフにします。それ以外の NAS コントローラの電
源はオフにしないでください。NAS コントローラの電源をオフにすると、クライアントの接続は切断されますが、クライアントはほか
の NAS コントローラへ転送されます。その後、クライアントは自動的に FluidFS クラスタに再接続します。

2. NAS コントローラの背面にある埋め込み式電源ボタンを押して離すことにより、NAS コントローラの電源をオンにします。
3. F11 = BIOS Boot Manager プロンプトが表示されたら、F11 を押します。
4. 起動デバイス USB フラッシュディスク を選択します。
5. Dell FluidFS <FluidFS_release_to_install> の再インストール を選択します。

メモ: NAS コントローラを FluidFS バージョン 2.0 クラスタに再導入する場合にのみ、NAS コントローラを FluidFS バージョン 
2.0 に再インストールします。

6. resetmysystem（バージョン 3.0）または resetmysystem -v2 （バージョン 2.0）と入力し、Enter を押すことにより、アクションを
確認します。

7. 再インストールが完了すると、NAS コントローラが再起動してスタンバイモードになります。
8. FluidFS の再インストール後、NAS コントローラを FluidFS クラスタに連結します。
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関連リンク
NAS コントローラの連結
NAS コントローラの分離
NAS コントローラの連結
NAS コントローラの分離
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31
FS Series VAAI プラグイン
VAAI プラグインでは、ESXi ホストが特定のストレージ関連タスクの一部を、基礎となる FluidFS アプライアンスにオフロードすることができます。こ
のプラグインは、次の VAAI NAS プリミティブをサポートしています。

• 完全ファイルフルクローン - 仮想ディスクの完全なクローンの作成をオフロードします。
• 高速ファイルクローン（ネイティブスナップショット） - 仮想ディスクにリンクされたクローンの作成をオフロードします。
• 拡張統計 - FS Series データストアの容量の使用状況をクエリします。

このプラグインをインストールすることにより、FS Series v4 以降のシステム上のすべてのデータストアに対して VAAI NAS プリミティブが有効化さ
れ、次の機能が追加されます。

1. vCenter からの仮想マシンのクローン化では、対応するマシンの完全コピーの作成が FS Series アプライアンスに要求されます。
2. 仮想マシンにリンクされたクローンの作成は、FS Series アプライアンスにオフロードされます。

このプラグインは、zip ファイル形式で提供されており、FTP サーバ（ftp://<FluidFS_Cluster_public IP>:44421/vaai_plugin）からダウンロードで
きます。

• depot - FluidFSNASVAAI_For_Esx_v5.5.zip

FS シリーズ VAAI プラグインの有効化または無効化
NAS Administrator が VAAI プラグインのアクセシビリティを有効または無効にできるようにしてセキュリティを強化します。VAAI プラグインはデフォル
トで有効に設定されています。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで 環境 を展開して、VMware サーバー を選択します。
4. 右ペインで、VAAI 領域の 設定の編集 をクリックします。
5. VAAI 設定の変更 ダイアログボックスが表示されます。 
6. VAAI を有効にするには、VAAI 有効 チェックボックスをオンにします。
7. VAAI を無効にするには、VAAI 有効 チェックボックスをクリアします。 
8. OK をクリックします。

インストール手順
FS Series VAAI プラグインは、ESXi バージョン 5.5、5.5U1、および 5.5U2 をサポートします。
前提条件

メモ: FS Series VAAI プラグインは、関連する各 ESXi ホストにインストールする必要があり、再起動が必要です。

手順
1. 管理用の資格情報を使用して、ポート 44421 の FTP 経由で FS Series に接続します。
2. /vaai_plugin フォルダ内にある VAAI プラグインファイルをダウンロードします。
3. ESXi ホストの /tmp/ フォルダにそのファイルを転送します。
4. 転送したファイルのタイプに応じて、プラグインをインストールします。

• ~ # esxcli software vib install -d /tmp/FluidFSNASVAAI_For_Esx_v5.5.zip
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または

• ~ # esxcli software vib install –v esxcli software vib install -v file:///tmp/
FluidFSNASVAAI_For_Esx_v5.5.vib

5. ESXi ホストを再起動します。

プラグイン検証
ある ESXI ホストに VAAI プラグインがインストールされているかどうかをチェックするには、ESXi コンソールで次のコマンドを入力します：# esxcli 
software vib list | grep Dell_FluidFSNASVAAI
肯定応答が返されます：

Dell_FluidFSNASVAAI 1.1.0-250 DELL VMwareAccepted 2015-02-17

FS Series データストアで VAAI が有効になっているかどうかを検証するには、ESXi ホストコンソールで vmkfstools –P コマンドを使用します。以
下の例は、FS Series v4 以降のシステム上にある FS_datastore という名前のデータストアに対するクエリと出力を示しています。

~ # vmkfstools -Ph /vmfs/volumes/FSseries_Datastore/

NFS-1.00 file system spanning 1 partitions

File system label (if any): FSseries_Datastore

Mode: public

Capacity 200 GB, 178.3 GB available, file block size 4 KB, max file size 16777216 TB

UUID: 1cec81cb-6db87d1c-0000-000000000000

Partitions spanned (on "notDCS"):

        nfs:FSseries_Datastore

NAS VAAI Supported: YES

Is Native Snapshot Capable: YES

削除手順
ESXi ホストから VAAI プラグインを削除するには、次の手順を実行します。

1. ESXi ホストコンソールで次のコマンドを実行します。
~ # esxcli software vib remove -n Dell_FluidFSNASVAAI

2. ESXi ホストを再起動します。
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32
FluidFS トラブルシューティング
本項には、FluidFS クラスタでの問題のトラブルシューティングに関する情報が記載されています。この作業には、Dell Storage Manager Client を
使用します。

イベントログの表示
FluidFS クラスタは、通常操作が実行されたとき、および問題が発生したときにもイベントを生成します。イベントによって、FluidFS クラスタを監視
し、問題を検出して解決することができます。イベントはイベントログに記録されます。

イベントログの表示
イベントログに含まれるイベントを表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. イベント タブをクリックします。イベントが表示されます。
3. （オプション）必要に応じてイベントの表示をカスタマイズします。これらのオプションについては、オンラインヘルプを参照してください。

• 異なるタイムフレームのイベントを表示するには、過去 1 日、過去 3 日、過去 5 日、先週、先月、または カスタム からいずれかの期間
オプションを選択します。カスタム を選択した場合は、表示するイベントの 開始時間 と 終了時間 を指定して、アップデート をクリックし
ます。

• 表示するイベントの最大数を変更するには、イベントの最大数（100、500、または 1000）を 最大数 ドロップダウンメニューから選択し
ます。

• 重大度に基づいてイベントにフィルタを適用するには、重大度 ドロップダウンメニューから重大を選択します。使用可能なオプションは、通
知、警告、エラー、および 例外 です。

イベントログ内のイベントの詳細情報の表示
イベントログに含まれるイベントの詳細情報を表示します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. イベント タブをクリックします。
3. イベントを選択します。このイベントの詳細情報は下部ペインに表示されます。

イベントログの並べ替え
イベントログに含まれるイベントは、列見出し別に並べ替えることができます。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. イベント タブをクリックします。
3. 表の列見出しをクリックして、イベントを並べ替えます。

イベントログの検索
イベントログに含まれるイベントで特定の文字列を検索します。

1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. イベント タブをクリックします。
3. 検索 フィールドに、検索するテキストを入力します。
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4. 必要に応じて検索パラメータを選択します。
• 検索するテキストの大文字と小文字を区別する場合は、大文字と小文字を区別する チェックボックスにチェックを付けます。
• 検索がラップされないようにするには、ラップ チェックボックスのチェックを外します。

メモ: デフォルトでは、検索がリストの最後まで到達したときに 次を検索  をクリックすると、検索はリストの最初の一致項
目に戻ります。検索がリストの先頭に到達したときに 前を検索  をクリックすると、検索はリストの最後の一致項目に戻りま
す。

• イベント内の完全に一致するフレーズを検索するには、完全一致 チェックボックスにチェックを付けます。
• 検索で一致したすべての項目を強調表示するには、ハイライト表示 チェックボックスにチェックを付けます。

5. 次を検索 をクリック  または 前を検索 をクリックして、  入力したテキストを検索します。
• 一致テキストが見つかった場合は、一致テキストの最初のイベントがイベントのリストから選択されます。
• 一致するテキストが見つからなかった場合、エラー ダイアログボックスが表示され、テキストが見つからなかったことを示すメッセージが表示

されます。

診断プログラムの実行
診断を実行すると、FluidFS クラスタに関する問題を検出できます。FluidFS クラスタに対して使用可能な診断オプションは次のとおりです。

• FluidFS 診断：ソフトウェアの問題を診断するために使用されます。
• 内蔵システム診断：ハードウェアの問題を診断するために使用されます。

FluidFS クラスタでの FluidFS 診断の実行
FluidFS 診断は、FluidFS クラスタがオンライン状態にあり、データを使用している間に実行できます。
このタスクについて
FluidFS 診断には、次のオプションがあります。

• クライアント接続の診断：FluidFS クラスタに対する特定のクライアントの接続試行を追跡します。診断が実行されたら、クライアントが接続
を再試行することを求めます。

• ファイルアクセスの診断：ファイルに対する特定のクライアントのアクセス試行を追跡します。診断が実行されたら、クライアントがアクセスを再
試行することを求めます。

• ファイルシステム診断：コアファイルシステムアクティビティ、リソース消費量、およびステータスに関する情報を収集します。特定のアクティビティ
の実行中にのみ問題が発生する場合は、診断が実行されてからそのアクティビティを繰り返します。

• 一般的なシステム診断：FluidFS クラスタのステータスおよび設定に関する一般情報を収集します。
• ネットワーク診断：ネットワーク情報を収集し、FluidFS クラスタに対する特定のクライアントの接続試行を追跡します。診断が実行されたら、

クライアントが接続を再試行することを求めます。
• パフォーマンス診断：基本的なベンチマークを実行し、統計情報を収集して、FluidFS クラスタパフォーマンスを監視します。可能な場合は、

FluidFS クラスタ上のアクティビティが最小の場合にこの診断を実行してださい。
• プロトコルログ診断：SMB および NFS プロトコルアクティビティ、リソース、およびステータスに関する情報を収集します。特定のアクティビティ

の実行中にのみ問題が発生した場合は、診断が実行されてから、そのアクティビティを繰り返します。

診断が完了すると、診断結果ファイルの圧縮アーカイブを FluidFS クラスタ FTP サーバーの次の場所から使用できます。

ftp://<FluidFS_administrator_user_name>@<client_VIP_or_cluster name>:44421/diagnostics/
archive/<diagnostic_name>

診断ファイルは、NAS ボリュームの場所に送信することもできます。その後、SMB 共有または NFS エクスポートを使用して収集できます。

手順
1. ストレージ ビューをクリックし、FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム タブのナビゲーションペインで、メンテナンス を選択します。
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4. 右ペインで サポート タブを選択します。
5. 実行する診断プログラムを選択します。
6. 診断の実行 をクリックします。診断の実行 ダイアログボックスが表示されます。
7. 要求された診断パラメータを入力し、OK をクリックします。診断パラメータの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。診断が実

行された後に、Storage Manager は Dell SupportAssist を使用して診断データを送信します。

関連リンク
FTP サーバの管理
FTP サーバの管理

NAS コントローラの内蔵システム診断プログラムの実行
内蔵システム診断プログラム（Enhanced Pre-boot System Assessment（ePSA）診断プログラムとも呼ばれます）では、特定のデバイスグル
ープまたはデバイスに対して一連のオプションが提供されます。
前提条件
モニタを NAS コントローラの VGA ポートに接続し、キーボードを NAS コントローラの USB ポートの 1 つに接続します。

このタスクについて
内蔵システム診断プログラムでは、次のことが可能です。

• テストを自動的に、または対話モードで実行
• テストの繰り返し
• テスト結果の表示または保存
• 詳細なテストで追加のテストオプションを実行し、障害の発生したデバイスに関する詳しい情報を得る
• テストが問題なく終了したかどうかを知らせるステータスメッセージを表示
• テスト中に発生した問題を通知するエラーメッセージを表示

システム内の主要コンポーネントまたはデバイスが正しく動作しない場合は、内蔵システム診断プログラムを実行すると、コンポーネントの障害が
示される可能性があります。内蔵システム診断プログラムを実行するには、NAS コントローラをオフラインにする必要があります（つまり、このデータ
を処理しないようにします）。

以下の表に、内蔵システム診断プログラムのメニューオプションの概要を示します。

メニュー 説明
構成 検知された全デバイスの設定およびステータス情報が表示されます。
結果 実行された全テストの結果が表示されます。
システム正常性 システムパフォーマンスの現在の概要が表示されます。
イベントログ システムで実行された全テストの結果のタイムスタンプ付きログが表示されます。少なくとも 1 つのイベントの説明が

記録されていれば、このログが表示されます。

手順
1. NAS コントローラの背面にある埋め込み式電源ボタンを押して離すことにより、NAS コントローラをシャットダウンします。

メモ: 内蔵システム診断プログラムを実行している NAS コントローラの電源のみをオフにします。それ以外の NAS コントローラの
電源はオフにしないでください。NAS コントローラの電源をオフにすると、クライアントの接続は切断されますが、クライアントはほ
かの NAS コントローラへ転送されます。その後、クライアントは自動的に FluidFS クラスタに再接続します。

2. NAS コントローラの背面にある埋め込み式電源ボタンを押して離すことにより、NAS コントローラの電源をオンにします。
3. F10 = Dell 内蔵診断モジュールの起動 プロンプトが表示されたら、F10 を押してください。ePSA 起動前システムアセスメント ウィンドウが

表示され、システム内で検出された全デバイスがリストされます。診断プログラムにより、検知された全デバイスのテストが開始されます。
4. 内蔵システム診断プログラムの実行が終了したら、終了 を選択して診断を終了し、NAS コントローラを再起動します。
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BMC ネットワークの設定
ベースボード管理コントローラ（BMC）のローカルエリアネットワーク（LAN）ポートは、FluidFS コントローラシリアルコンソール I/O に KVM（キー
ボード、ビデオ、マウス）サービスを提供するように設定することができます。BMC KVM サービスは、管理者またはサポートエンジニアがコンピュータ
ネットワーク経由で FluidFS コンソール I/O にアクセスし、さまざまな問題のトラブルシューティングを行うことを可能にします。

FluidFS アプライアンスハードウェアには、Lights-Out Management（LOM）ポートと呼ばれる特別な物理ポートが装備されています。このポート
は、スイッチに対して標準 TCP 接続を提供します。

FluidFS v4 の時点では、相互接続ネットワークは IPv6 限定ネットワークです。BMC ネットワーク設定は、相互接続サブネットに依存しなくなりま
した。

クラスタ中の各コントローラに対して異なる IP アドレスを設定することができます。ただし、ネットワークとデフォルトゲートウェイは、すべてのコントロー
ラ間で共有されます。「有効」チェックボックスにチェックを入れる / 外すと、すべてのコントローラでの BMC ネットワークを有効化 / 無効化すること
になります。

BMC ネットワーク設定手順
BMC ネットワークを設定するには、次の手順に従ってください。
手順
1. ストレージビュー をクリックして、設定する FluidFS クラスタを選択します。
2. ファイルシステム タブをクリックします。
3. ファイルシステム パネルで、環境 を展開し、ネットワーク を選択して、管理ネットワーク タブをクリックします。
4. 右ペインで、BMC まで下にスクロールし、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 左ペインで、BMC ネットワーク の縦型タブをクリックします。
6. BMC アクセスを許可 領域で、有効 チェックボックスにチェックを付けます。
7. コントローラを選択し、設定の編集 をクリックします。
8. コントローラ IP アドレスを入力します。

コントローラ IP を設定した後、ネットマスクとデフォルトゲートウェイが正しいことを確認します。必要に応じて変更します。
9. 適用 または OK をクリックします。

次の手順
IP アドレスの表の下にある 編集 リンクをクリックすると、新しいウィンドウが開いて、IP アドレスの編集が可能になります。IP アドレスを編集し、OK 
をクリックします。

メモ: 

コントローラの IP アドレスを追加または削除することはできません。コントローラの IP アドレスの編集のみを行えます。

iBMC 仮想 KVM の起動
iBMC（Integrated Baseboard Management コントローラ）仮想 KVM（キーボード、ビデオ、マウス）を使用すると、ネットワークを介してリモー
トから NAS コントローラコンソールを表示および管理できます。
前提条件
• iBMC 仮想 KVM を使用するには、ウェブブラウザと JAVA が有効なコンピュータを使用する必要があります。
• iBMC 仮想 KVM に接続する前に、iBMC パスワードを決定します。FluidFS クラスタが設定されている場合は、iBMC パスワードはサポート

アカウントのパスワードと同期します。
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手順
1. ネットワークケーブルを NAS コントローラの LOM（Lights Out Management） Ethernet ポートに接続します。LOM Ethernet ポートは、

NAS コントローラの背面パネル右下にあります。
2. Windows クライアントを iBMC に接続します。

a. Windows クライアントを LOM Ethernet ポート用に使用されるものと同じネットワークに接続します。
b. ウェブブラウザを開きます。ウェブブラウザのアドレスバーに NAS コントローラの iBMC IP アドレスを入力します。iBMC ログインページが表

示されます。
c. ユーザー名 フィールドに ADMIN と入力します。
d. パスワード フィールドに iBMC パスワードを入力します。
e. OK をクリックします。iBMC の プロパティ ページが表示されます。

3. iBMC 仮想 KVM を起動します。
a. ナビゲーションペインで vKVM & vMedia を展開し、起動 をクリックします。
b. 右ペインで Java KVM クライアントの起動 をクリックします。ビデオビューア が表示され、FluidFS クラスタコンソールが表示されます。

トラブルシューティングの一般的な問題
本項では、FluidFS クラスタの使用時に発生する一般的な問題の原因とソリューションについて説明しています。

Active Directory の問題のトラブルシューティング
本項では、Active Directory で多くみられる問題について、考えられる原因と解決策を説明します。

Active Directory ユーザーのためのグループクォータが機能しない

説明 グループクォータルールは Active Directory グループに定義されています。ただし、グループのメンバーが容量を消費
すると、グループの実際の使用率は上昇せず、グループの制限は強制されません。

原因 クォータの強制はファイル（UNIX）の UID および GID または、定義されている場合はユーザー（NTFS）のプライマ
リグループの SID および GSID に基づいて実行されます。
Active Directory ユーザーのために、プライマリグループの設定は必須ではありません。定義されていない場合、使
用済み容量はどのグループにも報告されません。グループクォータが Active Directory ユーザーで有効であるために
は、プライマリグループは割り当てられている必要があります。

対策 Active Directory ユーザーのためにプライマリグループを設定するには、次の手順を実行します。

1. Active Directory の管理画面を開きます。
2. ユーザーを右クリックし、プロパティ を選択します。
3. 所属するグループ タブをクリックします。
4. 必要なグループが表示されます。グループをクリックして、プライマリグループの設定 をクリックします。

これでユーザーのグループ用のクォータが有効になります。

Active Directory ユーザー認証が失敗する

説明 有効な Active Directory ユーザーが認証に失敗します。

原因 次の原因が考えられます。
• ユーザーが誤ったパスワードを使用して認証を試みている。
• ユーザーが Active Directory 内でロックまたは無効にされている。
• Active Directory のドメインコントローラがオフラインまたはアクセスできない。
• FluidFS クラスタシステムの時刻と Active Directory のクロックが同期していない。

回避策 1. FluidFS クラスタのイベントログにエラーがないかを確認します。
2. ユーザーが Active Directory で無効またはロックされていないことを確認します。

FluidFS トラブルシューティング 665



3. ドメインコントローラがオンラインで、ネットワークを使用したアクセスが可能であることを確認します。
4. FluidFS クラスタおよび Active Directory サーバーは、時刻の共通ソースを使用する必要があります。NTP を

設定し、システムの時刻がドメインコントローラの時刻と同期していることを確認します。

Active Directory の設定の問題

説明 Active Directory のユーザーとグループを SMB 共有に追加できません。

原因 次の原因が考えられます。
• FQDN を使用してドメインに ping 送信できない。
• DNS が設定されていない可能性がある。
• NTP が設定されていない可能性がある。

対策 Active Directory ドメインへの接続のために FluidFS クラスタを設定する時に、次の手順を実行します。

1. ドメインの NetBIOS 名、またはドメインコントローラの IP アドレスを使用しないで、FQDN を使用するようにし
ます。

2. ユーザーが、ドメインにシステムを追加するパーミッションを所有しているようにする。
3. 正しいパスワードを使用する。
4. DNS を設定します。
5. FluidFS クラスタおよび Active Directory サーバーは、共通の時間ソースを使用する必要があります。NTP を

設定し、システム時間がドメインコントローラの時間と同期していることを確認します。
6. 複数の NAS アプライアンスを使用している場合は、異なる NetBIOS 名を設定していることを確認します。シ

ステムにより、デフォルトで SMB Storage という名前が付けられます。

バックアップの問題のトラブルシューティング
本項には、一般的な NDMP 問題の考えられる原因と解決策が記載されています。

スナップショットのトラブルシューティング

説明 スナップショットの作成と削除が失敗します。

原因 次の原因が考えられます。
• 容量の大きいディレクトリの削除など、待機中の I/O リクエストが多数ある。
• 現在処理中のスナップショット作成 / 削除リクエストが多数ある。
• NAS ボリュームに対して別のスナップショットリクエストが現在実行されている。
• スナップショットの合計数がシステムの上限に達した。
• バックアップジョブで間違った IP アドレスが指定された。

対策 • 手動リクエストエラーの場合は、1～2 分後にスナップショットの取得または削除を再試行します。
• スナップショットスケジューラからのリクエストの場合は、1～2 サイクル待ちます。エラーが解消されない場合は、同

じ NAS ボリュームでスナップショットの取得または削除を手動で実行します。
• システムに高い負荷がかかっている場合、負荷が低下するまで待ち、スナップショットリクエストを再発行します。
• スナップショットのスケジュールを確認します。過密なスナップショットスケジュールは、システムの全体的なパフォー

マンスに悪影響を与えます。1 台のシステムで、スナップショットの累積回数が 1 時間あたり 20 スナップショットを
超えてはいけません。

• システムのスナップショットの合計数を確認します。合計数が数千単位になる場合は、いくつかのスナップショット
を削除し、再試行します。

• バックアップジョブで、クライアント VIP を正確に指定します。
• 大規模なボリューム（TB）の削除が最近実行されたかどうかを確認します。実行されている場合は、しばらく

待ってからアクティビティを再試行します。
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NDMP 内部エラーのトラブルシューティング

説明 内部エラーが発生してバックアップまたは復元が失敗します。

原因 NDMP 内部エラーは、ファイルシステムへのアクセスができなくなっているか、NAS ボリュームが使用できなくなってい
ることを示します。

対策 バックアップアプリケーションを FluidFS クラスタに接続できない場合は、次の手順を実行します。

1. NDMP が有効であることを確認します。
2. NDMP でバックアップアプリケーションの IP アドレスが設定されていることを確認します。

バックアップアプライアンスを FluidFS クラスタに接続できるものの、ログインできない場合は、次の手順を実行しま
す。

1. NDMP クライアントに対して Storage Manager で設定されたデフォルトユーザー名「backup_user」を使用し
ながら、バックアップアプリケーションで NDMP バックアップ / 復元を設定します。 

2. NDMP クライアントに対して Storage Manager で設定されたパスワードを使用しながら、バックアップアプリケ
ーションで NDMP バックアップ / 復元を設定します。 

バックアップアプリケーションが FluidFS クラスタにログインできるものの、バックアップに使用できる NAS ボリュームがな
い場合、FluidFS に NAS ボリュームが作成されていることを確認します。

SMB の問題のトラブルシューティング
本項には、一般的な SMB 問題の考えられる原因と解決策が記載されています。

AV サーバーが使用できないため、SMB ファイルへのアクセスが拒否される

説明 クライアントアプリケーションによって SMB 共有上のファイルが開かれると、FluidFS クラスタはスキャンのためにファイル
をアンチウイルスサーバーに送信します。
アンチウイルスサーバーを使用できない場合、ファイルおよび SMB 共有全体へのアクセスが禁止されます。

原因 FluidFS クラスタでアンチウイルスサーバーが使用できないため、アンチウイルスが有効な SMB 共有でファイルを開く
ことができません。

回避策 アンチウイルスが有効になっている SMB 共有でのみこの問題が発生しており、他の SMB 共有にアクセスしているク
ライアントには同じ問題が生じていないことを確認します。
アンチウイルスサーバーのステータス、および FluidFS クラスタとアンチウイルスサーバー間のネットワークパスを確認し
ます。

アクセス許可の問題で SMB ファイル / フォルダへのアクセスが拒否される

説明 SMB によるファイルまたはフォルダへのアクセスが拒否されます。

原因 十分なパーミッションを持たないクライアントがファイルまたはフォルダで操作を実行しています。

回避策 ファイルまたはフォルダのパーミッションを確認し、必要なパーミッションを設定します。

SMB ACL の破損

説明 SMB の ACL が破損しています。

原因 • ユーザーまたはスクリプトによって ACL が誤って変更されました。
• アンチウイルスアプリケーションが誤って関連するファイルを検疫した後に、ACL が破損しました。
• バックアップアプリケーションによるデータリカバリの後、互換性の問題が原因で ACL が破損しました。
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• RoboCopy などのサードパーティアプリケーションを使用してデータを別の場所から移行した後に、ACL が破損し
ました。

回避策 Windows クライアントの現在の ACL 設定を確認します。Windows クライアントの最初に定義した方法と同じ方
法を使用して、ファイルの ACL を再定義します。ファイル、ディレクトリ、および SMB 共有の所有者として ACL が
設定されていることを確認します。現在パーミッションがないために ACL を再定義できない場合は、次の手順を実
行します。

1. スナップショットまたはバックアップからファイルを復元します。
2. たとえば、RoboCopy アプリケーションを使用してデータを別の場所から移行させた場合、データ全体を再コピ

ーする代わりに ACL のメタデータのみをコピーすることで、ACL を復元できる可能性が十分あります。
3. ファイルシステムのすべての ACL が破損している場合は、NAS レプリケーションパートナーからすべてのデータを

復元できます。

SMB クライアントのクロックスキュー

説明 SMB クライアントのクロックの時刻がずれています。

原因 クライアントのクロックと Active Directory のクロックとの誤差は 5 分以内でなければなりません。

対策 クライアントのクロックを（NTP サーバーとして動作する）Active Directory サーバーと同期するように設定し、時計
のずれが生じないようにします。

ファイル読み取り時の SMB クライアント切断

説明 ファイル読み取り時に SMB クライアントが切断されます。

原因 NAS コントローラのフェールオーバー時に SMB に過剰な負荷がかかっています。

回避策 クライアントを再接続してファイルを再度開く必要があります。

SMB クライアントの間違ったパスワードによるログインの失敗

説明 SMB クライアントがログインに失敗しています。

原因 クライアントが接続時に誤ったパスワードを入力しました。

回避策 1. インタラクティブなクライアントは正しいパスワードで再試行できます。
2. アプリケーションおよびサーバーでは、通常スクリプトまたは設定ファイルで設定されるユーザー / パスワードが期

限切れになっているおそれがあるため、特別に注意する必要のある場合があります。

SMB Delete-On-Close の拒否

説明 ファイルが使用中に削除されます。

原因 複数のユーザーが同じファイルで作業しているときに、開いているファイルを 1 人のユーザーが削除した場合、そのファ
イルには削除のマークが付けられ、閉じられた後で削除されます。それまでは、ファイルは元の場所に表示されます
が、開こうとすると拒否されます。

対策 ファイルを開こうとしているクライアントに、ファイルが削除されたことを伝えます。

SMB ファイル共有の拮抗

説明 共有の競合が発生したため、SMB ファイルへのアクセスが拒否されます。

原因 SMB プロトコルを使用してファイルが開かれると、ファイルを開くアプリケーションによって、このファイルが開いている間
に使用すべき共有モードが通知されます。
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共有モードでは、このファイルが開かれている間に、他のクライアントのどのアクティビティが許可されるかが定義されま
す。

この定義はアプリケーションによって送信され、クライアントがこれを制御または設定することはできません。

共有定義に違反があると、クライアントはアクセス拒否エラーを受信し、イベントが発行されます。

対策 これは情報イベントです。管理者はロックしているクライアントに問い合わせて、このファイルを参照しているアプリケー
ションを閉じるように要求することができます。
ファイルを開いたアプリケーションが正常にシャットダウンしなかった可能性があります。可能な場合はクライアントを再
起動することをお勧めします。

SMB ロックの不整合

説明 SMB インターロックの問題で SMB サービスが中断されています。

原因 さまざまな SMB クライアントインターロックのシナリオがあります。

対策 システムは自動で復元し、復元完了時にイベントを発行します。

SMB 最大接続数に到達

説明 NAS コントローラ 1 台あたりの最大 SMB 接続数に到達しています。

原因 各 NAS アプライアンスは特定の数の接続に制限されます。

対策 • システムが最適な状態にあり（すべての NAS コントローラがオンラインの状態）、NAS コントローラのいずれかに
アクセスする SMB クライアントの数が最大数に到達した場合は、別の NAS アプライアンスを追加することを検
討してください。

• システムが最適な状態にあるが（すべての NAS コントローラ がオンラインの状態）、NAS コントローラ間でクライ
アントのバランスが大きく損なわれている場合は、Storage Manager を使用してクライアントの再バランスを行い
ます。

• システムは劣化した（1 台または複数の NAS コントローラが故障している）状態であり、SMB クライアントが残
りの NAS コントローラに接続されている場合は、システムが最適な状態に戻るまで待つか、システムを使用して 
SMB クライアントの数を減らします。

SMB 共有が存在しない

説明 存在しない SMB 共有に接続を試みています。

原因 • クライアント側の綴りが間違っています。
• 間違ったサーバーにアクセスしています。

対策 利用可能な SMB 共有のリストを表示して、すべての SMB 共有が表示され、誤って変更されていないことを確認
します。
Windows クライアントで次の手順を使用して、問題のある SMB 共有にアクセスできることを確認します。

1. 実行 をクリックします。
2. 次のようにクライアントアクセス VIP および共有名を入力します。\\<client_VIP_or_name>

\<SMB_share_name> 

SMB 共有のマッピング後のイベントで切り捨てられる SMB 共有名

説明 クライアントが SMB 共有をマッピングした後に、次のイベントが生成され、イベントで SMB 共有名が切り捨てられま
す。この例では、SMB 共有は share1_av です。
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SMB client connection failure. Un-available share \
\172.22.151.106\share1_a

原因 これは、Windows で既知の問題です。Windows は、SMB 共有をその名前と 1 文字切り捨てられた名前によって
マップしようとします。

対策 このイベントは無視しても問題ありません。

SMB パスの共有が見つからない

説明 クライアントが、NAS ボリューム内に存在しないディレクトリを参照している共有にアクセスしました。

原因 このエラーは通常、次のシナリオのいずれかによって発生します。
• FluidFS クラスタが、バックアップまたはリモートレプリケーションから復元される。復元中はディレクトリの構造が完

全ではなく、いくつかのディレクトリは存在していない可能性があります。
• 同じパス内の上位ディレクトリへのアクセス権限を持つクライアントが、別のクライアントにマウントされているディレ

クトリを削除または変更した場合。複数のクライアントが同じデータセットにアクセスしているときは、このシナリオ
を避けるために厳密な権限レベルを適用することをお勧めします。

対策 1. FluidFS クラスタが復元中の場合、現在のステータスをクライアントに伝え、復元プロセスが完了するまで待機
するようにクライアントに指示をします。

2. 別のクライアントがディレクトリを削除または変更している場合は、次の 3 つのオプションがあります。

• 問題のあるパスをバックアップから復元します。
• 欠落しているディレクトリを手動で作成し、アクセスできるようにします。削除されたパスにある既存データ

にアクセスしようとすると、クライアントにエラーが返されます。
• SMB 共有を削除し、これをクライアントに通知します。

3. FluidFS で使用可能なすべての SMB 共有をリストし、問題のある SMB 共有を特定します。問題のある共
有には、その共有へのアクセスができないことが示されています。

SMB による読み取り専用 NAS ボリュームへの書き込み

説明 クライアントが読み取り専用 NAS ボリュームでファイルの変更を試みています。

原因 NAS ボリュームが、レプリケーションのターゲットであるのにもかかわらず読み取り専用に設定されています。
このイベントの最もよくある原因は次のいずれかです。

• クライアントは読み取り目的でターゲットシステムにアクセスしたつもりだが、誤ってファイルの変更も試みた。
• 名前 /IP アドレスが似ていたため、クライアントが誤ったシステムにアクセスした。
• クライアントは、クライアントの知識がなくレプリケーションターゲットとされた NAS ボリュームにアクセスした。

回避策 • ユーザーに正しい NAS ボリュームを知らせます。
• NAS ボリュームに書き込むためには、まず、レプリケーションを終了させて、NAS ボリュームをスタンドアロンにする

必要があります。

NFS の問題のトラブルシューティング
本項には、一般的な NFS 問題の考えられる原因と解決策が記載されています。

NFS エクスポートをマウントできない

説明 NFS エクスポートをマウントしようとすると、次のような理由でマウントコマンドがエラーになります。
• パーミッションが拒否されました。
• ポートマッパーエラーのため、FluidFS クラスタが応答しません － RPC のタイムアウトまたは入力 / 出力エラーで

す。
• プログラムが登録されていないため、FluidFS クラスタが応答しません。
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• アクセスが拒否されました。
• ディレクトリではありません。

原因 • クライアントが NFS/UDP を使用して接続されており、接続経路中にファイアウォールがあります。
• クライアントが NFS エクスポートリストに入っていないか、FluidFS クラスタが NIS 経由でクライアントシステムを

認識できなかったか、または FluidFS クラスタがクライアントから提供された ID を承諾しません。
• FluidFS クラスタがダウンしているか、または内部ファイルシステムに問題があります。
• マウントコマンドはポートマッパーに到達していますが、rpc.mountd NFS のマウントデーモンが登録されていませ

ん。
• クライアントシステムの IP アドレス、IP 範囲、ドメイン名、またはネットグループが、FluidFS クラスタからのマウント

を試みている NAS ボリューム用の NFS エクスポートリストにありません。
• リモートパスまたはローカルパスのいずれかがディレクトリではありません。
• クライアントにルート権限がないかシステムグループのメンバーではありません。NFS のマウントとマウント解除は、

ルートユーザーとシステムグループのメンバーにのみ許可されています。

回避策 問題の原因が NFS/UDP およびファイアウォールである場合、クライアントがマウントに UDP（通常これがデフォルト）
を使用しているか、パスにファイアウォールがあるかどうかをチェックします。ファイアウォールがある場合は、そのファイア
ウォールに適切な例外を追加します。
問題の原因がパーミッションである場合：

• 提供したパスが正しいことを確認します。
• ルートとしてマウントを試みていることを確認します。
• システムの IP アドレス、IP 範囲、ドメイン名、またはネットグループが NFS エクスポートリストにあることを確認し

ます。

FluidFS クラスタがポートマッパーの障害が原因で応答しない場合：

• FluidFS クラスタのステータスを確認します。
• NFS のマウントを別のシステムから試して、ネットワーク接続を確認します。
• ほかのクライアントにも同じ問題が生じているかどうか確認します。

登録されていないプログラムが原因で FluidFS クラスタが応答しない場合は、クライアントのポートマッパーが起動し
ているかどうかをチェックします。
問題の原因がアクセス拒否である場合：

• 次のコマンドを使用して、FluidFS クラスタがエクスポートしたファイルシステムのリストを取得します。
showmount -e <client_VIP_or_name>

• システム名またはネットグループ名がファイルシステムのユーザーリストにないことを確認します。
• Storage Manager を介して、NFS エクスポートに関連しているファイルシステムを確認します。

問題の原因がディレクトリの場合は、コマンドのスペルをチェックし、両方のディレクトリでマウントコマンドの実行を試
行します。

NFS エクスポートが存在しない

説明 存在しないエクスポートをマウントしようとしました。

原因 この障害は通常、クライアントシステムでのスペル間違い、または誤ったサーバーへのアクセスによって発生します。

回避策 1. FluidFS クラスタで使用可能な NFS エクスポートをチェックして、必要なエクスポートがすべて存在していること
を確認します。

2. 問題のあるクライアントで、当該のエクスポートがこのクライアントで使用可能であることを次のように確認しま
す。
% showmount -e <client_VIP_or_name>

<client_VIP_or_name> のエクスポートリスト：
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/abc 10.10.10.0

/xyz 10.10.10.0

NFS エクスポートが使用可能な場合は、クライアント上で該当するマウントコマンドの NFS エクスポート名の
スペルを確認します。NFS エクスポート名は、showmount の出力から mount コマンドにコピーペーストするこ
とをお勧めします。

NFS ファイルへのアクセス拒否

説明 このイベントは NFS クライアントが NAS ボリュームのファイルに対して十分な権限を持たないときに発行されます。

原因 ファイル所有権が UID/UNIX でユーザーがこのファイルにアクセスする権限を持たない、または所有権が SID/ACL 

で UID/UNIX への変換後、ファイルへのアクセスが許可されなくなっています。

回避策 • ネイティブアクセス（SMB クライアントが SID/ACL ファイルへ、または NFS クライアントが UID/UNIX ファイルへア
クセスするとき）に関しては、権限を変更してアクセスを許可します。

• アクセスがネイティブでない場合、変換ルールがかかわってくるため、Dell Technical Support にお問い合わせい
ただくことをお勧めします。

セキュアなエクスポートへの NFS の非セキュアアクセス

説明 クライアントがセキュアでないポートからセキュアなエクスポートにアクセスを試行しています。

原因 セキュアな NFS エクスポートの要件とは、アクセスしているクライアントが well-known ポート（1024 以下）を使用
する必要があり、通常これはクライアントにおいて root（uid=0）である必要があることを意味します。

回避策 該当の NFS エクスポートを特定し、セキュアに設定されていることを確認します（セキュアなクライアントポートが必
要）。
• セキュアな NFS エクスポートを維持する必要のある場合は、well-known ポート（1024 以下）からマウントリク

エストを発行するために、NFS クライアントのマニュアルを参照してください。
• セキュアな NFS エクスポートが必要ではない場合（たとえばネットワークがパブリックではない場合）、エクスポー

トがセキュアでないことを確認してからアクセスを再試行します。

エクスポートオプションによる NFS のマウントの失敗

説明 このイベントは、NFS のマウントがエクスポートオプションのために失敗する時に発行されます。

原因 エクスポートリストはクライアントのアクセスを IP アドレス、ネットワーク、またはネットグループでフィルタし、アクセスして
いるクライアントをスクリーニングします。

回避策 1. 該当の NFS エクスポートの詳細を確認します。すべての既存のオプションを戻せるように、書き留めます。
2. NFS エクスポートに対する IP アドレス / クライアントの制限を削除し、マウントを再試行します。マウントが正

しく行われた場合、IP アドレスまたはドメインが明示的に指定されていること、または定義済みのネットワークや
ネットグループの一部であることを確認します。マウントが正しく行われた後は、元のオプションを適宜調整しま
す。
例えば、192.175.255.254 が 192.168.0.0/16 ではなく 192.168.0.0/12 の一部であるような、ネットワークのネッ
トマスクが直感的ではない場合など、わかりにくい状況には注意してください。

ネットグループ障害による NFS マウントの失敗

説明 このイベントは、必要なネットグループ情報が取得できないためにクライアントが NFS エクスポートのマウントに失敗
した場合に発行されます。

原因 このエラーは通常、FluidFS クラスタと NIS/LDAP サーバー間の通信エラーによって発生します。ネットワークの問
題、ディレクトリサーバーのオーバーロード、ソフトウェアの誤作動が原因となる場合もあります。
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対策 問題のあるサーバーから順に、設定済みの各 NIS/LDAP サーバーに対して次の処理を繰り返します。処理ごとに
単一の NIS/LDAP のみを使用してください。

1. NIS/LDAP サーバーのログを調べて、エラーの原因がログにレポートされているか確認します。
2. ネットワークテスト：NIS/LDAP サーバーと同じサブネットにあるクライアントから、FluidFS クラスタに ping を送

信してみます。FluidFS クラスタと同じサブネットにあるクライアントから、NIS/LDAP サーバーに ping を送信し
てみます。
上記のいずれかのネットワークテストでパケットの損失が認められた場合は、環境内のネットワークの問題を解
決してください。

3. FluidFS クラスタと同じサブネットにあり、同じディレクトリサーバーを使用するように設定されている Linux クライ
アントから、適切なコマンドを使用して NIS/LDAP サーバーにネットグループ詳細のクエリを発行します。適切
な時間内（3 秒以内）に応答が返されることを確認します。

NFS エクスポートでのネットグループの制限を削除するか、代替ディレクトリサーバーを定義すると、この問題を一時
的に回避することができます。ネットグループの定義に注意しながら、関連する NFS エクスポートとそれに定義され
たオプションを特定します。使用されたネットグループを記録して、問題が解決されたときにそのネットグループを復元
し、ネットグループの制限を削除できるようにしておきます。

NFS マウントパスが存在しない

説明 クライアントが、NAS ボリュームに存在しないマウントパスをマウントしようとしています。

原因 このエラーは通常、次のシナリオのいずれかによって発生します。
• FluidFS クラスタが、バックアップまたはリモートレプリケーションから復元される。復元中はディレクトリの構造が完

全ではなく、いくつかのディレクトリは存在していない可能性があります。
• 同じパス内の上位ディレクトリへのアクセス権限を持つクライアントが、別のクライアントにマウントされているディレ

クトリを削除または変更した場合。複数のクライアントが同じデータセットにアクセスしているときは、このシナリオ
を避けるために厳密な許可スキームを適用することをお勧めします。

回避策 1. FluidFS クラスタが復元中の場合、現在のステータスをクライアントに伝え、復元プロセスが完了するまで待機
するようにクライアントに指示をします。

2. 別のクライアントがディレクトリを削除または変更している場合は、次の 3 つのオプションがあります。

• 問題のあるパスをバックアップから復元します。
• 欠落しているディレクトリを手動で作成し、マウントができるようにします。削除されたパスにある既存データ

にアクセスしようとすると、クライアントにエラーが返されます。
• NFS エクスポートを削除し、これをクライアントに通知します。

3. FluidFS クラスタで使用可能なすべての NFS エクスポートをリストし、問題のある NFS エクスポートを特定し
ます。問題のあるエクスポートには、そのエクスポートへのアクセスができないことが示されています。

NFS 所有者の操作の制限

説明 NFS クライアントに、要求されたアクションを特定のファイルに対して実行する許可が与えられていません。

原因 NFS クライアントが、所有していないファイルに対して chmod または chgrp 操作を試みました。

回避策 これは重要性の低い、ユーザーレベルの問題です。このタイプのイベントが頻繁に発生する場合は、制限されている
データへの悪意あるアクセスを示している場合があります。

NFS による読み取り専用エクスポートへの書き込み

説明 NFS クライアントが、読み取り専用 NFS エクスポート上で変更の実行を試みています。

原因 NFS エクスポートが読み取り専用 NFS エクスポートとして定義されている可能性があります。読み取り専用 NFS 

エクスポートにアクセスしているクライアントは、含まれているファイルに対する書き込み操作や変更を実行できませ
ん。

対策 このイベント自体では、システム管理者による作業は必要としません。
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NFS による読み取り専用 NAS ボリュームへの書き込み

説明 クライアントが読み取り専用 NAS ボリュームでファイルの変更を試みています。

原因 NAS ボリュームが、レプリケーションのターゲットであるのにもかかわらず読み取り専用に設定されています。
このイベントの最もよくある原因は次のいずれかです。

• クライアントは読み取り目的でターゲットシステムにアクセスしたつもりだが、誤ってファイルの変更も試みた。
• 名前 /IP アドレスが似ていたため、クライアントが誤ったシステムにアクセスした。
• クライアントが、知らないうちにレプリケーションターゲットにされていた NAS ボリュームにアクセスしようとしている。

対策 • クライアントに正しい NAS ボリュームを知らせます。
• NAS ボリュームに書き込むために、レプリケーションを最初に終了して、NAS ボリュームをスタンドアロンにする必

要があります。

NFS によるスナップショットへの書き込み

説明 NFS クライアントがスナップショットにあるファイルを変更しようとしています。

原因 NAS ボリュームのスナップショットは、設計上変更することができません。

対策 クライアントにスナップショットデータを変更できないことを通知します。スナップショットは、作成時の NAS ボリュームデ
ータを正確に表したものです。

NFS ファイルまたはディレクトリへのアクセス拒否

説明 ユーザーが NFS オブジェクトを所有するグループに属しており、グループメンバーは操作を実行することが許可されて
いるにも関わらず、クライアントは NFS ファイルまたはディレクトリにアクセスできません。

原因 NFS サーバー（バージョン 2 および 3）は、NFS クライアントの認証にリモートプロシージャコール（RPC）プロトコ
ルを使用します。ほとんどの RPC クライアントには、最大で 16 のグループが NFS サーバーに渡されるという設計上
の制限があります。一部の UNIX タイプでサポートされるように、ユーザーが 16 を超える UNIX グループに所属する
場合、グループの一部は渡されず、NFS サーバーでチェックされないため、クライアントのアクセスが拒否される可能
性があります。

回避策 この問題を検証し得る方法として、newgrp を使用して一時的にユーザーのプライマリグループを変更することで、
サーバーに確実に渡されるようにする方法があります。
簡単な回避策としては、ユーザーを不要なグループから削除して、グループを 16 以下にする方法がありますが、常
に実行可能ではありません。

NAS ファイルアクセスおよびアクセス許可の問題のトラブルシューティング
本項には、一般的な NAS ファイルアクセスおよびアクセス許可問題の考えられる原因と解決策が記載されています。

ファイルまたはフォルダの所有権を変更できない

説明 FluidFS クラスタ上のすべてのファイルは UNIX ユーザーまたは NTFS ユーザーが所有しています。所有権を変更で
きない場合の対応は、アクセスがネイティブか非ネイティブかによって異なります。

原因 ユーザーは所有権の変更を許可されていません。

回避策 このアクションは認証済みのユーザーが実行する必要があります。
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NAS ファイルを変更できない

説明 ユーザーまたはアプリケーションがファイルを変更できません。

原因 • ファイルへのパーミッションがないため、クライアントがファイルを変更できません。
• NAS ボリュームが最大容量に達し、ファイルシステムが上書きを含む書き込みリクエストを拒否しています。
• NAS ボリュームはレプリケーションにおけるターゲットで、読み取り専用になっています。

対策 1. 問題が一部のファイルでのみ発生する場合は許可に問題があります。ユーザーアカウントにそのファイルの変更
許可があることを確認するか、別のユーザーアカウントを使用します。

2. 問題が特定の NAS ボリュームに関係する場合は、その NAS ボリュームに十分な空き容量があることを確認
するか、NAS ボリュームを拡張し、アクセスしている NAS ボリュームがレプリケーションのターゲットではないこと
を確認します。

ファイル所有権の混在が拒否された

説明 ファイル所有者とグループ所有者は、同じ ID タイプ（UNIX または NTFS）に属していなければなりません。違う ID 

タイプを設定しようとする操作が検出されました。

原因 元のファイル所有権が SID/GSID の場合、ファイル所有者 ID だけを UID に変更することはできません。

対策 ファイルの所有権を UNIX スタイルの所有権に変更するには、UID と GID を同時に設定します。

UNIX/Linux クライアントからの問題のある SMB アクセス

説明 UNIX/Linux クライアントが SMB を使用して（/etc/fstab を使用するか、直接 smbmount を使用）、
FluidFS クラスタの SMB 共有をマウントしようとしています。

原因 UNIX/Linux クライアントが、次のような smbclient コマンドを使用してファイルシステムへのアクセスを試みていま
す。
smbclient //<FluidFS_cluster_name>/<SMB_share> -U user%password -c ls 

対策 UNIX/Linux クライアントから FluidFS クラスタのファイルシステムにアクセスする場合は、NFS プロトコルインタフェー
スを使用することが推奨されます。この問題の対処方法は次のとおりです。

1. システム管理者は、ユーザーが UNIX/Linux クライアントから SMB を使用してアクセスし、mount コマンドを
使用して接続しているのと同じ場所に NFS エクスポートを作成します。

2. NFS ベースのインタフェースを使用して FluidFS クラスタにアクセスします。たとえば NAGIOS Linux 管理シス
テムから、/check_disk_smb コマンドではなく /check_disk コマンドを使用します。

Dell NAS システムファイルにある不明な UID および GID 番号

説明 ubuntu 7.x クライアントから作成された新規ファイルが 4294967294 の UID および GID （nfsnone）を取得しま
す。

原因 デフォルトでは、Ubuntu 7.x NFS クライアントは、NFS コールで RPC 証明書を指定しません。その結果、これらの
クライアントから作成されたファイル（ユーザーを問わない）は、4294967294（nfsnone）の UID および GID によ
って所有されます。

回避策 NFS コールに UNIX 証明書を強制するには、Ubuntu fstab ファイル内の FluidFS クラスタマウントに sec=sys オ
プションを追加します。

ネットワーク問題のトラブルシューティング
本項には、一般的なネットワーク問題の考えられる原因と解決策が記載されています。
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ネームサーバーが応答しない

説明 NIS、LDAP、または DNS サーバーのすべてにアクセスできないか応答しません。

回避策 各サーバーについて、次を実行してください。

1. FluidFS クラスタサブネット上のクライアントからサーバーに ping 送信して、応答があるか確認します。
2. FluidFS クラスタサブネット上のクライアントからサーバーにリクエストを発行し、応答があるか確認します。
3. サーバーのログをチェックし、サーバーがリクエストに応答しない原因を確認します。

DNS 設定のトラブルシューティング

説明 クライアントが、システム名を使用して FluidFS クラスタに接続できないか、またはホスト名を解決できません。

原因 次の原因が考えられます。
• クライアントの IP アドレス情報が正しく設定されていません。
• FluidFS クラスタが正しい DNS サーバーを使用するよう設定されていません。
• DNS レコードが正しくありません。

対策 1. クライアントの IP アドレス情報が正しく設定されていることを確認します。
2. FluidFS クラスタが正しい DNS サーバーを使用するよう設定されていることを確認します。
3. DNS サーバーの管理者に問い合せて DNS の記録の作成を確認します。

RX および TX 一時停止警告メッセージ

説明 Storage Manager が非最適状態にある接続を報告した場合、次の警告メッセージが表示される場合があります。
Rx_pause for eth(x) on node1 is off.

Tx_pause for eth(x) on node 1 is off.

原因 FluidFS クラスタコントローラに接続されたスイッチで、フロー制御が有効になっていません。

対策 スイッチベンダーのマニュアルを参照して、スイッチのフロー制御を有効にしてください。

レプリケーションの問題のトラブルシューティング
本項には、一般的なレプリケーション問題の考えられる原因と解決策が記載されています。

レプリケーション設定エラー

説明 ソースとターゲットの FluidFS クラスタトポロジに互換性がないため、ソースとターゲットの NAS ボリューム間のレプリケ
ーションに失敗しています。

原因 ソースとターゲットのシステムに、レプリケーションのための互換性がありません。

回避策 ソースとターゲットの両方に同じ数の NAS コントローラが搭載されていることを確認します。

ビジー状態のレプリケーションターゲット FluidFS クラスタ

説明 ターゲット FluidFS クラスタを必要なレプリケーションのために使用できないため、ソース NAS ボリュームとターゲット 
NAS ボリューム間のレプリケーションに失敗しています。

原因 ターゲット FluidFS クラスタを必要なレプリケーションに使用できないため、レプリケーションに失敗しています。

回避策 ターゲット FluidFS クラスタでレプリケーションステータスを確認します。
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ビジー状態のレプリケーションターゲットファイルシステム

説明 ターゲット FluidFS クラスタファイルシステムを必要なレプリケーションのために一時的に使用できないため、ソース 
NAS ボリュームとターゲット NAS ボリューム間のレプリケーションに失敗しています。

原因 必要なレプリケーションの処理でターゲット FluidFS クラスタが一時使用不能になっているため、レプリケーションが失
敗します。

対策 ファイルシステムがリソースの一部を開放すると、レプリケーションは自動的に再開されます。一定時間（1 時間）後
にレプリケーションが自動的に再開されていることを確認します。

ダウン状態のレプリケーションターゲット

説明 ターゲット NAS ボリュームがダウンしているため、ソース NAS ボリュームとターゲット NAS ボリュームの間のレプリケー
ションに失敗しています。

原因 ターゲット NAS ボリュームのファイルシステムがダウンしているため、レプリケーションに失敗しています。

回避策 ターゲットシステムでファイルシステムがダウンしているかどうかを確認します。FluidFS クラスタファイルシステムが応答
していない場合は、ターゲット FluidFS クラスタでファイルシステムを起動する必要があります。ファイルシステムが起
動すると、レプリケーションは自動的に続行します。

非最適状態のレプリケーションターゲット

説明 ターゲット NAS ボリュームが最適ではないため、ソース NAS ボリュームとターゲット NAS ボリュームの間のレプリケー
ションに失敗しています。

原因 ターゲット NAS ボリュームのファイルシステムが最適ではないため、レプリケーションに失敗しています。

回避策 ファイルシステムが最適でない理由を把握するため、ターゲットシステムのシステムステータスをチェックします。ファイル
システムの回復後、レプリケーションは自動的に続行します。

容量の再確保のためにビジー状態のレプリケーションターゲットボリューム

説明 ターゲット NAS ボリュームが容量の解放のためにビジー状態にあるため、ソース NAS ボリュームとターゲット NAS ボ
リュームの間のレプリケーションに失敗しています。

原因 ターゲット NAS ボリュームが容量の解放のためにビジー状態にあるため、レプリケーションに失敗しています。

回避策 容量が使用可能になると、レプリケーションは自動的に続行します。一定時間（1 時間）後、レプリケーションが自
動的に続行することを確認してください。

レプリケーション対象ボリュームの接続解除

説明 レプリケーション先 NAS ボリュームがレプリケーション元 NAS ボリュームから接続解除されているため、レプリケーショ
ン元 NAS ボリュームとレプリケーション先 NAS ボリューム間のレプリケーションが失敗します。

原因 レプリケーション先 NAS ボリュームが以前にレプリケーション元 NAS ボリュームから接続解除されていたため、レプリ
ケーションが失敗します。

対策 レプリケーション元 NAS ボリュームで接続解除アクションを実行します。必要に応じて、レプリケーション関係にある
両方の NAS ボリュームを再度接続します。

レプリケーションの接続切断

説明 ソースシステムとターゲットシステム間の接続が失われたため、ソース NAS ボリュームとターゲット NAS ボリューム間
のレプリケーションに失敗しています。

原因 ソースとターゲット間のネットワークインフラストラクチャの接続問題。
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回避策 レプリケーションが自動的に復元されるかどうかを確認します。レプリケーションが自動的に復元されない場合は、ソ
ース FluidFS クラスタとターゲット FluidFS クラスタ間のネットワーク通信を確認します。ネットワーク通信を確認する
には、ソースとターゲットの両方の FluidFS クラスタに ping できる、同一サブネット内のサードパーティシステムを使用
します。また、FluidFS レプリケーションポートがファイアウォールで開いており、ソースとターゲットの FluidFS クラスタ間
でレプリケーションが可能であることを確認します。

互換性のないバージョンのレプリケーション

説明 ソース FluidFS クラスタの FluidFS バージョンがターゲットクラスタの FluidFS バージョンよりも上位であるため、ソース 
NAS ボリュームとターゲット NAS ボリューム間のレプリケーションに失敗しています。

原因 ソース FluidFS クラスタの FluidFS バージョンがターゲット FluidFS クラスタの FluidFS バージョンよりも上位であるた
めに、レプリケーションに失敗しています。

回避策 ソース FluidFS クラスタの FluidFS バージョンに一致するように、ターゲット FluidFS クラスタの FluidFS バージョンを
アップグレードします。

レプリケーション内部エラー

説明 内部エラーのために、ソースおよびターゲット NAS ボリューム間のレプリケーションに失敗します。

対策 Dell Technical Support に連絡してこの問題を解決してください。

容量が十分でないレプリケーションターゲット

説明 ターゲット NAS ボリュームに十分な容量がないため、ソース NAS ボリュームとターゲット NAS ボリューム間のレプリケ
ーションに失敗しています。

原因 ターゲット NAS ボリュームに十分な容量がないために、レプリケーションに失敗しています。

回避策 ターゲット NAS ボリュームの容量を増やします。

ビジー状態のレプリケーション複製元 FluidFS

説明 複製元 NAS ボリュームのファイルシステムが別の NAS ボリュームのレプリケーションでビジー状態であるため、複製
元 NAS ボリュームと複製先 NAS ボリューム間のレプリケーションに失敗しています。

原因 複製元 NAS ボリュームのファイルシステムが別の NAS ボリュームのレプリケーションでビジー状態であるため、レプリ
ケーションに失敗します。

対策 ファイルシステムがリソースの一部を開放すると、レプリケーションは自動的に再開されます。一定時間（1 時間）後
にレプリケーションが自動的に再開されていることを確認します。

ダウン状態のレプリケーション複製元

説明 ソース NAS ボリュームのファイルシステムがダウンしているため、ソース NAS ボリュームとターゲット NAS ボリューム間
のレプリケーションに失敗しています。

原因 複製元 NAS ボリュームのファイルシステムがダウンしています。

回避策 ソースシステムで FluidFS クラスタがダウンしているかどうかを確認します。FluidFS クラスタがダウンしている場合は、
ソース FluidFS クラスタのファイルシステムを起動する必要があります。ファイルシステムが起動すると、レプリケーショ
ンは自動的に続行します。
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非最適状態のレプリケーション複製元

説明 複製元 NAS ボリュームのファイルシステムが最適な状態ではないため、複製元と複製先の NAS ボリューム間のレ
プリケーションができません。

原因 複製元のファイルシステムが最適な状態ではないため、レプリケーションができません。

対策 複製元システムのシステムステータスを確認して、ファイルシステムが最適ではない理由を理解します。

容量の再確保のためビジー状態のレプリケーションの複製元ボリューム

説明 複製元 NAS ボリュームが容量の再確保でビジー状態にあるため、複製元 NAS ボリュームと複製先 NAS ボリュー
ム間のレプリケーションに失敗しています。

原因 複製元 NAS ボリュームが容量の再確保でビジー状態のため、レプリケーションに失敗します。

対策 容量が使用可能になると、レプリケーションは自動的に続行します。一定時間（1 時間）後、レプリケーションが自
動的に続行することを確認します。

システム問題のトラブルシューティング
本項では、一般的なシステムの問題の原因と解決策について説明します。

NAS システム時間が間違っている

説明 スケジュールされたタスクが間違った時刻に実行されています。イベントログメッセージの日付 / 時間が正しくありませ
ん。

原因 • FluidFS クラスタの時刻が正しくありません。
• FluidFS クラスタに NTP サーバーが定義されていません。
• FluidFS クラスタにサービスを提供している NTP サーバーがダウンしているか、NTP サービスの提供を停止しまし

た。
• NTP サーバーとの通信にネットワーク上の問題があります。

回避策 1. NAS システムのクロックを手動で設定する場合は、Storage Manager で時刻が正しく設定されていることを
確認します。

2. Storage Manager から FluidFS クラスタの NTP サーバーを特定します。今後の参照用に、ホスト名または 
IP アドレスを記録しておきます。

3. NTP サーバーが定義されていない場合は定義してください。NAS システムクロックを Active Directory ドメイ
ンコントローラで使用される NTP サーバーと同期させることをお勧めします。これにより、時差や認証に関する
問題を回避できます。多くの場合、ドメインコントローラは NTP サーバーでもあります。

4. NTP サーバーが起動し、NTP サービスを提供していることを確認します。
5. ping などを使用して FluidFS クラスタと NTP サーバー間のネットワークパスを確認します。応答時間がミリ秒

の範囲内であることを確認してください。

システムシャットダウンのトラブルシューティング

説明 Storage Manager を使用してシステムをシャットダウン中、20 分経過してもシステムが停止せず、NAS コントローラ
がシャットダウンしません。

原因 システムのシャットダウン手順は、次の異なる 2 つのプロセスで構成されています。
• ファイルシステムの停止
• NAS コントローラの電源オフ
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データ量が多い場合またはストレージへの接続が断続的である場合、ファイルシステムでストレージに対するキャッシ
ュをクリアするには、しばらく時間がかかることがあります。電源をオフする段階での問題の原因としては、OS カーネル
が NAS コントローラでハングすることやローカルドライブに状態を同期できないことが考えられます。

対策 • ファイルシステムが停止し、いずれかの NAS コントローラが稼動している場合は、電源ボタンを押して物理的に 
NAS コントローラの電源をオフにすることができます。

• ファイルシステムが停止していない場合は、ファイルシステムを停止し続ける必要があります。ファイルシステム
は、10 分のタイムアウトに達するとキャッシュをローカルコントローラにフラッシュし、シャットダウンプロセスを続行し
ます。

NAS ボリュームのセキュリティ違反

説明 NAS ボリュームのセキュリティ違反。

原因 NAS ボリュームのセキュリティ方式を選択すると、NAS ボリューム内のファイルでパーミッションを設定する際に使用す
る主要プロトコルが指定されます。UNIX セキュリティ方式の NAS ボリュームには NFS、NTFS セキュリティ方式の 
NAS ボリュームには SMB を使用します。
その結果、以下に示す一部の操作が無効になります。

• NTFS セキュリティ方式の NAS ボリューム内にあるファイルへの UNIX パーミッションの設定。
• NTFS セキュリティ方式の NAS ボリューム内にあるファイルへの UID/GID 所有権の設定。
• UNIX セキュリティ方式の NAS ボリューム内にあるファイルへの ACL の設定。
• UNIX セキュリティ方式 NAS ボリューム内にあるファイルの読み取り専用フラグの変更。
• UNIX セキュリティ方式の NAS ボリューム内にあるファイルへの SID/GSID 所有権の設定。

NAS ボリュームのセキュリティ方式は、そのファイルへのアクセスに使用する主要プロトコルを反映していなければなり
ません。

対策 ユーザーがプロトコルを越えたセキュリティ関連のアクティビティを頻繁に実行しなければならない場合、主要アクセス
プロトコルに基づいてデータを別の NAS ボリュームに分割します。

接続操作の失敗

説明 NAS コントローラを FluidFS クラスタに接続できません。

対策 • 接続操作に失敗した NAS コントローラにキーボードとモニタを接続し、エラーメッセージを確認して操作が失敗
した原因を特定します。

• NAS コントローラが接続されていないとき、クライアントネットワーク上でそのコントローラに割り当てられている IP 
が他のホストに割り当てられなかったことを確認します。NAS コントローラが接続されていない間、IP アドレスを
含むコントローラの ID は失われます。NAS コントローラが接続されると、IP アドレスを含む ID が再びコントローラ
に適用されます。

• デフォルトゲートウェイがプライマリサブネット内にあることを確認します。デフォルトゲートウェイがプライマリサブネッ
トにない場合は、デフォルトゲートウェイを変更します。接続を正しく行うには、デフォルトゲートウェイに対して 
ping を実行できる必要があります。

• 接続操作に失敗した場合は、NAS コントローラを手動でスタンバイモードにリセットする必要があります。

サービスパックのアップグレード後、コントローラの起動に時間がかかる

説明 NAS コントローラファームウェアのサービスパックをアップグレードした後、NAS コントローラの起動に時間がかかりま
す。

原因 アップグレード処理を完了するには、最大 60 分間かかることがあります。

対策 • 起動に時間がかかっている NAS コントローラにキーボードとモニタを接続します。
• システムが起動し、起動フェーズの状態にある場合は、そのままアップグレードを完了させてください。これには最

大で 60 分かかることがあります。
• NAS コントローラが起動フェーズの状態にある間は、そのコントローラを手動で再起動しないでください。
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パート

V
Storage Center の災害復旧
このセクションでは、災害復旧を準備し、必要に応じて災害復旧をアクティブ化する方法について説明します。これには、VMware vCenter Site 

Recovery Manager と Storage Center の併用を可能にする Dell Storage Replication Adapter（SRA）の使用に関する説明が含まれていま
す。
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33
リモート Storage Center およびレプリケーション QoS
リモート Storage Center は、Fiber Channel または iSCSI、あるいはその両方の転送プロトコルを介してローカル Storage Center と通信するよう
に設定された Storage Center です。レプリケーションサービス品質（QoS）の定義は、ローカルとリモートの Storage Center 間で、レプリケーショ
ンと Live Volume のデータを送信するための帯域幅の使用を制御します。

リモート Storage Center への接続
リモート Storage Center は、Fiber Channel または iSCSI、あるいはその両方の転送プロトコルを介してローカル Storage Center と通信するよう
に設定された Storage Center です。
Storage Center は、Fiber Channel 、iSCSI、またはその両方を使用して相互に接続できます。接続されると、Storage Center から別の 
Storage Center へボリュームを複製したり、両方の Storage Center を使用して Live Volume を作成したりすることができます。

Fiber Channel を使用した Storage Center の接続
Storage Center が同一の Fiber Channel ファブリックに接続されて、ゾーニングが正しく設定されている場合は、各 Storage Center は自動的に
リモート Storage Center と見なされ、追加の設定手順は必要ありません。

1. 両方の Storage Center を同じ Fiber Channel ファブリックに接続します。
2. Storage Center の通信を許可するよう Fiber Channel ゾーニングを設定します。通信が確立されたると、各 Storage Center が自動的に

リモート Storage Center として表示されます。

iSCSI を使用した Storage Center の接続
次のタスクは、リモート Storage Center での iSCSI 接続の追加と削除の方法について説明しています。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、Help（ヘルプ）をクリックしてください。

リモート Storage System の iSCSI 接続の設定
iSCSI プロトコルを使用してレプリケーションまたは Live Volume データを転送したい場合は、iSCSI 接続をリモート Storage Center または PS グ
ループに追加します。
前提条件
• iSCSI 接続を設定する Storage Center または PS グループが Storage Manager に追加されている必要があります。
• Storage Center から PS グループへのリモート接続には、仮想フォールトドメインが必要です。
• ローカル Storage Center の iSCSI ポートが仮想ポートモードに設定され、それらのポートが、ネットワークアドレス変換（NAT）を実行するル

ーターの背後に配置されている場合、iSCSI フォールトドメインに NAT ポート転送を設定する必要があります。
• iSCSI レプリケーショントラフィックでチャレンジハンドシェーク認証プロトコル（CHAP）を使用する場合は、各 Storage Center でのレプリケー

ションに使用する iSCSI フォールトドメインは CHAP を有効化します。

このタスクについて

メモ: PS グループは Live Volume をサポートしていません。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、 Storage Center または PS グループを選択します。
3. iSCSI 接続の設定 ウィザードを開きます。

• Storage Center から次の手順を実行します。
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1. ストレージ タブをクリックします。
2. ストレージ タブのナビゲーションペインで、リモート Storage Center を選択します。
3. 右ペインで iSCSI 接続の設定 をクリックします。iSCSI 接続の設定 ウィザードが表示されます。

• PS グループから、アクション → レプリケーション → iSCSI 接続の設定の順に選択します。iSCSI 接続の設定 ウィザードが表示され
ます。

4. iSCSI 接続を設定する Storage Center または PS グループを選択し、次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
5. iSCSI コントローラポートを選択し、ネットワーク速度を選択します。

a. iSCSI ネットワークタイプ ドロップダウンメニューから、Storage Center 間の接続速度に対応するオプションを選択します。
b. ローカル iSCSI コントローラポート テーブルで、iSCSI 接続に使用するローカル Storage Center の 1 つまたは複数の iSCSI ポートを

選択します。
c. リモート iSCSI コントローラ ポート テーブルで、iSCSI 接続に使用するリモート Storage Center または PS グループで 1 つまたは複数

の iSCSI ポートを選択します。
6. Storage Center 間の接続でネットワークアドレス変換（NAT）が実行される場合は、NAT の設定を行います。

メモ: NAT ポート転送は、両方の Storage Center がレガシーポートモードに設定されている場合、または両方の Storage 

Center がバージョン 6.5 以降を実行し、仮想ポートモードに設定されている場合のみサポートされます。PS グループは NAT ポ
ート転送をサポートしていません。

a. NAT の設定 ダイアログボックスが表示されます。
b. ローカルおよびリモートの各 iSCSI ポートのポート転送情報を設定します。

• 仮想ポートモードでは、NAT IP アドレス および NAT パブリックポート フィールドに、変換されたパブリック IP アドレスとポートが表示
されます。変更 をクリックしてこれらのフィールドを変更します。

• レガシーモードでは、変換されたパブリック IP アドレスとポートを、対応する NAT IP アドレス および NAT パブリックポート　フィール
ドに入力します。

c. IPv6 アドレスを使用する場合は、リモート接続に IPv6 over IPv4 を優先使用 チェックボックスを選択します。
d. 完了したら OK をクリックします。

7. （CHAP のみ）ローカル iSCSI フォールトドメイン、リモート iSCSI フォールトドメイン、あるいはその両方で CHAP が有効になっている場合、
CHAP シークレット フィールドに共有シークレットを入力します。

8. （CHAP のみ）双方向 CHAP が有効になっている両方の Storage Center で選択したフォールトドメインがある場合、双方向 CHAP の使
用 チェックボックスをオンにして、各 Storage Center で共有シークレットのフォールトドメインにチャレンジを送信するよう Storage Center を
有効にします。

9. PS グループに複製する場合、宛先ボリュームのストレージプールを設定します。
a. ストレージプール ドロップダウンメニューから、宛先ボリュームが使用するストレージプールを選択します。
b. 委任された容量（リモート PS グループ用） フィールドで、宛先ボリュームに許可される容量を設定します。

10. 終了 をクリックします。

関連リンク
フォールトドメイン内の iSCSI レプリケーションの双方向 CHAP の有効化
iSCSI フォールトドメインの NAT ポート転送の設定

リモート Storage Center への iSCSI 接続の削除
リモートストレージシステムにレプリケーションまたは Live Volume が定義されていない場合は、リモートストレージシステムへの iSCSI 接続を削除
することができます。
前提条件
iSCSI 接続を設定するストレージシステムが Storage Manager に追加されている必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center を選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、リモート Storage Center を選択します。
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5. 右ペインで iSCSI 接続の設定 をクリックします。iSCSI 接続の設定 ウィザードが表示されます。
6. 接続から削除する各 iSCSI ポートに対応するチェックボックスをオフにします。iSCSI ポートをすべて削除すると、リモート Storage Center は

ローカル Storage Center から切断されます。
7. 作業が完了したら、完了 をクリックします。

レプリケーションサービス品質の定義の作成および管理
レプリケーションサービス品質（QoS）定義は、レプリケーション、ライブボリューム、Live Migration での帯域幅の使用をコントロールします。レプリ
ケーション、ライブボリューム、Live Migration を作成する前に QoS 定義を作成してください。

QoS 定義の作成
QoS 定義を作成して、ローカルおよびリモートの Storage Center 間で、レプリケーションおよび Live Volume のデータを送信するために使用する
帯域幅を制御します。QoS 定義は、ボリュームの Live Migration を作成するためにも必要です。
前提条件
QoS 定義を設定する Storage Center が Storage Manager に追加されている必要があります。

手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. QoS ノード タブをクリックします。
3. 右ペインで、QoS ノードの作成 をクリックします。レプリケーション QoS の作成 ウィザードが表示されます。
4. QoS ノードを作成する Storage Center を選択し、次へ をクリックします。作成 ページが表示されます。
5. QoS 定義の属性を設定します。

a. 名前 フィールドに、QoS 定義の名前を入力します。
b. リンク速度 フィールドに、メガビット / 秒（Mbps）またはギガビット / 秒（Gbps）でリンクの速度を指定します。
c. 帯域幅の制限 チェックボックスをオンにし、完了 をクリックします。ウィザードが閉じ、レプリケーション QoS スケジュールの編集 ダイアロ

グボックスが表示されます。
6. QoS 定義に関連付けられたレプリケーションおよび Live Volume に対する帯域幅の制限を設定します。

a. 範囲内の最初のセルをクリックし、範囲内の最後のセルにドラッグして時間範囲の帯域幅を制限し、選択項目を右クリックして、使用可
能な帯域幅の割合を選択します。

メモ: 時間範囲に対して ブロック を選択した場合には、その QoS ノードに関連したあらゆるレプリケーション、ライブボリュー
ム、Live Migration のデータはその期間中に転送されません。これにより同期レプリケーションが非同期となることがありま
す。ブロックされた Qos ノードのみを使用する Live Migration は完了できません。

b. 必要に応じて他の時間範囲の帯域幅を制限します。
7. 完了したら OK をクリックします。

QoS 定義の名前変更
設定の編集 を使用して、QoS 定義の名前を変更します。

1. レプリケーションおよび Live Volume ビューをクリックします。
2. QoS ノード タブをクリックし、QoS 定義を選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。レプリケーション QoS の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 名前 フィールドに、QoS 定義の名前を入力します。
5. OK をクリックします。
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QoS 定義のリンク速度の変更
設定の編集 ダイアログボックスを使用して、QoS 定義のリンク速度を変更します。

1. レプリケーションおよび Live Volume ビューをクリックします。
2. QoS ノード タブをクリックし、QoS 定義を選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。レプリケーション QoS の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. リンク速度 フィールドで、リンクの速度を 1 秒あたりメガビット（Mbps）単位または 1 秒あたりギガビット（Gbps）単位で指定します。
5. OK をクリックします。

QoS 定義の帯域幅制限の有効化または無効化
設定の編集 ダイアログボックスを使用して、QoS 定義の帯域幅制限を有効または無効にします。

1. レプリケーションおよび Live Volume ビューをクリックします。
2. QoS ノード タブをクリックし、QoS 定義を選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。レプリケーション QoS の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 制限された帯域幅 チェックボックスをオンまたはオフにします。
5. OK をクリックします。

QoS 定義の帯域幅制限スケジュールの変更
スケジュールの編集 ダイアログボックスを使用して、QoS 定義の帯域幅制限スケジュールを変更します。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. QoS ノード タブをクリックし、QoS 定義を選択します。
3. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。レプリケーション QoS の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. （オプション）帯域幅制限スケジュールをデフォルトにリセットするには、クリックしてドラッグする操作ですべてのセルを選択し、表を右クリックして 

100 % を選択します。
5. QoS 定義に関連付けられたレプリケーションおよび Live Volume に対する帯域幅の制限を設定します。

a. 範囲内の最初のセルをクリックし、範囲内の最後のセルにドラッグして時間範囲の帯域幅を制限し、選択項目を右クリックして、使用可
能な帯域幅の割合を選択します。

メモ: 時間範囲に対して ブロック を選択した場合には、その QoS ノードに関連したあらゆるレプリケーション、ライブボリュー
ム、Live Migration のデータはその期間中に転送されません。これにより同期レプリケーションが非同期となることがありま
す。ブロックされた Qos ノードのみを使用する Live Migration は完了できません。

b. 必要に応じて他の時間範囲の帯域幅を制限します。
6. 完了したら OK をクリックします。

QoS 定義の削除
レプリケーション、Live Volume、または外付けデバイスからのインポートで使用されなくなった QoS 定義を削除します
前提条件
QoS 定義は現在使用中でない必要があります。

手順
1. レプリケーションおよび Live Volume をクリックします。
2. QoS ノード タブをクリックし、QoS 定義を選択します。
3. 右ペインで 削除 をクリックします。オブジェクトの削除 ダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックします。
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34
Storage Center レプリケーションと Live Volume
レプリケーションは Storage Center から別の Storage Center にボリュームデータをコピーして、局所的および地域的なデータ障害からデータを保
護します。Live Volume はソースおよび宛先の Storage Center で同時にマッピングし、アクティブにすることができる、複製を行うボリュームです。

Storage Center のレプリケーション
Storage Center は、ボリュームをリモート Storage Center に複製すると同時に、リモート Storage Center からのレプリケーションのターゲットとな
ることができます。管理者は Storage Manager を使用して、総合的な災害復旧プランをサポートする Storage Center に対してレプリケーション
プランを設定できます。
次の例で、サーバはソースボリュームを変更する I/O 要求を送信します。ソースボリュームに対する変更は、Fiber Channel または iSCSI 経由で
宛先 Storage Center に複製されます。

図 68. レプリケーション設定の例

1. サーバ 2. Fiber Channel または iSCSI 経由のソースボリュームへのサーバ 
IO 要求

3. ソースボリューム 4. Fibre Channel または iSCSI を介したレプリケーション

5. 宛先ボリューム

レプリケーションタイプ
レプリケーションには、非同期および同期の 2 つのタイプがあります。非同期レプリケーションは、スナップショット凍結後、定期的にスナップショットデ
ータを宛先ボリュームにコピーします。同期レプリケーションは、ソースボリュームと宛先ボリュームの両方に対し、同時にデータを書き込み、常に同
期されている状態を維持します。
次の表は、それぞれのレプリケーションタイプの機能を比較しています。

レプリケーションタイプ Storage Center スナップショットのサポート アクティブなスナップショッ
トのサポート

重複排除のサポート

非同期 バージョン 5.5 以降 はい はい はい

同期 バージョン 6.3 以降 はい はい はい

非同期レプリケーション
非同期レプリケーションは、ソースボリュームから宛先ボリュームにスナップショットを、それらが凍結されてからコピーします。
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メモ: デフォルトでは、ソースボリュームのデータは宛先ボリュームの最下ティアのストレージに複製されます。このデフォルトを変更するに
は、レプリケーションの設定を変更します。

非同期レプリケーションについては、次のオプションを有効にできます。

• アクティブなスナップショットの複製：同期化されたソースボリュームおよび宛先ボリュームのアクティブなスナップショット（現在凍結されていな
いボリュームデータ）を維持しようとしていますが、それにはさらに多くの帯域幅が必要とされる可能性があります。ソースボリュームに書き込まれ
たデータは、宛先ボリュームへの送信用としてキューに登録されます。書き込みが送信される前にローカルの Storage Center またはサイトに
障害が発生した場合、その書き込みは宛先ボリュームに送信されない可能性があります。この機能を無効にすると、スナップショットは凍結さ
れた後に宛先にコピーされます。

• 重複排除：Storage Center 履歴の変更部分だけをコピーすることによって、スナップショットを宛先 スナップショット に転送するために必要な
データが減少します。これには、複製されるスナップショット内で変更されたデータと、以前のデータをブロックごとに比較し、異なるブロックだけを
送信します。重複排除はリソースを大量に消費する場合がありますが、帯域幅の低い WAN リンクでボリュームを復元する際に役立ちます。

同期レプリケーション
同期レプリケーションは、確実にソースボリュームと宛先ボリュームの両方が完全に同期化され、ソース Storage Center での障害発生時に失わ
れるデータはありません。
ソースボリュームと宛先ボリュームの同期は、確実に各書き込みがソースボリュームと宛先ボリュームの両方に正しく書き込まれてから、サーバに応
答することで実現します。書き込みはソースボリュームと宛先ボリュームの両方に書き込まれるため、書き込みパフォーマンスはリモート Storage 

Center への接続速度によって制限されます。

同期レプリケーションは、ボリュームのアクティブなスナップショット（現在凍結されていないボリュームデータ）およびすべてのスナップショットを宛先 
Storage Center にコピーします。ソースボリュームと宛先ボリュームを同期する際は、IO が一時停止され、ソースボリュームと宛先ボリュームの両方
のスナップショットが作成されてから、IO が再開されることで、新しいスナップショットが作成されます。

同期レプリケーションモード
同期レプリケーションモードは、宛先ボリュームが使用できない場合にソースボリュームがどのように動作するかを制御します。
同期レプリケーションモードには、次の 2 つのモードがあります。

• 高可用性モード：宛先ボリュームが使用できない場合（またはレイテンシが高すぎる場合）にソースボリュームへの IO 要求を受け入れて、
サービスが中断されないようにします。ただし、ソースボリュームへの書き込みが受け入れられると、宛先ボリュームのデータは古くなります。

• 高整合性モード：宛先ボリュームが使用できない場合にソースボリュームへの IO 要求を阻止し、各ボリュームが同じになるようにします。ただ
し、この間にソースボリュームを変更することはできません。変更を行うと、動作が中断することがあります。

宛先ボリュームがオンラインに戻ると、両方のモードは、ソースボリュームからスナップショットおよびアクティブなスナップショットのデータ転送を再開し
ます。

同期レプリケーションの重複排除
重複排除により、スナップショット履歴の変更部分だけをコピーすることによって、スナップショットを宛先 Storage Center に転送するために必要な
データが減少します。これには、複製されるスナップショット内で変更されたデータと、以前のデータをブロックごとに比較し、異なるブロックだけを送
信します。重複排除はリソースを大量に消費する場合がありますが、帯域幅の低い WAN リンクでボリュームを復元する際に役立ちます。

複製要件
ある Storage Center から別の Storage Center にボリュームを複製するには、次の表に記載されている要件を満たす必要があります。

要件 説明
Storage Center バージョン ソースおよび宛先 Storage Center は、最低バージョンの要件を満たし

ている必要があります。
• 同期レプリケーション：バージョン 6.3 以降
• 非同期レプリケーション：バージョン 5.5 以降

Storage Center ライセンス ソースおよび宛先 Storage Center に Remote Instant スナップショット 
がライセンスされている必要があります。
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要件 説明
Storage Manager の設定 ソースおよび宛先ストレージシステムが Storage ManagerData 

Collector に追加されている必要があります。

メモ: Dell Storage Manager Client が Storage Center に直
接接続されている場合、レプリケーションを作成または管理す
ることはできません。

Storage Center 通信 ストレージシステムは、Fiber Channel または iSCSI を使用して接続さ
れている必要があり、各ストレージシステムは他のストレージシステムで
定義されている必要があります。

QoS Definition（QoS 定義） ソース Storage Center で、レプリケーションにサービス品質（QoS）定
義が設定されている必要があります。

関連リンク
Storage Center の追加
レプリケーションサービス品質の定義の作成および管理
リモート Storage Center への接続

宛先ボリュームに障害が発生した場合のレプリケーションの動作
宛先ボリュームが使用不可になっている場合は、各レプリケーションタイプによって動作が多少異なります。また、宛先ボリュームがオンラインに戻っ
たときも、レプリケーションタイプによって異なる方法で修復されます。

シナリオ 非同期レプリケーション 同期レプリケーション
宛先のボリュームが使用できない ソースボリュームへの IO 要求を許可する • 高整合性モード：ソースボリュームへの IO 

要求が失敗する
• 高可用性モード：ソースボリュームへの IO 

要求を許可する

宛先ボリュームがオンラインに戻る ソースボリュームからのスナップショットの転送を
再開し、アクティブなスナップショットデータを再
コピーする（有効な場合）

• 高整合性モード：ソースボリュームへの IO 
要求の受け入れを再開する

• 高可用性モード：ソースボリュームからのス
ナップショットの転送を再開し、宛先ボリュ
ームが利用できない間に欠落したアクティ
ブなスナップショットのデータをコピーする

単一ボリュームの複数の宛先への複製
単一のソースボリュームに対して、複数のレプリケーションを設定することができます。

• 混合モード：ソースボリュームが複数の Storage Center に対してパラレルに複製されます。
例：次の 2 つのレプリケーションがパラレルに作成されます。

– レプリケーション 1：Storage Center A → Storage Center B

– レプリケーション 2：Storage Center A → Storage Center C

• カスケードモード：ソースボリュームが複数の Storage Center に対して連続して複製されます。
例：次の 2 つのレプリケーションが連続して作成されます。

– レプリケーション 1：Storage Center A → Storage Center B

– レプリケーション 2：Storage Center B → Storage Center C

複数のレプリケーションに関連付けられたボリュームのトポロジの制限
次の制限は、複数のレプリケーションに関連付けられたボリュームに適用されます。

• ソースボリュームごとに 1 つだけ同期レプリケーションを設定できます。後続のレプリケーションは非同期である必要があります。
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• カスケードモード（連続して設定されたレプリケーション）では、最初のレプリケーションだけを同期レプリケーションにすることができます。一連の
後続レプリケーションは非同期である必要があります。

複数のレプリケーションに関連付けられたボリュームの災害復旧制限
次の災害復旧制限は、複数のレプリケーションに関連付けられたボリュームに適用されます。

• ボリュームの災害復旧をアクティブにすると、そのボリュームに関連付けられている他のカスケードモードのレプリケーションが削除されます。
• レプリケーションを復元すると、関連付けられているその他すべての混合モードのレプリケーションが削除されます。

災害復旧によって削除されたレプリケーションは、手動で再作成する必要があります。元の宛先ボリュームをセカンダリレプリケーションに使用する
には、リモート Storage Center マッピングを削除し、レプリケーションを再作成するときに 既存ボリュームを使用する チェックボックスにチェックを付
けます。

SCv2000 シリーズコントローラでのレプリケーション
SCv2000 シリーズコントローラでは、レプリケーション機能が制限されます。以下のレプリケーション制限が、SCv2000 シリーズコントローラに適用
されます。

• Live Volume はサポートされません。
• SCv2000 シリーズコントローラは、SCv2000 シリーズコントローラだけに複製できます。
• 高可用性はサポートされません。
• 高整合性はサポートされません。
• Portable Volume のレプリケーションはサポートされません

メモ: すべてのレプリケーションに Data Collector が必要になります。Storage Center に直接接続されている場合、レプリケーションオ
プションは使用できません。

レプリケーションアイコン
ストレージ ビューの ストレージ タブ上でレプリケーション用に表示されるアイコンは、そのボリュームがレプリケーションのソースまたは宛先のどちらで
あるかを示します。

アイコン 説明

このボリュームは、リモート Storage Center へのレプリケーションのソースであるか、コピー、ミラー、または移行の関係にあるソー
スボリュームです。

このボリュームは、リモート Storage Center からのレプリケーションの宛先です。

レプリケーションのシミュレート
シミュレートしたレプリケーションにより、レプリケーションの要件を予測し、ボリューム、スナップショットスケジュール、帯域幅スケジュール、およびリカバ
リ計画の間の最適なバランスを決定することができます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

レプリケーションのシミュレート
同期レプリケーションのシミュレーションを実行して、帯域幅要件と最適なデータ移動を確認します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、レプリケーションをシミュレートするボリュームをホストしている Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで アクション をクリックして、レプリケーション →ボリュームの複製のシミュレート の順に選択します。

• 1 つ、または複数の QoS 定義が存在する場合は、Create Simulation Replication（レプリケーションのシミュレーションの作成）ウィザ
ードが表示されます。

• QoS 定義が作成されていない場合は、レプリケーション QoS の作成 ウィザードが表示されます。このウィザードを使用して、レプリケー
ションを設定する前に QoS 定義を作成します。
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4. 複製するボリュームのシミュレート 表で、レプリケーションをシミュレートするボリュームを選択し、次へ をクリックします。次のウィザードページが
表示されます。

5. （オプション）レプリケーションの属性 領域で、レプリケーションの動作方法を決定するデフォルト設定を変更します。
6. 次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
7. （オプション）個別にシミュレートするレプリケーションの属性を変更するには、そのレプリケーションを選択し、設定の編集 をクリックします。
8. 完了 をクリックします。レプリケーションと Live Volume ビューの レプリケーション タブを使用して、シミュレートしたレプリケーションを監視しま

す。

関連リンク
レプリケーションタイプ

シミュレートしたレプリケーションの実際のレプリケーションへの変換
シミュレートしたレプリケーションの結果に満足である場合は、それを実際のレプリケーションに変換することができます。
前提条件
レプリケーション要件を満たす必要があります。

手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. レプリケーション タブでシミュレートしたレプリケーションを選択し、レプリケーションへの変換 をクリックします。レプリケーションへの変換 ダイ

アログボックスが表示されます。
3. ボリュームを複製するリモート Storage Center を選択し、次へ をクリックします。

• 次のウィザードページが表示されます。
• Fibre Channel 接続または iSCSI 接続がローカルおよびリモートの Storage Center 間で設定されていない場合は、ダイアログボックスが

表示されます。はい をクリックして、Storage Center 間の iSCSI 接続を設定します。
4. （オプション）レプリケーションのデフォルト設定を変更します。

• レプリケーションの属性 領域で、レプリケーションの動作方法を決定するオプションを設定します。
• 宛先ボリュームの属性 領域で、宛先ボリュームに対するストレージオプションを設定します。

5. 次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
6. レプリケーションを確認します。

a. （オプション）レプリケーションを作成する前に変更する場合は、そのレプリケーションを選択し、設定の編集 をクリックします。
b. 完了 をクリックします。レプリケーションが作成され、セカンダリ Storage Center への複製が開始されます。

関連リンク
複製要件
レプリケーションタイプ

ボリュームのレプリケーション
レプリケーションを作成して、Storage Center から別の Storage Center にボリュームをコピーすることで、局所的および地域的なデータ障害から
データを保護します。

単一レプリケーションの作成
単一のレプリケーションを作成して、Storage Center から別の Storage Center に 1 つのボリュームをコピーします。
前提条件
複製要件 を満たす必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、複製するボリュームをホストしている Storage Center を選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションツリーで、複製するボリュームを選択します。
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5. 右のペインで ボリュームのレプリケーション をクリックします。
• 1 つ、または複数の QoS 定義が存在する場合は、レプリケーションの作成 ウィザードが表示されます。
• QoS 定義が作成されていない場合は、レプリケーション QoS の作成 ウィザードが表示されます。このウィザードを使用して、レプリケー

ションを設定する前に QoS 定義を作成します。

メモ: ボリュームが複製先になっている場合、レプリケーション QoS 設定が実施されます。ボリュームが Live Volume セカンダリの
場合は、レプリケーション QoS の設定は適用されません。

6. ボリュームを複製するリモートストレージシステムを選択し、次へ をクリックします。
• 次のウィザードページが表示されます。
• Fibre Channel 接続または iSCSI 接続がローカルおよびリモートのストレージシステム間で設定されていない場合は、ダイアログボックスが

表示されます。はい をクリックして、ストレージシステム間の iSCSI 接続を設定します。
7. （オプション）レプリケーションのデフォルト設定を変更します。

• レプリケーションの属性 領域で、レプリケーションの動作方法を決定するオプションを設定します。
• 宛先ボリュームの属性 領域で、宛先ボリュームに対するストレージオプションを設定します。

メモ: Fluid Cache ボリュームをレプリケーションの宛先にすることはできません。

8. 完了 をクリックします。ボリュームで、リモートストレージシステムへの複製が開始されます。

関連リンク
複製要件
レプリケーションタイプ

複数のレプリケーションの作成
複数のレプリケーションを作成して、Storage Center から別の Storage Center に複数のボリュームをコピーします。
前提条件
レプリケーション要件を満たす必要があります。

手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. レプリケーション タブで、ボリュームの複製 をクリックします。

• 1 つ、または複数の QoS 定義が存在する場合は、レプリケーションの作成 ウィザードが表示されます。
• Quality of Service（QoS）定義が作成されていない場合は、レプリケーション QoS の作成 ウィザードが表示されます。このウィザード

を使用して、レプリケーションを設定する前に QoS 定義を作成します。

メモ: ボリュームが複製先になっている場合、レプリケーション QoS 設定が実施されます。ボリュームが Live Volume セカンダリの
場合は、レプリケーション QoS の設定は適用されません。 

3. 複製するボリュームをホストしている Storage Center を選択し、次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
4. ボリュームを複製するリモート Storage Center を選択し、次へ をクリックします。

• 次のウィザードページが表示されます。
• Fibre Channel 接続または iSCSI 接続がローカルおよびリモートの Storage Center 間で設定されていない場合は、ダイアログボックスが

表示されます。はい をクリックして、Storage Center 間の iSCSI 接続を設定します。
5. 複製する各ボリュームに対応するチェックボックスにチェックを付けて、次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
6. （オプション）レプリケーションのデフォルト設定を変更します。

• レプリケーションの属性 領域で、レプリケーションの動作方法を決定するオプションを設定します。
• 宛先ボリュームの属性 領域で、宛先ボリュームに対するストレージオプションを設定します。

メモ: Fluid Cache ボリュームをレプリケーションの宛先にすることはできません。

7. 次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
8. レプリケーションを確認します。

a. （オプション）レプリケーションを作成する前に変更する場合は、そのレプリケーションを選択し、設定の編集 をクリックします。
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b. 完了 をクリックします。ボリュームで、リモート Storage Center への複製が開始されます。

関連リンク
複製要件
レプリケーションタイプ

ボリュームの別の Storage Center への移行
ボリュームを別の Storage Center に移行すると、そのボリュームのデータが別の Storage Center 上のボリュームに移動します。最小限のダウンタ
イムでサーバにマップされたボリュームを正常に移行するには、次の手順を実行します。

メモ: この方法は、SCv2000Storage Center およびバージョン 7.0 以前を実行している Storage Center のボリュームを移行する唯
一の方法です。バージョン 7.1 以降を実行しているその他の Storage Center でボリュームを移動するには、Live Migration を作成し
ます。Live Migration の作成の詳細については、「単一のボリュームの Live Migration の作成」を参照してください。

1. 移行しようとしているボリュームからスナップショットを作成します。
2. スナップショットからビューボリュームを作成します。
3. ビューボリュームを宛先 Storage Center に複製します。
4. 移行しようとしているボリュームからサーバをマップ解除します。
5. ボリュームを宛先 Storage Center に複製します。

ボリュームの別の Storage Center への移行
ボリュームを別の Storage Center に移行して、ボリュームのデータを Storage Center から別の Storage Center に移動します。
前提条件
レプリケーション要件を満たす必要があります。
手順
1. 移行するボリュームのスナップショットを作成します。

スナップショットの作成の詳細については、「ボリュームのスナップショットの手動による作成」を参照してください。
2. スナップショットからビューボリュームを作成します。

スナップショットからのビューボリュームの作成の詳細については、「スナップショットからのローカルリカバリボリュームの作成」を参照してください。
3. ワンタイムコピーの複製 を使用して、ビューボリュームを宛先 Storage Center に移行します。

a. ナビゲーションペインで、ビューボリュームを選択します。
b. ボリュームのワンタイムコピーの複製 をクリックします。

レプリケーションの作成 ウィザードが表示されます。
c. 宛先 Storage Center を選択します。
d. 次へ をクリックします。
e. 必要に応じて、レプリケーションオプションを変更します。

レプリケーションの作成の詳細については、「単一レプリケーションの作成」を参照してください。
f. 終了 をクリックします。

4. ソースボリュームにマップされているサーバをシャットダウンします。
5. ソースボリュームにマップされているサーバをマップ解除します。
6. ワンタイムコピーの複製 を使用して、ビューボリュームを宛先 Storage Center に移行します。

a. ナビゲーションペインで、ソースボリュームを選択します。
b. ボリュームのワンタイムコピーの複製 をクリックします。

レプリケーションの作成 ウィザードが表示されます。
c. 宛先 Storage Center を選択します。
d. 次へ をクリックします。
e. 必要に応じて、レプリケーションオプションを変更します。

レプリケーションの作成の詳細については、「単一レプリケーションの作成」を参照してください。
f. 既存のボリュームの使用 チェックボックスにチェックを付けます。

確認のダイアログボックスが表示されます。
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g. はい をクリックします。
ボリュームの選択 ダイアログボックスが表示されます。

h. 手順 3 で作成したボリュームを選択します。
i. OK をクリックします。
j. 終了 をクリックします。

レプリケーションの変更
レプリケーションオプションを有効または無効にする、レプリケーションを Live Volume に変換する、またはレプリケーションを削除する場合は、レプリ
ケーションを変更します。

レプリケーションのタイプの変更
レプリケーションは、サービスを中断せずに同期から非同期、または非同期から同期に変更することができます。
前提条件
ソースおよび宛先となる両方の Storage Center がバージョン 6.5 以降を実行している必要があります。

手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. レプリケーション タブでレプリケーションを選択し、設定の編集 をクリックします。レプリケーションの設定の編集 ダイアログボックスが表示さ

れます。
3. タイプ 領域で、非同期 または 同期 を選択します。
4. OK をクリックします。

関連リンク
レプリケーションタイプ

同期レプリケーションの同期化モードの変更
同期レプリケーションの同期モードは、サービスの中断なしに変更することができます。同期モードを変更するときは、レプリケーションが一時的に同
期されていない状態になります。
前提条件
ソースおよび宛先となる両方の Storage Center がバージョン 6.5 以降を実行している必要があります。

手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. レプリケーション タブでレプリケーションを選択し、設定の編集 をクリックします。レプリケーションの設定の編集 ダイアログボックスが表示さ

れます。
3. 同期モード 領域で、高可用性 または 高整合性 を選択します。
4. OK をクリックします。

関連リンク
同期レプリケーション
同期レプリケーションモード

非同期レプリケーションのアクティブなスナップショットのデータの取り入れ
アクティブなスナップショットとは、現在凍結されていないボリュームデータを表します。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. レプリケーション タブでレプリケーションを選択し、設定の編集 をクリックします。レプリケーションの設定の編集 ダイアログボックスが表示さ

れます。
3. アクティブなスナップショットの複製 チェックボックスにチェックを付けるか、チェックを外して、OK をクリックします。
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レプリケーションの重複解除の有効化または無効化
重複解除は、各スナップショットに取得されたすべてのデータではなく、ソースボリューム上のスナップショット履歴で変更された部分のみをコピーする
ことによって、転送されるデータ量を削減し、リモート Storage Center のストレージ効率を高めます。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. レプリケーション タブでレプリケーションを選択し、設定の編集 をクリックします。レプリケーションの設定の編集 ダイアログボックスが表示さ

れます。
3. 重複解除 チェックボックスにチェックを付けるか、チェックを外して、OK をクリックします。

レプリケーションに対する別の QoS 定義の選択
レプリケーションに別の QoS 定義を選択して、レプリケーションによる帯域幅の使用方法を変更します。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. レプリケーション タブでレプリケーションを選択し、設定の編集 をクリックします。レプリケーション設定の編集　ダイアログボックスが表示され

ます。
3. QoS ノード ドロップダウンメニューから、QoS 定義を選択します。
4. OK をクリックします。

宛先で最下ティアにデータを書き込むためのレプリケーションの設定
最下ティアへのストレージのレプリケーション オプションは、宛先ボリュームに書き込まれたすべてのデータを、ボリュームに設定された最下位のス
トレージティアに配置します。デフォルトでは、このオプションは非同期レプリケーションに対して有効です。
前提条件
レプリケーションは、非同期である必要があります。最下ティアへのストレージのレプリケーション オプションは、同期レプリケーションには使用でき
ません。

手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. レプリケーション タブでレプリケーションを選択し、設定の編集 をクリックします。レプリケーションの設定の編集 ダイアログボックスが表示さ

れます。
3. 最下ティアへのストレージのレプリケーション チェックボックスをチェックします。
4. OK をクリックします。

レプリケーションの初期設定中のストレージの最下ティアへのレプリケーションの選択の許可
デフォルトでは、最下ティアへのストレージのレプリケーション オプションは、既存のレプリケーションを変更するときにのみ使用できます。レプリケー
ションを作成するときに、このオプションを設定できるようにするには、Data Collector の設定を変更します。

1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、Data Collector 設定の編集 をクリックします。Data Collector 設定の編集 ダイアログ
ボックスが表示されます。

2. レプリケーションの設定 タブをクリックします。
3. レプリケーション作成時の最下ティアへの選択を許可する チェックボックスにチェックを付けます。
4. OK をクリックします。

レプリケーションの一時停止
一時的にレプリケーションを停止することで、ボリュームのデータがリモート Storage Center にコピーされなくなります。同期レプリケーションを一時
停止すると、非同期レプリケーションになります。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. レプリケーション タブでレプリケーションを選択し、一時停止 をクリックします。レプリケーションの一時停止 ダイアログボックスが表示されま

す。
3. OK をクリックします。
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一時停止したレプリケーションの再開
一時停止したレプリケーションを再開し、ボリュームデータをリモート Storage Center にコピーできるようにします。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. レプリケーション タブで一時停止したレプリケーションを選択し、復帰 をクリックします。レプリケーションの復帰 ダイアログボックスが表示され

ます。
3. OK をクリックします。

レプリケーションの Live Volume への変換
ローカルおよびリモートサイトの両方で、サーバーが現在複製されているボリュームへの書き込みを必要とする場合、レプリケーションを Live 
Volume に変換することができます。
前提条件
• 次の Live Volume 要件を満たす必要があります。
• レプリケーションが同期の場合、ソースおよび宛先となる両方の Storage Center がバージョン 6.5 以降を実行している必要があります。

手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. レプリケーション タブでレプリケーションを選択し、Live Volume への変換 をクリックします。Live Volume への変換 ダイアログボックスが表示

されます。
3. 必要に応じて、Live Volume の属性を変更します。これらの属性の詳細については、オンラインヘルプを参照してください。
4. 完了したら OK をクリックします。

関連リンク
Live Volume の要件

レプリケーションへのしきい値アラートの定義の設定
転送されるのを待っているレプリケーションデータの容量、転送されたレプリケーションデータの割合など、レプリケーションが特定のしきい値に達した
場合に通知を受けるには、レプリケーションに 1 つ、または複数のしきい値アラートの定義を設定します。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. レプリケーション タブでレプリケーションを選択し、しきい値アラート定義の設定 をクリックします。しきい値アラート定義の設定 ダイアログボ

ックスが表示されます。
3. しきい値アラートを設定するアラートの定義を選択し、しきい値の定義の作成 をクリックします。しきい値の定義の作成 ダイアログボックスが

表示されます。
4. 必要に応じて、しきい値の定義の属性を設定します。これらの属性の詳細については、オンラインヘルプを参照してください。使用可能なア

ラート定義 をクリックして、定義を設定し、使用可能にします。OK をクリックします。
5. OK をクリックして、しきい値アラートの定義の設定 ダイアログボックスを閉じます。

レプリケーションの監視
レプリケーションを監視して、その進捗状況を確認します。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

ソース Storage Center を基準にしたレプリケーションのフィルタリング
レプリケーションと Live Volume ビューに表示されるレプリケーションの数を削減するために、ソース Storage Center を基準にしてレプリケーション
をフィルタリングすることができます。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. ソース Storage Center ペインで、対応するチェックボックスのチェックを外すことによって、1 つまたは複数の Storage Center から生成される

レプリケーションを非表示にします。
3. （オプション）完了したら、ソース Storage Center ペインの すべて選択 をクリックして、デフォルトビューに戻すことができます。

698 Storage Center レプリケーションと Live Volume



宛先 Storage Center を基準にしたレプリケーションのフィルタリング
レプリケーションと Live Volume ビューに表示されるレプリケーションの数を削減するために、宛先 Storage Center を基準にしてレプリケーション
をフィルタリングすることができます。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. DR Storage Center ペインで、対応するチェックボックスのチェックを外すことによって、1 つ、または複数の Storage Center を宛先とするレプ

リケーションを非表示にします。
3. （オプション）完了したら、DR Storage Center ペインの すべて選択 をクリックして、デフォルトビューに戻すことができます。

管理されたレプリケーションに対する Live Volume の管理の表示
管理されたレプリケーションは、Live Volume のプライマリボリュームを 3 番目の Storage Center に複製します。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. レプリケーション タブで管理されたレプリケーションを選択し、Live Volume の管理 をクリックします。Live Volume タブが表示され、管理さ

れたレプリケーションを管理する Live Volume が選択されます。

関連リンク
Live Volume に対する管理されたレプリケーション

レプリケーションのスナップショットの表示
レプリケーションを選択すると、スナップショット サブタブには、ソースボリュームと宛先ボリュームのスナップショットが表示されます。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. レプリケーション タブで、レプリケーションを選択します。
3. 下部のペインで、スナップショット タブをクリックします。

レプリケーションの進捗状況レポートの表示
レプリケーションを選択すると、 進行状況レポート サブタブには、コピーされるのを待っているデータの量と完了した割合のチャートが表示されま
す。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. レプリケーション タブで、レプリケーションを選択します。
3. 下部のペインで、進捗状況レポート タブをクリックします。

レプリケーションに関する IO/ 秒および MB/ 秒のチャートの表示
レプリケーションを選択すると、IO レポート サブタブには、IO/ 秒および MB/ 秒のチャートが表示されます。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. レプリケーション タブで、レプリケーションを選択します。
3. 下部のペインで、IO レポート タブをクリックします。

クロスプラットフォームレプリケーションの管理
次のセクションで、PS Series グループと Storage Center 間のレプリケーションの管理について説明します。

クロスプラットフォームレプリケーションの要件
Storage Center および PS グループは、Storage Center と PS グループ間のレプリケーションを許可する次の最低要件を満たしている必要があり
ます。
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表 17. クロスプラットフォームレプリケーションの要件

コンポーネント 要件
Storage Center ファームウェア 7.0

PS グループファームウェア 9.0

メモ: SCv2000 シリーズのストレージコントローラは、Storage Center と PS グループのストレージシステム間でのレプリケーションをサ
ポートしていません。

PS Series グループと Storage Center

本項では、PS Series グループと Storage Center 間のレプリケーションの管理について説明します。

PS グループから Storage Center へのレプリケーションの作成
PS グループ から Storage Center にレプリケーションを作成し、レプリケーション関係をセットアップします。レプリケーションの設定後、複製スケジュ
ール または 今すぐ複製する を使用して PS グループ から Storage Center ボリュームを複製します。
前提条件
Storage Center と PS グループは、プラットフォーム間のレプリケーションのための最小要件を満たしている必要があります。
手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
5. ボリュームの複製 をクリックします。
6. テーブルからリモートストレージシステムを選択します。
7. 次へ をクリックします。

リモート iSCSI 接続が設定されていない場合、iSCSI 接続の設定 ウィザードが表示されます。リモート iSCSI 接続の設定手順については、
「リモート Storage System の iSCSI 接続の設定」を参照してください。

8. 必要に応じて、レプリケーションを設定します。

メモ: レプリケーション設定の詳細については、ヘルプ をクリックしてください。
9. 終了 をクリックします。

関連リンク
クロスプラットフォームレプリケーションの要件

オンデマンドでの Storage Center への複製
今すぐ複製する を使用して、ボリュームデータを宛先 Storage Center にコピーします。PS グループから Storage Center へ複製すると、復元ポイ
ントとしてスナップショットを宛先 PS グループへコピーします。宛先 PS グループのデータが使用できるようになる前に、復元ポイントをアクティブ化し
ておく必要があります。
前提条件
レプリケーションは PS グループと Storage Center 間に作られる必要があります。
手順
1. レプリケーションと Live Volume タブをクリックします。
2. レプリケーション表からレプリケーションを選択します。
3. 今すぐ復元する をクリックします。

今すぐ復元する ダイアログボックスが開きます。
4. OK をクリックします。
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クロスプラットフォームレプリケーションの編集
クロスプラットフォームレプリケーションを編集して、レプリケーションの設定を変更します。設定は、ソースボリュームをホストするプラットフォームによっ
て異なります。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. レプリケーション タブで、レプリケーションを選択します。
3. 設定の編集 をクリックします。

レプリケーション設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. 設定を変更するには、次の手順を実行します。

メモ: ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、ヘルプ をクリックしてください。
5. OK をクリックします。

Storage Center から PS グループへのレプリケーションの作成
Storage Center から PS グループへのボリュームの複製は、Storage Center から別の Storage Center へのボリュームの複製に似ています。
前提条件
PS グループと Storage Center 間の iSCSI 接続を設定する必要があります。
手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、複製するボリュームをホストしている Storage Center を選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションツリーで、複製するボリュームを選択します。
5. 右のペインで ボリュームのレプリケーション をクリックします。

• 1 つ、または複数の QoS 定義が存在する場合は、レプリケーションの作成 ウィザードが表示されます。
• QoS 定義が作成されていない場合は、レプリケーション QoS の作成 ウィザードが表示されます。このウィザードを使用して、レプリケー

ションを設定する前に QoS 定義を作成します。

メモ: ボリュームが複製先になっている場合、レプリケーション QoS 設定が実施されます。ボリュームが Live Volume セカンダリの
場合は、レプリケーション QoS の設定は適用されません。

6. ボリュームを複製するリモートストレージシステムを選択し、次へ をクリックします。
• 次のウィザードページが表示されます。
• Fibre Channel 接続または iSCSI 接続がローカルおよびリモートのストレージシステム間で設定されていない場合は、ダイアログボックスが

表示されます。はい をクリックして、ストレージシステム間の iSCSI 接続を設定します。
7. （オプション）レプリケーションのデフォルト設定を変更します。

• レプリケーションの属性 領域で、レプリケーションの動作方法を決定するオプションを設定します。
• 宛先ボリュームの属性 領域で、宛先ボリュームに対するストレージオプションを設定します。

メモ: Fluid Cache ボリュームをレプリケーションの宛先にすることはできません。

8. 完了 をクリックします。ボリュームで、リモートストレージシステムへの複製が開始されます。

複製スケジュールの管理
複製スケジュールは、PS Series グループ のレプリケーションが毎日、毎時、または 1 回毎に実行される際に設定されます。このスケジュールは、宛
先ストレージシステムがレプリケーションのために保持するスナップショットの数も指定します。
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毎時のレプリケーションスケジュールの作成
毎時のレプリケーションスケジュールによって、PS Series グループが、毎日一定の時間または間隔で、宛先ボリュームにデータを複製する頻度が
決まります。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。

ボリュームは、レプリケーション関係のソースである必要があります。
5. スケジュールの作成 をクリックします。

スケジュールの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. スケジュールを有効にする チェックボックスをクリックします。
7. 名前 フィールドに、スケジュールの名前を入力します。
8. 頻度 ドロップダウンメニューから、毎時のスケジュール を選択します。
9. レプリケーションスケジュール ラジオボタンを選択します。
10. 開始日 ドロップダウンメニューから、スケジュールの開始日を選択します。
11. スケジュールの終了日を有効にするには、終了日 の横にあるチェックボックスを選択し、終了日 ドロップダウンメニューから日付を選択しま

す。
12. レプリケーションを開始するタイミングを指定します。

• 毎日設定された時間にレプリケーションを開始するには、特定の時刻 を選択してから時刻を選択します。
• 設定された時間長でレプリケーションを繰り返すには、繰り返し間隔 を選択し、次にレプリケーションを開始するには頻度および開始時

刻と終了時刻を選択します。
13. レプリカ設定 フィールドで、スケジュールが開始できるレプリケーションの最大数を入力します。

毎日のレプリケーションスケジュールの作成
毎日のレプリケーションスケジュールは、PS Series グループが、指定された日の設定された時刻または間隔で、宛先ボリュームにデータを複製する
頻度を決定します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。

ボリュームは、レプリケーション関係のソースである必要があります。
5. スケジュールの作成 をクリックします。

スケジュールの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. スケジュールを有効にする チェックボックスをクリックします。
7. 名前 フィールドに、スケジュールの名前を入力します。
8. 頻度 ドロップダウンメニューから、毎日のスケジュールを選択します。
9. レプリケーションスケジュール ラジオボタンを選択します。
10. 開始日 ドロップダウンメニューから、スケジュールの開始日を選択します。
11. スケジュールの終了日を有効にするには、終了日 の横にあるチェックボックスを選択し、終了日 ドロップダウンメニューから日付を選択しま

す。
12. 実行頻度 フィールドで、レプリケーションを実行する頻度を指定します。
13. レプリケーションを開始するタイミングを指定します。

• 毎日設定された時間にレプリケーションを開始するには、特定の時刻 を選択してから時刻を選択します。
• 設定された時間長でレプリケーションを繰り返すには、繰り返し間隔 を選択し、次にレプリケーションを開始するには頻度および開始時

刻と終了時刻を選択します。
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14. レプリカ設定 フィールドで、スケジュールが開始できるレプリケーションの最大数を入力します。

1 回限り実行するレプリケーションのスケジュール
1 回限りのレプリケーションのスケジュールを作成して、将来の日時にボリュームを複製します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS Series グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。

ボリュームは、レプリケーション関係のソースである必要があります。
5. スケジュールの作成 をクリックします。

スケジュールの作成 ダイアログボックスが表示されます。
6. スケジュールを有効にする チェックボックスをクリックします。
7. 名前 フィールドに、スケジュールの名前を入力します。
8. 頻度 ドロップダウンメニューで、1 回限りを選択します。
9. 日付 フィールドで、レプリケーションの開始日を選択します。
10. 時刻 フィールドで、レプリケーションの開始時刻を指定します。
11. レプリカ設定 フィールドで、スケジュールが開始できるレプリケーションの最大数を入力します。

レプリケーションスケジュールの編集
レプリケーションスケジュールを作成した後、そのスケジュールを編集して、レプリケーションを開始する頻度を変更します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。

ボリュームは、レプリケーション関係のソースである必要があります。
5. スケジュール タブで、編集するレプリケーションスケジュールを選択します。
6. 編集 をクリックします。

スケジュールの編集 ダイアログボックスが表示されます。
7. 必要に応じてスケジュール設定を変更します。

メモ: スケジュール設定の詳細については、ヘルプ をクリックしてください。
8. OK をクリックします。

レプリケーションスケジュールの有効化または無効化
レプリケーションスケジュールを作成した後、スケジュールを有効化または無効化して、スケジュールによるレプリケーションの開始を許可するか、また
は防止します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。

ボリュームは、レプリケーション関係のソースである必要があります。
5. スケジュール タブで、有効化または無効化するレプリケーションスケジュールを選択します。
6. 編集 をクリックします。

スケジュールの編集 ダイアログボックスが表示されます。
• レプリケーションスケジュールを有効にするには、スケジュールを有効にする チェックボックスを選択します。
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• レプリケーションスケジュールを無効にするには、スケジュールを有効にする チェックボックスをクリアします。
7. OK をクリックします。

レプリケーションスケジュールの削除
レプリケーションスケジュールを削除して、スケジュールが不要になった後にレプリケーションを開始しないようにします。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、PS グループを選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。

ボリュームは、レプリケーション関係のソースである必要があります。
5. スケジュール タブから、削除するレプリケーションスケジュールを選択します。
6. 削除 をクリックします。

確認のダイアログボックスが表示されます。
7. OK をクリックします。

Portable Volume ディスク
Portable Volume ディスクは、Storage Center から別の Storage Center にレプリケーションデータを転送するために使用できる外部 USB ディス
クです。Storage Center 間の接続が遅すぎて最初のレプリケーションデータを妥当な時間にコピーできない場合には、 Portable Volume ディスク
を使用してレプリケーションを設定します。
Portable Volume ディスクにコピーされた各ボリュームのレプリケーションデータは、レプリケーションベースラインと呼ばれます。 Portable Volume ディ
スクを宛先 Storage Center に接続すると、レプリケーションベースラインが自動的に復元されてレプリケーションが作成されます。

Portable Volume の要件
Portable Volume を使用するには、Storage Center が次の要件を満たしている必要があります。

• ソースおよび宛先となる両方の Storage Center では、レプリケーション用にライセンスを取得している必要があります。
• 次のコントローラのいずれかを使用する必要があります。

– SC8000

– SC9000

– SC040

– SC4020

– SC5020

– SC5020F

– SC7020

– SC7020F

メモ: SCv2000 および SCv3000 シリーズコントローラでは、Portable Volume をサポートしていません。

Portable Volume のプロセス
Portable Volume ディスクを使用する一般的なプロセスは次のとおりです。

1. Portable Volume ディスクをソース Storage Center に接続します。
2. リモート Storage Center に転送するボリュームを選択します。選択したボリュームが Portable Volume ディスクにコピーされ、各ボリュームの

レプリケーションベースラインが作成されます。
3. コピープロセスが完了したら、 Portable Volume ディスクを宛先のサイトに移動し、宛先 Storage Center で復元プロセスを開始します。
4. 復元が完了した後、ソースボリュームと宛先ボリュームが自動的に同期します。
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Portable Volume ディスクのタイプ
Portable Volume ディスクの 2 つのタイプを使用して、レプリケーションデータを転送することができます。

• Dell USB ディスク
• リムーバブル RD1000 ディスクカートリッジを搭載した Dell RD1000 ディスクベイ

Dell USB ディスクの要件
Dell USB ディスクを使用するには、レプリケーションの要件のほか、次の要件を満たす必要があります。

要件 説明
Storage Manager Storage Manager 5.0 以降。
Storage Center • ソースおよび宛先 Storage Center は Storage Center 5.0.1 以

降を実行している必要があります。
• ソースおよび宛先 Storage Center は非同期レプリケーションのラ

イセンスを取得している必要があります。

Portable Volume ディスク容量 転送するボリュームデータ用のストレージを提供するために、1 つまたは
複数の Dell USB ディスクが必要です。ディスクの合計サイズは、転送
するボリュームデータのサイズと同じかそれより大きい必要があります。

Dell RD1000 ディスクベイの要件
リムーバブル RD1000 ディスクカートリッジ搭載の Dell RD 1000 ディスクベイを使用するには、レプリケーションの要件のほかに、以下の要件を満た
している必要があります。

要件 説明
Storage Manager Storage Manager 6.2 以降。
Storage Center • ソースおよび宛先の Storage Center では Storage Center 6.2 

以降を実行している必要があります。
• ソースおよび宛先の Storage Center は非同期レプリケーションの

ライセンスを取得している必要があります。

Portable Volume ディスク容量 ボリュームデータを転送するためのストレージを提供するリムーバブル 
RD1000 ディスクカートリッジを搭載した、1 つまたは複数の Dell 
RD1000 ディスクベイ。ディスクカートリッジの合計サイズは、転送するボ
リュームデータのサイズ以上である必要があります。

Portable Volume ノード
Portable Volume ディスクが Storage Center に接続されているか、Storage Center がレプリケーションベースラインのソースまたは宛先である場
合、Portable Volume ノードが ストレージ タブのナビゲーションペインに表示されます。

次の表で、Portable Volumes ノードの下に表示される可能性のあるノードについて説明します。

Portable Volume ノード 説明

未割り当て Storage Center 上で、現在未割当になっている Portable Volume デ
ィスクを表示します。

[宛先] へのレプリケーションベースライン Storage Center がソースとなっているベースラインレプリケーションを含
む、Storage Center 上の Portable Volume ディスクを表示します。

[ソース] からのレプリケーションベースライン Storage Center が宛先となっているベースラインレプリケーションを含
む、Storage Center 上の Portable Volume ディスクを表示します。
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Portable Volume ノード 説明

無効 Storage Center がレプリケーションのソースでも宛先でもないレプリケー
ションベースラインを含む、Storage Center 上の Portable Volume デ
ィスクを表示します。

ディスクの消去中 Storage Center 上で、現在消去中の Portable Volume ディスクを表
示します。

Portable Volume ディスクを使用したレプリケーションデータの転送
1 つまたは複数の Portable Volume ディスクを使用して、ある Storage Center から別の Storage Center にレプリケーションデータを転送するに
は、次のタスクを実行します。

1. ソース Storage Center の準備
2. 宛先 Storage Center に転送するボリュームの選択
3. 宛先 Storage Center へのレプリケーションデータの移動

ソース Storage Center の準備
ソース Storage Center を準備するには、次のタスクを実行します。

1. ポータブルボリュームの要件を満たしていることを確認します。
2. ポータブルボリュームディスクをソース Storage Center に接続します。

• 複数の Portable Volume ディスクを使用している場合、それらを同時に接続することでパフォーマンスを向上します。Storage Center の 
USB ポートが十分にないために、ボリュームデータを転送するのに十分なディスクを同時に接続できない場合は、プロセスの後半で追加
のディスクを接続するようにプロンプトが表示されます。

• 1 つ、または複数の Dell RD1000 ディスクベイを使用している場合は、RD1000 ディスクカートリッジを各ベイに挿入します。
3. ポータブルボリュームディスクに古いまたは無効なデータが含まれている場合は、Storage Manager クライアントを使用してそれらのデータを消

去します。
a. ストレージ タブのナビゲーションペインで、Portable Volume ディスクを選択します。
b. 右ペインで、消去 をクリックします。Portable Volume の消去 ダイアログボックスが表示されます。
c. 消去タイプ を選択し、はい をクリックします。

関連リンク
Dell USB ディスクの要件
レプリケーションベースラインおよび Portable Volume ディスクの管理

宛先 Storage Center に転送するボリュームの選択
ソース Storage Center で、レプリケーションベースラインの開始 ウィザードを使用して宛先 Storage Center、転送されるボリューム、およびボリ
ュームのレプリケーションベースラインを移動させる Portable Volume ディスクを選択します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center を選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、Portable Volume を選択します。

図 69. 未割り当て Portable Volume ノード

メモ: Portable Volume ノードは、Storage Center に 1 つまたは複数の Portable Volume ディスクが存在する場合のみ表示さ
れます。

5. 右ペインで、レプリケーションベースラインの開始 をクリックします。レプリケーションベースラインの開始 ウィザードが表示されます。
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6. 宛先 Storage Center を選択し、次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
7. 1 つ、または複数の Portable Volume ディスクを選択し、任意の暗号化を指定します。

a. （オプション）レプリケーションベースラインを暗号化するには、暗号化を使用する チェックボックスにチェックを付けて、セキュリティキー フィ
ールドにパスワードを入力します。

b. Portable Volume ディスクの選択 表で、レプリケーションベースラインを移動させる Portable Volume ディスクを選択します。
c. 次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。

8. 取り入れるボリュームを選択します。
a. レプリケーションベースラインに追加する各ボリュームを選択し、ボリュームの追加 をクリックします。ボリュームを追加すると、ボリューム別

の推測使用済み容量 がアップデートされます。

メモ: ボリューム容量が Portable Volume ディスクで使用可能なストレージを超えた場合、ウィザードは、最初の容量が満杯
になった後で Portable Volume ディスクを追加する必要があることを通知します。

b. ボリュームの追加が完了したら、次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
9. レプリケーションおよび宛先ボリュームの属性を設定します。

a. （オプション）必要に応じて、レプリケーションの属性 と 宛先ボリュームの属性 を変更します。これらの属性については、オンラインヘルプ
を参照してください。

b. 完了したら、次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
10. 選択内容を見直します。

a. （オプション）個々のボリュームのレプリケーション設定を変更する場合は、ボリュームを選択し、選択の編集 をクリックします。
b. 作業が完了したら、完了 をクリックします。

• ソース Storage Center で、Storage Manager によって宛先 Storage Center に対するレプリケーション用 Portable Volume ノード
が作成され、レプリケーションベースラインで Portable Volume ディスクへのコピーが開始されます。[宛先] へのレプリケーションベー
スライン ノードを選択して、コピーの進捗状況を監視します。

図 70. Storage Center への Portable Volume のレプリケーションベースライン ノード

• 宛先 Storage Center で、Storage Manager によって、最初のレプリケーションベースラインが Portable Volume ディスクにコピーさ
れた後で、ソース Storage Center からのレプリケーション用 Portable Volume ノードが作成されます。ボリューム ノードの下に宛先
ボリュームも表示されます。

図 71. Storage Center からの Portable Volume のレプリケーション ノード

11. 接続された Portable Volume ディスクにボリュームデータをコピーするまで待ってから、必要に応じて、Portable Volume ディスクを交換しま
す。
• ボリューム容量が Portable Volume ディスクで使用可能なストレージを超えた場合、接続された Portable Volume ディスクが満杯にな

ると、状態 が ディスクの削除および追加の待機中 に変更されます。

– Dell USB ディスクを使用している場合は、それらの接続を切断し、残りのディスクに接続します。新しいディスクを Portable Volume 
ノードに追加します。

– Dell RD1000 ディスクベイを使用している場合は、満杯のディスクカートリッジを取り出し、新しいディスクカートリッジを挿入します。新
しいディスクを Portable Volume ノードに追加します。

メモ: 新しい Portable Volume ディスクが 無効 ノードに追加されている場合、そのディスクには別の転送用のデータが保持
されています。データが必要ない場合には、ディスクを消去してから、Portable Volume ノードに追加します。

• 接続した Portable Volume ディスクにボリュームデータ用のディスク容量が十分にある場合、コピー操作が完了すると、状態 が 完了お
よびディスクの削除の待機中 に変更されます。Portable Volume ディスクの接続を切断します。

関連リンク
レプリケーションベースラインおよび Portable Volume ディスクの管理
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宛先 Storage Center へのレプリケーションデータの移動
レプリケーションベースラインが Portable Volume ディスク（単一または複数）にコピーされたら、そのディスクを宛先 Storage Center へ移動し、レ
プリケーションベースラインをロードします。

1. レプリケーションベースラインのコピーが終了するか、Portable Volume ディスクが満杯になったら、ディスクをソース Storage Center から取り
外します。

2. Portable Volume ディスクを宛先 Storage Center に接続します。
• ディスクは任意の順番で接続できます。
• 複数の Portable Volume ディスクを使用している場合は、同時に接続してパフォーマンスを改善します。

Portable Volume ディスクが接続されると、宛先 Storage Center がそれを検出し、レプリケーションベースラインの復元を開始します。
3. Dell Storage Manager Client を使用して復元の進捗状況を監視します。

a. ストレージ ビューをクリックします。
b. ストレージ ペインで宛先 Storage Center を選択します。
c. ストレージ タブをクリックします。
d. ストレージ タブのナビゲーションペインで、[] からのレプリケーションベースライン を選択します。
e. Portable Volume タブを使用して、転送の進捗状況を表示します。

• Portable Volume ディスクの数が、同時に接続可能な数よりも多い場合、コピー操作が完了すると、状態 が 削除または追加する
ディスクを待機中 に変わります。Portable Volume ディスクを取り外し、残りのディスクを接続します。RD1000 ディスクベイを使用し
ている場合は、ディスクカートリッジを交換します。

• ボリュームのレプリケーションベースラインの復元が終了すると、そのベースラインが表から削除され、対応するレプリケーションが レプリ
ケーションと Live Volume ビューの レプリケーション タブに表示されます。

4. すべてのレプリケーションベースラインが Portable Volume ディスクから復元されたら、宛先 Storage Center からディスクを切断します。

レプリケーションベースラインおよび Portable Volume ディスクの管理
次のタスクを使用して、レプリケーションベースラインおよび Portable Volume ディスクを管理します。

レプリケーションベースラインをコピーせずに Portable Volume ディスクを作成する
Portable Volume ディスクの管理 ウィザードでは、Storage Center ボリュームのレプリケーションベースラインをコピーせずに、レプリケーションデー
タを移動するための Portable Volume ディスクを 1 つまたは複数作成することができます。取り込むボリュームを決めていない場合や、別の 
Storage Manager ユーザーにボリュームの追加を許可する場合には、この方法が便利です。

1. 1 つまたは複数の Portable Volume ディスクを Storage Center に接続します。
2. ストレージ ビューをクリックします。
3. ストレージ ペインで Storage Center を選択します。
4. ストレージ タブをクリックします。
5. ストレージ タブのナビゲーションペインで、Portable Volume を選択します。

図 72. 未割り当ての Portable Volume ノード

メモ: Portable Volume ノードは、Storage Center に 1 つまたは複数の Portable Volume ディスクが存在する場合のみ表示さ
れます。

6. Portable Volume ディスクに古いまたは無効なデータが含まれる場合、データを消去します。
a. ストレージ タブのナビゲーションペインで、Portable Volume ディスクを選択します。
b. 右側のペインで 消去 をクリックします。Portable Volume の消去 ダイアログボックスが表示されます。
c. 消去タイプ を選択し、はい をクリックします。

7. 右側のペインで Portable Volume ディスクの管理 をクリックします。Portable Volume ディスクの管理 ウィザードが表示されます。
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8. Portable Volume からのレプリケーションベースラインの転送先となる Storage Center を選択し、次へ をクリックします。次のウィザードページ
が表示されます。

9. 1 つ、または複数の Portable Volume ディスクを選択し、任意の暗号化を指定します。
a. （オプション）レプリケーションベースラインを暗号化するには、暗号化を使用する チェックボックスにチェックを付けて、セキュリティキー フィ

ールドにパスワードを入力します。
b. Portable Volume ディスクの選択 表で、レプリケーションベースラインを移動させる Portable Volume を選択します。
c. 作業が完了したら 完了 をクリックします。レプリケーションベースラインが作成され、そこに Portable Volume ディスクが追加されます。

Portable Volume ディスクの Portable Volume ノードへの追加
宛先 Storage Center に転送されるレプリケーションベースラインに、最初に選択した Portable Volume ディスクで提供されるよりも多くの容量が
必要である場合は、 Portable Volume ディスクを追加できます。

1. 必要に応じて、追加の Portable Volume ディスクをソース Storage Center に接続します。
2. ストレージ ビューをクリックします。
3. ストレージ ペインで、Storage Center を選択します。
4. ストレージ タブをクリックします。
5. ストレージ タブのナビゲーションペインで、[宛先] へのレプリケーションベースライン を選択します。
6. 右ペインで、ディスクの追加 をクリックします。Portable Volume ディスクの追加 ダイアログボックスが表示されます。

メモ: ディスクの追加 ボタンは、1 つ、または複数の使用可能な Portable Volume ディスクが Storage Center に接続されている
場合にのみ表示されます。

7. 追加する Portable Volume ディスクを選択し、Finish（完了）をクリックします。

Storage Center ボリュームの Portable Volume ノードへの追加
1 つ、または複数の Portable Volume ディスクを準備した後は、転送する追加の Storage Center ボリュームを選択できます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center を選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、[宛先] へのレプリケーションベースライン を選択します。
5. 右ペインで、ボリュームの追加 をクリックします。Portable Volume の追加 ウィザードが表示されます。
6. レプリケーションベースラインの集合に追加するボリュームを選択します。

a. 追加する各ボリュームを選択し、ボリュームの追加 をクリックします。ボリュームを追加すると、ボリューム別の推測使用済み容量 がアッ
プデートされます。

b. ボリュームの追加が完了したら、次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
7. レプリケーションおよび宛先ボリュームの属性を設定します。

a. （オプション）必要に応じて、レプリケーションの属性 と 宛先ボリュームの属性 を変更します。これらの属性については、オンラインヘルプ
を参照してください。

b. 完了したら、次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
8. 選択内容を見直します。

a. （オプション）個々のボリュームのレプリケーション設定を変更する場合は、ボリュームを選択し、選択の編集 をクリックします。
b. 作業が完了したら 終了 をクリックします。

Portable Volume スケジュールの変更
Portable Volume スケジュールでは、Portable Volume のコピーおよび復元操作が許可される時期を定義し、操作の優先度（許可しない、低、
中、高）を設定できます。デフォルトでは、Portable Volume スケジュールは、Portable Volume のコピー / 復元操作を制限しません。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center を選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、Portable Volume を選択します。
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5. 右ペインで、Portable Volume スケジュールの編集 をクリックします。Portable Volume スケジュールの編集 ダイアログボックスが表示され
ます。

図 73. Portable Volume スケジュールの編集 ダイアログボックス

6. Portable Volume に対するコピー / 復元を制限するためのルールを追加します。
a. 時間範囲を選択するには、範囲内の最初のセルをクリックし、範囲内の最後のセルまでドラッグします。
b. 時間範囲を選択した後は、表を右クリックし、優先度を選択します。

• 許可しない：このオプションを選択すると、コピー / 復元処理が実行されなくなります。
• 低：このオプションを選択すると、コピー / 復元処理を 1 つのポータブルボリュームディスクで一度に 1 つの IO 要求に制限します。
• 中：このオプションを選択すると、コピー / 復元処理を 3 つのポータブルボリュームディスクでディスクごとに最大 3 つまでの同時 IO 要

求に制限します。
• 高：このオプションを選択すると、コピー / 復元処理を 10 個のポータブルボリュームディスクで、ディスクごとに最大 10 個までの同時 

IO 要求に制限します。
7. 必要に応じて、追加のルールを作成します。
8. 完了したら OK をクリックします。

レプリケーションベースラインに対する暗号化セキュリティキーの変更
暗号化セキュリティキーは、レプリケーションベースラインに対する暗号化キーを保護します。宛先 Storage Center は、暗号化キーを取得するた
めに、ソース Storage Center への暗号化セキュリティキーを提示する必要があります。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center を選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、レプリケーションベースラインを必要に応じて選択します。

• [ ] へのレプリケーションベースライン
• [ ] からのレプリケーションベースライン

5. 右ペインで、暗号化セキュリティキーの編集 をクリックします。暗号化セキュリティキーの編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. 暗号化セキュリティキー フィールドに新しいセキュリティキーを入力し、OK をクリックします。

Portable Volume ディスクの名前の変更
Portable Volume USB ディスクに割り当てられた名前を変更することができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center を選択します。
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3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、Portable Volume ディスクを選択します。
5. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。Portable Volume の編集 ダイアログボックスが表示されます。
6. 名前 フィールドに Portable Volume ディスクの新しい名前を入力し、OK をクリックします。

Portable Volume ディスクの消去
ディスクから確実にデータを取得できないようにしたい場合は、 Portable Volume ディスクを消去します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center を選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、Portable Volume ディスクを選択します。
5. 右ペインで、消去 をクリックします。Portable Volume の消去 ダイアログボックスが表示されます。
6. 消去タイプ ドロップダウンメニューから、次に示す消去方法を選択します。

• クイック消去：この方法を選択すると、データのディレクトリが消去されます。
• 1 回のパスで完全消去：この方法を選択すると、ディスクに 1 回書き込みパスが実行され、すべてのデータがゼロで上書きされます。
• 7 回のパスで完全消去：この方法を選択すると、ディスクに 7 回書き込みパスが実行されます。初回にデータがゼロで上書きされ、後の 

6 回は一連のデータでディスクが上書きされます。セキュアな消去の完了には相当の時間がかかります。
7. はい をクリックします。

Portable Volume ディスクの消去処理のキャンセル
消去処理が完了するのを待てない場合は、キャンセルすることができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center を選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、Portable Volume ディスクを選択します。
5. 右ペインで 消去のキャンセル をクリックします。Portable Volume の消去のキャンセル ダイアログボックスが表示されます。
6. はい をクリックします。

Portable Volume ディスクのコピー処理のキャンセル 
コピー処理が完了するのを待てない場合は、キャンセルすることができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center を選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、[宛先] へのレプリケーションベースライン を選択します。
5. 右ペインの Portable Volume タブで、キャンセルするボリュームコピーを右クリックして、レプリケーションベースラインのキャンセル を選択しま

す。レプリケーションベースラインのキャンセル ダイアログボックスが表示されます。
6. はい をクリックします。

Portable Volume ディスクの復元処理のキャンセル
Portable Volume ディスクから宛先 Storage Center にレプリケーションベースラインを復元する操作をキャンセルすることができます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで宛先 Storage Center を選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションペインで、[ ] からのレプリケーションベースライン を選択します。
5. 右ペインの ortable Volume タブで、キャンセルするボリュームの復元を右クリックして、レプリケーションベースラインのキャンセル を選択しま

す。レプリケーションベースラインのキャンセル ダイアログボックスが表示されます。
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6. はい をクリックします。

Storage Center Live Volume
Live Volume はソースおよび宛先の Storage Center で同時にマッピングし、アクティブにすることができる、複製を行うボリュームです。両方の 
Storage Center で書き込みを受け入れることができますが、サーバーが宛先ボリュームに書き込む場合、書き込みはソースボリュームにリダイレク
トされてから、宛先ボリュームに複製されます。
複製されるボリュームとは異なり、Live Volume のプライマリボリュームとセカンダリボリュームは同じボリューム ID を共有します。つまり、サーバはプラ
イマリボリュームとセカンダリボリュームを同じボリュームとして認識します。

Live Volume 操作におけるボリューム QoS 設定の動作
定義されているボリュームまたはレプリケーション QoS の設定は、Live Volume のプライマリ側にのみ適用されます。スワップまたは DR　のアクティブ
化により、セカンダリがプライマリになった場合、そのシステムのボリューム QoS 属性およびレプリケーション QoS の設定が適用されます。この動作
は、ボリューム QoS 設定がレプリケーションに対し適用されるのとは異なります。

Live Volume の要件
Live Volume を作成するには、次の表に示された要件を満たしている必要があります。

要件 説明
Storage Center バージョン プライマリとセカンダリの Storage Center は、最小限のバージョン要件

を満たしている必要があります。
• 同期 Live Volume：バージョン 6.5 以降
• 非同期 Live Volume：バージョン 5.5 以降

メモ: Dell は、両方の Storage Center で同じ Storage 
Center のバージョンを実行することを推奨しています。

Storage Center ライセンス Live Volume 用にプライマリとセカンダリの Storage Center のライセン
スが必要です。

Storage Manager の設定 プライマリとセカンダリの Storage Center を Storage Manager に追加
する必要があります。

Storage Center 通信 プライマリおよびセカンダリの Storage Center は Fibre Channel または 
iSCSI を使用して接続されている必要があり、各 Storage Center は
他の Storage Center で定義されている必要があります。
• プライマリ Storage Center で、セカンダリ Storage Center がリモー

ト Storage Center として定義されている必要があります。
• セカンダリ Storage Center で、プライマリ Storage Center がリモー

ト Storage Center として定義されている必要があります。

QoS の定義 プライマリおよびセカンダリの Storage Center に、Quality of Service
（QoS）定義が設定されている必要があります。

Live Volume タイプ
Live Volume は、非同期レプリケーションまたは同期レプリケーションを使用して作成できます。
次の表で、各 Live Volume タイプの Storage Center バージョン要件と機能を比較します。

Live Volume タイプ Storage Center スナップショットのサポート アクティブなスナップショッ
トのサポート

重複解除のサポート

非同期 バージョン 5.5 以降 はい はい はい

同期 バージョン 6.5 以降 はい はい はい
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関連リンク
非同期レプリケーション
同期レプリケーション

Live Volume アイコン
ストレージ ビューの ストレージ タブ上に、Live Volume に関する次のアイコンが表示され、通常のボリュームおよび複製されたボリュームから区別
されます。

Icon 説明

プライマリ / セカンダリ Live Volume

メモ: ストレージ タブから Live Volume がプライマリかセカンダリかを判断するには、Live Volume 

を選択し、サマリ サブタブの下の Live Volume 属性 セクションを参照します。

Live Volume の役割
Live Volume の役割には、プライマリとセカンダリの 2 つがあります。これらの役割によってレプリケーションの方向が決定します。これらの役割は、自
動または手動で切り替えることができます。プライマリボリュームでも書き込みを確認する必要があるため、セカンダリボリュームに対する書き込みパ
フォーマンスは低下します。

Storage Center の役割 説明

一次 • 標準的なレプリケーションでのソースボリュームに似たプライマリボリュームをホストします
• プライマリボリュームをセカンダリボリュームに複製します。
• プライマリとセカンダリの両方のサイトからのすべての IO を処理します。

二次 • セカンダリボリュームをホストします
• Live Volume に対する IO を受け入れ、プライマリ Storage Center 上のプライマリボリュームに転送しま

す。

Live Volume の役割の例
次の例では、サーバーが、プライマリボリュームを変更する IO 要求を送信します。プライマリボリュームに対する変更は、Fibre Channel または 
iSCSI を介してセカンダリ Storage Center に複製されます。セカンダリ Storage Center に接続されているサーバーがセカンダリボリュームに IO 要
求を送信すると、セカンダリ Storage Center はその IO 要求をプライマリ Storage Center 上のプライマリボリュームに転送します。

役割スワップ前の Live Volume 

以下の図で、プライマリ Storage Center は左側、セカンダリ Storage Center は右側にあります。

図 74. Live Volume の設定例

1. サーバー 2. Fiber Channel または iSCSI 経由のプライマリボリュームへのサ
ーバー IO 要求
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3. プライマリボリューム 4. Fiber Channel または iSCSI 経由の Live Volume レプリケーシ
ョン

5. セカンダリボリューム 6. セカンダリボリュームへのサーバー IO 要求（セカンダリ Storage 

Center からプライマリ Storage Center へ転送）

7. サーバー

役割スワップ後の Live Volume 

次の図では、役割のスワップが発生したため、セカンダリ Storage Center が左側になり、プライマリ Storage Center が右側になっています。

図 75. 役割スワップ後の Live Volume 設定の例

1. サーバー 2. セカンダリボリュームへのサーバー IO 要求（セカンダリ Storage 

Center がプライマリ Storage Center に転送）

3. セカンダリボリューム 4. Fibre Channel または iSCSI を介した Live Volume レプリケー
ション

5. プライマリボリューム 6. Fibre Channel または iSCSI を介したプライマリボリュームへのサ
ーバー IO 要求

7. サーバー

Live Volume の役割の自動スワップ
セカンダリボリュームがプライマリボリュームよりも多くの IO を受信する状況を回避するため、Live Volume を設定して、特定の条件を満たしたとき
に、自動的にプライマリボリュームとセカンダリボリュームを切り替えることができます。

役割のスワップ動作を制御する属性
役割の自動スワップが有効になっている場合、次の制限によって、役割をスワップするタイミングが決定されます。

役割スワップの制限 説明
スワップ前の最小量 セカンダリ Storage Center の Live Volume に書き込まれると役割が

切り替わる最小ストレージ容量を指定します。
スワップ前のプライマリとしての最短時間（分） 役割の切り替えが可能になるために、経過する必要のある分数を指

定します。
スワップ前の最小セカンダリ率（%） 役割の切り替えが可能になるために、セカンダリボリュームで実行する

必要のある IO の最小パーセンテージを指定します。

役割の自動スワップのトリガ
役割の自動スワップが実行されるには、次のイベントが発生する必要があります。

1. Live Volume に対して 役割の自動スワップ 機能を有効にする必要があります。
2. スワップ前のプライマリとしての最短時間（分） フィールドで指定したタイムアウトの期限が切れている必要があります。
3. 5 分の間に実施されたサンプルの少なくとも 70% について、次のいずれかの制限を超えている必要があります。
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• スワップ前の最小量
• スワップ前の最小セカンダリ率（%）

Live Volume の自動フェイルオーバー
自動フェイルオーバーを適用すると、障害が発生した場合にセカンダリ Live Volume が自動的にプライマリに昇格します。プライマリ Live Volume 
がオンラインに戻った後、自動復元により、オプションとして Live Volume 関係が復元されます。

Live Volume の自動フェイルオーバー要件
Live Volume で自動フェイルオーバーを有効にするには、次の要件を満たしている必要があります。

コンポーネント 要件
Storage Center バージョン 6.7 以降

Live Volume 属性 • 同期
• 高可用性
• 保護

サーバホストオペレーティングシステム • 次のいずれかのオペレーティングシステム：
• VMware ESX 5.5

• VMware ESX 6.0

• Microsoft Hyper-V を搭載した Windows Server 2012

• Microsoft Hyper-V を搭載した Windows Server 2012 R2

仮想環境 • VMware

Data Collector ポート ポート 3033 の受信トラフィックを有効化

タイブレーカー
タイブレーカーとは、プライマリとセカンダリの Live Volume が両方同時にアクティブにならないように Data Collector 上で実行されているサービスで
す。セカンダリ Storage Center がプライマリ Storage Center と通信できない場合、プライマリ Storage Center がダウンしているかどうかをタイブレ
ーカーが調査して判断します。プライマリ Storage Center がダウンしている場合、セカンダリ Live Volume がアクティブになります。

自動フェイルオーバー
Live Volume で自動フェイルオーバーを有効にすると、障害発生時にセカンダリ Live Volume を自動的にアクティブにすることができます。自動フェ
イルオーバーは、次の手順で実行されます。

番号 Object（オブジェクト） 番号 Object（オブジェクト）

1 プライマリ Storage Center 4 プライマリ Live Volume

2 タイブレーカー 5 セカンダリ Live Volume

3 セカンダリ Storage Center 6 サーバー

1. プライマリ Storage Center に障害が発生。
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図 76. 手順 1

2. セカンダリ Storage Center がプライマリ Storage Center と通信できない。 
3. セカンダリ Storage Center はタイブレーカーと通信し、セカンダリ Live Volume をアクティブにするための権限を受信する。
4. セカンダリ Storage Center が、セカンダリ Live Volume をアクティブにする。

図 77. 手順 4

メモ: プライマリ Storage Center が回復すると、Storage Center は Live Volume がオンラインにならないようにする。

Live Volume の自動復元
自動復元を有効にすると、障害から復旧後に、プライマリとセカンダリの Live Volume 間の関係を修復します。自動復元後に、元のセカンダリ 
Live Volume は、プライマリ Live Volume として維持されます。Live Volume の自動修復は次の手順で実行されます。
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メモ: Live Volume は、フェイルオーバーが自動的にアクティブにされていた場合にのみ、自動的に復元します。

1. プライマリ Storage Center が障害から回復します。

図 78.

2. プライマリ Storage Center が、セカンダリ Live Volume がプライマリ Live Volume としてアクティブになっていることを認識します。
3. セカンダリ Storage Center 上の Live Volume がプライマリ Live Volume になります。
4. プライマリ Storage Center 上の Live Volume がセカンダリ Live Volume になります。

図 79.
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Live Volume に対する管理されたレプリケーション
管理されたレプリケーションにより、プライマリ Live Volume を 3 番目の Storage Center に複製することができ、プライマリとセカンダリの Storage 
Center が存在するサイトがダウンした場合のデータロスから保護できます。Live Volume の役割のスワップが行われた場合、管理されたレプリケー
ションは他の Storage Center のプライマリボリュームに従います。

管理されたレプリケーションを伴うサポート対象 Live Volume のトポロジ
Live Volume タイプと管理されたレプリケーションタイプは、特定の 3 つの組み合わせがサポートされています。次の表に、サポートされている組み
合わせを示します。

Live Volume タイプ 管理されたレプリケーションタイプ

非同期 同期
非同期 非同期
同期 非同期

管理されたレプリケーションを伴う Live Volume の設定例
次の例では、Live Volume の役割のスワップの前と後での管理されたレプリケーションの動作を示します。

• Live Volume の動作：プライマリ Storage Center 近くのサーバーがプライマリボリュームを変更する IO 要求を送信すると、プライマリ Live 
Volume に対する変更は Fibre Channel または iSCSI を介してセカンダリ Storage Center に複製されます。セカンダリ Storage Center の近
くのサーバーがセカンダリ Live Volume に IO 要求を送信すると、セカンダリ Storage Center はその IO 要求をプライマリ Storage Center 上
のプライマリボリュームに転送します。プライマリボリュームに対するこれらの変更は、最終的にセカンダリボリュームに複製されます。

• 管理されたレプリケーションの動作：プライマリ Live Volume に対する変更は、Fibre Channel または iSCSI を介して 3 番目の Storage 
Center に複製されます。Live Volume の役割のスワップが行われると、管理されたレプリケーションは他の Storage Center のプライマリボリュ
ームに従います。

Live Volume の役割スワップ前の管理されたレプリケーション 
次の図では、プライマリ Storage Center が左側になり、セカンダリ Storage Center が右側になっています。

図 80. 管理されたレプリケーションを伴う Live Volume の設定例

1. サーバー 2. Fibre Channel または iSCSI を介したプライマリボリュームへのサ
ーバー IO 要求

3. プライマリボリューム（Live Volume と対象レプリケーション） 4. Fibre Channel または iSCSI を介した Live Volume レプリケー
ション

5. セカンダリボリューム（Live Volume） 6. セカンダリボリュームへのサーバー IO 要求（セカンダリ Storage 

Center がプライマリ Storage Center に転送）

7. サーバー 8. 宛先ボリューム（管理されたレプリケーション）

9. Fibre Channel または iSCSI を介した管理されたレプリケーション
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Live Volume の役割スワップ後の管理されたレプリケーション 
次の図では、役割のスワップが発生したため、セカンダリ Storage Center が左側になり、プライマリ Storage Center が右側になっています。管理
されたレプリケーションは、プライマリボリュームに付いて移動しています。

図 81. 管理されたレプリケーションを伴う Live Volume の役割スワップ後の設定例

1. サーバー 2. セカンダリボリュームへのサーバー IO 要求（セカンダリ Storage 

Center がプライマリ Storage Center に転送）

3. セカンダリボリューム（Live Volume） 4. Fibre Channel または iSCSI を介した Live Volume レプリケー
ション

5. プライマリボリューム（Live Volume と対象レプリケーション） 6. Fibre Channel または iSCSI を介したプライマリボリュームへのサ
ーバー IO 要求

7. サーバー 8. 宛先ボリューム（管理されたレプリケーション）

9. Fibre Channel または iSCSI を介した管理されたレプリケーション

管理されたレプリケーションの要件
Live Volume および管理されたレプリケーションの設定に関与する各 Storage Center は、特定の要件を満たす必要があります。

• プライマリおよびセカンダリ Storage Center（Live Volume）は、バージョン 6.5 以降を実行しており、Live Volume の要件を満たしている必
要があります。

• 宛先 Storage Center（管理されたレプリケーション）は、バージョン 6.5 以降を実行しており、レプリケーションの要件を満たしている必要があ
ります。

関連リンク
複製要件
Live Volume の要件

Live Volume の作成
Live Volume を作成して、ボリュームを別の Storage Center に複製しながら、サーバーがそのボリュームの IO を両方の Storage Center に送信
することを可能にします。この柔軟性の向上により、ボリュームの可用性を中断することなく、計画した停止を実行できます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

1 つのボリュームの Live Volume への変換
1 つのボリュームを Live Volume に変換するには、ストレージ ビューから Live Volume を作成します。
前提条件
Live Volume の要件を満たしている必要があります。「Live Volume の要件」を参照してください。

このタスクについて
Fluid Cache ボリュームを Live Volume のプライマリボリュームやセカンダリボリュームにすることはできません。
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手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、複製するボリュームをホストしている Storage Center を選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. ストレージ タブのナビゲーションツリーで、ボリュームを選択します。
5. 右のペインで、Live Volume への変換 をクリックします。

• 1 つ以上の QoS 定義が存在する場合は、Live Volume への変換 ウィザードが表示されます。
• Quality of Service（QoS）定義が作成されていない場合は、レプリケーション QoS の作成 ウィザードが表示されます。このウィザード

を使用して、レプリケーションを設定する前に QoS 定義を作成します。

メモ: Live Volume QoS 設定は、プライマリ Storage Center 上でのみ適用され、セカンダリ Storage Center がプライマリ 
Storage Center になるまで、セカンダリでは適用されません。

6. Live Volume のセカンダリ Storage Center を選択し、次へ をクリックします。
• 次のウィザードページが表示されます。
• Fibre Channel 接続または iSCSI 接続がローカルおよびリモートの Storage Center 間で設定されていない場合は、ダイアログボックスが

表示されます。はい をクリックして、Storage Center 間の iSCSI 接続を設定します。
7. （オプション）Live Volume のデフォルト設定を変更します。

• レプリケーションの属性 領域で、レプリケーションの動作方法を決定するオプションを設定します。
• 宛先ボリュームの属性 領域で、宛先ボリュームのストレージオプションを設定し、宛先ボリュームをサーバにマッピングします。
• Live Volume 属性 領域で、セカンダリ Storage Center の QoS ノードを選択して、役割の自動スワップポリシーを設定するか、自動フ

ェイルオーバーおよび自動復元を有効にします。
• 管理されたレプリケーション 領域で、Live Volume のプライマリボリュームを 3 番目の Storage Center に複製する管理されたレプリケー

ションを設定します。
8. 終了 をクリックします。

ボリュームが Live Volume に変換され、セカンダリ Storage Center への複製が始まります。

関連リンク
Live Volume の要件
Live Volume タイプ
Live Volume に対する管理されたレプリケーション

複数のボリュームの Live Volume への変換
複数のボリュームを Live Volume に変換するには、レプリケーションと Live Volume ビューから Live Volume を作成します。
前提条件
Live Volume 要件を満たす必要があります。「Live Volume の要件」を参照してください。

このタスクについて
Fluid Cache ボリュームを Live Volume のプライマリボリュームやセカンダリボリュームにすることはできません。
手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブで、Live Volume の作成 をクリックします。Live Volume の作成 ウィザードが表示されます。
3. 変換するボリュームをホストしている Storage Center を選択し、次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
4. Live Volume のセカンダリ Storage Center を選択し、次へ をクリックします。

• 次のウィザードページが表示されます。
• Fibre Channel 接続または iSCSI 接続がローカルおよびリモートの Storage Center 間で設定されていない場合は、ダイアログボックスが

表示されます。はい をクリックして、Storage Center 間の iSCSI 接続を設定します。
5. 変換する各ボリュームに対応するチェックボックスにチェックを付けて、次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
6. （オプション）Live Volume のデフォルト設定を変更します。

• レプリケーションの属性 領域で、レプリケーションの動作方法を決定するオプションを設定します。
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• 宛先ボリュームの属性 領域で、宛先ボリュームに対するストレージオプションを設定します。
• Live Volume 属性 領域 で、セカンダリ Storage Center の QoS ノードを選択して、役割の自動スワップポリシーを設定するか、自動フ

ェイルオーバーおよび自動復元を有効にします。
メモ: Live Volume QoS 設定は、プライマリ Storage Center 上でのみ適用され、セカンダリ Storage Center がプライマリ 
Storage Center になるまで、セカンダリでは適用されません。

7. 次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
8. 設定した Live Volume を見直します。

a. （オプション）Live Volume を作成する前に、管理されたレプリケーションを追加するか、Live Volume を変更する場合は、その Live 
Volume を選択し、設定の編集 をクリックします。

b. 完了 をクリックします。Live Volume が作成され、セカンダリ Storage Center への複製が開始されます。

関連リンク
Live Volume の要件
Live Volume タイプ
Live Volume に対する管理されたレプリケーション

Live Volume の変更
レプリケーションの属性または Live Volume の属性の変更や、Live Volume のレプリケーションへの変換または削除を行う場合は、Live Volume 
を変更します。

Live Volume のプライマリ Storage Center の交換
セカンダリ Storage Center が、Live Volume の IO をプライマリ Storage Center よりも多く受信している場合は、役割をスワップしてパフォーマン
スを改善します。プライマリ Storage Center が配置されているサイトで機能停止の計画がある場合は、停止前に役割をスワップして、ボリューム
が使用不能にならないようにします。役割のスワップ後は復元ポイントを保存し、Live Volume の復元ポイントを最新の状態に保ちます。
手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブで Live Volume を選択し、Live Volume のプライマリ Storage Center の交換 をクリックします。Live Volume のプラ

イマリ Storage Center の交換 ダイアログボックスが表示されます。
3. OK をクリックします。

次の手順
Live Volume の復元ポイントを最新の状態に保つために、復元ポイントを保存します。「1 つまたは複数の Storage Center のレプリケーション復
元ポイントの保存」を参照してください。

Live Volume に対するレプリケーションタイプの変更
Live Volume で使用されるレプリケーションタイプは、サービスの中断なしに変更することができます。
前提条件
• ソースおよび宛先となる両方の Storage Center がバージョン 6.5 以降を実行している必要があります。
• Live Volume で同期レプリケーションを管理する場合、Live Volume のレプリケーションタイプは非同期である必要があります。

手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブで Live Volume を選択し、設定の編集 をクリックします。Live Volume の編集 ダイアログボックスが表示されます。
3. タイプ 領域で、非同期 または 同期 を選択します。
4. OK をクリックします。

関連リンク
Live Volume タイプ

同期 Live Volume の同期化モードの変更
同期 Live Volume の同期モードは、サービスの中断なしに変更することができます。
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前提条件
ソースおよび宛先となる両方の Storage Center がバージョン 6.5 以降を実行している必要があります。

手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブで Live Volume を選択し、設定の編集 をクリックします。Live Volume の編集 ダイアログボックスが表示されます。
3. 同期モード 領域で、高可用性 または 高整合性 を選択します。
4. OK をクリックします。

関連リンク
同期レプリケーション
同期レプリケーションモード

管理されたレプリケーションの Live Volume への追加
Live Volume に管理されたレプリケーションを追加して、プライマリボリュームを 3 番目の Storage Center に複製します。
前提条件
プライマリ、セカンダリ、および管理されたレプリケーションの宛先 Storage Center は、管理されたレプリケーション要件を満たす必要があります。

手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブで Live Volume を選択し、管理されたレプリケーションの追加 をクリックします。管理されたレプリケーション設定 ウィザ

ードが表示されます。
3. 管理されたレプリケーションの宛先 Storage Center を選択し、次へ をクリックします。

• 次のウィザードページが表示されます。
• Fibre Channel 接続または iSCSI 接続がローカルおよびリモートの Storage Center 間で設定されていない場合は、ダイアログボックスが

表示されます。はい をクリックして、Storage Center 間の iSCSI 接続を設定します。
4. （オプション）管理されたレプリケーションのデフォルト設定を変更します。

• レプリケーションの属性 領域で、レプリケーションの動作方法を決定するオプションを設定します。

– トランスポートタイプ および QoS ノード オプションは、プライマリ Storage Center およびセカンダリ Storage Center に対して非依
存的に設定されます。

• 宛先ボリュームの属性 領域で、宛先ボリュームに対するストレージオプションを設定します。
5. 終了 をクリックします。

管理されたレプリケーションが作成され、宛先 Storage Center への複製が開始されます。

関連リンク
Live Volume に対する管理されたレプリケーション
管理されたレプリケーションを伴うサポート対象 Live Volume のトポロジ
管理されたレプリケーションを伴う Live Volume の設定例
管理されたレプリケーションの要件

非同期 Live Volume へのアクティブなスナップショットデータの取り込み
アクティブなスナップショットとは、凍結されていない現在のボリュームデータを指します。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブで Live Volume を選択し、設定の編集 をクリックします。Live Volume の編集 ダイアログボックスが表示されます。
3. アクティブなスナップショットのレプリケーション チェックボックスをオンまたはオフにし、OK をクリックします。
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Live Volume の重複解除の有効化または無効化
重複解除は、各スナップショットに取得されたすべてのデータではなく、ソースボリューム上のスナップショット履歴で変更された部分のみをコピーする
ことによって、転送されるデータ量を削減し、リモート Storage Center のストレージ効率を高めます。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブで、Live Volume を選択し、設定の編集 をクリックします。Live Volume の編集 ダイアログボックスが表示されます。
3. 重複解除 チェックボックスにチェックを付けるか、チェックを外して、OK をクリックします。

Live Volume に対する別の QoS の定義の選択
Live Volume に別の QoS 定義を選択して、Live Volume による帯域幅の使用方法を変更します。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブで Live Volume を選択し、設定の編集 をクリックします。Live Volume の編集 ダイアログボックスが表示されます。
3. プライマリ QoS ノード ドロップダウンメニューから、プライマリ Storage Center で Live Volume に使用される QoS 定義を選択します。
4. セカンダリ QoS ノード ドロップダウンメニューから、セカンダリ Storage Center で Live Volume に使用される QoS 定義を選択します。
5. OK をクリックします。

宛先で最下ティアにデータを書き込むための Live Volume の設定
最下ティアへのストレージのレプリケーション オプションは、宛先ボリュームに書き込まれたすべてのデータを、ボリュームに設定された最下位のス
トレージティアに配置します。デフォルトでは、このオプションは非同期の Live Volume に対して有効です。
前提条件
Live Volume は非同期である必要があります。最下ティアへのストレージのレプリケーション オプションは、同期 Live Volume では使用できませ
ん。

手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブで Live Volume を選択し、設定の編集 をクリックします。Live Volume の編集 ダイアログボックスが表示されます。
3. 最下ティアへのストレージのレプリケーション チェックボックスをチェックします。
4. OK をクリックします。

Live Volume の初期設定中のストレージの最下ティアへのレプリケーションの選択の許可
デフォルトでは、最下ティアへのストレージのレプリケーション オプションは、既存の Live Volume を変更するときにのみ使用できます。Live 
Volume を作成するときに、このオプションを設定できるようにするには、Data Collector の設定を変更します。

1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、Data Collector 設定の編集 をクリックします。Data Collector 設定の編集 ダイアログ
ボックスが表示されます。

2. レプリケーションの設定 タブをクリックします。
3. Live Volume 作成時の最下ティアへの選択を許可する チェックボックスにチェックを付けます。
4. OK をクリックします。

Live Volume に対する役割の自動切り替えの許可
セカンダリボリュームがプライマリボリュームよりも多くの IO を受信する状況を回避するため、Live Volume を設定して、特定の条件を満たしたとき
に、自動的にプライマリボリュームとセカンダリボリュームを切り替えることができます。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブで Live Volume を選択し、設定の編集 をクリックします。Live Volume の編集 ダイアログボックスが表示されます。
3. 役割を自動的に切り替える チェックボックスにチェックを付けます。
4. （オプション）切り替え前の最小容量、切り替え前のセカンダリの最小割合（%）、および 切り替え前のプライマリとしての最小時間（分

数） の各フィールドを編集することによって、デフォルトの切り替え動作を変更します。これらのフィールドの詳細については、オンラインヘルプを
参照してください。
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5. OK をクリックします。

関連リンク
Live Volume の役割の自動スワップ

Live Volume のレプリケーションへの復帰
リモート Storage Center で、Live Volume の IO を受け入れる必要がない場合、Live Volume を従来のレプリケーションに変換することができま
す。
このタスクについて
Live Volume がレプリケーションを管理している場合に、Live Volume が復帰すると、管理されたレプリケーションは管理されていないレプリケーショ
ンに変換されます。
手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブで Live Volume を選択し、レプリケーションに戻す をクリックします。レプリケーションに戻す ダイアログボックスが表示され

ます。
3. OK をクリックします。

Live Volume の一時停止
Live Volume を一時停止することによって、プライマリボリュームのボリュームデータがセカンダリボリュームにコピーされることを一時的に防止します。
Live Volume は、セカンダリ Storage Center へのレプリケーションが進行中の場合のみ一時停止できます。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブで Live Volume を選択し、一時停止 をクリックします。Live Volume の一時停止 ダイアログボックスが表示されます。
3. OK をクリックします。

一時停止したレプリケーションの再開
一時停止したレプリケーションを再開し、ボリュームデータをリモート Storage Center にコピーできるようにします。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. レプリケーション タブで一時停止したレプリケーションを選択し、復帰 をクリックします。レプリケーションの復帰 ダイアログボックスが表示され

ます。
3. OK をクリックします。

Live Volume へのしきい値アラートの定義の設定
転送されるのを待っているレプリケーションデータの容量、転送されたレプリケーションデータの割合など、特定のしきい値に達した場合に通知を受
けるには、Live Volume に 1 つ、または複数のしきい値アラートの定義を設定します。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブで Live Volume を選択し、しきい値アラートの定義の設定 をクリックします。しきい値アラートの定義の設定 ダイアログ

ボックスが表示されます。
3. しきい値アラートを設定するアラートの定義を選択し、しきい値の定義の作成 をクリックします。しきい値の定義の作成 ダイアログボックスが

表示されます。
4. 必要に応じて、しきい値の定義の属性を設定し、OK をクリックします。これらの属性の詳細については、オンラインヘルプを参照してください。
5. OK をクリックして、しきい値アラートの定義の設定 ダイアログボックスを閉じます。

Live Volume の削除
Live Volume タブを使用して Live Volume を削除します。
このタスクについて
Live Volume がレプリケーションを管理している場合に、Live Volume が削除されると、管理されたレプリケーションはスタンドアロンレプリケーション
に変換されます。
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手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブで Live Volume を選択し、削除 をクリックします。オブジェクトの削除 ダイアログボックスが表示されます。
3. 次の中から、削除オプションを選択します。

• レプリケーションへの変換 ：Live Volume をレプリケーションに変換するには、このチェックボックスを選択します。

メモ: Live Volume　を削除する場合、QoS の設定はプライマリ Storage Center ボリュームでそのまま保持され、セカンダリ 
Storage Center ボリュームの QoS 設定はシステムデフォルトに変更されます。

• セカンダリボリュームをリサイクルする：セカンダリ Storage Center のごみ箱にセカンダリボリュームを移動する場合は、このチェックボック
スを有効にします。

• セカンダリボリュームを削除する：削除されたセカンダリボリュームをごみ箱に残さない場合は、このチェックボックスにチェックを付けます（推
奨されません）。

警告: セカンダリボリュームを削除する場合、そのボリュームは Storage Center から完全に削除され、回復することはできなく
なります。

• 復元ポイントを削除する：Live Volume の復元ポイントを削除するには、このチェックボックスを選択します。
4. 完了したら OK をクリックします。

Live Volume の強制削除
強制削除は Live Volume のオプションです。Live Volume が破損した状態、または一方の Live Volume がダウンしたために、もう片方の Live 
Volume のみが Storage Manager で表示できる場合に使用します。セカンダリとプライマリの両方の Live Volume がプライマリとして指定されてい
る、または Storage Manager がプライマリ Live Volume とだけ通信できる場合は、Live Volume は破損しています。
前提条件
• 少なくとも 1 つの Storage Center でバージョン 6.7 以降を実行している必要があります。
• 両方の Live Volume が非アクティブ、または Storage Manager が Storage Center の一方だけを管理しています。

このタスクについて
次のシナリオで強制削除ができます。

削除する Live 
Volume

フェイルオ
ーバー

アクティブな Live 
Volume

Storage Manager に表示

一次 いいえ 一次 プライマリのみ
一次 はい 二次 プライマリおよびセカンダリ
二次 いいえ 一次 セカンダリのみ
二次 はい 二次 セカンダリのみ

手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブをクリックして Live Volume を選択します。
3. Force Delete（強制削除） をクリックします。

Force Delete（強制削除） ダイアログボックスが表示されます。
4. ボリュームデバイス ID を保持する Storage Center を選択します。

メモ: 管理対象の Storage Center を選択できます。

メモ: ボリュームデバイス ID を保持する Storage Center が選択されている場合、QoS の設定も保持されます。ボリュームデバイ
ス ID を保持するものとして選択されていない Storage Center の QoS 設定は、システムデフォルトに変更されます。

5. 次へ をクリックします。
確認ページが表示されます。

6. 次へ をクリックします。
Storage Manager が Storage Center を 1 つだけ管理している場合は、警告ページが表示されます。

7. 終了 をクリックします。
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Results Summary（結果サマリ） ページが表示されます。
8. OK をクリックします。

手動でのプライマリ Live Volume のオンライン化
障害が発生した後に、Live Volume の関係が復元されないように、プライマリ Live Volume がオフラインになる場合があります。この場合、手動で
プライマリ Live Volume をオンライン化して Live Volume をアクティブにし、セカンダリ Live Volume との Live Volume 関係を復元します。フェイル
オーバー後に両方の Live Volume がダウンした場合は、プライマリのオンライン化によって Live Volume が選択され、アクティブにされます。
前提条件
• Data Collector が表示されている場合、プライマリ Live Volume は停止する必要があります。
• Data Collector が表示されている場合、セカンダリ Live Volume は停止する必要があります。
• Live Volume がアクティブになっている Storage Center は Storage Center バージョン 6.7 以降を実行している必要があります。

手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブをクリックして Live Volume を選択します。
3. Bring Primary Online（プライマリのオンライン化） をクリックします。

Bring Primary Online（プライマリのオンライン化） ダイアログボックスが表示されます。
4. Live Volume を選択します。
5. 次へ をクリックします。
6. Live Volume をアクティブにする Storage Center を選択します。
7. 次へ をクリックします。

メモ: Storage Manager が Storage Center を 1 つだけ管理している場合は、警告ページが表示されます。
8. 終了 をクリックします。

Live Volume を自動フェイルオーバーに変更
次のタスクでは、Live Volume に自動フェイルオーバーを適用します。

ローカルタイブレーカーのアップデート
ローカルタイブレーカーをアップデートして、Dell Storage Manager Client がタイブレーカーとして接続されている Data Collector を設定します。
Storage Manager は、現在の Data Collector がタイブレーカーとして設定されていない場合に、ローカルタイブレーカーをアップデートするオプショ
ンを提供します。リモート Data Collector など、別の Data Collector がタイブレーカーとして設定されている場合は、現在の Data Collector をタ
イブレーカーとして設定しないでください。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブをクリックして Live Volume を選択します。
3. Update to Local Tiebreaker（ローカルタイブレーカーのアップデート） をクリックします。

Update to Local Tiebreaker（ローカルタイブレーカーのアップデート） ダイアログボックスが表示されます。
4. Live Volume を選択します。
5. OK をクリックします。

Live Volume で自動フェイルオーバーを有効にする
自動フェイルオーバーを有効にすることで、障害が発生した後、セカンダリ Live Volume を自動的にフェイルオーバーできます。自動復元では、2 
つの Live Volume の間の Live Volume 関係が再作成されます。アクティブな（以前はセカンダリの）Live Volume はプライマリ役割のままで、元
のプライマリ Live Volume はセカンダリ Live Volume になります。
前提条件
• プライマリおよびセカンダリの両方の Storage Center がバージョン 6.7 以降を実行している必要があります。
• Live Volume は同期および高可用性として構成されている必要があります。
• プライマリおよびセカンダリの両方の Storage Center が Storage Manager で管理されている必要があります。
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手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブをクリックします。
3. Live Volume を選択し、Edit Settings（設定の編集） をクリックします。Edit Live Volume（Live Volume の編集） ダイアログボックスが

表示されます。
4. Failover Automatically（自動フェイルオーバー） チェックボックスを選択します。
5. 自動復元を有効にするには、Restore Automatically（自動復元） チェックボックスを選択します。
6. OK をクリックします。

Live Volume の監視
Live Volume を監視して、その進捗状況を確認します。

プライマリ Storage Center を基準にした Live Volume のフィルタリング
レプリケーションと Live Volume ビューに表示されている Live Volume の数を減らすには、プライマリ Storage Center を基準にして Live Volume 
をフィルタリングします。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブをクリックします。
3. ソース Storage Center ペインで、対応するチェックボックスのチェックを外すことによって、1 つ、または複数の Storage Center から生成され

る Live Volume を非表示にします。
4. （オプション）完了したら、ソース Storage Center ペインの すべて選択 をクリックして、デフォルトビューに戻すことができます。

セカンダリ Storage Center を基準にした Live Volume のフィルタリング
レプリケーションと Live Volume ビューに表示されている Live Volume の数を減らすには、セカンダリ Storage Center を基準にして Live 
Volume をフィルタリングします。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブをクリックします。
3. DR Storage Center ペインで、対応するチェックボックスのチェックを外すことによって、1 つ、または複数の Storage Center を宛先とする 

Live Volume を非表示にします。
4. （オプション）完了したら、DR Storage Center ペインの すべて選択 をクリックして、デフォルトビューに戻すことができます。

Live Volume で管理されるレプリケーションの表示
管理されたレプリケーションでは、Live Volume のプライマリボリュームを　3 番目の Storage Center に複製します。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブで Live Volume を選択し、管理されたレプリケーション をクリックします。レプリケーション タブが表示され、管理対象のレ

プリケーションが選択されています。

関連リンク
Live Volume に対する管理されたレプリケーション

Live Volume のスナップショットの表示
Live Volume を選択すると、スナップショット サブタブには、プライマリボリュームとセカンダリボリュームのスナップショットが表示されます。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volumes タブで Live Volume を選択します。
3. 下部のペインで、スナップショット タブをクリックします。
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Live Volume の進捗状況レポートの表示
Live Volume を選択すると、進行状況レポート サブタブには、コピーされるのを待っているデータの量と完了した割合のチャートが表示されます。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volumes タブで Live Volume を選択します。
3. 下部のペインで、進捗状況レポート タブをクリックします。

Live Volume に関する IO/ 秒および MB/ 秒のチャートの表示
Live Volume を選択すると、IO レポート サブタブには、IO/ 秒および MB/ 秒のチャートが表示されます。
このタスクについて
チャートには、プライマリ Storage Center からセカンダリ Storage Center へのレプリケーションのデータのみが記載されます。セカンダリ Storage 
Center からプライマリ Storage Center に転送される IO は含まれません。
手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volumes タブで Live Volume を選択します。
3. 下部のペインで、IO レポート タブをクリックします。
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35
Storage Center DR の準備とアクティブ化
予期しない中断が発生した場合に、災害復旧をアクティブにして、データへのアクセスを復元します。

災害復旧の仕組み
災害復旧（DR）は、ソースサイトで障害が発生した場合に、複製した宛先ボリュームをアクティブ化するプロセスです。ソースサイトがオンラインに
戻ったら、DR サイトでボリュームに基づいて、ソースボリュームを復元することができます。
次の図は、DR プロセスの各手順を示しています。この例では、レプリケーションを示していますが、DR は Live Volume に使用することもできます。

手順 1：ボリュームを DR サイトに複製する
ボリュームを災害から保護するために、DR サイトに配置された Storage Center にそのボリュームを複製します。

図 82. DR サイトへのボリュームのレプリケーション

1. ソースボリューム 2. Fiber Channel または iSCSI 経由のレプリケーション

3. 宛先ボリューム 4. ソースボリュームへのサーバーのマッピング

5. ソースボリュームにマップされたサーバー

手順 2：ソースサイトの停止
ソースサイトが停止すると、ソースボリューム上のデータに直接アクセスできなくなります。ただし、データは宛先ボリュームに複製されています。

図 83. ソースサイト停止時のレプリケーション

1. ソースボリューム（停止） 2. Fiber Channel または iSCSI 経由のレプリケーション（停止）
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3. 宛先ボリューム 4. ソースボリュームへのサーバーのマッピング（停止）

5. ソースボリュームにマップされたサーバー（停止）

手順 3：管理者が災害復旧をアクティブ化する
管理者は DR をアクティブ化して、宛先ボリューム内のデータにアクセスできるようにします。DR をアクティブ化すると、Storage Manager は宛先ボ
リュームをオンライン状態にし、そのボリュームを DR サイトのサーバーにマップします。ソースサイトの停止中、このサーバーはアクティブ化された DR 
ボリュームに IO を送信します。

図 84. DR がアクティブ化された場合のレプリケーション

1. ソースボリューム（停止） 2. ファイバチャネルまたは iSCSI 経由のレプリケーション（停止）

3. 宛先ボリューム（アクティブ） 4. ソースボリュームへのサーバーのマッピング（停止）

5. アクティブ化された DR ボリュームへのサーバーのマッピング 6. ソースサイトのサーバー

7. DR サイトのサーバー

手順 4：接続がソースサイトに復元される
ソースサイトでの停止が修正されると、Storage Manager Data Collector はソース Storage Center への接続を回復します。宛先ボリュームに元
のソースボリュームよりも新しいデータが含まれているため、この時点ではレプリケーションを再起動できません。

図 85. ソースサイトがオンラインに戻った後のレプリケーション

1. ソースボリューム 2. Fibre Channel または iSCSI を介したレプリケーション（ダウン）

3. 宛先ボリューム（アクティブ） 4. ソースボリュームへのサーバーのマッピング（アップまたはダウンの
場合あり）

5. アクティブ化された DR ボリュームへのサーバーマッピング 6. ソースサイトのサーバー（アップまたはダウンの場合あり）

7. DR サイトのサーバー
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手順 5：システム管理者がソースボリュームを復元する
ソースサイトがバックアップされており、完全に機能していることを確認した後、管理者は、アクティブ化された DR ボリュームに基づいて元のソースボ
リュームの復元プロセスを開始します。復元プロセス時には、宛先ボリュームへの IO が適時に停止されることを確認するため、管理者の介入が必
要になります。

手順 5：宛先ボリュームでソースサイトへのレプリケーションを実行する
復元処理が開始されると、アクティブ化された宛先では元のソースボリュームへのレプリケーションが開始されます。元のソースとアクティブ化された 
DR ボリュームに対応する最新の共通スナップショットの位置が特定され、その後続のスナップショットが元のソースボリュームに複製されます。宛先
ボリュームが DR 用にアクティブ化された後で、すべての共通スナップショットが失効した場合は、新しいボリュームが作成され、元のボリュームはご
み箱に入れられます。このボリュームは必要に応じて取得できます。この処理中、アクティブ化された DR ボリュームは I/O を受信し続けます。

図 86. アクティブ化された DR ボリュームのソースサイトへのレプリケーション

1. リカバリするソースボリューム 2. Fibre Channel または iSCSI を介したレプリケーション

3. 宛先ボリューム（アクティブ） 4. アクティブ化された DR ボリュームへのサーバマッピング

5. ソースサイトのサーバ（マップされていない状態） 6. DR サイトのサーバ

手順 5B：アクティブ化済み DR ボリュームの非アクティブ化
アクティブ化済み DR ボリュームから元のソースボリュームへのレプリケーションが同期された後に、管理者は Storage Manager によってセカンダリボ
リュームに対する IO を停止するよう求められます。

メモ: 非アクティブ化プロセスによりサーバーからボリュームのマッピングが解除されるため、宛先ボリュームが非アクティブ化される前
に、IO を停止する必要があります。

図 87. アクティブ化済み DR ボリュームの非アクティブ化

1. リカバリするソースボリューム 2. Fiber Channel または iSCSI を介したレプリケーション

3. 宛先ボリューム（アクティブ化済み） 4. アクティブ化済み DR ボリュームに対するサーバーマッピング（IO 

が停止済み）

5. ソースサイトのサーバー（マップされていない状態） 6. DR サイトのサーバー

Storage Center DR の準備とアクティブ化 731



手順 5C：ソースボリュームがアクティブ化される
Storage Manager から管理者に対し、宛先ボリュームを非アクティブ化してマップ解除するように求めるプロンプトが表示されます。ソースボリュー
ムは宛先ボリュームへの複製を再開し、ソースボリュームがアクティブ化されて、ソースサイトでサーバーにマップされます。

図 88. 回復されたソースボリュームがアクティブ化される

1. 回復され、アクティブ化されたソースボリューム 2. Fibre Channel または iSCSI を介したレプリケーション

3. 宛先ボリューム（非アクティブ化） 4. 回復され、アクティブ化されたソースボリュームにマップされたソー
スサイトのサーバー

5. 宛先ボリュームから削除されたサーバーマッピング 6. ソースサイトのサーバー

7. DR サイトのサーバー

災害復旧管理オプション
Storage Manager を使用して、DR の準備を行い、DR をアクティブ化し、障害が発生したボリュームを復元します。サイトの停止により、DR 操
作を実行する場合に Storage Manager へのアクセスが妨げられないようにするために、DR サイトにリモート Data Collector をオプションでインスト
ールできます。
リモート Data Collector は、プライマリ Data Collector が使用できないときに、Storage Manager DR オプションへのアクセスを提供します。プライ
マリ Data Collector が使用できない場合は、ローカルにインストールされたクライアントを使用して、リモート Data Collector に接続します。

関連リンク
リモート Data Collector

障害回復の準備
復元ポイントを保存し、DR 設定を事前定義し、これらの設定をテストすることによって、DR を準備します。
DR プランを実装するには、次のタスクを実行します。

• 復元ポイントの保存と検証
• レプリケーション向けの災害復旧設定の事前定義
• 災害復旧のアクティブ化のテスト

復元ポイントの保存と検証
復元ポイントには、ソースおよび宛先ボリューム、ソースおよび宛先 Storage Center、使用される QoS 定義など、レプリケーションまたは Live 
Volume に関する情報が含まれています。Storage Center が停止すると、この情報を基にしてレプリケーションまたは Live Volume が復元されま
す。

• レプリケーションを管理している Live Volume の復元ポイントには、管理されているレプリケーションの情報は含まれません。

– Live Volume の保持 オプションを使用して Live Volume の DR がアクティブ化された場合、管理されたレプリケーションは動作を続行し、
DR がアクティブ化されたボリュームに従います。
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– Live Volume の保持 オプションを使用せずに Live Volume の DR がアクティブ化された場合、管理されたレプリケーションは削除され、
手動で再作成する必要があります。

• Live Volume よって管理されているレプリケーションの復元ポイントには、その Live Volume に関する情報は含まれていません。管理されたレ
プリケーションの DR がアクティブ化された場合は、Live Volume を手動で再作成する必要があります。

1 つまたは複数の Storage Center のレプリケーション復元ポイントの保存
レプリケーションまたは Live Volume を作成した後にレプリケーション復元ポイントを保存します。Storage Manager では、自動的にレプリケーショ
ンおよび Live Volume の復元ポイントが保存されます。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. アクション ペインで 復元ポイントの保存 をクリックします。復元ポイントの保存 ダイアログボックスが表示されます。
3. 復元ポイントを保存する Storage Center のチェックボックスにチェックを付け、OK をクリックします。

復元ポイントを自動的に保存および検証するためのスケジュールの設定
復元ポイントを自動的に保存および検証するためのスケジュールを設定し、常に適切な復元ポイントを災害復旧で利用できるようにしておきま
す。

1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、Data Collector 設定の編集 をクリックします。Data Collector 設定の編集 ダイアログ
ボックスが開きます。

2. スケジュール タブをクリックします。
3. 復元ポイントを自動的に保存して検証する チェックボックスにチェックを付けます。
4. 頻度 ドロップダウンメニューから、復元ポイントを自動的に保存して検証する頻度を選択します。
5. （条件付き）前の手順で 毎日 を選択した場合は、時間 ドロップダウンメニューから、復元ポイントを保存して検証する時刻を選択します。
6. OK をクリックします。

レプリケーション復元ポイントの検証
DR をテストまたはアクティブ化する前にレプリケーション復元ポイントを検証し、それらの復元ポイントを DR に使用できることを確認します。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. アクション ペインで、復元ポイントの検証 をクリックします。Storage Manager は、保存されているすべてのレプリケーションを調べ、それらが

まだ実行されていることを確認して、復元ポイント タブに結果を表示します。ステータス 列には、検証操作の結果が表示されます。可能な
ステータスの値は次のとおりです。
• 動作中：レプリケーションは通常どおり起動し、実行しています。
• 劣化：レプリケーションに何か問題があります。レプリケーションが実行しなくなった理由については、状態 列の情報を参照してください。こ

のレプリケーションは DR の対象となります。
• 停止中：レプリケーションは実行されません。レプリケーションが実行しなくなった理由については、状態 列の情報を参照してください。こ

の原因として、宛先システムが利用できなくなったか、ソースおよび宛先のボリュームが稼働しなくなったことが考えられます。このレプリケー
ションは DR の対象になりません。

3. 1 つ、または複数の復元ポイントが低下または停止している場合は、適切な措置を取ってください。
• 復元ポイントが低下している場合は、次のいずれかの措置を取ることができます。

– DR サイトをアクティブにする
– ソースまたは宛先の Storage Center へのレプリケーションを復元または再スタートする

• 対応するレプリケーションを意図的に削除したか、中止したことで復元ポイントが低下または停止した場合は、その復元ポイントを削除
できます。これには、復元ポイントを右クリックし、削除 を選択します。

関連リンク
災害復旧をアクティブ化しています
失敗したレプリケーションの再スタート
レプリケーションと Live Volume の復元
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レプリケーション向けの災害復旧設定の事前定義
レプリケーション復元ポイントの DR の事前定義は、レプリケーション復元ポイントの DR アクティブ化設定を事前に行い、宛先ボリュームをアクティ
ブ化する必要がある場合に DR サイトが対応できるようにするオプションの手順です。宛先サイトからデータにアクセスしない場合は、DR 設定を
事前定義する必要はありません。Live Volume 復元ポイントに DR 設定を事前定義することはできません。

複数の復元ポイントに対する災害復旧の事前定義 
Storage Center のペアが複数のレプリケーションをホストしている場合、対応するすべての復元ポイントに対して DR 設定を同時に事前定義す
ることができます。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. 復元ポイント タブをクリックして、災害復旧の事前定義 をクリックします。災害復旧の事前定義 ウィザードが表示されます。
3. DR を事前定義するソース / 宛先の Storage Center ペアを選択し、次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
4. （オプション）各復元ポイントに対する DR の設定を行います。

a. 変更する復元ポイントを選択し、設定の編集 をクリックします。災害復旧の事前定義 ダイアログボックスが表示されます。
b. 必要に応じてリカバリボリューム設定を変更し、OK をクリックします。これらの属性の詳細については、オンラインヘルプを参照してくださ

い。
5. 作業が完了したら、完了 をクリックします。

単一の復元ポイントに対する災害復旧設定の事前定義
災害復旧をアクティブにしたときに、リカバリサイトがレプリケートされたボリュームへアクセスできることを確認する必要がある場合は、対応する復元
ポイントに対する災害復旧設定を事前定義します。

1. Replications & Live Volumes（レプリケーションおよび Live Volume）ビューをクリックします。
2. Restore Points（復元ポイント）タブをクリックします。
3. 復元ポイントを右クリックし、災害復旧の事前定義 を選択します。災害復旧の事前定義 ダイアログボックスが表示されます。
4. Name（名前）フィールドに、リカバリボリュームの名前を入力します。
5. リカバリボリュームをマップするサーバーを選択します。

a. サーバー ラベルの横にある 変更 をクリックします。サーバーの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. サーバーを選択し、OK をクリックします。

6. 必要に応じて残りのリカバリボリューム設定を変更します。これらの属性の詳細については、オンラインヘルプを参照してください。
7. OK をクリックします。

災害復旧のアクティブ化のテスト
レプリケーション復元ポイントに対する DR のアクティブ化をテストすると、元のボリュームに対するサービスを中断せずに、テストでアクティブ化された
ビューボリュームが作成され、適切なサーバーにマップされます。これによって、DR 計画が実行可能であることを確認できます。

• 復元ポイントに対する DR のアクティブ化のテストを定期的に行い、復元ポイントが確実に実行可能であるようにします。
• アクティブ化テストに指定した DR のアクティブ化の設定は、将来の DR のアクティブ化とアクティブ化のテストに備えて保持されます。
• Live Volume の復元ポイントをテストすることはできません。

複数の復元ポイントに対する DR アクティブ化のテスト
Storage Center のペアが複数のレプリケーションをホストする場合は、対応するすべての復元ポイントを同時にテストできます。
前提条件
• この復元ポイントは、レプリケーションに関連付けられている必要があります。Live Volume 復元ポイントをテストすることはできません。
• 各レプリケーションの宛先ボリュームは、リモート Storage Center 上に存在する必要があります。レプリケーション復元ポイントの宛先ボリューム

が不明な場合は、テストできません。
• アクティブ化のテストを実行するには、サーバーが DR サイトに存在する必要があります。
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手順
1. Replications & Live Volumes（レプリケーションおよび Live Volume）ビューをクリックします。
2. 復元ポイント タブをクリックし、次に 災害復旧のアクティブ化のテスト をクリックします。災害復旧のアクティブ化のテスト ウィザードが表示

されます。
3. DR アクティブ化のテストを実行するソース / 宛先 Storage Center ペアを選択し、次へ をクリックします。ウィザードの次のページに進みま

す。
4. 使用可能な復元ポイント ペインで、テストする復元ポイントを選択し、次へ をクリックします。ウィザードの次のページに進みます。
5. 各復元ポイントに対して DR アクティブ化のテストの設定を行います。

a. 変更する復元ポイントを選択し、設定の編集 をクリックします。災害復旧のアクティブ化のテスト ダイアログボックスが表示されます。
復元ポイントが同期レプリケーションに対応している場合、ダイアログボックスにレプリケーションの状態についての次の追加情報が表示さ
れます。

• Sync Data Status（Sync データステータス）フィールドには、復元ポイントが検証された時点のレプリケーションの同期化ステータス
が表示されます。

• 現在、宛先ボリュームがソースボリュームと同期されているかどうかについての推奨事項が、Sync Data Status（Sync データステータ
ス）フィールドの下に緑色または黄色の文字で表示されます。

メモ: 現行の高整合性モードの同期レプリケーションでは、アクティブなスナップショットの使用 チェックボックスが自動的に選
択されます。

図 89. Test Activate Disaster Recovery（災害復旧のアクティブ化のテスト）ダイアログボックス

b. サーバー ラベルの横にある 変更 をクリックして、アクティブ化テスト済みボリュームがマップされるサーバーを選択します。
c. 必要に応じてアクティブ化テスト済みボリュームの残りの設定を変更し、OK をクリックします。これらの属性の詳細については、オンライン

ヘルプを参照してください。
6. 作業が完了したら、完了 をクリックします。

• Storage Manager により、アクティブ化テスト済みビューボリュームが作成され、設定されているサーバーとのマッピングが行われます。
• リカバリの進捗状況 タブを使用して、DR アクティブ化のテストを監視します。

1 つの復元ポイントに対する DR アクティブ化のテスト
レプリケーションに対する DR アクティブ化をテストするには、対応する復元ポイントを使用します。
前提条件
• この復元ポイントは、レプリケーションに関連付ける必要があります。Live Volume の復元ポイントはテストできません。
• 宛先ボリュームがリモート Storage Center 上に存在する必要があります。レプリケーション復元ポイントの宛先ボリュームが欠落していると、テ

ストできません。
• アクティブ化のテストを実行するには、DR サイトにサーバーが存在する必要があります。

Storage Center DR の準備とアクティブ化 735



手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. 復元ポイント タブをクリックします。
3. 復元ポイントを右クリックし、災害復旧のアクティブ化のテスト を選択します。災害復旧のアクティブ化のテスト ダイアログボックスが表示

されます。
復元ポイントが同期レプリケーションに対応している場合、ダイアログボックスにレプリケーションの状態について追加情報が表示されます。

• Sync データステータス フィールドには、復元ポイントが検証された時点のレプリケーションの同期化ステータスが表示されます。
• 現在、宛先ボリュームがソースボリュームと同期されているかどうかについての推奨事項が、Sync データステータス フィールドの下に緑色

または黄色の文字で表示されます。

図 90. 災害復旧のアクティブ化のテスト ダイアログボックス

4. 名前 フィールドに、アクティブ化されたビューボリュームの名前を入力します。
5. アクティブ化されたビューボリュームをマップするサーバーを選択します。

a. サーバー ラベルの横にある 変更 をクリックします。サーバーの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. サーバーを選択し、OK をクリックします。

6. 必要に応じて、残りのアクティブ化設定を変更します。これらの属性の詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

メモ: 現行の高整合性モードの同期レプリケーションでは、アクティブなスナップショットの使用 チェックボックスが自動的に選択さ
れます。

7. 完了したら OK をクリックします。
• Storage Manager がテスト用のリカバリボリュームをアクティブにします。
• リカバリの進捗状況 タブを使用して、DR のアクティブ化のテストを監視します。

アクティブ化テスト済み災害復旧ボリュームの削除
災害復旧のテストが終了したら、テストの一環として作成されたボリュームを削除します。

1. Replications & Live Volumes（レプリケーションおよび Live Volume）ビューをクリックします。
2. アクション ペインで、DR テストボリュームの削除 をクリックします。DR テストボリュームの削除 ダイアログボックスが表示されます。
3. 削除するテスト用 DR ボリュームに対応するチェックボックスにチェックを付けて、OK をクリックします。

災害復旧をアクティブ化しています
ボリュームまたはサイトが使用できない場合は、DR をアクティブ化します。DR をアクティブ化すると、元の宛先ボリューム（レプリケーション）または
セカンダリボリューム（Live Volume）のビューボリュームがオンラインになり、DR サイトでサーバにマップされます。ボリュームに対して DR をアクティブ
化するには、少なくとも 1 つのスナップショットが DR サイトに複製されている必要があります。
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Live Volume の災害復旧アクティブ化の種類
バージョン 6.5 以降を実行している Storage Center によってホストされた Live Volume には、2 種類の DR が使用できます。

• Live Volume の保持：セカンダリボリュームをプライマリに昇格することによって、セカンダリボリュームに IO 要求を送信します。Live Volume は
削除されず、ソース Storage Center がオンラインに戻った後で管理者がボリュームを復元すると、修復される可能性があります。ボリューム ID 
が維持されるため、ボリュームにマップされたサーバーに対して管理者が介入する必要はありません。レプリケーションが Live Volume によって
管理されている場合、管理されたレプリケーションが保存され、DR が アクティブ化されたボリュームに従います。

メモ: Live Volume の保存 DR アクティブ化は、プライマリ Storage Center とセカンダリ Storage Center の両方でバージョン 
6.5 以降を実行している場合のみ使用できます。

• Live Volume の再作成：Live Volume の保存 が選択されていない場合や使用できない場合、Storage Manager により Live Volume が
削除され、ビューボリュームが作成されてサーバーにマップされます。リカバリプロセス中に、Live Volume が再作成されます。レプリケーションが 
Live Volume によって管理される場合、管理されたレプリケーションはリカバリプロセス中に削除されます。

災害復旧アクティブ化の制限
レプリケーションに対する DR をアクティブ化すると、アクティブ化されたボリューム（元の宛先 / セカンダリボリューム）をソースボリュームとして使用す
るレプリケーションがすべて削除されます。
関連リンク

単一ボリュームの複数の宛先への複製

計画的または非計画的な災害復旧アクティブ化
災害復旧アクティブ化の際には、計画的 DR アクティブ化を許可するかどうかを選択できます。次の表に、計画的 DR アクティブ化と非計画的 
DR アクティブ化のいくつかの違いを示します。

計画的 DR アクティブ化 非計画的 DR アクティブ化

実稼働サイトのサーバーがシャットダウンされます。 実稼働サイトのサーバーはシャットダウンされません。

実稼働サイトの Storage Center をシャットダウンする必要はありませ
ん。

実稼働サイトの Storage Center がシャットダウンされます。

ソースボリュームは、サーバーにマップされなくなります。 ソースボリュームは、実稼働サーバーに引き続きマップされます。

アクティブ化の前に残りのデータをコピーして、データロスを回避します。 リカバリポイント目標（PRO）によって、データが失われる可能性があり
ます。

実稼働サイトは再びオンラインにならず、サービスは DR サイトに切り替
えられます。

実稼働 Storage Center とサーバーがオンラインに戻る場合があり、ス
プリットブレインが発生する危険が生じます。

災害復旧アクティブ化の手順
サイト全体が使用不能になった場合は、影響を受けたすべてのボリュームに対し、1 回の操作で DR をアクティブにすることができます。1 つのボリュ
ームが使用不能になった場合は、それに対応する復元ポイントで DR をアクティブ化します。

複数の復元ポイントに対する災害復旧のアクティブ化
Storage Center のペアが複数のレプリケーションと Live Volume をホストしている場合、対応するすべての復元ポイントに対して災害復旧を同時
にアクティブ化することができます。
前提条件
復元ポイントを保存し、検証します。
手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. 復元ポイント タブをクリックして、災害復旧のアクティブ化 をクリックします。災害復旧のアクティブ化 ウィザードが表示されます。
3. DR をアクティブ化するソース / 宛先の Storage Center ペアを選択し、次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
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4. 計画した DR のアクティブ化を許可するかどうかを選択します。
a. （オプション、レプリケーションのみ）レプリケーションが正常に機能しているときに、DR のアクティブ化を許可するには、計画した災害復旧

のアクティブ化を許可する チェックボックスにチェックを付けます。
b. 次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。

5. 使用可能な復元ポイント ペインで、アクティブにする復元ポイントを選択し、次へ をクリックします。次のウィザードページが表示されます。
6. 各復元ポイントに対する DR の設定を行います。

a. 変更する復元ポイントを選択し、設定の編集 をクリックします。災害復旧のアクティブ化 ダイアログボックスが表示されます。
復元ポイントが同期レプリケーションに対応している場合、ダイアログボックスにレプリケーションの状態について追加情報が表示されま
す。

• Sync データステータス フィールドには、復元ポイントが検証された時点のレプリケーションの同期化ステータスが表示されます。
• 現在、宛先ボリュームがソースボリュームと同期されているかどうかについての推奨事項が、Sync データステータス フィールドの下に

緑色または黄色の文字で表示されます。

メモ: 現行の高整合性モードの同期レプリケーションでは、アクティブなスナップショットの使用 チェックボックスが自動的に選
択されます。

図 91. 災害復旧のアクティブ化 ダイアログボックス

b. （Live Volume、Storage Center 6.5 以降のみ）Live Volume の保持 チェックボックスにチェックを付けて、Live Volume を削除せずに 
IO リクエストをセカンダリボリュームに送信します。Live Volume がレプリケーションを管理している場合、管理されたレプリケーションを後の
復元プロセスで保持するため、Live Volume の保持 を選択する必要があります。
• Live Volume の保持 を選択している場合、Storage Center は、セカンダリボリュームをプライマリに昇格することによって IO リクエス

トをセカンダリボリュームに送信します。Live Volume は削除されず、元のプライマリ Storage Center がオンラインに戻ったときに修復
される可能性があります。ボリューム ID が維持されるため、ボリュームにマップされたサーバに対して管理者が介入する必要はありま
せん。レプリケーションが Live Volume によって管理されている場合、レプリケーションは新たに昇格したプライマリボリュームに従って移
動します。既存の Live Volume 設定が使用されるので、使用できるボリューム設定は少なくなります。

• Live Volume の保持 が選択されていない場合、Storage Manager により Live Volume が削除され、ビューボリュームが作成され
てサーバにマップされます。復元プロセス中に、Live Volume が再作成されます。レプリケーションが Live Volume によって管理される
場合、管理されたレプリケーションは後の復元プロセスで削除されます。

c. サーバ ラベルの横にある 変更 をクリックして、リカバリボリュームをマップするサーバを選択します。
• サーバは各復元ポイントに対して必要です。
• 詳細マッピング をクリックして、LUN の設定、マッピングパスの制限、またはボリュームの読み取り専用としての保持を行います。
• このオプションは、Live Volume の保持 チェックボックスにチェックが付いている場合には使用できません。

d. アクティブ化されたボリュームに使用するスナップショットを選択します。
• Live Volume の保持 が使用できない、または選択されていない場合、アクティブなスナップショットの使用 を選択してボリュームの

現在の状態を使用するか、スナップショットの横にある 変更 をクリックして凍結されたスナップショットを選択します。デフォルトでは、
最後に凍結されたスナップショットが使用されます。
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• Live Volume の保持 が選択されている場合は、アクティブなスナップショットの使用 が選択されていない限り、最後に凍結された 
スナップショットが使用されます。

e. （オプション）Live Volume の保持 が使用できない、または選択されていない場合、スナップショットプロファイルリスト の横にある 変更 
をクリックして、アクティブ化されたボリュームに関連付けるスナップショットプロファイルを指定します。

f. OK をクリックします。
7. 終了 をクリックします。

• Storage Manager により、リカバリボリュームがアクティブ化されます。
• リカバリの進捗状況 タブを使用して、DR のアクティブ化を監視します。

関連リンク
復元ポイントの保存と検証

1 つの復元ポイントに対する災害復旧のアクティブ化
レプリケーションまたは Live Volume に対して DR をアクティブ化するには、対応する復元ポイントを使用します。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. 復元ポイント タブをクリックします。
3. 復元ポイントを右クリックし、災害復旧のアクティブ化 を選択します。災害復旧のアクティブ化 ダイアログボックスが表示されます。

復元ポイントが同期レプリケーションに対応している場合、ダイアログボックスにレプリケーションの状態について追加情報が表示されます。

• Sync データステータス フィールドには、復元ポイントが検証された時点のレプリケーションの同期化ステータスが表示されます。
• 現在、宛先ボリュームがソースボリュームと同期されているかどうかについての推奨事項が、Sync データステータス フィールドの下に緑色

または黄色の文字で表示されます。

図 92. 災害復旧のアクティブ化 ダイアログボックス

4. （Live Volume、Storage Center 6.5 以降のみ）Live Volume の保持 チェックボックスにチェックを付けて、Live Volume を削除せずに IO リ
クエストをセカンダリボリュームに送信します。Live Volume がレプリケーションを管理している場合、管理されたレプリケーションを後の復元プロ
セスで保持するため、Live Volume の保持 を選択する必要があります。
• Live Volume の保持 を選択している場合、Storage Center は、セカンダリボリュームをプライマリに昇格することによって IO リクエストを

セカンダリボリュームに送信します。Live Volume は削除されず、元のプライマリ Storage Center がオンラインに戻ったときに修復される可
能性があります。ボリューム ID が維持されるため、ボリュームにマップされたサーバに対して管理者が介入する必要はありません。レプリケ
ーションが Live Volume によって管理されている場合、レプリケーションは新たに昇格したプライマリボリュームに従って移動します。既存の 
Live Volume 設定が使用されるので、使用できるボリューム設定は少なくなります。

• Live Volume の保持 が選択されていない場合、Storage Manager により Live Volume が削除され、ビューボリュームが作成されてサ
ーバにマップされます。復元プロセス中に、Live Volume が再作成されます。レプリケーションが Live Volume によって管理される場合、
管理されたレプリケーションは後の復元プロセスで削除されます。

5. Name（名前）フィールドに、リカバリボリュームの名前を入力します。
6. サーバ ラベルの横にある 変更 をクリックして、リカバリボリュームをマップするサーバを選択します。
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• Live Volume の維持 チェックボックスがオンでない場合は、各復元ポイントに対してサーバが必要です。
• 詳細マッピング をクリックして、LUN の設定、マッピングパスの制限、またはボリュームの読み取り専用としての保持を行います。

7. アクティブ化されたボリュームに使用するスナップショットを選択します。
• Live Volume の保持 が使用できない、または選択されていない場合、アクティブなスナップショットの使用 を選択してボリュームの現

在の状態を使用するか、スナップショットの横にある 変更 をクリックして凍結されたスナップショットを選択します。デフォルトでは、最後に
凍結されたスナップショットが使用されます。

• Live Volume の保持 が選択されている場合は、アクティブなスナップショットの使用 が選択されていない限り、最後に凍結された ス
ナップショットが使用されます。

メモ: 現行の高整合性モードの同期レプリケーションでは、アクティブなスナップショットの使用 チェックボックスが自動的に選
択されます。

8. （オプション）Live Volume の保持 が使用できない、または選択されていない場合、スナップショットプロファイルリスト の横にある 変更 を
クリックして、アクティブ化されたボリュームに関連付けるスナップショットプロファイルを指定します。

9. OK をクリックします。
• Storage Manager により、リカバリボリュームがアクティブ化されます。
• リカバリの進捗状況 タブを使用して、DR のアクティブ化を監視します。

関連リンク
復元ポイントの保存と検証

DR アクティブ化後の元のプライマリボリューム上のデータへのアクセス
Live Volume の保存 オプションを使用して、Live Volume に対する DR がアクティブ化されている場合、元のプライマリ Storage Center は、Live 
Volume が復元されるまで元のプライマリボリュームがアクティブ化されることを防止します。Live Volume が復元される前に元のプライマリボリューム
のデータにアクセスする必要がある場合は、プライマリコピーをオンライにする オプションを使用して、元のプライマリボリュームのビューボリュームを
作成し、それを同じサーバーにマップします。
前提条件
DR は、Live Volume の保存 オプションが選択されている Live Volume に対してアクティブ化されている必要があります。

このタスクについて

• 作成されるビューボリュームは、Live Volume の一部ではありません。このオプションは、災害復旧のアクティブ化中にプライマリボリュームデータ
にアクセスするためだけに使用します。

• ボリューム ID は、ビューボリュームの作成時に保存されないので、サーバーはそのボリュームを元のプライマリボリュームとして認識しない場合が
あります。

手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. Live Volume タブをクリックします。
3. Live Volume を選択し、プライマリコピーをオンラインにする をクリックします。プライマリコピーをオンラインにする ダイアログボックスが表示

されます。
4. OK をクリックします。

PS Series グループ のレプリケーションに対する災害復旧のアクティブ化
Storage Center から PS グループにボリュームを複製した後、宛先 PS グループ上で宛先ボリュームをアクティブにする必要があります。アクティブ
にした後、サーバにマップすることができます。
前提条件
• ソースボリュームは、少なくとも 1 つのスナップショットを持つ必要があります。
• 両方のストレージシステムは、Data Collector で管理されている必要があります。
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このタスクについて

メモ: PS グループの Storage Center レプリケーション化に、宛先ボリュームのアクティブ化は必要ありません。PS グループから 
Storage Center へのレプリケーション化については、「Storage Center レプリケーションに対する災害復旧のアクティブ化」 に記され
ている手順に従ってください。

手順
1. レプリケーションと Live Volume タブをクリックします。
2. 復元ポイント タブをクリックします。
3. テーブルからレプリケーションの復元ポイントを選択します。
4. 災害復旧のアクティブ化 をクリックします。

災害復旧のアクティブ化 ダイアログボックスが表示されます。
5. テーブルでレプリケーションを選択します。
6. 次へ をクリックします。
7. 必要に応じて、宛先ボリュームのボリューム設定を変更します。
8. OK をクリックします。

• Storage Manager により、リカバリボリュームがアクティブ化されます。
• リカバリの進捗状況 タブを使用して、DR のアクティブ化を監視します。

失敗したレプリケーションの再スタート
ソースボリュームが現在機能しており、宛先システムは使用可能であるのに、レプリケーションが失敗したり、すでに削除されていたりする場合、レ
プリケーションを再スタートできます。レプリケーションを再スタートできるかどうかを確認するには、復元ポイントを検証します。

複数の復元ポイントに対するレプリケーションの再開
Storage Center ペアによりホストされている複数のレプリケーションまたは Live Volume が失敗した場合や削除された場合は、それらのレプリケー
ションまたは Live Volume を同時に再開することができます。
このタスクについて

メモ: レプリケーションの再スタートにより、連続して設定されているレプリケーション（カスケードモード）または同じボリュームを複数の
宛て先にレプリケートするレプリケーション（混合モード）が削除されます。

手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. 復元ポイント タブをクリックし、次に DR ボリュームの復元 / 再開 をクリックします。DR ボリュームの復元 / 再開 ウィザードが表示されま

す。
3. レプリケーションを再開するソース / 宛先 Storage Center ペアを選択し、次へ をクリックします。ウィザードの次のページに進みます。
4. 再開警告 と 復元警告 の内容を読み、必要に応じて表示される設定を変更し、次へ をクリックします。ウィザードの次のページに進みま

す。
5. 使用可能な復元ポイント ペインで、レプリケーションを再開する復元ポイントを選択し、次へ をクリックします。ウィザードの次のページに進み

ます。
6. （オプション）各復元ポイントに対するレプリケーションの設定を行います。

a. 変更する復元ポイントを選択し、設定の編集 をクリックします。DR ボリュームの復元 / 再開 ダイアログボックスが表示されます。
b. 必要に応じてレプリケーション設定を変更し、OK をクリックします。これらの設定の詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

7. 作業が完了したら、完了 をクリックします。
• Storage Manager がレプリケーションを再スタートします。
• リカバリの進捗状況 タブを使用して、リカバリを監視します。
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1 つの復元ポイントに対するレプリケーションの再スタート
レプリケーションまたは Live Volume が失敗したり、すでに削除されていたりする場合、対応する復元ポイントを使用して、レプリケーションを再スタ
ートすることができます。
このタスクについて

メモ: レプリケーションの再スタートにより、連続して設定されているレプリケーション（カスケードモード）または同じボリュームを複数の
宛て先にレプリケートするレプリケーション（混合モード）が削除されます。

手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. 復元ポイント タブをクリックします。
3. レプリケーションに対応する復元ポイントを右クリックし、DR ボリュームの復元 / 再スタート を選択します。DR ボリュームの復元 / 再スタ

ート ダイアログボックスが表示されます。
4. 必要に応じてレプリケーションオプションを有効または無効にし、OK をクリックします。これらのオプションの詳細については、オンラインヘルプを

参照してください。

レプリケーションと Live Volume の復元
レプリケーションのソースボリュームまたは Live Volume のプライマリボリュームは、レプリケーションの宛先ボリュームまたは Live Volume のセカンダリ
ボリュームに復元できます。ボリュームの復元は、ボリュームが削除されていたか、DR がアクティブになっており、データがアクティブ化されたボリューム
に書き込まれた場合に必要になります。

ボリューム復元オプション
ボリュームを復元するプロセスは、DR がアクティブ化されているかどうかによって異なります。

• アクティブ化されていない宛先ボリュームからのリカバリ：ソースボリュームが存在しなくなった場合は、Storage Manager によって、宛先ボリ
ュームのデータが新しく作成されたソースボリュームにレプリケートされ、宛先ボリュームからデータが復元されます。レプリケーションの完了後、
Storage Manager により、選択したサーバーに新しいソースボリュームがマッピングされ、ソースシステムから宛先システムへのレプリケーションが
再開されます。

• アクティブ化された宛先ボリュームからのリカバリ：Storage Manager により、宛先ボリュームから元のソースボリュームにデータ（アクティブ化
された以降の、ボリュームへの新しいすべての書き込みを含む）がリカバリされます。復元が完了したら、Storage Manager によって、選択した
サーバーに対してソースボリュームがマップされ、ソースボリュームから宛先ボリュームへのレプリケーションが再開されます。

メモ: 代替サイトにボリュームを復元する場合は、Dell Technical Support までお問い合せください（www.dell.com/support を参
照）。

ボリューム復元の制限
ボリューム復元プロセスには以下の制限が適用されます。

• ボリュームを復元すると、そのボリュームをソースボリュームとして使用しているレプリケーションが削除されます。
• 管理されたレプリケーションを使用して元のプライマリ Live Volume を復元すると、関連する Live Volume が削除されます。

関連するリンク
単一ボリュームの複数の宛先への複製
Live Volume に対する管理されたレプリケーション

Live Volume および管理されたレプリケーションの復元
管理対象レプリケーションでの Live Volume のフェールオーバーの後、Storage Manager がセカンダリ Live Volume に対して新しい管理対象レプ
リケーションを作成します。元のプライマリ Live Volume のシステムがオンラインに戻り、Live Volume が復元されていないとき、Live Volume に 2 つ
の管理対象レプリケーションがあることになります。Live Volume を復元すると、元のプライマリ Live Volume にある管理対象レプリケーションが削
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除され、セカンダリ Live Volume にある管理対象レプリケーションが保持されます。Live Volume の役割をスワップすると、元のプライマリ Live 
Volume に管理対象レプリケーションが再作成され、セカンダリ Live Volume にある管理対象レプリケーションが削除されます。

ボリューム復元手順
DR が Storage Center ペアがホストする複数のレプリケーションまたは Live Volume に対してアクティブ化された場合、影響を受けるボリュームは 
1 回の操作で復元できます。1 つのボリュームに対して DR がアクティブ化された場合は、対応する復元ポイントを使用して復元します。

複数の復元ポイントに対する障害が発生したボリュームの復元
Storage Center ペアによりホストされている複数のボリュームに障害が発生した場合は、これらのボリュームを同時に復元することができます。

1. Replications & Live Volumes（レプリケーションおよび Live Volume）ビューをクリックします。
2. 復元ポイント タブをクリックし、次に DR ボリュームの復元 / 再開 をクリックします。DR ボリュームの復元 / 再開 ウィザードが表示されま

す。
3. 障害が発生したボリュームを復元するソース / 宛先 Storage Center ペアを選択し、次へ をクリックします。ウィザードの次のページに進みま

す。
4. 再開警告 と 復元警告 の内容を読み、必要に応じて表示される設定を変更し、次へ をクリックします。ウィザードの次のページに進みま

す。
5. 使用可能な復元ポイント ペインで、ボリュームを復元する復元ポイントを選択し、次へ をクリックします。ウィザードの次のページに進みま

す。
6. （オプション）各復元ポイントに対するレプリケーションの設定を行います。

a. 変更する復元ポイントを選択し、設定の編集 をクリックします。DR ボリュームの復元 / 再開 ダイアログボックスが表示されます。
b. （Storage Center 6.5 以降、Live Volume の場合のみ）復元方法を選択します。

• Live Volume の復元 チェックボックスが利用可能な場合は、元のソースボリュームとアクティブ化済みボリューム間の接続を再確立
して Live Volume を修復するためにチェックボックスをオンにします。このオプションは、ボリュームの ID を維持するために選択する必
要があります。Live Volume がレプリケーションを管理する場合は、管理されたレプリケーションを維持するためにこのオプションを選択
する必要があります。このオプションを選択した場合は、既存の Live Volume 設定が使用されるため、新規ソースボリューム設定 と 
レプリケーション設定 は利用できません。

• Live Volume のリカバリ チェックボックスが使用できない、または選択されてない場合は、指定した 新規ソースボリューム設定 と レ
プリケーション設定 を使用して Live Volume が再作成されます。ボリュームの ID が失われ、Live Volume がレプリケーションを管理
する場合は、管理されたレプリケーションが削除されます。

c. （レプリケーションのみ）ソースボリュームが復元される場合：

• ミラーバックのみ チェックボックスを選択して元の方向のレプリケーションの再作成を省略し、DR サイトをソースとして使用します。
• 自動で宛先を非アクティブ化 チェックボックスをオンにすると、管理者の介入を必要とせずに、アクティブ化済みボリュームからサーバ

ーマッピングが自動的に削除されます。このオプションは、復元ポイントに対して DR がアクティブ化されている場合にのみ使用できま
す。このオプションを選択する場合は、復元を実行する前に、アクティブ化済みボリュームに対する I/O を停止する必要があります。

d. 必要に応じて 新規ソースボリューム設定 を変更します。これらの属性の詳細については、オンラインヘルプを参照してください。
e. 必要に応じて レプリケーション設定 を変更します。これらの属性の詳細については、オンラインヘルプを参照してください。
f. 完了したら OK をクリックします。

7. 作業が完了したら、Finish（完了）をクリックします。
• Storage Manager により、レプリケーションまたは Live Volume が復元されます。
• リカバリの進捗状況 タブを使用して、レプリケーションまたは Live Volume を監視します。

8. リカバリの進捗状況 タブで ミラーが同期されました。宛先が非アクティブになるまで待機しています という復元ポイントメッセージが表示
された場合は、宛先ボリュームに対する IO を停止します。

9. 各宛先ボリュームを非アクティブにします。
a. 復元ポイントを選択し、宛先の非アクティブ化 をクリックします。宛先ボリュームが非アクティブ化されると、リカバリされたボリュームがアク

ティブ化され、設定されたサーバーにマップされ、レプリケーションの方向が逆になります。この結果、リカバリされたボリュームがソースになり
ます。

b. 非アクティブ化する必要がある宛先ボリュームごとに前述の手順を繰り替えします。
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1 つの復元ポイントに対する障害が発生したボリュームの復元
1 つのボリュームに障害が発生した場合は、対応する復元ポイントを使用してボリュームを復元できます。

1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. 復元ポイント タブをクリックします。
3. 障害が発生したボリュームに対応する復元ポイントを右クリックし、DR ボリュームの復元 / 再スタート を選択します。DR ボリュームの復

元 / 再スタート ダイアログボックスが表示されます。
4. （Storage Center 6.5 以降、Live Volume のみ）復元方法を選択します。

• Live Volume の復元 チェックボックスを使用できる場合はそれをオンにして、オリジナルのソースボリュームとアクティブ化されたボリューム
間で接続を再確立し、Live Volume を修復します。ボリューム ID を維持するには、このオプションを選択する必要があります。Live 
Volume がレプリケーションを管理している場合は、管理されたレプリケーションを維持するためにこのオプションを選択する必要がありま
す。このオプションを選択すると、既存の Live Volume 設定が使用されるので、新規ソースボリュームの設定 と レプリケーションの設定 
は使用できません。

• Live Volume の復元 チェックボックスが使用不可であるか選択されていない場合は、指定された 新規ソースボリュームの設定 と レプ
リケーションの設定 を使用して Live Volume が再作成されます。ボリューム ID は失われ、Live Volume がレプリケーションを管理してい
る場合、管理されたレプリケーションは削除されます。

5. （レプリケーションのみ）ソースボリュームを復元する場合：

• ミラーバックのみ チェックボックスを選択して、元の方向でのレプリケーションの複製を省略し、DR サイトをソースとして使用します。
• 宛先を自動的に非アクティブにする チェックボックスを選択して、アクティブ化されたボリュームからサーバーマッピングを自動的に削除し

ます。管理者の介入は必要ありません。このオプションは、復元ポイントに対して DR がアクティブ化されている場合のみ使用できます。こ
のオプションを選択すると、復元を実行する前に、アクティブ化されたボリュームへ I/O が停止されます。

6. 必要に応じて 新規ソースボリュームの設定 を変更します。これらの設定の詳細については、オンラインヘルプを参照してください。
7. 必要に応じて レプリケーションの設定 を変更します。これらの設定の詳細については、オンラインヘルプを参照してください。
8. OK をクリックします。

• Storage Manager によってレプリケーションまたは Live Volume が復元されます。
• 復元の進捗状況 タブを使用して、レプリケーションまたは Live Volume を監視します。

9. 復元の進行状況 タブに ミラーが同期されました。宛先が非アクティブになるまで待機しています。 という復元ポイントメッセージが表示さ
れたら、宛先ボリュームへの IO を停止します。

10. 復元ポイントを選択し、宛先の非アクティブ化 をクリックして、宛先ボリュームを非アクティブ化します。宛先ボリュームが非アクティブ化されま
す。復元されたボリュームは、アクティブ化されて設定済みサーバーにマップされます。レプリケーションの方向は維持されるので、復元されたボ
リュームがソースになります。

復元ポイントの削除
レプリケーションまたは Live Volume が削除されたか、または機能しなくなって完全に削除したい場合、関連する復元ポイントを削除します。
前提条件
復元ポイントの状態が劣化またはダウンである必要があります。

手順
1. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックします。
2. 復元ポイント タブをクリックします。
3. 復元ポイントを右クリックし、削除 を選択します。確認のダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックして、復元ポイントを削除することを確認します。
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36
リモート Data Collector
プライマリ Data Collector が使用できなくなった場合、リモート Data Collector を使用して Storage Manager の災害復旧オプションにアクセスで
きます。

リモート Data Collector の管理
Storage Manager Client は、プライマリ Data Collector またはリモート Data Collector に接続できます。プライマリ Data Collector が使用不可
で、Storage Manager の災害復旧オプションにアクセスする必要がある場合、Client を使用して、リモート Data Collector に接続します。
リモート Data Collector がインストールされて、プライマリ Data Collector に接続されているとき、次の追加の管理オプションを利用できます。

• プライマリ Data Collector：プライマリ Data Collector に接続されたクライアントでは、レプリケーションと Live Volume ビューの リモート 
Data Collector タブにリモート Data Collector のステータスが表示されます。

• リモート Data Collector：リモート Data Collector に接続されたクライアントには、レプリケーションと Live Volume ビューだけが表示されま
す。設定アクションは、災害復旧の準備とアクティブ化に制限されており、これらは 復元ポイント タブで実行できます。プライマリ Data 
Collector タブには、プライマリ Data Collector のステータス情報が表示されます。

メモ: リモート Data Collector は Storage Center と PS Series グループ間のレプリケーションをサポートしていません。

リモート Data Collector の要件
リモート Data Collector を使用するには、設定およびソフトウェアの要件を満たしている必要があります。

設定要件
次の表は、リモート Data Collector を使用するために満たす必要がある設定要件を示しています。

要件 説明

プライマリ Data Collector リモート Data Collector をインストールおよび設定する前に、プライマリ 
Data Collector をインストール、設定、および開始（実行）する必要
があります。リモート Data Collector はプライマリ Data Collector に接
続します。

Storage Manager バージョン プライマリ Data Collector およびリモート Data Collector は、同じソフ
トウェアバージョンで動作する必要があります。

Storage Manager のユーザー名とパスワード リモート Data Collector をプライマリ Data Collector に接続するには、
既存の Storage Manager のユーザー名とパスワードを入力する必要
があります。

メモ: リモート Data Collector は、Active Directory ユーザー
をサポートしません。

DNS 設定 すべての管理対象の Storage Center を、ローカルサイトおよびリモート
サイトで DNS に定義する必要があります。プライマリ Data Collector 

ホストとリモート Data Collector ホストを DNS に定義して Data 

Collector が通信できるようにします。
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ソフトウェア要件
プライマリ Data Collector に適用されるソフトウェア要件は、リモート Data Collector にも適用されます。ただし、リモート Data Collector ではデー
タの保存にファイルシステムが使用されるので、データベース要件はありません。

関連リンク
Data Collector の要件

Dell Storage Manager Virtual Appliance の要件
Dell Storage Manager Virtual Appliance は、以下の条件が必要です。

コンポーネント 要件
サーバオペレーティン
グシステム

64 ビットハードウェアの VMware vSphere 5.5、6.0、または 6.5

データストアサイズ 55 GB

CPU 2 個以上のコアを搭載した 64 ビット（x64）マイクロプロセッサ
100,000 以上の Active Directory メンバーまたはグループで構成されている環境の場合、Data Collector には 4 コアが
必要になります

メモリ ストレージ環境のサイズに基づいて変わります
• 4 GB：ストレージアレイ 1 ～ 5、またはボリューム合計 1 ～ 3,000

• 8 ～ 32 GB：ストレージアレイ 6 ～ 10、合計ボリューム 3,001 以上、または Active Directory のメンバーまたはグル
ープ 100,000 以上

ソフトウェア • VMware vCenter Server

• VMware vSphere の高可用性

リモート Data Collector のインストールと設定
災害復旧サイトでリモート Data Collector をインストールし設定するには、Data Collector をサーバー上にインストールして、次にそのサーバーをプ
ライマリ Data Collector に接続するように設定します。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

リモート Data Collector のインストール
災害復旧サイトにあるサーバーに Data Collector をインストールします。
前提条件
• サイトがリモート Data Collector の設定要件を満たしている必要があります。
• サーバーは、Data Collector のソフトウェアとハードウェアの要件を満たしている必要があります。

手順
1. Storage Manager Data Collector ソフトウェアをダウンロードします。

a. www.dell.com/support にアクセスします。
b. カスタマーまたはパートナーポータルにログオンします。
c. ナレッジセンター をクリックした後、Storage Manager Data Collector のセットアップファイルをダウンロードします。

2. Storage Manager Data Collector セットアップファイルを解凍して起動します。Dell Storage Manager Data Collector -InstallShield ウィザ
ードが表示されます。

3. 次へ をクリックします。ライセンス契約 ページが表示されます。
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4. はい をクリックしてライセンス契約に同意します。セットアップステータス ページが開き、インストールの進行状況が表示されます。インストー
ルが完了すると、InstallShield ウィザードの完了 ページが表示されます。

5. 完了 をクリックします。Storage Manager Data Collector の セットアップ ウィザードが表示されます。

Data Collector のセットアップ ウィザードを使用したリモート Data Collector の設定
Data Collector のセットアップ ウィザードを使用して、リモート Data Collector を設定します。

1. Data Collector のセットアップ ウィザードの最初のページを設定します。

図 93. Storage Manager Data Collector のセットアップ ウィザード

a. Data Collector タイプ の下にある リモート Data Collector として設定 を選択します。
b. （オプション）1 つ、または複数のデフォルトポートがすでに使用中である場合は、Data Collector サービス情報 の下にあるデフォルトの 

Data Collector ポートを変更します。

メモ: ホストサーバーでファイアウォールが有効になっている場合は、それらのポートに着信が許可されていることを確認してく
ださい。

c. サービスユーザータイプ ドロップダウンメニューで、Data Collector を実行する Windows アカウントのタイプを選択します。

メモ: ユーザーアカウント（ローカルまたはドメイン）は、サービスとしてログインでき、システム管理者権限を所有する必要があ
ります。

d. 次へ をクリックします。
プライマリ Data Collector の選択 ページが表示されます。
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図 94. プライマリ Data Collector の選択 ページ

2. プライマリ Data Collector の情報を入力します。
a. サーバー フィールドに、プライマリ Data Collector サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。
b. クライアントリスナーポート フィールドで、プライマリ Data Collector のポートを確認します。デフォルトは 7342 です。
c. ユーザー名 フィールドで、プライマリ Data Collector に管理者権限を持つユーザーの名前を入力します。
d. パスワード フィールドに、指定したユーザーのパスワードを入力します。
e. 次へ をクリックします。リモート Data Collector はプライマリ Data Collector への接続を試みます。

接続が確立されると、終了済みセットアップ ページが表示されます。

図 95. 終了済みセットアップ ページ

3. 終了 をクリックします。

リモート Data Collector としての仮想アプライアンスのインストール
仮想アプライアンスをインストールし、次にそれをリモート Data Collector として設定し、仮想アプライアンス を災害復旧用に使用します。

Virtual Appliance の導入
DellStorage Manager Virtual Appliance を VMware vCenter サーバ上に導入します。
前提条件
• VMware vCenter サーバ
• ESX サーバは、Dell Storage Manager Virtual Appliance の要件に記載されている要件を満たしている必要があります。
• Virtual Appliance の導入に使われるローカルコンピュータには、VMware Client 統合プラグインがインストールされている必要があります。
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手順
1. vSphere Web Client を使って、VMware vCenter サーバにログオンします。
2. 右ペインで、ホストとクラスタ をクリックします。
3. Datacenter を右クリックして、OVF テンプレートの導入 を選択します。

OVF テンプレートの導入 ウィザードが表示されます。
4. ローカルファイル をクリックします。
5. 参照 をクリックして、Virtual Appliance.ova テンプレートファイルを選択します。
6. Next（次へ） をクリックします。

詳細の確認 ページが表示されます。
7. Virtual Appliance の詳細を確認します。
8. Next（次へ） をクリックします。

EULA の承認 ページが表示されます。
9. 同意する をクリックします。
10. Next（次へ） をクリックします。

名前とフォルダの選択 ページが表示されます。
11. 名前 フィールドに、名前を入力するか、デフォルト名を受け入れます。
12. フォルダまたはデータセンターの選択 表から、フォルダまたはデータセンターを選択します。
13. Next（次へ） をクリックします。

リソースの選択 ページが表示されます。
14. Virtual Appliance を導入するサーバまたはサーバクラスタを選択します。
15. Next（次へ） をクリックします。

ストレージの選択 ページが表示されます。
16. Virtual Appliance データを格納するデータストアを選択します。
17. Next（次へ） をクリックします。

ネットワークのセットアップ ページが表示されます。
18. 宛先 ドロップダウンメニューから、Virtual Appliance のネットワークを選択します。
19. Next（次へ） をクリックします。

テンプレートのカスタマイズ ページが表示されます。
20. 次のフィールドを埋めます。

メモ: これらの機能の一部は表示されません。設定を表示するには、見出しを展開します。

• ホスト名：Virtual Appliance のホスト名を入力します。
• ドメイン名：ネットワークのドメイン名を入力します。
• NTP サーバ：1 つまたは複数のタイムサーバの IP アドレスを入力します。
• IP アドレスタイプ：DHCP または 静的 を選択します。DHCP を選択した場合、IP アドレスのプロパティ 領域の残りのフィールドには入

力しないでください。
• IP アドレス：仮想マシンの IP アドレスを入力します。
• ネットマスク：サブネットのネットマスクを入力します。
• デフォルトゲートウェイ：サブネットのゲートウェイを入力します。
• DNS：1 つまたは複数のドメインネームサーバの IP アドレスを入力します。
• SSH アクセス：有効 または 無効 を選択して、SSH アクセスを有効または無効にします。
• ロケール：Virtual Appliance の言語を選択します。

21. Next（次へ） をクリックします。
終了準備完了 ページが表示されます。

22.（オプション）導入後に電源オン チェックボックスを選択し、導入後に Virtual Appliance の電源をオンにします。
23. 終了 をクリックします。
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リモート Data Collector としての仮想アプライアンスの設定
仮想アプライアンスをリモート Data Collector として設定し、プライマリ Data Collector にアクセスできなくなった場合に、災害復旧用に使用でき
ます。
前提条件
仮想アプライアンス を展開する必要があります。
手順
1. ウェブブラウザで、https://[VA IP アドレス]/setup/ にアクセスします。

メモ: ウェブブラウザの設定によっては、セキュリティアラートを確認して、続行しなければならない場合があります。
2. 一時ユーザーを使用して、Data Collector Manager にログインします。

• ユーザー名：config

• パスワード：dell

Storage ManagerData Collector セットアップ ウィザードが表示されます。
3. 次へ をクリックします。
4. リモート Data Collector として設定 をクリックします。
5. プライマリ Data Collector の情報を入力します。

a. サーバ フィールドに、プライマリ Data Collector の IP アドレスまたはホスト名を入力します。
b. Web サーバのポート フィールドに、プライマリ Data Collector のポート番号を入力します。デフォルトのポートは 3033 です。
c. クライアントリスナーポート フィールドに、クライアントへのインバウンドトラフィック用のポート番号を入力します。デフォルトのポートは 

7342 です。
d. ユーザー名 フィールドに、プライマリ Data Collector のユーザー名を入力します。
e. パスワード フィールドに、ユーザー名 フィールドで指定されたユーザー用のパスワードを入力します。
f.

6. 次へ をクリックします。
管理者ユーザーの作成 ページが表示されます。

7. リモート Data Collector の新しい管理者ユーザーの資格情報を入力します。
a. ユーザー フィールドに、新しい管理者ユーザーのユーザー名を入力します。
b. 新規パスワード フィールドに 新しい管理者ユーザーのパスワードを入力します。
c. パスワードの確認 フィールドに、パスワードを再入力します。

8. 次へ をクリックします。
サマリ ページが表示されます。

9. 終了 をクリックします。
確認のダイアログボックスが表示されます。

10. OK をクリックします。
仮想アプライアンスが再起動します。

リモート Data Collector の接続と切断
リモート Data Collector の接続を解除したり、再接続したりするには、次のタスクを実行します。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

リモート Data Collector の一時的な切断
リモート Data Collector の Data Collector サービスを停止し、プライマリ Data Collector から一時的に切断します。

1. リモート Data Collector サーバーで以下の手順を行います。
a. Data Collector Manager を開きます。
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b. 一般情報 タブで、停止 をクリックして Data Collector サービスを停止します。
2. Dell Storage Manager Client を使用してプライマリ Data Collector に接続し、ログオンします。
3. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックし、リモート Data Collector タブをクリックします。

次回プライマリ Data Collector がリモート Data Collector との同期化を試行するとき、リモート Data Collector の 接続の状態 に 停止中 
と表示されます。

Storage Center へのリモート Data Collector の再接続
リモート Data Collector の Storage Center への接続が失われた場合は、リモート Data Collector が Storage Center の正しいホスト名または 
IP アドレスを使用していることを確認します。

1. Dell Storage Manager Client を使用して、リモート Data Collector に接続します。
2. プライマリ Data Collector タブで、ダウンしている Storage Center を探し、Storage Center への再接続 をクリックします。Storage 

Center への再接続 ダイアログボックスが表示されます。
3. リモート Data Collector のホストまたは IP アドレス フィールドに、Storage Center のホスト名または IP アドレスを入力します。
4. OK をクリックします。

リモート Data Collector の削除
リモート Data Collector の Data Collector サービスを停止して、プライマリ Data Collector から削除します。
このタスクについて

メモ: リモート Data Collector をホストサーバーから完全に削除する場合は、プログラムの追加と削除 を使用して、Data Collector を
アンインストールします。

手順
1. リモート Data Collector サーバーで、次の手順を実行します。

a. Data Collector Manager を開きます。
b. 一般情報 タブで、停止 をクリックして Data Collector Manager サービスを停止します。

2. Dell Storage Manager Client を使用してプライマリ Data Collector に接続し、ログオンします。
3. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックし、リモート Data Collector タブをクリックします。
4. リモート Data Collector の削除 をクリックします。確認のダイアログボックスが表示されます。
5. はい をクリックします。

リモート Data Collector を使用した災害復旧のアクティブ化
プライマリ Data Collector が利用できなくなった場合、リモート Data Collector を使用して Storage Manager の DR タスクを実行できます。

メモ: ユーザーインタフェースの参照情報については、ヘルプ をクリックしてください。

リモート Data Collector へのログイン
Dell Storage Manager Client を使用して、リモート Data Collector に接続します。
このタスクについて

メモ: リモート Data Collector は、Active Directory ユーザーをサポートしません。

手順
1. Dell Storage Manager Client アプリケーションを起動します。Dell Storage Manager Client が表示されます。
2. Dell Storage Manager Client の ようこそ 画面が表示されたら、Storage Center または Data Collector へのログイン をクリックします。
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図 96. Dell Storage Manager Client の ようこそ 画面

ログイン画面が表示されます。
3. 次のフィールドを埋めます。

• ユーザー名：Storage Manager ユーザーの名前を入力します。
• パスワード：ユーザーのパスワードを入力します。
• ホスト /IP：リモート Data Collector をホストしているサーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。
• ウェブサーバーポート：インストール中に API ウェブサーバーポートを変更した場合、更新されたポートを入力します。

4. ログイン をクリックします。
Client は、リモート Data Collector に接続し、プライマリ Data Collector タブを表示します。

図 97. プライマリ Data Collector タブ
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ユーザーの作成
ユーザーアカウントを作成して、ユーザーが Storage Manager にアクセスできるようにします。

1. Data Collector Manager で ユーザー タブをクリックします。
2. ユーザーの作成 をクリックします。ユーザー設定 ページが開きます。
3. 新しいユーザーの情報を入力します。

a. ユーザー名 フィールドにユーザーの名前を入力します。
b. （オプション）ユーザーの電子メールアドレスを 電子メールアドレス フィールドに入力します。
c. ユーザーに割り当てる権限レベルを 権限 ドロップダウンメニューから選択します。
d. 希望言語 ドロップダウンメニューから言語を選択します。
e. ユーザーのパスワードを パスワード フィールドと パスワードの確認 フィールドに入力します。
f. 最初のログイン後、ユーザーにパスワードを強制的に変更させる場合は、パスワードの変更を要求 チェックボックスを選択します。

4. OK をクリックします。

関連リンク
Storage Manager ユーザー権限

リモート Data Collector を使用した災害復旧の準備
リモート Data Collector を使用して、復元ポイントを検証したり、災害復旧のアクティブ化をテストしたりすることができます。
前提条件
復元ポイントを検証するには、プライマリ Data Collector を停止する必要があります。

手順
1. Dell Storage Manager Client を使用して、リモート Data Collector に接続します。
2. 復元ポイント タブをクリックします。
3. 次のボタンのいずれかをクリックして、災害復旧を準備します。

• 復元ポイントの検証
• 障害復旧のアクティブ化のテスト

関連するリンク
復元ポイントの保存と検証
災害復旧のアクティブ化のテスト

リモート Data Collector を使用した災害復旧のアクティブ化のテスト
災害復旧のテストは、プライマリとリモートの Data Collector に対して同様に機能します。

1. Dell Storage Manager Client を使用して、リモート Data Collector に接続します。
2. 復元ポイント タブをクリックします。
3. 災害復旧のアクティブ化のテスト をクリックします。

関連リンク
災害復旧のアクティブ化のテスト
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リモート Data Collector を使用した復元ポイントの障害が発生したボリュームの復元
1 つのボリュームに障害が発生した場合は、対応する復元ポイントを使用してボリュームを復元できます。

1. Dell Storage Manager Client を使用して、リモート Data Collector に接続します。
2. 復元ポイント タブをクリックします。
3. 障害が発生したボリュームに対応する復元ポイントを右クリックし、DR ボリュームの復元 / 再スタート を選択します。DR ボリュームの復

元 / 再スタート ダイアログボックスが表示されます。
4. 必要に応じてレプリケーションオプションを有効または無効にし、OK をクリックします。これらのオプションの詳細については、オンラインヘルプを

参照してください。

関連リンク
レプリケーションと Live Volume の復元

リモート Data Collector を使用した災害復旧のアクティブ化
災害復旧のアクティブ化は、プライマリとリモートの Data Collector に対して同様に機能します。

1. Dell Storage Manager Client を使用して、リモート Data Collector に接続します。
2. 復元ポイント タブをクリックします。
3. 災害復旧のアクティブ化 をクリックします。

関連リンク
災害復旧をアクティブ化しています

リモート Data Collector を使用した、DR テストボリュームの削除
災害復旧のテストアクティブ化が終了したら、テストの一環として作成されたボリュームを削除します。

1. Dell Storage Manager Client を使用して、リモート Data Collector に接続します。
2. アクション ペインで、DR テストボリュームの削除 をクリックします。DR テストボリュームの削除 ダイアログボックスが表示されます。
3. 削除するテスト用災害復旧ボリュームに対応するチェックボックスにチェックを付けて、OK をクリックします。

関連リンク
災害復旧のアクティブ化のテスト

Storage Center へのリモート Data Collector の再接続
リモート Data Collector の Storage Center への接続が失われた場合は、リモート Data Collector が Storage Center の正しいホスト名または 
IP アドレスを使用していることを確認します。

1. Dell Storage Manager Client を使用して、リモート Data Collector に接続します。
2. プライマリ Data Collector タブで、ダウンしている Storage Center を探し、Storage Center への再接続 をクリックします。Storage 

Center への再接続 ダイアログボックスが表示されます。
3. リモート Data Collector のホストまたは IP アドレス フィールドに、Storage Center のホスト名または IP アドレスを入力します。
4. OK をクリックします。
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リモート Data Collector に対する電子メール通知の有効化
リモート Data Collector との通信が失われた場合に電子メール通知が送られるように、プライマリ Data Collector を設定できます。

1. Dell Storage Manager Client を開始して、プライマリ Data Collector にログオンします。
2. 上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。ユーザー設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
3. 一般 タブで、電子メールアドレス フィールドに電子メールアドレスが入力されていることを確認します。
4. イベントの管理 タブをクリックします。
5. 表内の リモート Data Collector 停止 チェックボックスにチェックを付けます。
6. OK をクリックします。
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37
VMware SRM 向けストレージレプリケーションアダプタ
VMware vCenter Site Recovery Manager（SRM）は Storage Replication Adapter を使用してストレージベンダーをサポートします。Dell 
Storage Replication Adapter（SRA）を使用すると、サイトで Dell Storage Manager から Dell Storage Center 上の VMware vCenter SRM 
を使用できます。

Dell SRA の導入手順の場所
本章では、Storage Manager および Dell SRA を介した Storage Center 上の SRM の使用に関する概要を示します。Storage Replication 
Adapter のダウンロードおよびインストールを含む、VMware vCenter Site Recovery Manager のインストールと設定の詳細については、
VMware が提供する SRM のマニュアルを参照してください。
Dell SRA をインストールする前に、インストールおよび設定プロセスに関する最新情報について、SRA readme ファイルを参照してください。

DellSRA の制限事項
DellSRA では、次の機能はサポートされていません。

• Storage Center の一貫性のあるスナップショットプロファイル
メモ: 一貫性のあるスナップショットプロファイルは、一貫性のあるスナップショットを作成するのに使用できますが、DellSRA は 
SRM が相互に一貫性がある非同期でレプリケートされたスナップショットをアクティブ化することを保証しません。

• VMware 整合性グループ

VMware SRM 用の Dell SRA ソフトウェア要件
以下は、VMware SRM 6.5、6.1、6.0、5.8、および 5.5 で DellSRA を使用するための要件です。

コンポーネント バージョン要件
Storage Center バージョン 6.5 以降
Dell SRA バージョン 16.3.10

VMware vCenter Site Recovery Manager（SRM） バージョン 6.5、6.1、6.0、5.8、および 5.5

Microsoft .Net Framework SRM サーバにインストールされたバージョン ４.5

VMware SRM および Storage Manager の前提条件
DellSRA と VMware vCenter Site Recovery Manager を併用するには、次の設定要件を満たす必要があります。

要件 説明
Data Collector の導入 SRM 設定に属しているすべての Storage Center によって Storage 

Manager Data Collector が認識されている必要があります。次の 3 
つのオプションが利用可能です。
• Storage Manager Data Collector をリカバリ SRM サイトのみにイ

ンストールして設定する。
• 保護されたサイトに Storage Manager Primary Data Collector 

をインストールして設定する。リカバリサイトに Storage Manager 
Remote Data Collector をインストールして設定する。
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要件 説明
• リカバリサイトに Storage Manager Primary Data Collector をイ

ンストールして設定する。保護サイトに Storage Manager 
Remote Data Collector をインストールして設定する。

Storage Center 設定 • VMware vSphere サーバオブジェクトは、ソースと宛先となる両方
の Storage Center に作成する必要があります。

• レプリケーション QoS ノードは、ソースと宛先の Storage Center に
定義する必要があります。

Storage Manager ユーザー 次の 3 ユーザーが必要です。
• SRM をインストールするには：保護されたサイトとリカバリサイトで

すべての Storage Center にアクセスできる Storage Manager ユ
ーザー。

• SRM を使用して保護されたサイトを管理するには：保護された
サイトで Storage Center にのみアクセスできる Storage Manager 
ユーザー。

• SRM を使用してリカバリサイトを管理するには：リカバリサイトで 
Storage Center にのみアクセスできる Storage Manager ユーザ
ー。

Storage Manager と SRM 間の通信 SRM と Storage Manager 間のファイアウォール（存在する場合）は、
TCP ポート 3033 で SOAP over HTTP を許可する必要があります。

Replications（レプリケーション） • Storage Manager を使用して、保護されたサイトからリカバリサイ
トへのレプリケーションまたは Live Volume を作成します。

• ソースボリュームおよび宛先ボリュームをその他の場所にレプリケー
トすることはできません。

• レプリケーションの復元ポイントを検証し、保存する必要がありま
す。

復元ポイント 復元ポイントは、保存されるまで VMware vCenter SRM で使用でき
ません。Storage Manager を使用して、レプリケーションの復元ポイン
トを保存します。リカバリサイトと保護サイトの両方で Data Collector 
を使用している場合は、両方のサイトで復元ポイントを保存する必要
があります。

拡張ストレージと vMotion を搭載した DellSRA
DellSRA バージョン 16.3.10 は、拡張ストレージと VMware Sitre Recovery Manager（SRM）をサポートします。拡張ストレージを使用すると、
SRM は Storage Center Live Volume レプリケーションを管理できるようになります。vMotion と拡張ストレージを併用すると、ダウンタイムなしで
仮想マシンを別のホストに移行できるようになります。
SRM で管理されている Storage Center Live Volume で vMotion を有効にするには、次の手順を実行します。

• ESXi ホストで vMotion を有効にします
• 拡張リンクモードで vCenter サーバを構成します

Storage Manager SRA 設定
本項では、VMware Site Recovery Manager と Storage Manager を併用するための、2 つのサポートされている構成を示します。この構成に
はプライマリ Data Collector のみの使用、またはプライマリ Data Collector およびリモート Data Collector の使用があります。

メモ: ライブボリューム用の拡張ストレージを設定する方法については、拡張ストレージ設定用の VMware のマニュアルを参照してくだ
さい。
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プライマリ Data Collector のみの構成
次の図では、保護サイトとリカバリサイトが、1 つの Storage Manager プライマリ Data Collector によって接続されています。

図 98. 単一 Data Collector を使用する SRA の構成

1. 保護サイト 2. リカバリサイト

3. 保護サイトの VMware SRM サーバー 4. リカバリサイトの VMware SRM サーバー

5. リカバリサイトのプライマリ Data Collector 6. 保護サイトの Storage Center

7. リカバリサイトの Storage Center

1 つの Storage Manager Data Collector だけを使用する構成では、Data Collector をリカバリサイトに配置します。

リモート Data Collector の構成
次の設定では、保護されたサイトが Storage Manager のプライマリ Data Collector に接続し、リカバリサイトが Storage Manager のリモート 
Data Collector に接続します。
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図 99. プライマリおよびリモート Data Collector を使用する SRA の構成

1. 保護サイト 2. リカバリサイト

3. 保護サイトの VMware SRM サーバー 4. リカバリサイトの VMware SRM サーバー

5. 保護サイトのプライマリ Data Collector 6. リカバリサイトのリモート Data Collector

7. 保護サイトの Storage Center 8. リカバリサイトの Storage Center

Storage Manager のリモート Data Collector を使用した設定では、リカバリサイトにリモート Data Collector を配置します。この設定により、保
護サイトがダウンした場合にリモートサイトからの DR アクティブ化が可能になります。設計上、Storage Manager のリモート Data Collector は、
Storage Manager のプライマリ Data Collector と同じ Storage Center に接続されます。

SRM 5.x および 6.x ボリュームのフェールオーバーに使用するスナップショット
タイプの選択
SRM 選択可能スナップショット オプションによって、VMware Site Recovery Manager（SRM）がフェールオーバーを開始するか、フェールオーバ
ーをテストするときに、アクティブなスナップショット（現在のボリュームデータ）を使用するか、最後に凍結したスナップショットを使用するかどうかが決
定します。デフォルトでは、現在凍結されていない状態（アクティブなスナップショット）のボリュームが使用されます。

SRM フェールオーバーのスナップショットタイプの選択時の制限事項
場合によっては、SRM 選択可能スナップショット の設定は無視されます。

SRM アクション リカバリのタイプ SRM 選択可能スナップショットの設定が尊
重されるかどうか?

リカバリ計画のアクティブ化 計画された移行 いいえ
リカバリ計画のアクティブ化 障害発生時のリカバリ • 保護されたサイトがダウンした場合、はい。

• 保護されたサイトが稼働している場合、い
いえ。

リカバリ計画のアクティブ化のテスト 該当なし • SRM で 最近の変更をリカバリサイトに
複製 チェックボックスにチェックが付いてい
ない場合、はい。

• SRM で 最近の変更をリカバリサイトに
複製 チェックボックスにチェックが付いている
場合、いいえ。
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SRM ボリュームのフェールオーバーに使用するスナップショットタイプの変更
SRM 選択可能スナップショット オプションを変更して、SRM ボリュームのフェールオーバーに使用されるスナップショットのタイプを変更します。

1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、Data Collector 設定の編集 をクリックします。Data Collector 設定の編集 ダイアログ
ボックスが表示されます。

2. レプリケーションの設定 タブをクリックします。
3. SRM 選択可能スナップショット ドロップダウンメニューから、次のいずれかのオプションを選択します。

• Always use Active スナップショット（常にアクティブなスナップショットを使用）：このオプションを選択すると、宛先に転送された、現在
凍結されていない状態のデータが使用されます（アクティブなスナップショット）。このオプションはデフォルトです。

• アクティブなスナップショットを複製する場合はアクティブなスナップショットを使用：このオプションを選択すると、レプリケーションに対し
て アクティブなスナップショットの複製 が有効になっている場合のみ、現在凍結されていない状態のデータ（アクティブなスナップショッ
ト）が使用されます。アクティブなスナップショットの複製 が無効である場合は、最後に凍結されたスナップショットが使用されます。

• 常に最後に凍結したスナップショットを使用：このオプションを選択すると、宛先に転送された最新のスナップショットが使用されます。
• 復元ポイント設定を使用：このオプションを選択すると、ボリュームに対応する復元ポイントに適用されている設定が使用されます。復元

ポイント内で アクティブなスナップショットの使用 が選択されていない場合は、最後に凍結されたスナップショットが使用されます。
4. OK をクリックします。
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パート

VI
Storage Center の監視とレポート
本項では、しきい値アラートを使用したカスタムアラートの作成、レポートの使用、ストレージの使用状況に基づいて部門に課金するチャージバッ
クの設定、ログの監視、およびパフォーマンスの監視について説明します。
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Storage Center しきい値アラート
しきい値アラートは、ストレージオブジェクト使用状況に対するユーザー定義のしきい値を超えると自動的に生成されます。しきい値クエリを使用す
ると、しきい値基準に基づいて履歴データを問い合わせることができます。

しきい値の定義の設定
しきい値の定義は、ストレージオブジェクトの使用状況メトリックを監視し、ユーザー定義しきい値に達した場合にアラートを生成します。
監視できる使用状況メトリックのタイプは IO 使用状況、ストレージ、およびレプリケーションです。Storage Manager は、管理対象の Storage 

Center から使用状況メトリックデータを収集します。デフォルトでは、Storage Manager は IO 使用状況およびレプリケーションメトリックデータを 
15 分おきに収集し、ストレージ使用状況メトリックデータを毎日 12 AM に収集します。Storage Center 上のストレージオブジェクトにはしきい値
の定義が割り当てられ、各しきい値の定義には 1 つ以上のしきい値が含まれます。監視対象のメトリックの値がしきい値に達すると、アラートが生
成されます。Data Collector で SMTP サーバが設定されている場合、Storage Manager はしきい値アラートが含まれた電子メールを送信しま
す。電子メールのアラートは 24　時間に 1 件だけ送信されます。

次の項のタスクを実行して、しきい値の定義をセットアップおよび表示します。

• しきい値の定義のセットアップ
• しきい値の定義へのストレージオブジェクトの割り当て
• ストレージオブジェクトへのしきい値の定義の割り当て
• しきい値の定義のしきい値アラートの表示

しきい値の定義のセットアップ
しきい値の定義は、作成、表示、編集、および削除できます。

しきい値の定義の作成
IO 使用状況、ストレージ、またはレプリケーションを監視するために、しきい値の定義を作成します。
前提条件
しきい値アラートの電子メール通知を受信するには、次の電子メール設定を指定する必要があります。
• Data Collector の SMTP サーバー設定
• ユーザーアカウントの電子メールアドレス
• ユーザーアカウントの通知設定

このタスクについて
Storage Usage が使用状況メトリックを確認し、しきい値の定義を超えていることを通知すると、Storage Manager はしきい値アラートを生成し
ます。デフォルトでは、Storage Usage は毎日 12 AM に実行されます。
手順
1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. 定義 タブをクリックします。
3. しきい値の定義の作成 をクリックします。しきい値の定義の作成 ダイアログボックスが表示されます。
4. しきい値の定義の名前を 名前 フィールドに入力します。
5. タイプ ドロップダウンメニューから、作成するしきい値の定義のタイプを選択します。

• IO 使用状況：読み取りおよび書き込み IO パフォーマンス。
• ストレージ：ストレージの使用と拡張。
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• レプリケーション：レプリケーションのステータス。
6. アラートオブジェクトタイプ ドロップダウンメニューから、しきい値の定義に割り当てるストレージオブジェクトのタイプを選択します。
7. アラート定義 ドロップダウンメニューから、監視する使用状況メトリックのタイプを選択します。
8. （オプション）すべてのオブジェクト チェックボックスを選択して、アラートオブジェクトタイプ フィールドで指定したタイプに属するすべてのストレ

ージオブジェクトにしきい値の定義を割り当てます。このチェックボックスを選択した場合、しきい値の定義の作成後に選択を変更することはで
きません。

9. エラー、警告、および通知のしきい値に次のアラート通知設定を指定します。
• エラー設定：使用状況メトリックがそれを超えるとエラーしきい値アラートがトリガされるしきい値を入力します。Storage Manager 管理

者にエラーしきい値アラートを電子メールで送信するには、電子メール チェックボックスにチェックを付け、いくつのイベントが同時に発生す
るとアラート電子メールをトリガするかを入力します。

• 警告設定：使用状況メトリックがそれを超えると警告しきい値アラートがトリガされるしきい値を入力します。Storage Manager 管理者
に警告しきい値アラートを電子メールで送信するには、電子メール チェックボックスにチェックを付け、いくつのイベントが同時に発生すると
アラート電子メールをトリガするかを入力します。

• 通知設定：使用状況メトリックがそれを超えると通知しきい値アラートがトリガされるしきい値を入力します。Storage Manager 管理者
に通知しきい値アラートを電子メールで送信するには、電子メール チェックボックスにチェックを付け、いくつのイベントが同時に発生すると
アラート電子メールをトリガするかを入力します。

メモ: Storage Manager は、しきい値アラートの電子メールを 24 時間おきに 1 件だけ送信できます。この 24 時間ごとのしき
い値アラート電子メールの件数を指定することはできません。

10. （オプション）Storage Center の推奨 チェックボックスにチェックを付けて、1 つまたは複数のボリュームを別の Storage Center に移動する 
Volume Advisor の推奨を生成するための定義を設定します。
• 推奨は、エラーしきい値を超えたときに生成されます。
• このチェックボックスは、Volume Advisor をサポートするしきい値定義でのみ利用できます。

11. Storage Manager がしきい値の定義を監視する時間を指定するには、次の手順を実行します。
a. 時間制約 チェックボックスにチェックを付けます。
b. 開始時間 フィールドに開始時間を入力します。
c. 終了時間 フィールドに終了時間を入力します。

12. Storage Manager がしきい値の定義を監視する曜日を指定するには、次の手順を実行します。
a. 曜日制約 チェックボックスにチェックを付けます。
b. しきい値の定義を監視する曜日のチェックボックスにチェックを付けます。
c. しきい値の定義を監視しない曜日のチェックボックスのチェックを外します。

13. OK をクリックして、しきい値の定義を作成します。
• すべてのオブジェクト チェックボックスにチェックを付けた場合は、しきい値の定義が作成され、しきい値の定義の作成）ダイアログボック

スが閉じられます。
• すべてのオブジェクト チェックボックスにチェックを付けなかった場合は、オブジェクトの追加 ダイアログボックスが表示されます。

14. オブジェクトの追加 ダイアログボックスで、しきい値の定義に割り当てるストレージオブジェクトを選択します。オブジェクトの作成後に、そのオ
ブジェクトをしきい値の定義に追加することができます。

15. 終了 をクリックします。

関連リンク
しきい値の定義へのストレージオブジェクトの割り当て
しきい値アラートの電子メール通知の設定
Volume Advisor の移動の推奨の設定

既存のしきい値の定義の表示
定義 タブでしきい値の定義を選択して、割り当てられたオブジェクト、現在のしきい値アラート、過去のしきい値アラートを表示します。

1. ビューペインで しきい値アラート をクリックして、しきい値アラート ウィンドウを表示します。
2. 定義 タブをクリックします。
3. 表示するしきい値の定義を選択します。定義 タブの最下部ペインにしきい値の定義が表示されます。
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また、次のタブが、定義 タブの最下部ペインに表示されます。

• 割り当て済みオブジェクト：選択したしきい値の定義に割り当てられたストレージオブジェクトを表示します。
• 現在のしきい値：選択したしきい値の定義に対して現在アクティブなしきい値アラートを表示します。
• 過去のしきい値：選択したしきい値の定義に対してアクティブでなくなった最近のしきい値アラートを表示します。

図 100. しきい値アラート定義 タブ

既存のしきい値の定義の編集
しきい値の定義を編集して、名前、通知設定、またはスケジュール設定を変更します。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. 定義 タブをクリックします。
3. 編集するしきい値の定義を選択し、最下部ペインで 設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. しきい値の定義の名前を変更するには、新しい名前を 名前 フィールドに入力します。
5. エラーしきい値アラートのしきい値と電子メール通知設定を変更するには、エラー設定 フィールドに新しい値を入力します。
6. 警告しきい値アラートのしきい値と電子メール通知設定を変更するには、警告設定 フィールドに新しい値を入力します。
7. 通知しきい値アラートのしきい値と電子メール通知設定を変更するには、通知設定 フィールドに新しい値を入力します。
8. Storage Manager がしきい値の定義を監視する時間を変更するには、次の手順を実行します。

• 時間制約 チェックボックスにチェックを付けるか、チェックを外して、時間制約を有効または無効にします。
• 時間制約 チェックボックスにチェックを付ける場合は、開始時間 フィールドに開始時間を入力し、終了時間 フィールドに終了時間を入

力します。
9. Storage Manager がしきい値の定義を監視する曜日を変更するには、次の手順を実行します。

• 曜日制約 チェックボックスにチェックを付けるか、チェックを外して、曜日制約の曜日を有効または無効にします。
• 曜日制約 チェックボックスにチェックを付ける場合は、しきい値の定義を監視する曜日のチェックボックスをオンにし、しきい値の定義を監

視しない曜日のチェックボックスをオフにします。
10. OK をクリックします。

しきい値の定義の削除
しきい値の定義は不要になった場合に削除することができます。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. 定義 タブをクリックします。
3. 削除するしきい値の定義を選択し、最下部ペインで 削除 をクリックします。オブジェクトの削除 ダイアログボックスが表示されます。
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4. OK をクリックします。

複数のしきい値の定義の削除
同時に複数のしきい値の定義を削除するには、複数のしきい値の定義を選択し、右クリックします。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. 定義 タブをクリックします。
3. Shift を押しながらクリックするか、Control を押しながらクリックして、複数のしきい値の定義を選択します。
4. 選択項目を右クリックし、削除 を選択します。オブジェクトの削除 ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックします。

しきい値の定義へのストレージオブジェクトの割り当て
しきい値の定義に対してオブジェクトを追加または削除することにより、しきい値の定義が監視するストレージオブジェクトを表示できます。

しきい値の定義へのストレージオブジェクトの割り当て
既存のしきい値の定義を使用して追加のストレージオブジェクトを監視する場合は、それらのオブジェクトを定義に追加します。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. 定義 タブをクリックします。
3. ストレージオブジェクトを割り当てるしきい値の定義を選択します。
4. 最下部ペインで オブジェクトの追加 をクリックします。オブジェクトの追加　ダイアログボックスが表示されます。

オブジェクトの追加 ダイアログボックスに表示されるストレージオブジェクトは、しきい値の定義のアラートオブジェクトタイプによって異なりま
す。

5. しきい値の定義に割り当てるストレージオブジェクトを選択します。
6. 終了 をクリックします。

しきい値の定義からのストレージオブジェクトの割り当て解除
しきい値の定義によるストレージオブジェクトの監視を停止するには、定義からオブジェクトを削除します。すべてのオブジェクト チェックボックスにチ
ェックが付いているしきい値の定義からは、ストレージオブジェクトを削除できません。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. 定義 タブをクリックします。
3. ストレージオブジェクトの割り当てを解除するしきい値の定義を選択します。
4. 割り当て済みオブジェクト タブをクリックします。
5. 割り当てを解除するストレージオブジェクトを右クリックし、削除 を選択します。オブジェクトの削除 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

ストレージオブジェクトへのしきい値の定義の割り当て
しきい値アラート ビューの代わりに、ストレージ ビューを使用して、ストレージオブジェクトにしきい値の定義を割り当てることができます。

Storage Center またはストレージオブジェクトに割り当てられたしきい値の定義の表示
ストレージオブジェクトを選択し、しきい値アラートの定義の設定 をクリックして、割り当てられたしきい値の定義を表示します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで Storage Center を選択します。
3. ストレージ タブをクリックします。
4. Storage Center に割り当てられたしきい値の定義を表示するには、次の手順に進みます。
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ストレージオブジェクトに割り当てられたしきい値の定義を表示するには、次のいずれかを選択します。

• ボリューム：割り当てられたしきい値の定義を表示するボリュームを選択します。
• サーバー：割り当てられたしきい値の定義を表示するボリュームを選択します。
• リモート Storage Center：割り当てられたしきい値の定義を表示するリモート Storage Center を選択します。
• ディスク：割り当てられたしきい値の定義を表示するディスクを選択します。
• ストレージプロファイル：割り当てられたしきい値の定義を表示するストレージプロファイルを選択します。

5. 右側のペインで、しきい値アラート定義の設定 をクリックします。しきい値アラート定義の設定 ダイアログボックスが表示されます。
選択したストレージオブジェクトの使用状況メトリックに割り当てられたしきい値の定義がダイアログボックスに表示されます。

ストレージオブジェクトへのしきい値の定義の割り当て
ストレージオブジェクトを選択し、しきい値アラートの定義の設定 をクリックしてしきい値の定義を割り当てます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで Storage Center を選択します。
3. サマリ タブ、ストレージ タブ、IO 使用状況 タブ、または チャート タブをクリックします。
4. Storage Center に割り当てられたしきい値の定義を表示するには、次の手順に進みます。

ストレージオブジェクトに割り当てられたしきい値の定義を表示するには、次のいずれかを選択します。

• ボリューム：割り当てられたしきい値の定義を表示するボリュームを選択します。
• サーバー：割り当てられたしきい値の定義を表示するボリュームを選択します。
• リモート Storage Center：割り当てられたしきい値の定義を表示するリモート Storage Center を選択します。
• ディスク：割り当てられたしきい値の定義を表示するディスクを選択します。
• ストレージプロファイル：割り当てられたしきい値の定義を表示するストレージプロファイルを選択します。

5. 右側のペインで、しきい値アラート定義の設定 をクリックします。しきい値アラート定義の設定 ダイアログボックスが表示されます。
6. 最上部のペインで、しきい値の定義を割り当てるストレージオブジェクト使用状況メトリックを選択します。
7. 最下部のペインで、使用状況メトリックに割り当てるしきい値の定義を選択します。
8. OK をクリックします。

関連リンク
しきい値の定義のセットアップ

コントローラまたは Storage Center へのしきい値の定義の割り当て
コントローラまたは Storage Center を選択し、しきい値アラート定義の設定 をクリックして、しきい値の定義を割り当てます。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで Storage Center を選択します。
3. ハードウェア タブをクリックします。
4. Storage Center に割り当てられたしきい値の定義を表示するには、次の手順に進みます。

ストレージオブジェクトに割り当てられたしきい値の定義を表示するには、ハードウェア タブのナビゲーションペインで次のいずれかのノードを選
択します。

• Storage Center 名：割り当てられたしきい値の定義を表示する Storage Center を選択します。
• コントローラ名：割り当てられたしきい値の定義を表示するコントローラを選択します。

5. 右側のペインで、しきい値アラート定義の設定 をクリックします。しきい値アラート定義の設定 ダイアログボックスが表示されます。
6. しきい値の定義を割り当てるストレージオブジェクト使用状況メトリックを選択します。

利用可能なしきい値定義 ペインに表示されるしきい値の定義は、選択した使用状況メトリックのタイプによって異なります。
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選択した使用状況メトリックに対応するしきい値の定義が存在しない場合は、しきい値の定義の作成 をクリックしてしきい値の定義を作成
します。

7. 使用状況メトリックに割り当てるしきい値の定義を選択します。
8. OK をクリックします。

関連リンク
しきい値の定義のセットアップ

しきい値の定義のしきい値アラートの表示
定義 タブを使用して、しきい値の定義の現在のしきい値アラートと過去のしきい値アラートを表示します。

しきい値の定義の現在のしきい値アラートの表示
しきい値の定義が 定義 タブで選択されている場合は、現在のしきい値アラート サブタブに、定義でアクティブなアラートが表示されます。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. 定義 タブをクリックします。
3. 表示するしきい値の定義を選択します。定義 タブの最下部ペインにしきい値の定義が表示されます。
4. 最下部ペインで 現在のしきい値アラート タブをクリックして、選択したしきい値の定義のアクティブなしきい値アラートを表示します。

しきい値の定義の過去のしきい値アラートの表示
しきい値の定義が 定義 タブで選択されている場合は、過去のしきい値アラート サブタブに、定義でアクティブなアラートが表示されます。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. 定義 タブをクリックします。
3. 表示するしきい値の定義を選択します。定義 タブの最下部ペインにしきい値の定義が表示されます。
4. 最下部ペインで 過去のしきい値アラート タブをクリックして、選択したしきい値の定義の過去のしきい値アラートを表示します。

しきい値アラートの表示と削除
管理対象の Storage Center の現在および過去のしきい値アラートは、アラート　タブに表示されます。
これらのアラートは、Storage Report レポート収集タスクが実行されるとアップデートされます。デフォルトでは、IO 使用状況およびレプリケーション
レポートの収集が 15 分おきに実行され、ストレージレポートの収集が毎日午前 0 時に実行されます。

関連リンク
Storage Center データ収集スケジュールの設定

現在と過去のしきい値アラートの表示
アラートタブに、現在アクティブなしきい値アラートと、アクティブでなくなった過去のしきい値アラートが表示されます。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. アラート タブをクリックします。

• 現在のしきい値アラート ペインに、選択した Storage Center で現在アクティブなすべてのしきい値アラートが表示されます。
• 過去のしきい値アラート ペインに、選択した Storage Center でアクティブでなくなったしきい値アラートが表示されます。

Storage Center 別のしきい値アラートのフィルタリング
デフォルトでは、すべての管理対象 Storage Center に対してアラートが表示されます。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. 接続性 タブをクリックします。
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3. Storage Center ペインを使用して、しきい値アラートのフィルタリングを Storage Center ごとに実行します。
• 単一の Storage Center に対するしきい値アラートを非表示にするには、目的の Storage Center のチェックボックスをオフにします。
• チェックボックスをオフにした Storage Center のしきい値アラートを表示するには、目的の Storage Center のチェックボックスをオンにしま

す。
• すべての Storage Center に対してしきい値アラートを非表示にするには、すべて選択解除 をクリックします。
• すべての Storage Center に対してしきい値アラートを表示にするには、すべて選択 をクリックします。

しきい値定義プロパティによるしきい値アラートのフィルタリング
アラートをトリガしたしきい値の定義のプロパティに基づいて、しきい値アラートをフィルタリングできます。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. アラート タブをクリックします。
3. フィルタ ペインを使用して、しきい値アラートをしきい値の定義のプロパティによってフィルタリングします。

• 表示されたしきい値アラートをタイプ（IO 使用状況、ストレージ、またはレプリケーション）でフィルタリングするには、フィルタタイプ チェッ
クボックスにチェックを付け、ドロップダウンメニューからタイプを選択します。

• フィルタタイプ チェックボックスを選択した場合は、アラートオブジェクトタイプでフィルタ チェックボックスにチェックを付けて、ドロップダウン
メニューから選択したストレージオブジェクトのタイプでしきい値アラートをフィルタリングできます。

• アラートオブジェクトタイプでフィルタ チェックボックスを選択した場合は、定義タイプでフィルタ チェックボックスにチェックを付けて、ドロッ
プダウンメニューから選択した使用状況メトリックでしきい値アラートをフィルタリングできます。

アラートを生成したしきい値の定義の表示
アラートを生成したしきい値の定義の詳細を参照する場合は、アラートから直接定義にアクセスできます。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. アラート タブをクリックします。
3. 現在または過去のしきい値アラートを右クリックし、定義に移動 を選択します。しきい値の定義 ウィンドウが表示され、アラートをトリガしたア

ラート定義が強調表示されます。

過去のしきい値アラートの削除
重要でなくなった過去のアラートは、削除することができます。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. アラート タブをクリックします。
3. 過去のしきい値アラート ペインで、削除する過去のアラートを選択します。
4. 選択したアラートを右クリックし、削除　を選択します。

Volume Advisor の移動の推奨の設定
Volume Advisor はボリュームを別の Storage Center へ移動することを推奨します。移動によってパフォーマンスが改善され、Storage Center で
のストレージの使用量が低減されます。Volume Advisor は、しきい値の定義を使用するよう設定されています。この定義により、エラーしきい値
を超えると、しきい値アラートとともに推奨事項が生成されます。ボリューム移動の推奨は、使用可能な Storage Center の現在の容量と過去の
パフォーマンスに基づいて計算されます。

Volume Advisor をサポートするしきい値の定義
4 つのタイプのしきい値の定義が、アラートと、1 つまたは複数のボリュームを移動する推奨をトリガできます。
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サポートされているしきい値の定義 しきい値アラートの推奨
Type（タイプ）警告オブジェクトタ

イプ
警告の定義

IO Usage（IO 
使用状況）

Storage Center FE IO/Sec
（FE KB/秒）

Storage Center のフロントエンド IO が、設定されたエラーしきい値を超えると、アラートに
よりボリュームを特定の Storage Center に移動することが推奨されます。

IO Usage（IO 
使用状況）

Volume（ボリュー
ム）

レイテンシ ボリュームのレイテンシが、設定されたエラーしきい値を超えると、アラートによりボリュームを
特定の Storage Center に移動することが推奨され、Live Volume を作成することにより
推奨に基づいてアクションを実行するオプションが表示されます。

IO Usage（IO 
使用状況）

コントローラ CPU Usage
（IO 使用状
況）

Storage Center コントローラの CPU 使用率が、設定されたアラートしきい値を超える
と、アラートによりボリュームを特定の Storage Center に移動することが推奨されます。

保管時 Storage Center Percent 
Used（使用
率）

Storage Center の使用容量の割合が、設定されたアラートしきい値を超えると、アラー
トによりボリュームを特定の Storage Center に移動することが推奨されます。

Volume Advisor の一般的な要件
Storage Center は、ボリューム移動の推奨で考慮すべき次の要件を満たす必要があります。

要件 説明
管理 Storage Center を Storage Manager に追加する必要があります。

メモ: ユーザーアカウントにマップされていない Storage Center は推奨として示されませんが、他
のユーザーに対して推奨として示されることがあります。

ライセンス （Storage Center 7.0 以前）Storage Center のライブボリューム用のライセンスが必要です。

Storage Center バージョン Storage Center は、元の Storage Center と同じバージョン（x.y）を実行している必要があります。

ティア 1 ディスクタイプ Storage Center のディスクタイプは、元の Storage Center と同じティア 1（7.2K、10K、15K、または Solid 
State Disk（SSD））である必要があります。

ボリュームレイテンシしきい値の定義の追加要件
元のボリュームおよび候補となる Storage Center は、次の追加要件を満たす必要があります。これらの要件は、ボリュームレイテンシのしきい値
定義によりトリガされるボリューム移動の推奨で考慮されるものです。
要件 説明
元のボリュームの設定 • このボリュームは、レプリケーション、ライブボリューム、Live Migrate の一部であってはなりません。

• このボリュームは、整合スナップショットプロファイルに関連付けすることはできません。

候補の Storage Center の設定 • Storage Center には、元のボリュームがマップされているサーバーに一致するサーバーオブジェクトがある
必要があります。

• 移動するボリュームのサイズを含める場合は、Storage Center の使用率が 80 % 未満である必要が
あります。

• 元のボリュームの IO/ 秒と Storage Center フロントエンドの IO/ 秒の合計が、事前に定義されたしき
い値を下回っている必要があります。

ボリュームの移動の推奨のタイプ
推奨には、ボリュームレイテンシのしきい値の定義によってトリガされるものと、そうでないものの 2 種類があります。いずれの場合も、1 つまたは複
数のボリュームを別の Storage Center に移動することが推奨されますが、ボリュームレイテンシによる推奨ではより詳細な情報と、推奨に基づい
て自動的にアクションを実行するオプションが提供されます。
どちらのタイプの推奨も、その推奨が含まれている現在のしきい値アラートから表示することができます。しきい値アラート ビューの アラート タブで
は、推奨が含まれている現在のしきい値アラートの 推奨 列に はい と表示されています。
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現在のしきい値アラートに含まれている推奨を表示するには、そのアラートを右クリックし、Storage Center の推奨 を選択して、Storage 

Center の推奨 ダイアログボックスを開きます。

ボリュームレイテンシに基づく推奨
ボリュームレイテンシを監視するしきい値の定義によって推奨がトリガされた場合、Storage Center の推奨 ダイアログボックスに、特定のボリュー
ムを特定の Storage Center に移動するよう促す推奨が表示されます。

図 101. Storage Center の推奨 ダイアログボックス

Storage Manager がボリュームレイテンシの増加の理由を特定した場合は、その理由が 推奨理由 フィールドに表示されます。推奨理由 は、一
度計算されると 24 時間アップデートされません。24 時間が経過してから推奨を表示すると、理由が再計算されます。Storage Manager が理
由を特定できない場合、理由は表示されません。

次の理由が表示されます。

• CPU：ボリュームをホストするコントローラの CPU 使用率が高いことを示します。
• IO 数：ボリュームをホストする Storage Center の IO が高いことを示します。
• ディスクレイテンシ：ボリュームにストレージを提供するディスクで、高レイテンシが発生しています。
• ティア 1 の容量：ボリュームをホストする Storage Center に対し、ティア 1 のストレージ容量が一杯またはほぼ一杯です。

ライブボリュームに変換して推奨される Storage Center に移動する または ボリュームを推奨される Storage Center に Live Migrate する 
リンクを使用すると、ライブボリュームへの変換または Live Migration で推奨される Storage Center に移動できるダイアログボックスが表示されま
す。

他のしきい値に基づいた推奨
Storage Center フロントエンド IO、Storage Center コントローラの CPU 使用状況、または Storage Center のストレージ使用率を監視するし
きい値の定義によって推奨がトリガされた場合は、推奨される Storage Center が Storage Center の推奨 ダイアログボックスに表示されます。
移動する特定のボリュームや 推奨理由 フィールドの値は指定されません。
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図 102. Storage Center の推奨 ダイアログボックス

ボリュームの移動の推奨のためのしきい値の定義の作成
Storage Center フロントエンド IO のレート、ボリュームレイテンシ、Storage Center コントローラの CPU 使用率、または Storage Center で使用
されているストレージの割合に基づいてボリューム移動を推奨するためのしきい値の定義を作成します。

Storage Center のフロントエンド IO を監視するしきい値の定義の作成
Storage Center フロントエンド IO が、エラーしきい値として設定された値を超えると、Storage Manager によりボリューム移動の推奨とともにしき
い値アラートがトリガされます。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. 定義 タブをクリックします。
3. しきい値の定義の作成 をクリックします。しきい値の定義の作成 ダイアログボックスが表示されます。
4. 名前 フィールドにしきい値定義の名前を入力します。
5. Storage Center フロントエンド IO を監視するしきい値定義を設定します。

a. タイプ ドロップダウンメニューから、IO 使用状況を選択します。
b. アラートオブジェクトタイプ ドロップダウンメニューから Storage Center を選択します。
c. アラート定義 ドロップダウンメニューから、FE IO/ 秒 を選択します。

6. （オプション）すべてのオブジェクト チェックボックスにチェックを付けて、すべての Storage Center にしきい値の定義を適用します。
7. それを超えるとボリューム移動の推奨とともにエラーしきい値アラートがトリガされる、1 秒あたりの IO 値を設定します。

a. エラー設定 フィールドに、超える必要がある 1 秒あたりの I/O のレートを入力します。
b. エラー設定 フィールドの横にある 電子メールを送信する前の回数 フィールドに、アラートをトリガするためにしきい値を超える回数を入

力します。
8. Storage Center の推奨 チェックボックスを選択します。
9. 他のオプションを必要に応じて設定します。これらのオプションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。
10. 完了したら OK をクリックします。

• すべてのオブジェクト チェックボックスにチェックを付けた場合は、しきい値の定義が作成され、しきい値の定義の作成）ダイアログボック
スが閉じられます。

• すべてのオブジェクト チェックボックスにチェックを付けなかった場合は、オブジェクトの追加 ダイアログボックスが表示されます。
11. しきい値の定義で監視する各 Storage Center のチェックボックスにチェックを付けて、完了 をクリックします。しきい値の定義の作成 ダイアロ

グボックスが閉じます。
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ボリュームのレイテンシを監視するしきい値の定義の作成
ボリュームのレイテンシが、エラーしきい値として設定された値を超えると、Storage Manager によりボリューム移動の推奨とともにしきい値アラート
がトリガされます。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. 定義 タブをクリックします。
3. しきい値の定義の作成 をクリックします。しきい値の定義の作成 ダイアログボックスが表示されます。
4. 名前 フィールドにしきい値定義の名前を入力します。
5. ボリュームのレイテンシを監視するしきい値の定義を設定します。

a. タイプ ドロップダウンメニューから、IO 使用状況を選択します。
b. アラートオブジェクトタイプ ドロップダウンメニューから ボリューム を選択します。
c. アラート定義 ドロップダウンメニューから レイテンシ を選択します。

6. （オプション）すべてのオブジェクト チェックボックスにチェックを付けて、しきい値の定義をすべてのボリュームに適用します。
7. ボリュームの移動の推奨とともにしきい値アラートをトリガするために超える必要があるボリュームレイテンシ値を設定します。

a. エラー設定 フィールドに、超える必要があるボリュームのレイテンシを入力します。
b. エラー設定 フィールドの横にある 電子メールを送信する前の回数 フィールドに、アラートをトリガするためにしきい値を超える回数を入

力します。
8. Storage Center の推奨 チェックボックスを選択します。
9. 他のオプションを必要に応じて設定します。これらのオプションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。
10. 完了したら OK をクリックします。

• すべてのオブジェクト チェックボックスにチェックを付けた場合は、しきい値の定義が作成され、しきい値の定義の作成）ダイアログボック
スが閉じられます。

• すべてのオブジェクト チェックボックスにチェックを付けなかった場合は、オブジェクトの追加 ダイアログボックスが表示されます。
11. 監視するボリュームを選択します。

a. テーブルで、ボリュームをホストする Storage Center を選択します。
b. テーブルの下で、ボリュームを選択する方法を選択します。

• しきい値の定義を Storage Center のすべてのボリュームに適用するには、Storage Center のすべてのボリューム を選択し、完了 
をクリックします。しきい値の定義が追加され、しきい値の定義の作成 ダイアログボックスが閉じます。

• しきい値の定義をボリュームフォルダ内のすべてのボリュームに適用するには、フォルダ / コンテナ内のすべてのボリューム を選択し、
次へ をクリックします。次のウィザードページが開き、ボリュームフォルダのテーブルが表示されます。

• しきい値の定義を Storage Center のボリュームに個別に適用するには、ボリュームの選択 を選択し、次へ をクリックします。次のウ
ィザードページが開き、ボリュームのテーブルが表示されます。

c. しきい値の定義を使って監視したい各ボリュームまたはボリュームフォルダのチェックボックスにチェックを付け、完了 をクリックします。しきい
値の定義が追加され、しきい値の定義の作成 ダイアログボックスが閉じます。

コントローラの CPU 使用率を監視するしきい値の定義の作成
Storage Center コントローラの CPU 使用率が、エラーしきい値として設定された値を超えると、Storage Manager によりボリューム移動の推奨と
ともにしきい値アラートがトリガされます。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. 定義 タブをクリックします。
3. しきい値の定義の作成 をクリックします。しきい値の定義の作成 ダイアログボックスが表示されます。
4. 名前 フィールドにしきい値定義の名前を入力します。
5. Storage Center コントローラの CPU 使用率を監視するしきい値の定義を設定します。

a. タイプ ドロップダウンメニューから、IO 使用状況を選択します。
b. アラートオブジェクトタイプ ドロップダウンメニューから コントローラ を選択します。
c. アラート定義 ドロップダウンメニューから CPU 使用率 を選択します。

6. （オプション）すべてのオブジェクト チェックボックスにチェックを付け、しきい値の定義をすべての Storage Center コントローラに適用します。
7. その値を超えるとボリューム移動の推奨とともにエラーしきい値アラートがトリガされる Storage Center コントローラ CPU 使用率を設定しま

す。
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a. エラー設定 フィールドに、超える必要がある CPU 使用率を入力します。
b. エラー設定 フィールドの横にある 電子メールを送信する前の回数 フィールドに、アラートをトリガするためにしきい値を超える回数を入

力します。
8. Storage Center の推奨 チェックボックスを選択します。
9. 他のオプションを必要に応じて設定します。これらのオプションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。
10. 完了したら OK をクリックします。

• すべてのオブジェクト チェックボックスにチェックを付けた場合は、しきい値の定義が作成され、しきい値の定義の作成）ダイアログボック
スが閉じられます。

• すべてのオブジェクト チェックボックスにチェックを付けなかった場合は、オブジェクトの追加 ダイアログボックスが表示されます。
11. 監視する Storage Center コントローラを選択します。

a. テーブルで、コントローラが属する Storage Center を選択します。
b. テーブルの下で、コントローラを選択する方法を次のように指定します。

• しきい値の定義を Storage Center のすべてのコントローラに適用するには、Storage Center のすべてのコントローラ を選択し、
完了 をクリックします。しきい値の定義が追加され、しきい値の定義の作成 ダイアログボックスが閉じます。

• しきい値の定義を Storage Center のコントローラに個別に適用するには、コントローラの選択 を選択し、次へ をクリックします。次
のウィザードページが開き、ボリュームのテーブルが表示されます。

c. しきい値の定義を使って監視したい各 Storage Center コントローラのチェックボックスにチェックを付け、完了 をクリックします。しきい値の
定義が追加され、しきい値の定義の作成 ダイアログボックスが閉じます。

Storage Center のストレージの使用割合を監視するしきい値の定義の作成
Storage Center ストレージの使用割合がエラーしきい値として設定された値を超えると、Storage Manager によりボリュームの移動の推奨ととも
にしきい値アラートがトリガされます。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. 定義 タブをクリックします。
3. しきい値の定義の作成 をクリックします。しきい値の定義の作成 ダイアログボックスが表示されます。
4. 名前 フィールドに、しきい値の定義の名前を入力します。
5. Storage Center のストレージの使用状況を監視するしきい値の定義を設定します。

a. タイプ ドロップダウンメニューから、ストレージ を選択します。
b. アラートオブジェクトタイプ ドロップダウンメニューから Storage Center を選択します。
c. アラート定義 ドロップダウンメニューで、使用割合 を選択します。

6. （オプション）すべてのオブジェクト チェックボックスにチェックを付けてしきい値の定義をすべての Storage Center に適用します。
7. ボリュームの移動の推奨とともにしきい値アラートをトリガするために超える必要があるストレージ使用割合を設定します。

a. エラー設定 フィールドに、超える必要があるストレージ使用率を入力します。
b. エラー設定 フィールドの横にある 電子メールを送信する前の回数 フィールドに、アラートをトリガするためにしきい値を超える回数を入

力します。
8. Storage Center 推奨 チェックボックスにチェックを付けます。
9. 他のオプションを必要に応じて設定します。これらのオプションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。
10. 完了したら OK をクリックします。

• すべてのオブジェクト チェックボックスにチェックを付けた場合は、しきい値の定義が作成され、しきい値の定義の作成）ダイアログボック
スが閉じられます。

• すべてのオブジェクト チェックボックスにチェックを付けなかった場合は、オブジェクトの追加 ダイアログボックスが表示されます。
11. しきい値の定義で監視する各 Storage Center のチェックボックスにチェックを付けて、完了 をクリックします。しきい値の定義の作成 ダイアロ

グボックスが閉じます。
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推奨に基づくボリュームの移動
ボリュームレイテンシを監視するしきい値の定義によって、ボリューム移動の推奨がトリガされた場合は、Live Volume または Live Migration を作
成すると、そのボリュームが自動的に移動します。Storage Center フロントエンド IO、Storage Center コントローラ の CPU 使用状況、または 
Storage Center でのストレージの使用率を監視するしきい値の定義によって推奨がトリガされた場合は、手動でボリュームを移動させます。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. アラート タブをクリックします。
3. 現在のしきい値アラート ペインで、ボリューム移動の推奨が含まれているしきい値アラートを検索します。推奨が含まれているアラートは、推

奨 列に はい が表示されます。
4. しきい値アラートを右クリックし、Storage Center の推奨 をクリックします。Storage Center の推奨 が開きます。

• ボリュームレイテンシを監視するしきい値の定義によって推奨がトリガされると、ダイアログボックスに Storage Center の推奨が表示され、
ユーザーは Live Volume または Live Migration を作成することでボリュームを移動できます。Storage Manager がボリュームレイテンシ
の増加の原因と思われる理由を特定すると、その理由が 推奨理由 フィールドに表示されます。

• Storage Center フロントエンド IO、Storage Center コントローラ の CPU の使用状況、または Storage Center でのストレージの使用
率を監視するしきい値の定義によって推奨がトリガされた場合は、推奨される Storage Center がダイアログボックスに表示されます。た
だし、移動する特定のボリュームは示されません。
推奨に基づいてアクションを実行するには、現在の Storage Center フィールドと 推奨される Storage Center フィールドに表示された 
Storage Center 名を記録します。

Live Volume を自動的に作成して、推奨事項に基づいてボリュームを移動する 
Storage Center の推奨 ダイアログボックスを使用して、推奨に基づいてボリュームを自動的に移動します。
このタスクについて

メモ: Live Volume を作成するオプションは、バージョン 7.0 以前を実行する Storage Center に対してのみ表示されます。

手順
1. Storage Center の推奨 ダイアログボックスで、Live Volume に変換して推奨される Storage Center に移動する をクリックします。Live 

Volume への変換 ダイアログボックスが開きます。
2. ボリュームに現在マップされているサーバーに、宛先ボリュームをマップします。

a. サーバ の横にある 変更 をクリックします。サーバの選択 ダイアログボックスが開きます。
b. 元のボリュームに現在マップされているサーバーを選択し、OK をクリックします。

3. 他の Live Volume オプションを必要に応じて設定します。これらのオプションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。
4. 作業が完了したら 完了 をクリックします。Live Volume が作成され、しきい値アラート ビューの アラート タブに戻ります。
5. Live Volume の同期後に役割をスワップし、推奨される Storage Center を Live Volume のプライマリにします。

a. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックし、Live Volumes タブをクリックします。
b. Live Volume が同期されるまで待ってから Live Volume を選択し、Live Volume のプライマリ Storage Center の交換 をクリックしま

す。確認のダイアログボックスが開きます。
c. OK をクリックして交換を確定します。

6. 推奨される Storage Center をボリュームの永久ホストにしたい場合は、Live Volume を削除し、セカンダリボリュームのリサイクル チェック
ボックスをオンにしてセカンダリボリューム（元のボリューム）をリサイクルします。
a. Live Volume を選択し、削除　をクリックします。オブジェクトの削除 ダイアログボックスが開きます。
b. レプリケーションへの変換 チェックボックスをクリアします。
c. セカンダリボリュームのリサイクル チェックボックスにチェックを付けます。
d. OK をクリックします。

推奨に基づくボリュームの自動 Live Migrate

Storage Center の推奨 ダイアログボックスを使用し、推奨に基づいて Live Migration を自動的に作成します。
このタスクについて

メモ: Live Migration を作成するオプションは、バージョン 7.1 以降を実行している Storage Center にのみ表示されます。
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手順
1. Storage Center の推奨 ダイアログボックスで、推奨 Storage Center へのボリュームの Live Migration をクリックします。Live Migration 

の作成 ダイアログボックスが開きます。
2. （オプション） Live Migration のデフォルト設定を変更します。

• レプリケーションの属性 領域で、レプリケーションの動作方法を決定するオプションを設定します。
• 宛先ボリュームの属性 領域で、宛先ボリュームのストレージオプションを設定し、宛先ボリュームをサーバにマッピングします。
• Live Migration 属性 領域で、自動役割スワップを有効または無効にします。役割の自動スワップが有効になっている場合、Live 

Migrate はボリュームが同期されるとすぐに役割をスワップします。無効の場合には、ボリュームの同期後にいつでも手動で役割をスワップ
できます。

3. 作成 をクリックします
Live Migration は、宛先 Storage Center へのボリュームの移行を開始します。

推奨に基づいたボリュームの手動による移動
しきい値アラートによりボリュームを別の Storage Center に移動することが推奨されているが、特定のボリュームへの移動が推奨されていない場
合は、移動するボリュームを決定し、ボリュームを移動する Live Volume を手動で作成します。
このタスクについて

メモ: この方法は、バージョン 7.0 以前を実行している Storage Center のボリュームを移動する唯一の方法です。バージョン 7.１ 以
降を実行しているその他の Storage Center でボリュームを移動するには、Live Migration を作成します。Live Migration の作成の
詳細については、「単一のボリュームのための Live Migration の作成」を参照してください。

手順
1. 現在の Storage Center によってホストされているボリュームを調べ、推奨される Storage Center に移動するボリュームを決定します。
2. Live Volume に移動する各ボリュームを変換します。

• 変換先として推奨される Storage Center を使用します。
• ボリュームに現在マップされているサーバーに、宛先ボリュームをマップします。

3. Live Volume の同期後に役割をスワップし、推奨される Storage Center を Live Volume のプライマリにします。
a. レプリケーションと Live Volume ビューをクリックし、Live Volumes タブをクリックします。
b. Live Volume が同期されるまで Live Volume が待機することを確認し、その後 Live Volume を選択し、Live Volume のプライマリ 

Storage Center の交換 をクリックします。確認のダイアログボックスが表示されます。
c. OK をクリックして交換を確定します。

4. 推奨される Storage Center をボリュームの永久ホストにすることを決定した場合は、Live Volume を削除し、セカンダリボリューム（元のボリ
ューム）をリサイクルします。
a. Live Volume を選択し、削除 をクリックします。オブジェクトの削除 ダイアログボックスが表示されます。
b. レプリケーションへの変換 チェックボックスをクリアします。
c. セカンダリボリュームのリサイクル チェックボックスにチェックを付けます。
d. OK をクリックします。

しきい値アラートデータのファイルへのエクスポート
しきい値アラートデータは、CSV、テキスト、Excel、HTML、XML、または PDF にエクスポートできます。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. しきい値アラート ペインで しきい値アラートの保存 をクリックします。  しきい値アラートの保存 ダイアログボックスが表示されます。
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図 103. しきい値アラートの保存 ダイアログボックス

3. アクティブなしきい値アラートをエクスポートするには、現在のしきい値アラート チェックボックスにチェックを付けます。
4. 過去のしきい値アラートをエクスポートするには、過去のしきい値アラート チェックボックスにチェックを付けます。
5. 出力するファイル形式（CSV、テキスト、Excel、HTML、XML、または PDF）を選択します。
6. 参照 をクリックして、ファイルの名前とファイルをエクスポートする場所を指定し、保存 をクリックします。
7. OK をクリックします。

しきい値アラートの電子メール通知の設定
しきい値アラートの電子メール通知を受信するには、Data Collector に対して SMTP サーバーを設定し、お使いのユーザーアカウントに電子メー
ルアドレスを追加し、しきい値アラート イベントに対して電子メール通知を有効にします

メモ: Storage Manager は、しきい値アラートの電子メールを 24 時間おきに 1 件だけ送信できます。この 24 時間ごとのしきい値アラ
ート電子メールの件数を指定することはできません。

SMTP サーバの設定
Storage Manager が通知電子メールを送信できるよう SMTP サーバーを設定する必要があります。

1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、Data Collector 設定の編集 をクリックします。Data Collector 設定の編集 ダイアログ
ボックスが開きます。

2. SMTP サーバ タブをクリックします。
3. 次の手順を実行して、SMTP サーバーを設定します。

a. 送信元電子メールアドレス フィールドに、Data Collector からの電子メールの送信者として表示する電子メールアドレスを入力します。
b. ホストまたは IP アドレス フィールドに、SMTP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。
c. SMTP サーバーのポート番号が 25 でない場合、適切なポート番号を ポート フィールドに入力します。
d. SMTP サーバで認証が必要な場合は、認証 チェックボックスをオンにし、ユーザー名とパスワードをそれぞれ SMTP ユーザー名 フィール

ドと SMTP ユーザーパスワード フィールドに入力します。
4. OK をクリックします。

ユーザーアカウントの電子メールアドレスの設定
電子メール通知を受信するには、アカウントの電子メールアドレスを指定する必要があります。
前提条件
Data Collector に対して SMTP サーバーの設定を行う必要があります。これらの設定が行われていない場合、Data Collector は電子メールを
送信できません。

手順
1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。全般 タブが開きます。
2. 現在のユーザーの電子メールアドレスを 電子メールアドレス フィールドに入力します。
3. 電子メール形式 ドロップダウンメニューから、現在のユーザーに対する電子メールの形式を選択します。
4. テストメッセージを電子メールアドレスに送信するには、電子メールのテスト をクリックし、OK をクリックします。
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テストメッセージが、指定された電子メールアドレスに送信されたことを確認します。
5. OK をクリックします。

関連リンク
SMTP サーバの設定

ユーザーアカウントの電子メール通知の設定
監視するイベントについて、お使いのアカウントに Storage Manager から電子メール通知が送信されるよう設定されていることを確認します。
前提条件
• Data Collector に対して SMTP サーバーの設定を行う必要があります。これらの設定が行われていない場合、Data Collector は電子メール

を送信できません。
• ユーザーアカウントの電子メールアドレスを設定する必要があります。

手順
1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。全般 タブが開きます。
2. イベントの管理 タブをクリックします。
3. 通知を受ける各イベントのチェックボックスにチェックを付けます。
4. OK をクリックします。

関連リンク
SMTP サーバの設定
ユーザーアカウントの電子メールアドレスの設定

しきい値クエリの実行
しきい値クエリを使用すると、しきい値の基準に基づいて履歴データを問い合わせることができます。たとえば、Storage Center で IO の使用が急
増した場合、しきい値クエリを作成して、そのイベントを検出したしきい値定義の設定を調べます。
必要なしきい値の設定が見つかったら、それらの設定を使用して、Storage Center を自動的に監視するしきい値の定義を作成できます。

図 104. しきい値アラート タブ
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保存済みクエリの表示
保存されたしきい値クエリは 保存済みクエリ ペインに表示されます。パブリッククエリはすべての Storage Manager ユーザーが表示でき、パーソナ
ルクエリはそれを作成したユーザーのみが表示できます。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. クエリ タブをクリックします。クエリ タブが表示されます。

パブリックおよびパーソナルクエリが、保存済みクエリ ペインに表示されます。
3. 保存済みクエリのリストを更新するには、しきい値アラート ペインの 更新 をクリックします。

しきい値クエリの作成
しきい値クエリを作成して、過去のデータに対してしきい値の定義の設定をテストします。新しいクエリはすぐに実行したり、将来の使用のために保
存したりできます。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. クエリ タブをクリックします。クエリ タブが表示されます。
3. クエリフィルタ値の保存 ペインで次の手順を実行します。

a. 新規 をクリックします。新規 ボタンがグレー表示されている場合は、手順 b に進みます。
b. クエリの名前を 名前 フィールドに入力します。
c. パブリック チェックボックスをオンまたはオフにして、他の Storage Manager のユーザーがクエリを使用できるようにするかどうかを指定しま

す。デフォルトでは、新しいクエリはパーソナルクエリであり、他のユーザーは使用できません。
4. クエリフィルタ ペインで次の手順を実行します。

a. クエリがすべての Storage Center に対するものか、特定の Storage Center に対するものかを選択します。
• クエリに対してすべての Storage Center を選択するには、すべての Storage Center チェックボックスを選択します。
• クエリに対して特定の Storage Center を選択するには、すべての Storage Center チェックボックスをオフにし、ドロップダウンメニュー

から Storage Center を選択します。
b. 最初の 定義 ドロップダウンメニューから、作成するクエリのタイプを選択します。
c. 2 番目の 定義 ドロップダウンメニューから、クエリを実行するストレージオブジェクトのタイプを選択します。

利用可能なストレージオブジェクトは、手順 b で選択したクエリのタイプによって異なります。
d. 3 番目の 定義 ドロップダウンメニューから、クエリを実行する使用状況メトリックのタイプを選択します。

利用可能なしきい値メトリックは、手順 b で選択したクエリのタイプと c で選択したオブジェクトのタイプによって異なります。
e. 開始時間 ドロップダウンメニューから、データのクエリを実行する時間を選択します。
f. 使用状況メトリックが到達する必要があるしきい値を しきい値 フィールドに入力します。
g. 使用状況メトリックがしきい値に到達する必要がある回数を指定するには、回数 フィールドに値を入力します。

発生した結果のみを順番に返すには、連続発生回数 チェックボックスにチェックを付けます。
5. しきい値クエリを実行または保存します。

• 将来使用するためにクエリを保存するには、名前を付けて保存 をクリックします。保存済みクエリ タブにしきい値のクエリが表示されま
す。

• クエリを実行するには 実行 をクリックします。クエリの結果は、クエリ タブの最下部にある クエリ結果 ペインに表示されます。

保存されたしきい値クエリの実行
保存されたクエリを変更せずに実行したり、保存されたクエリを土台として使用し、必要に応じて変更したりできます。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. クエリ タブをクリックします。クエリ タブが表示されます。

パブリックおよびパーソナルクエリが、Saved Queries（保存済みクエリ）ペインに表示されます。
3. 保存済みクエリ ペインで、実行するクエリをダブルクリックします。
4. 実行 をクリックします。クエリ結果 ペインにクエリの結果が表示されます。
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しきい値クエリの結果のエクスポート
しきい値クエリ結果は、CSV、テキスト、Excel、HTML、XML、または PDF にエクスポートできます。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. クエリ タブをクリックします。クエリ タブが表示されます。

パブリックおよびパーソナルクエリが、Saved Queries（保存済みクエリ）ペインに表示されます。
3. 保存されたクエリ ペインからクエリを選択するか、新しいクエリを作成します。
4. 実行 をクリックします。
5. 結果の保存 をクリックします。結果の保存 ダイアログボックスが表示されます。
6. 出力するファイル形式（CSV（.csv）、テキスト（.txt）、Excel（.xls）、HTML（.htm）、XML（.xml）、または PDF（.pdf））を選択しま

す。
7. 参照 をクリックして、ファイル名とファイルを保存する場所を指定します。
8. OK をクリックします。クエリの結果がエクスポートされます。

関連リンク
しきい値の定義の作成
しきい値クエリの作成

保存済みしきい値クエリの編集
フィルタ設定を変更する場合は、保存済みしきい値クエリを変更します。

1. しきい値アラート ビューをクリックします。
2. クエリ タブをクリックします。クエリ タブが表示されます。

パブリックおよびパーソナルクエリが、保存済みクエリ ペインに表示されます。
3. 保存済みクエリ ペインで、編集するクエリをダブルクリックします。
4. 必要に応じて、クエリフィルタ 領域でオプションを変更します。

クエリへの変更を取り消し、クエリの保存された値を表示するには、元に戻す をクリックします。
5. クエリを保存します。

• クエリの名前が変更された場合は、保存 をクリックしてクエリの名前を新しい名前に変更するか、名前を付けて保存 をクリックしてクエリ
のコピーを新しい名前で保存します。

• クエリフィルタ値のみが変更された場合は、保存 をクリックしてクエリへの変更を保存します。

関連リンク
しきい値クエリの作成
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Storage Center レポート
ユーザーは、レポート機能を使用して、Storage Manager によって生成された Storage Center レポートおよび Chargeback レポートを表示でき
ます。

Chargeback レポート
Chargeback レポートに表示される情報には、各部門への請求金額の合計と、従来の SAN と比較して Storage Center の使用により節約さ
れた費用およびストレージ容量が含まれます。Chargeback レポートは PDF 形式であり、Chargeback ビューに表示できるのと同じデータを提供
します。
Chargeback レポートでは、次のタブを使用できます。

• Chargeback：選択した Chargeback 実行について、各部門へのすべての請求金額合計を表示します。
• Chargeback の節約：従来の SAN と比較した、Storage Center を使用して実現される推定節約費用およびストレージ節約容量を表示

します。

関連リンク
Storage Center Chargeback

Storage Center 自動レポート
Storage Center 自動レポートに表示される情報は、レポートの生成頻度や自動レポートの設定によって異なります。
次の表に、Storage Center レポートタイプとこれらに含めることができるタブを示します。

レポートタイプ 説明
毎日 毎日の終わりに生成され、次のタブに Storage Center 情報を表示するレポート。

• Volume Storage（ボリュームストレージ）：ボリュームストレージ統計情報を表示します。
• Replications（レプリケーション）：ボリュームレプリケーションに関する情報を表示します。
• アラート：Storage Center アラートを表示します。

毎週 毎週の終わりに生成され、次のタブに Storage Center 情報を表示するレポート。
• Disk Class（ディスククラス）：各ディスククラスのストレージ容量に関する情報を表示します。
• ディスクの電源オン時間：各ディスクの電源投入時間に関する情報を表示します。
• Volume Storage（ボリュームストレージ）：ボリュームストレージ統計情報を表示します。
• Replications（レプリケーション）：ボリュームレプリケーションに関する情報を表示します。
• アラート：Storage Center アラートを表示します。
• Storage Center の概要：Storage Center のストレージ容量とストレージオブジェクトの数に関する情

報を表示します。

毎月 毎月の終わりに生成され、次のタブに Storage Center 情報を表示するレポート。
• Disk Class（ディスククラス）：各ディスククラスのストレージ容量に関する情報を表示します。
• ディスクの電源オン時間：各ディスクの電源投入時間に関する情報を表示します。
• Volume Storage（ボリュームストレージ）：ボリュームストレージ統計情報を表示します。
• Replications（レプリケーション）：ボリュームレプリケーションに関する情報を表示します。
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レポートタイプ 説明
• Storage Center の概要：Storage Center のストレージ容量とストレージオブジェクトの数に関する情

報を表示します。

レポートの表示
レポート ビューには、Storage Center 自動レポートと チャージバックレポートを表示できます。

Storage Center 自動レポートの表示
Storage Center レポートの内容は、Data Collector の自動レポート設定で指定されます。

1. レポート ビューをクリックします。自動レポート タブが表示され、表示できるすべての Storage Center レポートと Chargeback レポートが示さ
れます。

2. 個々の Storage Center のレポートを表示するには、レポート ペインで Storage Center の隣にあるプラス記号（+）をクリックします。表示
される各レポートの名前は次の 2 つの部分から構成されます。
• 名前の最初の部分は、レポートの生成頻度を示す Daily（毎日）、Weekly（毎週）、または Monthly（毎月）を示します。
• 名前の 2 番目の部分は、レポートが生成された日時を示します。

たとえば、2013 年 6 月 1 日の日次レポートの名前は次のようになります。Daily - 06/1/2013 23:56:02

図 105. Storage Center 自動レポート

3. Reports（レポート）ペインに表示するレポートを選択するか、Automated Reports（自動レポート）タブで表示するレポートをダブルクリ
ックします。
表示されるレポートタブは、レポートが Daily（毎日）レポートであるか、Weekly（毎週）レポートであるか、または Monthly（毎月）レポ
ートであるかによって異なります。

関連リンク
自動レポート生成の設定
Storage Center 自動レポート

チャージバックレポートの表示
チャージバックレポート PDF は レポート ビューで参照できます。チャージバックビューには、チャージバックデータも表示されます。
前提条件
• チャージバックは有効にする必要があります。
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• チャージバックおよび チャージバック Savings レポートは、Data Collector の自動レポート設定で有効にする必要があります。

手順
1. レポート ビューをクリックします。自動レポート タブが表示され、表示できるすべての Storage Center レポートと チャージバックレポートが示さ

れます。
2. チャージバックレポートのみを表示するには、チャージバックフォルダの隣にあるプラス記号（+）をクリックします。各レポートの名前は、テキス

ト チャージバックとそれに続くレポート生成日時によって構成されます。
たとえば、2013 年 6 月 12 日の日次レポートの名前は次のようになります。Chargeback - 06/12/2013 23:15:00

図 106. チャージバックレポート

3. レポート ペインに表示するレポートを選択するか、自動レポート タブで表示するレポートをダブルクリックします。

関連リンク
Chargeback レポート
自動レポート生成の設定
Chargeback の実行結果の表示

レポートの使用
レポートのリストを更新し、レポートオプションを使用してレポートを移動、印刷、保存、および削除できます。

レポートのリストの更新
レポートのリストを更新して、自動または手動で生成された新しいレポートを表示します。

1. Reports（レポート）ビューをクリックします。
2. レポート ペインの  更新 アイコンをクリックします。

レポートのページ間の移動
次へ または 前へ ボタンを使用してレポート内で前後に移動します。特定のページにジャンプする場合は、ページ番号を入力します。

1. レポート ビューをクリックします。
2. レポート ペインから、表示するレポートを選択します。
3. 次のアクションを実行して、レポートのページ間を移動します。

• レポートの特定のページを表示するには、ページ番号 フィールドにページ番号を入力し、  Enter を押します。
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• レポートの次のページを表示するには、次へ をクリックします。 。
• レポートの前のページを表示するには、前へ をクリックします。 。

レポートの印刷
最良の結果を得るために、レポートを横方向で印刷してください。

1. Reports（レポート）ビューをクリックします。
2. Reports（レポート）ペインから、印刷するレポートを選択します。
3. 印刷 をクリックします。 印刷 ダイアログボックスが表示されます。
4. Name（名前）ドロップダウンメニューから、使用するプリンタを選択します。
5. OK をクリックします。レポートが、選択されたプリンタで印刷されます。

クライアントのコンピュータへのレポートの保存
コンピュータまたはネットワーク共有に PDF 形式のレポートを保存できます。

1. Reports（レポート）ビューをクリックします。
2. Reports（レポート）ペインから、印刷するレポートを選択します。
3. 保存 をクリックします。 ファイルの選択 ダイアログボックスが表示されます。
4. PDF ファイルを保存する場所を選択し、File name（ファイル名）フィールドにファイルの名前を入力します。
5. OK をクリックします。レポートは PDF 形式で保存されます。

レポートの削除
レポートが不要になった場合は、レポートを手動で削除できます。

1. Reports（レポート）ビューをクリックします。
2. レポート ペインから、削除するレポートを選択します。複数のレポートを選択するには、Shift キーまたは Ctrl キーを押しながらレポートを選

択します。
3. 選択したレポートを右クリックし、削除 を選択します。オブジェクトの削除 ダイアログボックスが表示されます。
4. OK をクリックします。選択したレポートが削除されます。

自動レポート生成の設定
自動レポートの設定は、すべての Storage Center に対してグローバルに行ったり、個々の Storage Center に対してカスタマイズしたりできます。

• グローバル自動レポート設定は、Data Collector 設定の編集 ダイアログボックスの 自動レポート タブで定義されます。
• 個々の Storage Center の自動レポート設定は、選択した Storage Center の 設定の編集 ダイアログボックスの 自動レポート タブで定義

されます。

レポート ビューに自動レポートを表示する以外に、Storage Manager がユーザーに自動レポートを電子メールで送信したり、パブリックディレクトリ
に自動レポートを保存したりするよう設定できます。

すべての Storage Center 向けの自動レポートのセットアップ（グローバル設定）

管理対象のすべての Storage Center に対して同じレポート設定を使用する場合は、Data Collector の自動レポート設定を指定します。最初
にグローバル設定を指定し、必要に応じて個々の Storage Center のレポート設定をカスタマイズします。

1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、Data Collector 設定の編集 をクリックします。
2. 自動レポート タブをクリックします。
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図 107. 自動レポート タブ

3. 自動レポート設定 領域のチェックボックスにチェックを付けて、次のレポートを生成する頻度を指定します。
• Storage Center の概要 – 毎週 チェックボックスまたは 毎月 チェックボックス（あるいはその両方）にチェックを付けます。
• ディスククラス – 毎週 チェックボックスまたは毎月 チェックボックス（あるいはその両方）にチェックを付けます。
• ディスクの電源オン時間 - 毎週 チェックボックスまたは毎月 チェックボックス（あるいはその両方）にチェックを付けます。
• アラート – 毎日 チェックボックスまたは 毎週 チェックボックス（あるいはその両方）にチェックを付けます。
• ボリュームストレージ – 毎日 チェックボックス、毎週 チェックボックス、または 毎月 チェックボックス（あるいその組み合わせ、またはすべて）

にチェックを付けます。
• レプリケーション – 毎日 チェックボックス、毎週 チェックボックス、または 毎月 チェックボックス（あるいその組み合わせ、またはすべて）に

チェックを付けます。
4. 自動表レポート設定 領域でチェックボックスにチェックを付け、生成するレポートとレポートを生成する頻度を指定します。

メモ: 自動表レポートは、パブリックディレクトリに保存したり、自動電子メールに添付したりできますが、レポートビューには表示さ
れません。

a. IO レポート 領域で 頻度 チェックボックスにチェックを付けて、レポートの生成頻度を決定し、レポートタイプ チェックボックスにチェックを付
けて生成するレポートを決定します。

b. ストレージレポート 領域で 頻度 チェックボックスにチェックを付けてレポートの生成頻度を決定し、ボリュームレポートタイプ チェックボッ
クス、サーバーレポートタイプ チェックボックス、および ディスクレポートタイプ チェックボックスのいずれかにチェックを付けて生成するレポ
ートを決定します。

5. チャージバック自動レポート設定 領域のチェックボックスにチェックを付け、生成する チャージバックレポートタイプを指定します。
• チャージバック – このチェックボックスにチェックを付け、毎日の終わりにチャージバックレポートを生成します。
• チャージバックの節約 – このチェックボックスにチェックを付け、毎日の終わりにチャージバックの節約レポートを生成します。

6. パブリックディレクトリにレポートをエクスポートするには、パブリックディレクトリにレポートを保存 チェックボックスにチェックを付け、ディレクトリ 
フィールドに完全パスを入力します。

メモ: このディレクトリは、Data Collector と同一のサーバー上に存在する必要があります。
7. レポートの生成時に Data Collector がレポートを電子メールで送信するよう設定するには、次の手順を実行します。

• 自動レポートを電子メールに添付 チェックボックスにチェックを付け、自動レポート設定 領域のレポートを電子メールで送信します。
• 表レポートを電子メールに添付 チェックボックスにチェックを付け、自動表レポート設定領域のレポートを電子メールで送信します。

メモ: Storage Manager は、ユーザープロパティ で指定されたメールアドレスに電子メールを送信します。

8. 自動表レポート設定 領域で、エクスポートし、電子メールで送信するレポートのファイル形式を指定するには、使用するファイル形式のラジ
オボタンを選択します。

9. OK をクリックします。
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関連リンク
チャージバックの設定またはチャージバック設定の変更
電子メールによるレポートのための Storage Manager の設定

個々の Storage Center の自動レポートのセットアップ
デフォルトでは、Storage Center が Data Collector に対して指定されたグローバル自動レポート設定を使用するよう設定されます。Storage 
Center のさまざまなレポート設定を使用する場合は、Storage Center プロパティで自動レポート設定を指定できます。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
4. 自動レポート タブをクリックします。
5. Storage Center にグローバル自動レポート設定を使用 チェックボックスのチェックを外します。
6. 自動レポート設定 領域のチェックボックスにチェックを付けて、次のレポートを生成する頻度を指定します。

• Storage Center の概要 – 毎週 チェックボックスまたは 毎月 チェックボックス（あるいはその両方）にチェックを付けます。
• ディスククラス – 毎週 チェックボックスまたは毎月 チェックボックス（あるいはその両方）にチェックを付けます。
• ディスクの電源オン時間 - 毎週 チェックボックスまたは毎月 チェックボックス（あるいはその両方）にチェックを付けます。
• アラート – 毎日 チェックボックスまたは 毎週 チェックボックス（あるいはその両方）にチェックを付けます。
• ボリュームストレージ – 毎日 チェックボックス、毎週 チェックボックス、または 毎月 チェックボックス（あるいその組み合わせ、またはすべて）

にチェックを付けます。
• レプリケーション – 毎日 チェックボックス、毎週 チェックボックス、または 毎月 チェックボックス（あるいその組み合わせ、またはすべて）に

チェックを付けます。
7. Automated Table Report Settings（自動表レポート設定）領域のチェックボックスにチェックを付け、レポートを生成する頻度と生成する

レポートタイプを指定します。
• IO レポート – ボリューム、サーバ、およびディスクの IO 使用状況レポート。

– 頻度 – 毎日 チェックボックス、毎週 チェックボックス、または 毎月 チェックボックス（あるいその組み合わせ、またはすべて）にチェックを
付けます。

– レポートタイプ – 最もアクティブなボリューム チェックボックス、最もアクティブなサーバ　チェックボックス、または 最もアクティブな
ディスク　チェックボックス（あるいその組み合わせ、またはすべて）にチェックを付けます。

• ストレージレポート – ボリューム、サーバ、およびディスクのストレージレポート。

– 頻度 – 毎日 チェックボックス、毎週 チェックボックス、または 毎月 チェックボックス（あるいその組み合わせ、またはすべて）にチェックを
付けます。

– ボリュームレポートタイプ – ボリューム チェックボックス、ボリュームフォルダ チェックボックス、または ボリューム拡張 チェックボックス
（あるいその組み合わせ、またはすべて）にチェックを付けます。

– サーバレポートタイプ – サーバ チェックボックスまたは サーバフォルダ チェックボックス（あるいはその両方）にチェックを付けます。
– ディスクレポートタイプ – ディスク チェックボックス、ディスクフォルダ チェックボックス、ディスククラス チェックボックス、または ディスク

ティア チェックボックス（あるいその組み合わせ、またはすべて）にチェックを付けます。
8. OK をクリックします。

自動レポート設定のテスト
レポートが自動的に生成されるの待たずに、レポートを手動で生成して、設定された自動レポート設定をテストできます。デフォルトでは、Storage 
Manager によって、レポートが生成された日付が名前として指定されたフォルダにレポートが生成されます。

1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、Data Collector 設定の編集 をクリックします。
2. 自動レポート タブをクリックします。
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3. ペインの最下部にスクロールし、今すぐレポートを生成 をクリックします。レポートの生成 ダイアログボックスが開きます。
4. 生成するレポートのチェックボックスにチェックを付けます。

• 日次レポートを生成するには、Generate Daily Reports（日次レポートの生成）チェックボックスにチェックを付けます。
• 週次レポートを生成するには、Generate Weekly Reports（週次レポートの生成）チェックボックスにチェックを付けます。
• 月次レポートを生成するには、Generate Monthly Reports（月次レポートの生成）チェックボックスにチェックを付けます。

5. Generate Reports Now（今すぐレポートを生成）をクリックする前に Automated Reports（自動レポート）タブで設定の変更を行った
場合は、Save current report settings before generating reports（レポートを生成する前に現在のレポート設定を保存）チェックボッ
クスにチェックが付いていることを確認します。

6. OK をクリックします。レポートが生成され、レポートの生成 ダイアログボックスが閉じられます。

メモ: レポートを生成すると、その日のフォルダ内の以前に生成されたレポートが上書きされます。レポートが上書きされることを回
避するには、自動レポート タブの 自動レポートオプション 領域から別のディレクトリを選択します。

7. OK をクリックします。

電子メールによるレポートのための Storage Manager の設定
Storage Manager は電子メールで自動レポート PDF を送信できます。電子メールレポートを受信するには、Data Collector の SMTP サーバー
を設定し、ユーザーアカウントに電子メールアドレスを追加して、新しい自動レポート イベントに対して通知電子メールを有効にします。

SMTP サーバの設定
Storage Manager が通知電子メールを送信できるよう SMTP サーバーを設定する必要があります。

1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、Data Collector 設定の編集 をクリックします。Data Collector 設定の編集 ダイアログ
ボックスが開きます。

2. SMTP サーバ タブをクリックします。
3. 次の手順を実行して、SMTP サーバーを設定します。

a. 送信元電子メールアドレス フィールドに、Data Collector からの電子メールの送信者として表示する電子メールアドレスを入力します。
b. ホストまたは IP アドレス フィールドに、SMTP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。
c. SMTP サーバーのポート番号が 25 でない場合、適切なポート番号を ポート フィールドに入力します。
d. SMTP サーバで認証が必要な場合は、認証 チェックボックスをオンにし、ユーザー名とパスワードをそれぞれ SMTP ユーザー名 フィール

ドと SMTP ユーザーパスワード フィールドに入力します。
4. OK をクリックします。

ユーザーアカウントの電子メールアドレスの設定
電子メール通知を受信するには、アカウントの電子メールアドレスを指定する必要があります。
前提条件
Data Collector に対して SMTP サーバーの設定を行う必要があります。これらの設定が行われていない場合、Data Collector は電子メールを
送信できません。

手順
1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。全般 タブが開きます。
2. 現在のユーザーの電子メールアドレスを 電子メールアドレス フィールドに入力します。
3. 電子メール形式 ドロップダウンメニューから、現在のユーザーに対する電子メールの形式を選択します。
4. テストメッセージを電子メールアドレスに送信するには、電子メールのテスト をクリックし、OK をクリックします。

テストメッセージが、指定された電子メールアドレスに送信されたことを確認します。
5. OK をクリックします。

関連リンク
SMTP サーバの設定
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ユーザーアカウントの電子メール通知の設定
監視するイベントについて、お使いのアカウントに Storage Manager から電子メール通知が送信されるよう設定されていることを確認します。
前提条件
• Data Collector に対して SMTP サーバーの設定を行う必要があります。これらの設定が行われていない場合、Data Collector は電子メール

を送信できません。
• ユーザーアカウントの電子メールアドレスを設定する必要があります。

手順
1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。全般 タブが開きます。
2. イベントの管理 タブをクリックします。
3. 通知を受ける各イベントのチェックボックスにチェックを付けます。
4. OK をクリックします。

関連リンク
SMTP サーバの設定
ユーザーアカウントの電子メールアドレスの設定
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40
Storage Center Chargeback
Chargeback は、ストレージの消費を監視し、データストレージの部門別の運用コストを計算します。Chargeback は、割り当てられた容量または
設定された容量に基づいて、ストレージに対する課金を行うように設定できます。コストが割り当てられた容量に基づく場合は、Chargeback がス
トレージの使用状況（使用済み容量）またはストレージ消費量（最後の自動 Chargeback 実行以降に使用された容量の差異）に基づいて
課金するように設定できます。

チャージバックの設定またはチャージバック設定の変更
チャージバックの設定では、ストレージ消費量に対する課金方法、基本ストレージ費用の割り当て方法、およびレポートを生成する方法を指定
します。チャージバック設定の初期セットアップ中は、部門がまだ存在しないため、デフォルト部門 ドロップダウンメニューに何も表示されません。

1. チャージバック ビューをクリックします。
2. アクション ペインで チャージバック設定の編集 をクリックします。チャージバック設定の編集 ウィザードが表示されます。

図 108. チャージバック設定の編集 ウィザード

3. ボリュームの割り当てられた容量に基づいて課金するか、ボリュームの設定された容量に基づいて課金するかを選択します。
• ボリュームが実際に使用する容量に基づいて課金するには、割り当てられた容量に基づいて課金 チェックボックスにチェックを付けます。
• 各ボリュームが使用するよう設定された容量に基づいて課金するには、割り当てられた容量に基づいて課金 チェックボックスのチェックを

外します。
4. 前の手順で 割り当てられた容量に基づいて課金 チェックボックスをオンにするときは、差に基づいて課金 チェックボックスをオンにします（チャ

ージバックが、ボリュームで現在使用されている容量と最後の自動チャージバック実行時に使用された容量の差に基づいて課金するよう設
定する場合）。

5. ボリュームに対して作成されたスナップショットの数に基づいた課金を追加するには、スナップショットに対して課金 チェックボックスにチェックを
付け、スナップショット費用 フィールドにスナップショットごとの費用を入力します。

6. Fast Track ディスク容量を使用するボリュームに高いレートを課金するには、Fast Track に割増課金 チェックボックスにチェックを付け、Fast 
Track ディスク容量を使用するボリュームに対する費用を増加させる割合を Fast Track 割合増加 フィールドに入力します。
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7. 費用割り当て方法 ドロップダウンから、ストレージに基本費用を割り当てる方法を選択します。
• グローバルディスククラス：費用が、利用可能な各ディスククラスに割り当てられます。
• 各 Storage Center ディスク層：費用が、各 Storage Center のストレージ層レベルごとに割り当てられます。

8. 通貨ロケール ドロップダウンメニューから場所を選択して、チャージバックで表示する通貨タイプを指定します。
たとえば、選択した場所が米国である場合、通貨単位はドル（$）になります。

メモ: 場所を選択すると、文字が正しく表示されない場合は、適切な Windows 言語パックをダウンロードします。
9. チャージバック実行時に未割り当てのボリュームが割り当てられる部門を指定するには、デフォルト部門の使用 チェックボックスにチェックを付

け、デフォルト部門 ドロップダウンメニューから部門を選択します。
10. チャージバック実行時にレポートを自動的に作成するには、次の手順を実行します。

a. レポートのエクスポート チェックボックスにチェックを付けます。
b. チャージバック実行時に個別部門レポートを自動的に作成するには、部門レポートのエクスポート チェックボックスにチェックを付けます。
c. レポートディレクトリのエクスポート フィールドに、レポートを保存するディレクトリの完全パスを入力します。このディレクトリは、Storage 

Manager Data Collection Manager と同じサーバに上にあるパブリックディレクトリである必要があります。
d. エクスポートレポートファイルタイプ ドロップダウンメニューからチャージバックレポートのファイル形式を選択します。

11. スケジュール ドロップダウンメニューから、自動チャージバック実行を行う頻度を選択します。
• 毎日：自動チャージバック実行は、1 日 1 回行われます。
• 毎週：自動チャージバック実行は、1 週間に 1 回、曜日 ドロップダウンメニューから選択した曜日に行われます。
• 毎月：自動チャージバック実行は、1 か月に 1 回行われます。
• 毎四半期：自動チャージバック実行は、最初の月 ドロップダウンメニューで選択した月で始まる四半期に 1 回行われ、それ以降は 3 か

月ごとに行われます。
12. 次へ をクリックします。

• 手順 7 でグローバルディスククラスを選択した場合は、グローバルディスククラスのストレージコストの割り当てを参照してください。
• 手順 7 で個々の Storage Center ディスク階層を選択した場合は、Storage Center ディスク階層のストレージコストの割り当てを参照

してください。

グローバルディスククラスのストレージコストの割り当て
チャージバック設定の変更ウィザードでこのページが表示された場合は、コストを各ディスククラスに割り当てます。

1. 利用可能な各ディスククラスに対して、単位 ドロップダウンメニューから、ストレージコストの基準となるストレージ単位を選択します。
2. 利用可能な各ディスククラスに対して、ストレージ単位ごとの課金額を 費用 フィールドに入力します。
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図 109. 1 ディスククラスあたりのストレージコスト

3. 完了 をクリックして、チャージバック設定を保存します。

Storage Center ディスク階層のストレージコストの割り当て
Chargeback 設定の編集 ウィザードでこのページが表示された場合は、各 Storage Center ディスク階層に対してストレージコストを割り当てま
す。

1. 各ストレージ階層に対して、単位 ドロップダウンメニューから、ストレージコストの基準となるストレージの単位を選択します。
2. 各ストレージ層に対して、ストレージ単位ごとの課金額を Cost（費用）フィールドに入力します。

図 110. Storage Center ディスク階層ごとのストレージコスト

3. Finish（完了）をクリックして、Chargeback 設定を保存します。
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Chargeback 部門の設定
Chargeback は部門を使用し、個々の IT‐関連費用に関する基本課金額を部門と部門ラインアイテムに割り当てます。ストレージ消費量に対
して部門に課金するために、ボリュームおよびボリュームフォルダが部門に割り当てられます。

部門のセットアップ
必要に応じて、Chargeback 部門を追加、変更、および削除できます。

部門の追加
ストレージの使用状況に応じて課金する各組織に対して Chargeback 部門を追加します。

1. Chargeback ビューをクリックします。
2. Departments（部門）タブをクリックします。
3. Chargeback ペインで、Departments（部門）を選択します。
4. 部門の追加 をクリックします。部門の追加 ダイアログボックスが表示されます。

図 111. Add Department（部門の追加）ダイアログボックス

5. Name（名前）フィールドに部門の名前を入力します。
6. Base Price（基本価格）フィールドにストレージの基本価格を入力します。
7. Multiplier Percent（乗数割合）フィールドに、ストレージのグローバル費用に適用する割合を入力します。

• ストレージの費用に割引を適用するには、グローバル費用を減らす割合を入力し、ドロップダウンメニューから Discount（割引）を選択
します。

• ストレージの費用に割増を適用するには、グローバル費用を増やす割合を入力し、ドロップダウンメニューから Premium（割増）を選択
します。

8. Account Number（アカウント番号）フィールドに部門のアカウント番号を入力します。
9. Account Code（アカウントコード）フィールドに部門の購買コードを入力します。
10. Contact Name（連絡先名）フィールドに部門連絡先の名前を入力します。
11. Contact Email（連絡先電子メール）フィールドに部門連絡先の電子メールアドレスを入力します。
12. Contact Phone（連絡先電話番号）フィールドに部門連絡先の電話番号を入力します。
13. OK をクリックして部門を追加します。
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部門の編集
部門に課金されるストレージ基準価格を変更し、部門属性を変更して、部門の連絡先情報を変更できます。

1. Chargeback ビューをクリックします。
2. Departments（部門）タブをクリックします。
3. Chargeback ペインの部門の一覧から、編集する部門を選択します。
4. 設定の編集 をクリックするか、部門を右クリックし、設定の編集 を選択します。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
5. 必要に応じて部門オプションを変更します。これらのオプションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。
6. OK をクリックして、部門への変更を保存します。

部門の削除
不要になった部門を削除します。

1. Chargeback ビューをクリックします。
2. Departments（部門）タブをクリックします。
3. Chargeback ペインの部門の一覧から、削除する部門を選択します。
4. 削除 をクリックするか、部門を右クリックし、削除 を選択します。オブジェクトの削除 ダイアログボックスが表示されます。
5. OK をクリックして、選択した部門を削除します。

部門ラインアイテムの管理
ラインアイテム費用を追加、編集、または削除できます。

部門ラインアイテムの追加
ラインアイテムは、ストレージの使用状況に関連しない固定費です。

1. Chargeback ビューをクリックします。
2. Departments（部門）タブをクリックします。
3. Chargeback ペインの部門の一覧から、ラインアイテムを追加する部門を選択します。

選択した部門に関する情報が、Department（部門）タブに表示されます。
4. ラインアイテムの追加 をクリックします。ラインアイテムの追加 ダイアログボックスが表示されます。

図 112. Add Line Item（ラインアイテムの追加）ダイアログボックス

5. Name（名前）フィールドにラインアイテムの名前を入力します。
6. Description（説明）フィールドにラインアイテムの短い説明を入力します。
7. Cost（費用）フィールドにラインアイテムの費用を入力します。
8. OK をクリックして、ラインアイテムを部門に追加します。
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部門ラインアイテムの編集
ラインアイテムの名前、説明、および費用を変更できます。

1. チャージバック ビューをクリックします。
2. 部門 タブをクリックします。
3. チャージバック ペインの部門の一覧から、編集するラインアイテムを含む部門を選択します。
4. 部門ラインアイテム ペインから、編集するラインアイテムを選択します。
5. 設定の編集 をクリックするか、ラインアイテムを右クリックし、設定の編集 を選択します。ラインアイテムの編集 ダイアログボックスが表示され

ます。

図 113. ラインアイテムの編集ダイアログボックス

6. ラインアイテムの名前を変更するには、名前 フィールドで値を編集します。
7. ラインアイテムの短い説明を変更するには、説明 フィールドで値を編集します。
8. ラインアイテムの費用を変更するには、費用 フィールドで値を編集します。
9. OK をクリックして、ラインアイテムへの変更を保存します。

部門ラインアイテムの削除
ラインアイテムに対して部門に課金しなくなった場合は、ラインアイテムを削除します。

1. Chargeback ビューをクリックします。
2. Departments（部門）タブをクリックします。
3. Chargeback ペインの部門の一覧から、削除するラインアイテムを含む部門を選択します。
4. Department Line Items（部門ラインアイテム）ペインから、削除するラインアイテムを選択します。
5. 削除 をクリックするか、ラインアイテムを右クリックし、削除 を選択します。オブジェクトの削除 ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックして、選択したラインアイテムを削除します。

チャージバック部門へのボリュームの割り当て
ボリュームまたはボリュームフォルダで使用されるストレージの部門を変更するには、ボリュームまたはボリュームフォルダを チャージバック部門に割り
当てます。この作業は、ストレージ ビューまたは チャージバック ビューから行えます。

Chargeback ビューでの部門へのボリュームの割り当て
Chargeback ビューを使用して、同時に複数のボリュームを部門に割り当てます。

1. Chargeback ビューをクリックします。
2. Departments（部門）タブをクリックします。
3. Chargeback ペインの部門の一覧から、ボリュームを割り当てる部門を選択します。

選択した部門に関する情報が、Department（部門）タブに表示されます。
4. ボリュームの追加 をクリックします。ボリュームの追加 ダイアログボックスが表示されます。
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図 114. ボリュームの追加 ダイアログボックス

5. 部門に割り当てるボリュームを選択します。
6. ボリュームの追加 をクリックして、選択したボリュームを、部門に割り当てるボリュームの一覧に追加します。
7. OK をクリックして、ボリュームを部門に割り当てます。

チャージバックビューでの部門へのボリュームフォルダの割り当て
チャージバック ビューを使用して、同時に複数のボリュームフォルダを部門に割り当てます。

1. チャージバック ビューをクリックします。
2. 部門 タブをクリックします。
3. チャージバック ペインの部門の一覧から、ボリュームフォルダを割り当てる部門を選択します。

選択した部門に関する情報が、部門 タブに表示されます。
4. ボリュームフォルダの追加 をクリックします。ボリュームフォルダの追加 ダイアログボックスが表示されます。
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図 115. ボリュームフォルダの追加ダイアログボックス

5. 部門に割り当てるボリュームフォルダを選択します。
6. ボリュームフォルダの追加 をクリックして、選択したボリュームフォルダを、部門に割り当てるボリュームフォルダの一覧に追加します。
7. OK をクリックして、ボリュームフォルダを部門に割り当てます。

チャージバックビューでボリューム / ボリュームフォルダを部門から削除
チャージバック ビューを使用して、部門から同時に複数のボリュームを削除します。

1. チャージバック ビューをクリックします。
2. 部門 タブをクリックします。
3. 割り当てを解除するボリュームまたはボリュームフォルダを含む部門を選択します。

選択した部門に関する情報が、部門 タブに表示されます。
4. Storage Center オブジェクト タブをクリックして、部門に割り当てられたボリュームまたはボリュームフォルダを表示します。
5. 部門から割り当てを解除するボリュームまたはボリュームフォルダを選択します。
6. Storage Center オブジェクト タブで 削除 をクリックします。削除 ダイアログボックスが表示されます。
7. OK をクリックして、部門から、選択したボリュームまたはボリュームフォルダの割り当てを解除します。

Storage（ストレージ）ビューでの部門へのボリューム / ボリュームフォルダの割り当て
Storage（ストレージ）ビューを使用して、ボリュームとボリュームフォルダを部門に一度に 1 つずつ割り当てます。

1. Storage（ストレージ）ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center を選択します。
3. Storage（ストレージ）タブをクリックします。
4. Storage（ストレージ）タブのナビゲーションペインで、ボリュームまたはボリュームフォルダを選択します。
5. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。ダイアログボックスが表示されます。
6. Chargeback 部門 の隣にある 変更 をクリックします。Chargeback 部門の追加 ダイアログボックスが表示されます。
7. 適切な Chargeback 部門を選択し、OK をクリックします。
8. OK をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
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Storage（ストレージ）ビューでの部門からのボリューム / ボリュームフォルダの削除
Storage（ストレージ）ビューを使用して、部門からボリュームとボリュームフォルダを一度に 1 つずつ削除します。

1. Storage（ストレージ）ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、Storage Center を選択します。
3. Storage（ストレージ）タブをクリックします。
4. Storage（ストレージ）タブのナビゲーションペインで、ボリュームまたはボリュームフォルダを選択します。
5. 右ペインで、設定の編集 をクリックします。ダイアログボックスが表示されます。
6. Chargeback 部門 の隣にある 変更 をクリックします。Chargeback 部門の追加 ダイアログボックスが表示されます。
7. Chargeback 部門を選択せずに OK をクリックします。Chargeback 部門の追加 ダイアログボックスが閉じられ、Chargeback 部門 フィール

ドの値が削除されます。
8. OK をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

Chargeback の手動での実行
Chargeback は自動的に実行するようスケジュールされますが、手動でも実行できます。Chargeback が手動で実行されると、手動実行のエント
リが Chargeback の実行 ナビゲーションペインの 実行 フォルダに追加されます。

1. Chargeback ビューをクリックします。
2. アクション ペインで 今すぐ実行 をクリックします。今すぐ実行 ダイアログボックスが表示されます。

図 116. Run Now（今すぐ実行）ダイアログボックス

3. OK をクリックします。
Storage Manager が Chargeback を実行し、Chargeback ペインの 実行 フォルダに手動実行エントリを作成します。

Chargeback の実行結果の表示
Chargeback ビューの Chargeback の実行 タブを使用して、予定された手動 Chargeback 実行を表示します。各 Chargeback 実行は、
Chargeback ペインに表示されます。Chargeback 実行名は、Chargeback 実行の種類（手動実行、終了日、終了週、終了月、終了四半
期 1～4）と実行の日付を示します。

チャージバック実行の部門費用グラフの表示
グラフ サブタブには、チャージバックの実行で各部門に課金されるすべての費用の合計を示す棒グラフが表示されます。

1. チャージバック ビューをクリックします。
2. チャージバックの実行 タブをクリックします。
3. チャージバック ペインの 実行 フォルダから、表示する チャージバックの実行 を選択します。
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4. グラフ サブタブをクリックします。

5. （オプション）棒グラフに表示される部門のフィルタリング
a. オブジェクトのフィルタリング をクリックします。オブジェクトのフィルタリング ダイアログボックスが表示されます。
b. 表示する部門のチェックボックスにチェックを付け、非表示にする部門のチェックボックスのチェックを外します。

• すべての部門のチェックボックスにチェックを付けるには、すべて選択 をクリックします。
• すべての部門のチェックボックスのチェックを外すには、すべて選択解除 をクリックします。

c. OK をクリックします。棒グラフでは、オブジェクトのフィルタリング ダイアログボックスでチェックボックスのチェックを外した部門が非表示に
なります。

チャージバック実行結果の表形式での表示
表 サブタブには、部門ごとの課金額とストレージ使用量の概要が表示されます。部門が選択されている場合は、タブの下部ペインに費用とサイ
ズが数値とグラフで示されます。

1. チャージバック ビューをクリックします。
2. チャージバックの実行 タブをクリックします。
3. チャージバック ペインの 実行 フォルダから、表示する チャージバックの実行 を選択します。
4. 表 サブタブをクリックします。

関連リンク
Chargeback 実行データのエクスポート

チャージバック実行の Dynamic Capacity により節約される費用とストレージ容量の表示
Dynamic Capacity による節約 サブタブには、従来の SAN 構成と比較した、Storage Center で Dynamic Capacity を使用して節約できる費
用とストレージ容量の推定値が表示されます。この節約は、Storage Center が必要に応じて容量を割り当てるため、実現されます。従来の 
SAN では、ボリュームの作成時に容量が割り当てられます。

1. チャージバック ビューをクリックします。
2. チャージバックの実行 タブをクリックします。
3. チャージバック ペインの 実行 フォルダから、表示する チャージバックの実行 を選択します。
4. Dynamic Capacity による節約 サブタブをクリックします。

チャージバック実行に Data Instant スナップショットを使用して節約された費用およびストレージの表示
Data Instant スナップショットによる節約 サブタブには、従来の SAN ポイントインタイムコピーと比較した、Storage Center で Data Instant スナ
ップショットを使用して実現される推定節約費用およびストレージ節約容量が表示されます。これらの節約値は、Data Instant スナップショットが
データの書き込み時にのみスナップショットの容量を割り当て、スナップショットの間の差分のみを保存することにより実現されます。従来の SAN の
場合は、ポイントインタイムコピーごとに容量が割り当てられます。

1. チャージバック ビューをクリックします。
2. チャージバックの実行 タブをクリックします。
3. チャージバック ペインの 実行 フォルダから、表示する チャージバックの実行 を選択します。
4. Data Instant スナップショットによる節約 サブタブをクリックします。

チャージバック実行に Data Progression を使用して節約される費用の表示
Data Progression による節約 タブには、従来の SAN と比較した、Storage Center で Data Progression を使用して実現される推定節約費
用が表示されます。

1. チャージバック ビューをクリックします。
2. チャージバックの実行 タブをクリックします。
3. チャージバック ペインの 実行 フォルダから、表示する チャージバックの実行 を選択します。
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4. Data Progression による節約 サブタブをクリックします。

グラフの使用
グラフを拡大および縮小し、画像として保存したり、印刷したりすることができます。

グラフの領域の拡大
領域を拡大して詳細を表示します。

1. マウスを使用して、拡大するグラフの領域を選択します。
a. グラフで右または左マウスボタンをクリックしたままにします。
b. 右側にマウスをドラッグしてグラフの領域を選択します。

2. マウスボタンを放してグラフの選択された領域を拡大します。

グラフの通常の拡大レベルに戻る
拡大後に、デフォルトの拡大レベルに戻ることができます。

1. グラフで右または左マウスボタンをクリックしたままにします。
2. 左側にマウスをドラッグしてグラフの通常の拡大レベルに戻ります。

グラフを PNG 画像として保存
他の文書や電子メールなどでグラフを使用する場合は、グラフを画像として保存します。

1. グラフを右クリックし、名前を付けて保存 を選択します。保存 ダイアログボックスが表示されます。
2. 画像を保存する場所を選択し、File name（ファイル名）フィールドに画像の名前を入力します。
3. Save（保存）をクリックして、グラフを保存します。

グラフの印刷
紙のコピーが必要な場合は、グラフを印刷します。

1. グラフを右クリックし、印刷 を選択します。ページセットアップ ダイアログボックスが表示されます。
2. サイズドロップダウンメニューから、印刷する用紙サイズを選択します。
3. グラフ全体を印刷できるように 横 ラジオボタンを選択します。
4. OK をクリックします。印刷 ダイアログボックスが表示されます。
5. 名前 ドロップダウンメニューから、使用するプリンタを選択します。
6. OK をクリックして、グラフを印刷します。

チャージバックデータのエクスポート
チャージバック実行のすべてのデータをエクスポートするか、1 つの部門の チャージバック実行データをエクスポートできます。

Chargeback 実行データのエクスポート
Chargeback 実行データは、CSV、テキスト、Excel、HTML、XML、または PDF にエクスポートできます。

1. Chargeback ビューをクリックします。
2. Chargeback Runs（Chargeback 実行）タブが選択されていることを確認します。
3. Chargeback ペインで、データをエクスポートする Chargeback 実行を選択します。
4. Chargeback ペインで Chargeback データの保存 をクリックします。 Chargeback データの保存 ダイアログボックスが表示されます。
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5. 出力するファイル形式（CSV、テキスト、Excel、HTML、XML、または PDF）を選択します。
6. Browse（参照）をクリックして、ファイルの名前とファイルをエクスポートする場所を指定し、Save（保存）をクリックします。
7. OK をクリックします。

1 つの部門の Chargeback 実行データのエクスポート
部門の Chargeback 実行データは、CSV、テキスト、Excel、HTML、XML、または PDF にエクスポートできます。

1. Chargeback ビューをクリックします。
2. Chargeback Runs（Chargeback 実行）タブが選択されていることを確認します。
3. Chargeback ペインで、データをエクスポートする Chargeback 実行を選択します。
4. Table（表）サブタブをクリックします。
5. データをエクスポートする部門を選択し、部門実行データの保存 をクリックします。部門実行データの保存 ダイアログボックスが表示されま

す。
6. 出力するファイル形式（CSV、テキスト、Excel、HTML、XML、または PDF）を選択します。
7. Browse（参照）をクリックして、ファイルの名前とファイルをエクスポートする場所を指定し、Save（保存）をクリックします。
8. OK をクリックします。
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Storage Manager ログの監視
Storage Manager を使用すると、Storage Manager Data Collector により収集された Storage Center アラート、PS Series グループアラート、
イベント、通知、ログを一元的に表示できます。Storage Manager によりログに記録イベントも表示できます。

ストレージアラート
ストレージアラートと通知は、ストレージシステムで注意が必要なときに表示されます。
アラートは、ストレージシステムに存在する現在の問題を示します。これらの問題は状況が修正されると自動的に解消されます。通知は、ユーザ
ーが直接修正する必要がある可能性があるストレージシステムの状態についてユーザーに警告します。

アラートと通知のステータスレベル
ステータスレベルは、ストレージシステムのアラートと通知の重大度を示します。
表 18. アラートおよび通知ステータスレベル

ステータス 説明

完了 Storage Center での動作が完了したことを示します。

重要 • Storage Center のアイテムが重大な状態にあり、故障しかけている可能性があることを示します。
• アレイの損傷またはデータの損失を引き起こす可能性のある深刻な問題が PS Series グループにある

ことを示しています。

劣化 Storage Center 上のアイテムが現在劣化モードで動作中であることを示します。この状況のアイテムは、恒
久的に劣化モードで動作する可能性がありますが、フル機能では動作していません。

停止 Storage Center のアイテムが停止中であり、現在動作していないことを示します。

緊急 動作し続けるために、Storage Center のアイテムに早急な対応が必要であることを示します。

情報 /OK Storage Center で発生している、または発生した一部の動作に関する情報を提供します。

使用不可 使用を目的として、あると期待されている Storage Center のアイテムが現在見つからないことを示します。

警告 修正しないとパフォーマンスが低下したり、致命的になる状態が PS Series グループにあることを示します。

ストレージシステムアラートの表示
ストレージ ビューの アラート タブまたは 監視 ビューの ストレージアラート タブを使用して、ストレージシステムアラートを表示、検索します。
アラートは、ストレージシステムに存在する現在の問題を示します。それらの問題の原因となっている状況が修正されると、これらのアラートは自動
的にクリアされます。
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図 117. アラート タブ

ストレージアラートの監視 ビューでの表示
管理対象ストレージシステムに関するアラートを ストレージアラート タブに表示できます。

1. 監視 ビューをクリックします。
2. ストレージ アラート タブをクリックします。
3. 表示するストレージシステムのチェックボックスを選択し、非表示にするストレージシステムのチェックボックスの選択を解除します。

ストレージアラート タブに選択したストレージシステムのアラートが表示されます。
4. 通知を表示するには、通知の表示 チェックボックスを選択します。
5. 確認したアラートを表示するには、確認済みアラートの表示 チェックボックスにチェックを付けます。
6. クリア済みアラートを表示するには、クリアしたアラートの表示 チェックボックスを選択します。
7. 選択したストレージシステムのアラートデータを更新するには、ストレージアラート タブで 更新 をクリックします。

ストレージシステムによるアラートのフィルタリング
デフォルトでは、すべての管理対象ストレージシステムに対してストレージアラートが表示されます。

1. 監視 ビューをクリックします。
2. ストレージ アラート タブをクリックします。
3. Storage Center ペインを使用して、Storage Center によりアラートをフィルタリングします。

• 単一の Storage Center に対するアラートを非表示にするには、Storage Center のチェックボックスのチェックを外します。
• チェックボックスのチェックを外した Storage Center のアラートを表示するには、Storage Center のチェックボックスをオンにします。
• すべての Storage Center に対してアラートを非表示にするには、すべて選択解除 をクリックします。
• すべての Storage Center に対してアラートを表示するには、すべて選択 をクリックします。

4. PS グループ ペインを使用して、PS Series グループによりアラートをフィルタリングします。
• 単一の PS Series グループに対するアラートを非表示にするには、そのグループのチェックボックスのチェックを外します。
• チェックボックスのチェックを外した PS Series グループに対するアラートを表示するには、そのグループのチェックボックスを選択します。
• すべての PS Series グループに対してアラートを非表示にするには、すべて選択解除 をクリックします。
• すべての PS Series グループに対してアラートを表示するには、すべて選択 をクリックします。
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表示するストレージアラートの日付範囲の選択
過去 1 日、過去 3 日、過去 5 日、過去 1 週間、またはカスタム期間を指定してストレージアラートを表示できます。

1. 監視 ビューをクリックします。
2. ストレージ アラート タブをクリックします。
3. 次のいずれかをクリックして、表示するストレージアラートの日付範囲を選択します。

• 過去 1 日：過去 24 時間のストレージアラートを表示します。
• 過去 3 日：過去 72 時間のストレージアラートを表示します。
• 過去 5 日：過去 120 時間のストレージアラートを表示します。
• 過去 1 週間：過去 168 時間のストレージアラートを表示します。
• 過去 1 か月：過去 1 か月のストレージアラートを表示します。
• カスタム：表示するストレージアラートの開始時間と終了時間を指定できるオプションを表示します。

4. カスタム をクリックした場合は、次のタスクを実行して、表示するストレージアラートの開始時間と終了時間を指定してください。
開始時間を指定するには、次の手順を実行します。

a. 開始時間 ドロップダウンメニューから その他 を選択します。
b. 日付ドロップダウンメニューの予定表から、表示する期間の開始日を選択します。
c. 時間フィールドに期間の開始時間を指定します。

開始時間をその日の始まりに設定するには、一日の開始時 チェックボックスにチェックを付けます。
d. アップデート をクリックして、指定した開始時間を使用してストレージアラートを表示します。
終了時間を指定するには、次の手順を実行します。

a. 現在の値の使用 チェックボックスのチェックを外します。
b. 日付ドロップダウンメニューの予定表から、表示する期間の終了日を選択します。
c. 時間フィールドに期間の終了時間を指定します。

終了時間をその日の終わりに設定するには、一日の終了時 チェックボックスにチェックを付けます。
d. アップデート をクリックして、指定した終了時間を使用してストレージアラートを表示します。

ストレージアラートの検索
検索 フィールドを使用して、ストレージアラートの一覧内でテキストを検索します。

1. 監視 ビューをクリックします。
2. ストレージ アラート タブをクリックします。
3. 検索するテキストを 検索 フィールドに入力します。
4. 検索するテキストの大文字と小文字を区別する場合は、大文字と小文字を区別する チェックボックスにチェックを付けます。
5. 検索がラップされないようにするには、ラップ チェックボックスのチェックを外します。
6. アラート内の完全に一致するフレーズを検索するには、完全一致 チェックボックスにチェックを付けます。
7. 検索で一致したすべての項目を強調表示するには、ハイライト表示 チェックボックスにチェックを付けます。
8. 次を検索 をクリック  または 前を検索 をクリックして、  テキストを検索します。

一致するテキストが見つかった場合は、一致するテキストの最初のアラートがストレージアラートの一覧から選択されます。

一致するテキストが見つからなかった場合、エラー ダイアログボックスが表示され、テキストが見つからなかったことを示すメッセージが表示され
ます。

メモ: デフォルトでは、検索がリストの最後に到達したときに 次を検索 をクリックすると、検索はリストの最初の一致項目に戻りま
す。検索がリストの先頭に到達したときに、前を検索 をクリックすると、検索はリストの最後の一致項目に戻ります。
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Storage Center アラートの確認
アラートを確認することで、アラートメッセージを読み、問題を認識していることを Storage Center に示すことができます。

1. 監視 ビューをクリックします。
2. ストレージ アラート タブをクリックします。
3. 確認する Storage Center アラートを選択してから、確認 をクリックします。アラートの確認 ダイアログボックスが表示されます。

メモ: アラートがすでに確認された場合、アラートを確認するオプションは表示されません。
4. OK をクリックして、アラートの確認 ダイアログボックスに表示される Storage Center アラートを確認します。

Storage Center アラートと通知を Data Collector に即時送信
デフォルトでは、Data Collector が Storage Center からアラートと通知を一定間隔で取得します。ただし、トリガされた時点でアラートと通知をす
ぐに Storage Manager に表示させる場合は、Storage Center が Data Collector にアラートと通知を送信するように設定します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、アラートと通知を Data Collector に送信するよう設定する Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
4. アラートおよびログ タブをクリックします。
5. Data Collector へのアラートの送信 チェックボックスをオンにします。
6. OK をクリックします。

イベント
イベントは、Storage Manager でのイベントにより生成されたメッセージです。
イベントが発生すると、イベント タブに表示されます。またはユーザーに電子メールを送信するように、Storage Manager を設定することもできま
す。

Storage Manager イベントタイプ
Storage Manager イベントは、機能と領域で分類されます。

次の表に、Storage Manager イベントのタイプをリストします。

イベント名 説明

自動レポート生成エラー 自動レポートの生成または保存時にエラーが発生しました

Data Collector 例外 Data Collector で例外が発生した

データベースエラー データベースとの対話時のエラー

起動に失敗しました Data Collector サービスが起動に失敗した

FluidFS クラスタの停止 Data Collector が FluidFS クラスタと通信できない

FluidFS エラー Dell FluidFS クラスタからエラーが返された

NAS サーバエラー NAS サーバからエラーが返された

新規自動レポート 新しい自動レポートが利用可能

メモ: このイベントの通知を有効にすると、自動レポートが電子メールに添付され、システム管理者
に送信されます。

新しい Data Collector 新しいバージョンの Data Collector が利用可能
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イベント名 説明

Dell SupportAssist エラー Dell SupportAssist サーバへの情報の送信中にエラーが発生した

ポート拮抗 必須のポートが使用できません

リモート Data Collector の停止 Data Collector がリモート Data Collector と通信できない

レプリケーション検証エラー 自動レプリケーション検証で 1 つまたは複数のエラーが検出された

SMI-S サーバエラー SMI-S サーバのインストール、起動、または実行時のエラー

容量リカバリレポート 自動容量リカバリ実行のレポート

Storage Center の停止 Storage Center が Data Collector と通信できなくなった

しきい値アラート 1 つまたは複数のしきい値アラートがトリガされた

Storage Manager イベントの表示
イベント タブを使用して Storage Manager イベントを表示、検索します。

図 118. Storage Manager イベント タブ

Storage Manager イベントの表示
イベント タブに Storage Manager のイベントを表示します。

1. 監視 ビューをクリックします。
2. イベント タブをクリックします。
3. 表示するストレージシステムのチェックボックスを選択し、非表示にするストレージシステムのチェックボックスの選択を解除します。

このタブには、選択したストレージシステムの Storage Manager がログに記録したイベントが表示されます。
4. 表示するイベントの最大数を指定するには、最大カウント ドロップダウンリストから値を選択します。
5. 表示するイベントの重大度の下限を指定するには、重大度 ドロップダウンメニューから重大度を選択します。
6. イベントのすべてのオカレンスを表示するには、のすべてのオカレンスを表示 チェックボックスを選択します。
7. 選択したストレージシステムの Storage Manager イベントログを更新するには、イベント タブで.更新 をクリックします。

ストレージシステムによるイベントのフィルタリング
デフォルトでは、すべての管理対象ストレージシステムに対してイベントが表示されます。

1. 監視 ビューをクリックします。
2. イベント タブをクリックします。
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3. Storage Center ペインを使用して、Storage Center によりイベントをフィルタリングします。
• 単一の Storage Center に対するイベントを非表示にするには、Storage Center のチェックボックスのチェックを外します。
• Storage Center に対するイベントを表示するには、Storage Center のチェックボックスにチェックを付けます。
• すべての Storage Center に対してイベントを非表示にするには、すべて選択解除 をクリックします。
• すべての Storage Center に対してイベントを表示するには、すべて選択 をクリックします。

4. PS グループ ペインを使用して、PS Series グループによりアラートをフィルタリングします。
• 単一の PS Series グループに対するイベントを非表示にするには、そのグループのチェックボックスのチェックを外します。
• チェックボックスのチェックを外した PS Series グループに対するイベントを表示するには、そのグループのチェックボックスを選択します。
• すべての PS Series グループに対してイベントを非表示にするには、すべて選択解除 をクリックします。
• すべての PS Series グループに対してイベントを表示するには、すべて選択 をクリックします。

表示する Storage Manager イベントの日付範囲の選択
過去 1 日、過去 3 日、過去 5 日、過去 1 週間、過去 1 か月、またはカスタム期間を指定して Storage Manager イベントを表示できます。

1. 監視 ビューをクリックします。
2. イベント タブをクリックします。
3. 次のいずれかのオプションをクリックして、表示する Storage Manager イベントの日付範囲を選択します。

• 過去 1 日 – 過去 24 時間のイベントログデータを表示します。
• 過去 3 日 – 過去 72 時間のイベントログデータを表示します。
• 過去 5 日 – 過去 120 時間のイベントログデータを表示します。
• 過去 1 週間 – 過去 168 時間のイベントログデータを表示します。
• 過去 1 か月 – 過去 1 か月のイベントログデータを表示します。
• カスタム – 表示するイベントログデータの開始時間と終了時間を指定できるオプションを表示します。

4. カスタム をクリックした場合は、次のタスクを実行して、表示するイベントログデータの開始時間と終了時間を指定してください。
開始時間を指定するには、次の手順を実行します。

a. 開始時間 ドロップダウンメニューから その他 を選択します。
b. 日付ドロップダウンメニューの予定表から、表示する期間の開始日を選択します。
c. 時間フィールドに期間の開始時間を指定します。

開始時間をその日の始まりに設定するには、一日の開始時 チェックボックスにチェックを付けます。
d. アップデート をクリックして、指定した開始時間を使用してイベントログデータを表示します。
終了時間を指定するには、次の手順を実行します。

a. 現在の値の使用 チェックボックスのチェックを外します。
b. 日付ドロップダウンメニューの予定表から、表示する期間の終了日を選択します。
c. 時間フィールドに期間の終了時間を指定します。

終了時間をその日の終わりに設定するには、一日の終了時 チェックボックスにチェックを付けます。
d. アップデート をクリックして、指定した終了時間を使用してイベントログデータを表示します。

Storage Manager イベントの検索
検索 フィールドを使用して、Storage Manager イベントのリスト内のテキストを検索します。

1. 監視 ビューをクリックします。
2. イベント タブをクリックします。
3. 検索するテキストを 検索 フィールドに入力します。
4. 検索するテキストの大文字と小文字を区別する場合は、大文字と小文字を区別する チェックボックスにチェックを付けます。
5. 検索がラップされないようにするには、ラップ チェックボックスのチェックを外します。
6. イベント内で完全に一致する単語またはフレーズのみを検索するには、完全一致 チェックボックスにチェックを付けます。
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7. 検索で一致したすべての項目を強調表示するには、ハイライト表示 チェックボックスにチェックを付けます。
8. 次を検索 をクリック  または 前を検索 をクリックして、  テキストを検索します。

一致テキストが見つかった場合は、一致テキストの最初のイベントが Storage Manager イベントの一覧から選択されます。

一致するテキストが見つからなかった場合、エラー ダイアログボックスが表示され、テキストが見つからなかったことを示すメッセージが表示され
ます。

メモ: デフォルトでは、検索がリストの最後に到達したときに 次を検索 をクリックすると、検索はリストの最初の一致項目に戻りま
す。検索がリストの先頭に到達したときに、前を検索 をクリックすると、検索はリストの最後の一致項目に戻ります。

Storage Manager イベントの電子メール警告の設定
Storage Manager イベントの電子メール通知を受信するには、Data Collector に対して SMTP サーバーを設定し、ユーザーアカウントに電子メ
ールアドレスを追加して、イベントに対して電子メール通知を有効にします。

SMTP サーバの設定
Storage Manager が通知電子メールを送信できるよう SMTP サーバーを設定する必要があります。

1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、Data Collector 設定の編集 をクリックします。Data Collector 設定の編集 ダイアログ
ボックスが開きます。

2. SMTP サーバ タブをクリックします。
3. 次の手順を実行して、SMTP サーバーを設定します。

a. 送信元電子メールアドレス フィールドに、Data Collector からの電子メールの送信者として表示する電子メールアドレスを入力します。
b. ホストまたは IP アドレス フィールドに、SMTP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。
c. SMTP サーバーのポート番号が 25 でない場合、適切なポート番号を ポート フィールドに入力します。
d. SMTP サーバで認証が必要な場合は、認証 チェックボックスをオンにし、ユーザー名とパスワードをそれぞれ SMTP ユーザー名 フィール

ドと SMTP ユーザーパスワード フィールドに入力します。
4. OK をクリックします。

ユーザーアカウントの電子メールアドレスの設定
電子メール通知を受信するには、アカウントの電子メールアドレスを指定する必要があります。
前提条件
Data Collector に対して SMTP サーバーの設定を行う必要があります。これらの設定が行われていない場合、Data Collector は電子メールを
送信できません。

手順
1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。全般 タブが開きます。
2. 現在のユーザーの電子メールアドレスを 電子メールアドレス フィールドに入力します。
3. 電子メール形式 ドロップダウンメニューから、現在のユーザーに対する電子メールの形式を選択します。
4. テストメッセージを電子メールアドレスに送信するには、電子メールのテスト をクリックし、OK をクリックします。

テストメッセージが、指定された電子メールアドレスに送信されたことを確認します。
5. OK をクリックします。

関連リンク
SMTP サーバの設定

ユーザーアカウントの電子メール通知の設定
監視するイベントについて、お使いのアカウントに Storage Manager から電子メール通知が送信されるよう設定されていることを確認します。
前提条件
• Data Collector に対して SMTP サーバーの設定を行う必要があります。これらの設定が行われていない場合、Data Collector は電子メール

を送信できません。
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• ユーザーアカウントの電子メールアドレスを設定する必要があります。

手順
1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。全般 タブが開きます。
2. イベントの管理 タブをクリックします。
3. 通知を受ける各イベントのチェックボックスにチェックを付けます。
4. OK をクリックします。

関連リンク
SMTP サーバの設定
ユーザーアカウントの電子メールアドレスの設定

ストレージログ
ストレージログは、管理対象ストレージシステム上のイベントアクティビティのレコードです。
ストレージログ タブを使用して、ストレージシステムログでイベントを表示および検索します。

メモ: ストレージログ タブで Storage Center ログを表示するには、Storage Center が Storage Manager Data Collector にログを
送信するように設定されている必要があります。

Storage Manager への Storage Center ログの送信
Storage Manager で Storage Center ログを表示するには、Storage Center がログを Storage Manager Data Collector にログを送信するよう
に設定されている必要があります。Storage Center を 1 つまたは複数の Syslog サーバにログを送信するように設定することもできます。
Data Collector にログを送信するように Storage Center が設定されている場合、Storage Manager は Storage Center の Syslog サーバ設定
を上書きします。ログを Data Collector と 1 つまたは複数の Syslog サーバに送信するには、適切なサーバにログメッセージを転送するよう Data 

Collector を設定します。

図 119. Data Collector にログを送信する

Data Collector への Storage Center ログの送信
Storage Center を変更して Storage Manager にログを転送します。
前提条件
• Storage Center からログを受信するには、Storage Manager Data Collector サーバで UDP ポート 514 がオープンである必要があります。
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• Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、アラートの転送を設定する Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
4. アラートおよびログ タブをクリックします。
5. Data Collector へのログの送信 を選択します。
6. OK をクリックします。

Syslog サーバーへの Storage Center ログの送信
Syslog サーバーに転送する Storage Center を変更します。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、アラートの転送を設定する Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
4. アラートおよびログ タブをクリックします。
5. Send Logs Directly to Syslog Server（Syslog サーバーへのログの直接的な送信）を選択します。
6. Host or IP Address（ホストまたは IP アドレス）フィールドに、Syslog サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。
7. （Storage Center 6.7 以前の場合）機能 ドロップダウンメニューから、ログメッセージに割り当てる Syslog 機能を選択します。
8. OK をクリックします。

Data Collector と Syslog サーバーへの Storage Center ログの送信
ログを Data Collector と 1 つまたは複数の Syslog サーバーに送信する場合は、Data Collector がログメッセージを適切なサーバーに転送するよ
う設定します。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、アラートの転送を設定する Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
4. アラートおよびログ タブをクリックします。
5. Data Collector へのログの送信 を選択します。
6. ログメッセージを転送する Syslog サーバーを定義します。

a. サーバの追加 をクリックします。サーバの追加 ダイアログが表示されます。
b. Host or IP Address（ホストまたは IP アドレス）フィールドに、Syslog サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。
c. 機能 ドロップダウンメニューから、ログメッセージに割り当てる Syslog 機能を選択します。
d. OK をクリックします。Syslog サーバーが追加され、サーバーの追加 ダイアログボックスが閉じられます。

7. 必要に応じて、前の手順を繰り返して追加の Syslog サーバーを定義します。
8. 作業が完了したら、OK をクリックして、Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

Syslog サーバへのテストメッセージの送信
Syslog サーバが Data Collector から Syslog メッセージを受信できることを確認するテストメッセージを送信します。
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前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、アラートの転送を設定する Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
4. アラートおよびログ タブをクリックします。
5. Data Collector へのログの送信 を選択します。
6. テストメッセージを送信する Syslog サーバまたは機能を選択します。
7. テストメッセージの送信 をクリックします。メッセージ ダイアログボックスが開き、メッセージが Syslog サーバに送信されたことが示されます。
8. OK をクリックしてメッセージ ダイアログボックスを閉じます。
9. Syslog サーバに接続して、テストメッセージがサーバに正常に送信されたことを確認します。

Syslog サーバの削除
Data Collector で Syslog メッセージを Syslog サーバーに転送しなくなった場合は、Syslog サーバーを削除します。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、アラートの転送を設定する Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
4. アラートおよびログ タブをクリックします。
5. 削除する Syslog サーバーを選択します。
6. サーバの削除 をクリックします。サーバの削除 ダイアログボックスが表示されます。
7. OK をクリックします。選択した Syslog サーバが削除され、サーバの削除 ダイアログボックスが閉じられます。

複数の Storage Center へのログ設定の適用
単一の Storage Center に割り当てられているログ設定は、他の Storage Center に適用できます。
前提条件
Storage Manager への Storage Center の追加は、システム管理者の権限を持つ Storage Center ユーザーが行う必要があります。

手順
1. Storage（ストレージ）ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、他の Storage Center に適用するログ設定を持つ Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで、設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. Alerts and Logs（アラートおよびログ）タブをクリックします。
5. 他の Storage Center にこれらの設定を適用する チェックボックスを選択します。
6. 適用 をクリックします。Storage Center ダイアログボックスが表示されます。
7. 設定を適用する各 Storage Center のチェックボックスにチェックを付けます。
8. 完了したら OK をクリックします。

ストレージログの表示
を使用します。Storage Center ログ内のイベントを表示し、検索するには、ストレージ ビューの ログ タブを使用するか、監視 ビューの ストレージ
ログ タブを使用します。PS Series グループログ内のイベントを表示し、検索するには、ストレージ ビューの 監視 タブにある イベントログ ノードを
使用するか、監視 ビューの ストレージログ タブを使用します。
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図 120. ストレージログ タブ

ストレージログ内のイベントの表示
ストレージログは、選択したストレージシステム上のイベントアクティビティを表します。

1. 監視 ビューをクリックします。
2. ストレージログ タブをクリックします。
3. 表示するストレージシステムのチェックボックスを選択し、非表示にするストレージシステムのチェックボックスの選択を解除します。

ストレージログ タブに選択したストレージシステムのイベントログデータが表示されます。
4. 選択したストレージシステムのログデータを更新するには、ストレージログ タブで 更新 をクリックします。

ストレージシステムによるストレージログのフィルタリング
デフォルトでは、すべての管理対象ストレージシステムに対してストレージログが表示されます。

1. 監視 ビューをクリックします。
2. ストレージログ タブをクリックします。
3. Storage Center ペインを使用して、Storage Center によりログをフィルタリングします。

• 単一の Storage Center に対するログを非表示にするには、Storage Center のチェックボックスのチェックを外します。
• チェックボックスのチェックを外した Storage Center のログを表示するには、Storage Center のチェックボックスをオンにします。
• すべての Storage Center に対してログを非表示にするには、すべて選択解除 をクリックします。
• すべての Storage Center に対してログを表示するには、すべて選択 をクリックします。

4. PS グループ ペインを使用して、PS Series グループによりアラートをフィルタリングします。
• 単一の PS Series グループに対するイベントを非表示にするには、そのグループのチェックボックスのチェックを外します。
• チェックボックスのチェックを外した PS Series グループに対するイベントを表示するには、そのグループのチェックボックスを選択します。
• すべての PS Series グループに対してイベントを非表示にするには、すべて選択解除 をクリックします。
• すべての PS Series グループに対してイベントを表示するには、すべて選択 をクリックします。

表示するログイベントの日付範囲の選択
過去 1 日、過去 3 日、過去 5 日、過去 1 週間、またはカスタム期間を指定してログイベントを表示できます。

1. 監視 ビューをクリックします。
2. ストレージログ タブをクリックします。
3. 次のいずれかのオプションをクリックして、表示するイベントログデータの日付範囲を選択します。

• 過去 1 日 – 過去 24 時間のイベントログデータを表示します。
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• 過去 3 日 – 過去 72 時間のイベントログデータを表示します。
• 過去 5 日 – 過去 120 時間のイベントログデータを表示します。
• 過去 1 週間 – 過去 168 時間のイベントログデータを表示します。
• 過去 1 か月 – 過去 1 か月のイベントログデータを表示します。
• カスタム – 表示するイベントログデータの開始時間と終了時間を指定できるオプションを表示します。

4. カスタム をクリックした場合は、次のタスクを実行して、表示するイベントログデータの開始時間と終了時間を指定してください。
開始時間を指定するには、次の手順を実行します。

a. 開始時間 ドロップダウンメニューから その他 を選択します。
b. 日付ドロップダウンメニューの予定表から、表示する期間の開始日を選択します。
c. 時間フィールドに期間の開始時間を指定します。

開始時間をその日の始まりに設定するには、一日の開始時 チェックボックスにチェックを付けます。
d. アップデート をクリックして、指定した開始時間を使用してイベントログデータを表示します。
終了時間を指定するには、次の手順を実行します。

a. 現在の値の使用 チェックボックスのチェックを外します。
b. 日付ドロップダウンメニューの予定表から、表示する期間の終了日を選択します。
c. 時間フィールドに期間の終了時間を指定します。

終了時間をその日の終わりに設定するには、一日の終了時 チェックボックスにチェックを付けます。
d. アップデート をクリックして、指定した終了時間を使用してイベントログデータを表示します。

ストレージログ内のイベントの検索
検索 フィールドを使用して、ログイベントのリストを検索します。

1. 監視 ビューをクリックします。
2. ストレージログ タブをクリックします。
3. 検索するテキストを 検索 フィールドに入力します。
4. 検索するテキストの大文字と小文字を区別する場合は、大文字と小文字を区別する チェックボックスにチェックを付けます。
5. 検索がラップされないようにするには、ラップ チェックボックスのチェックを外します。
6. ログ内で単語またはフレーズ単位で合致するものだけ検索するには、完全一致 チェックボックスにチェックを付けます。
7. 検索で一致したすべての項目を強調表示するには、ハイライト表示 チェックボックスにチェックを付けます。
8. 次を検索 をクリック  または 前を検索 をクリックして、  テキストを検索します。

一致するテキストが見つかった場合、そのテキストを含む最初のログエントリがストレージログのリストから選択されます。

一致するテキストが見つからなかった場合、エラー ダイアログボックスが表示され、テキストが見つからなかったことを示すメッセージが表示され
ます。

メモ: デフォルトでは、検索がリストの最後に到達したときに 次を検索 をクリックすると、検索はリストの最初の一致項目に戻りま
す。検索がリストの先頭に到達したときに、前を検索 をクリックすると、検索はリストの最後の一致項目に戻ります。

監査ログ
監査ログは、PS Series グループ上のユーザーアカウントに関して、ログに記録されたアクティビティのレコードです。
監査ログ タブを使用して、PS Series グループのユーザーアカウント固有の情報を表示します。

監査ログの表示
監査ログで PS Series グループのイベントを表示および検索するには、ストレージ ビューの 監査ログ ノードまたは 監視 ビューの 監査ログ タブを
使用します。
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図 121. 監査ログ ノード

監査ログの表示
監査ログは、選択された PS Series グループのユーザーアカウントアクティビティを表します。

1. 監視 ビューをクリックします。
2. 監査ログ タブをクリックします。
3. 表示する PS Series グループのチェックボックスにチェックを付け、非表示にする PS Series グループのチェックボックスのチェックを外します。

監査ログ タブは、PS Series グループのユーザーアカウントアクティビティを表示します。
4. 選択された PS Series グループのログデータを更新するには、監査ログ タブの 更新 をクリックします。

監査ログを PS Series グループでフィルタする
監査ログはデフォルトで、すべての管理対象 PS Series グループ ごとに表示されます。

1. 監視 ビューをクリックします。
2. 監査ログ タブをクリックします。
3. PS グループ ペインを使用して、PS Series グループによりアラートをフィルタリングします。

• 単一の PS Series グループに対するイベントを非表示にするには、そのグループのチェックボックスのチェックを外します。
• チェックボックスのチェックを外した PS Series グループに対するイベントを表示するには、そのグループのチェックボックスを選択します。
• すべての PS Series グループに対してイベントを非表示にするには、すべて選択解除 をクリックします。
• すべての PS Series グループに対してイベントを表示するには、すべて選択 をクリックします。

表示する監査ログの日付範囲の選択
過去 1 日、過去 3 日、過去 5 日、過去 1 週間、またはカスタム期間を指定して監査ログを表示できます。

1. 監視 ビューをクリックします。
2. 監査ログ タブをクリックします。
3. 次のいずれかをクリックして、表示する監査ログデータの日付範囲を選択します。

• 過去 1 日：過去 24 時間の監査ログデータを表示します。
• 過去 3 日：過去 72 時間の監査ログデータを表示します。
• 過去 5 日：過去 120 時間の監査ログデータを表示します。
• 過去 1 週間：過去 168 時間の監査ログデータを表示します。
• カスタム：表示する監査ログデータの開始時間と終了時間を指定できるオプションを表示します。

4. カスタム をクリックした場合は、次のタスクを実行して、表示する監査ログデータの開始時間と終了時間を指定してください。
開始時間を指定するには、次の手順を実行します。
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a. 開始時間 ドロップダウンメニューから その他 を選択します。
b. 日付ドロップダウンメニューの予定表から、表示する期間の開始日を選択します。
c. 時間フィールドに期間の開始時間を指定します。

開始時間をその日の始まりに設定するには、一日の開始時 チェックボックスにチェックを付けます。
d. アップデート をクリックして、指定した開始時間を使用して監査ログデータを表示します。
終了時間を指定するには、次の手順を実行します。

a. 現在の値の使用 チェックボックスのチェックを外します。
b. 日付ドロップダウンメニューの予定表から、表示する期間の終了日を選択します。
c. 時間フィールドに期間の終了時間を指定します。

終了時間をその日の終わりに設定するには、一日の終了時 チェックボックスにチェックを付けます。
d. アップデート をクリックして、指定した終了時間を使用して監査ログデータを表示します。

監査ログの検索
検索 フィールドを使用して、監査ログを検索します。

1. 監視 ビューをクリックします。
2. 監査ログ タブをクリックします。
3. 検索するテキストを 検索 フィールドに入力します。
4. 検索するテキストの大文字と小文字を区別する場合は、大文字と小文字を区別する チェックボックスにチェックを付けます。
5. 検索がラップされないようにするには、ラップ チェックボックスのチェックを外します。
6. 監査ログ内で単語またはフレーズ単位で合致するものだけ検索するには、完全一致 チェックボックスにチェックを付けます。
7. 検索で一致したすべての項目を強調表示するには、ハイライト表示 チェックボックスにチェックを付けます。
8. 次を検索 をクリック  または 前を検索 をクリックして、  テキストを検索します。

一致するテキストが見つかった場合、そのテキストを含む最初のログエントリが監査ログのリストから選択されます。

一致するテキストが見つからなかった場合、エラー ダイアログボックスが表示され、テキストが見つからなかったことを示すメッセージが表示され
ます。

メモ: デフォルトでは、検索がリストの最後に到達したときに 次を検索 をクリックすると、検索はリストの最初の一致項目に戻りま
す。検索がリストの先頭に到達したときに、前を検索 をクリックすると、検索はリストの最後の一致項目に戻ります。

監視データのエクスポート
監視データの保存 ダイアログボックスを使用して Storage Center アラート、通知、ログ、および Storage Manager イベントをファイルにエクスポー
トします。

1. Monitoring（監視）ビューをクリックします。
2. 監視データの保存 をクリックします。  （監視 ペイン）。監視データの保存 ダイアログボックスが表示されます。
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図 122. 監視データの保存 ダイアログボックス

3. 監視データをエクスポートする Storage Center を選択します。
• 一覧表示されたすべての Storage Center を選択するには、すべて選択 をクリックします。
• 一覧表示されたすべての Storage Center を選択解除するには、すべて選択解除 をクリックします。

4. エクスポートする次の監視データタイプを選択します。
• Storage Center アラート：選択した Storage Center により生成されたエラーメッセージ。
• Storage Center 通知：ユーザーが直接修正する必要がある場合がある選択した Storage Center の状況。
• Storage Manager イベント：Storage Manager ソフトウェアでイベントにより生成されたメッセージ。
• Storage Center ログ：選択した Storage Center のアクティビティのレコード。

5. 出力するファイル形式（CSV（.csv）、テキスト（.txt）、Excel（.xls）、HTML（.htm）、XML（.xml）、または PDF（.pdf））を選択しま
す。
出力が Excel ファイルである場合、アラート、通知、およびログのワークシートのかっこ内に表示された数値は Storage Center のシリアル番
号です。

6. Browse（参照）をクリックして、ファイルの名前とファイルをエクスポートする場所を指定し、Save（保存）をクリックします。
7. OK をクリックします。

データ収集スケジュールの設定
Data Collector が Storage Center から監視データを収集する間隔を設定します。

1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、Data Collector 設定の編集 をクリックします。Data Collector 設定の編集 ダイアログ
ボックスが開きます。

2. スケジュール タブをクリックします。
3. 次の手順を実行して、データ収集スケジュールを設定します。

a. IO 使用状況データを収集する頻度を変更するには、IO Usage（IO 使用状況）ドロップダウンメニューから期間を選択します。
b. レプリケーション使用状況データを収集する頻度を変更するには、Replication Usage（レプリケーション使用状況）ドロップダウンメニュ

ーから期間を選択します。
c. ストレージ使用状況データを収集する頻度を変更するには、Storage Usage（ストレージ使用状況）ドロップダウンメニューから期間を

選択します。
毎日 を ストレージ使用状況 ドロップダウンメニューから選択した場合、ストレージ使用状況データが収集される時間を ストレージ使用
時間 ドロップダウンメニューから選択できます。

4. OK をクリックします。
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パート

VII
Storage Manager メンテナンス
本項では、Data Collector の管理、Storage Manager ユーザーの管理、および Dell SupportAssist に対する設定の方法について説明します。
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Data Collector の管理
Storage Manager Data Collector は、レポートデータとアラートを管理対象の Storage Center から収集する Windows サービスです。Data 
Collector サービスは、Data Collector Manager によって管理されます。

Data Collector Manager の使用
Data Collector Manager を使用して、Data Collector のステータスの表示、Data Collector サービスの開始と停止、Data Collector のプロパテ
ィの設定を行えます。

Data Collector Manager の起動
Data Collector Manager を起動して、管理者権限を持つユーザーとしてログインします。
前提条件
• 外部ディレクトリサービスの Active Directory または OpenLDAP を使用するように Data Collector が設定されていない場合は、管理者ユー

ザーグループに属するローカル Storage Manager ユーザーアカウントのユーザー名とパスワードを把握しておく必要があります。
• Active Directory ユーザーまたは OpenLDAP ユーザーとしてログオンする場合、外部ディレクトリサービスの Active Directory または 

OpenLDAP を使用するように Data Collector を設定する必要があり、管理者ユーザーグループにディレクトリユーザーアカウントまたはディレク
トリユーザーグループを追加する必要があります。

手順
1. Storage Manager Data Collector Manager アプリケーションを起動します。Data Collector Manager のログイン画面が表示されます。

図 123. Data Collector Manager のログイン画面

2. 管理者権限を持つユーザーのユーザー名とパスワードを、ユーザー名 フィールドと パスワード フィールドに入力します。
• OpenLDAP の場合は、ユーザー名の形式がサポートされます（例：user）。
• Active Directory の場合、次のユーザー名の形式がサポートされます。
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– ユーザー名（例：user）

– ユーザープリンシパル名（例：user@domain）

– NetBIOS ID（例：domain\user）

3. ユーザー名とパスワードを記憶させておいて、次回の Data Collector Manager 起動時に使用する場合は、パスワードを記憶 チェックボック
スにチェックを付けます。

4. ログイン をクリックします。Data Collector Manager ウィンドウが表示され、一般情報 タブが表示されます。

一般情報 タブには、Data Collector サービスのステータスが表示されます。

Data Collector サービスの管理
Data Collector サービスを管理するには、Data Collector Manager の 一般情報 タブを使用します。

図 124. Data Collector Manager - 一般情報 タブ

Data Collector サービスの開始
Data Collector サービスが停止されると、一般情報 タブに スタート ボタンが表示されます。

1. Data Collector Manager で、一般情報 タブをクリックします。
2. スタート をクリックします。Data Collector サービスの開始後は、サービス フィールドに 実行中 と表示されます。

Data Collector サービスの停止
Data Collector サービスが実行中の場合は、一般情報 タブに 停止 ボタンが表示されます。

1. Data Collector Manager で、一般情報 タブをクリックします。
2. 停止 をクリックします。Data Collector サービスの停止後、一般情報 タブが再表示されます。

Storage Manager Data Collector ウェブサイトの使用
Storage Manager Data Collector ウェブサイトは、プライマリ Data Collector がサーバにインストールされた時に、自動的にセットアップされます。
Data Collector ウェブサイトでは、次の操作を実行できます。

• Dell Storage Manager Client を、インストールされている Data Collector と同じソフトウェアバージョンにアップデートします。
• Storage Manager Server Agent を、インストールされている Data Collector と同じソフトウェアバージョンにアップデートします。
• Storage Manager のマニュアルを PDF および HTML 形式で表示します。
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Data Collector Manager からの Data Collector ウェブサイトへのアクセス
Data Collector Manager には、Data Collector ウェブサイトへのショートカットがあります。

1. Data Collector Manager で、一般情報 タブをクリックします。
2. Go to Website（ウェブサイトを表示）をクリックします。
3. 証明書に関する警告が表示された場合は、その警告を確認して、Data Collector ウェブサイトへのアクセスを続行します。

ウェブサイトアドレスを使用した Data Collector ウェブサイトへのアクセス
Data Collector にネットワーク接続できるクライアントは、Data Collector ウェブサイトにアクセスできます。

• ウェブブラウザで次のアドレスを入力して、Data Collector ウェブサイトへアクセスします。
https://<Data_Collector_Server>:<Web_Server_Port>

変数 説明
Data_Collector_Server Storage Manager Data Collector サーバーのホスト名または IP アドレス。

Web_Server_Port Storage Manager Data Collector サーバーのウェブサーバーポート。デフォルト値は 3033 です。

Data Collector プロパティのアップデート
Data Collector のプロパティおよび設定をアップデートするには、Data Collector Manager を使用します。Data Collector Manager に表示され
るオプションは、Data Collector が実行されているかどうかと、どの機能がライセンスされているかによって異なります。

メモ: Data Collector のプロパティを変更する前に、Windows サービス ウィンドウが開いていないことを確認します。サービス ウィンド
ウが開いていると、構成の変更が正しく適用されないことがあります。

Data Collector サービスのプロパティの管理
Data Collector サービスのプロパティを管理するには、サービス タブを使用します。

図 125. Data Collector Manager — サービス タブ

関連リンク
Dell SupportAssist を使用した診断データの手動送信
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Data Collector サービスタイプの変更
Data Collector サービスタイプは、Data Collector を実行する Windows アカウントのタイプを制御します。
前提条件
ローカルユーザーおよびドメインユーザーのアカウントは、サービスとしてログインでき、ホストサーバー上で管理者権限を所有する必要があります。

手順
1. Data Collector Manager で、サービス タブをクリックします。
2. Data Collector を実行する Windows アカウントのタイプを タイプ ドロップダウンメニューから選択します。

• Domain User Account（ドメインユーザーアカウント）を選択した場合は、Domain（ドメイン）フィールドにドメイン名を入力します。
• Local User Account（ローカルユーザーアカウント）または Domain User Account（ドメインユーザーアカウント）を選択した場合は、

ホストサーバー上で有効な管理者アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。
3. 変更の適用 をクリックします。

変更を適用するには Data Collector サービスを停止して再開する必要があることを知らせる確認ダイアログボックスが表示されます。
4. はい をクリックして、Data Collector サービスを停止し、再開します。

Data Collector データソースの変更
異なるデータベースを使用して Storage Manager データを保存するには、データソースを変更します。
このタスクについて

メモ: データソースの変更 オプションは、既存のプライマリ Data Collector を再設定して新しいデータベースを使用します。

注意: データの破損を防ぐために、別の Data Collector がその新しいデータベースをすでに使用していないか確認します。

手順
1. データソースを変更する前に、まず新しいデータベース用にデータベースソフトウェアをインストールして設定します。
2. Data Collector Manager で、サービス タブをクリックします。
3. データソースの変更 をクリックします。データソースの変更ウィザードが開きます。
4. データベースタイプ ドロップダウンメニューから、新しいデータソースを選択します。
5. データベースサーバのホスト名または IP アドレスを データベースサーバ フィールドに入力します。
6. データベースソフトウェアの TCP ポート番号を ポート フィールドに入力します。
7. データベースの管理者権限を持つユーザーアカウントのユーザー名とパスワードを ユーザー名 フィールドと パスワード フィールドに入力しま

す。
8. （オプション）Storage Manager によって作成される compmsauser というデータベースユーザーのパスワードを指定するには、カスタムパスワ

ードを使用する チェックボックスをオンにして、カスタムパスワードを使用する フィールドにパスワードを入力します。
カスタムパスワードを使用する チェックボックスが選択されていない場合は、デフォルトのパスワード R3p0r!cty4sgs が使用されます。

9. 次へ をクリックします。ウィザードがデータベースサーバに接続すると、ウィザードの次のページが表示されます。
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図 126. データソースの変更 - 2 ページ目

10. 履歴データを現在のデータベースから新しいデータベースへ移行するには、以前のデータソースからデータを移行しない チェックボックスのチ
ェックを外します。
• IO 使用状況データを移行するには、IO 使用状況データを移行する チェックボックスにチェックを付け、ドロップダウンメニューから 日 また

は 週 を選択して、IO 使用状況データを 最新データの移行 フィールドに移行する日数または週数を指定します。
• ストレージデータを移行するには、ストレージ使用状況データを移行する チェックボックスにチェックを付け、ドロップダウンメニューから 日 

または 週 を選択して、ストレージデータを 最新データの移行 フィールドに移行する日数または週数を指定します。
• レプリケーションデータを移行するには、レプリケーション使用状況データを移行する チェックボックスにチェックを付け、ドロップダウンメニュ

ーから 日 または 週 を選択して、レプリケーションデータを 最新データの移行 フィールドに移行する日数または週数を指定します。
11. 次へ をクリックします。データ移行の進捗状況が、ウィザードの最後のページに表示されます。

図 127. データソースの変更 - 最終ページ

12. 終了 をクリックします。
データソースの変更 ウィザードが閉じ、サービス タブが再表示されます。

データベースサーバーのホスト名またはポートを変更する
データベースサーバーのホスト名、IP アドレス、またはポートを変更する場合は、Data Collector を新しい情報でアップデートします。

1. Data Collector Manager で、サービス タブをクリックします。
2. データベース接続の変更 をクリックします。データベース接続の変更 ダイアログボックスが表示されます。
3. データベースサーバーのホスト名または IP アドレスを変更した場合は、必要に応じて Server（サーバー）フィールドを変更します。
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4. サーバーポートを変更した場合は、必要に応じて Port（ポート）フィールドを変更します。
5. OK をクリックします。データベース接続の変更 ダイアログボックスが閉じられます。

SQL データベースからのデータベーススキーマのエクスポート
SQL データベースを使用して Storage Manager データを保存する場合は、データベーススキーマをエクスポートすることができます。

1. Data Collector Manager で、サービス タブをクリックします。
2. Export Database Schema（データベーススキーマのエクスポート）をクリックします。
3. スキーマファイルの保存場所を指定します。
4. スキーマファイルの名前を File name（ファイル名）フィールドに入力します。
5. 保存 をクリックします。

スキーマファイルの保存後、ダイアログボックスが表示されます。
6. OK をクリックします。

Dell SupportAssist データをファイルに保存する
サイトが Dell SupportAssist サーバーに接続されていない場合は、履歴データのエクスポート アクションを使用して、Dell SupportAssist データ
をファイルを保存し、 に送信できます。Dell Technical Support

1. Data Collector Manager で、サービス タブをクリックします。
2. 履歴データのエクスポート をクリックします。データのエクスポート ダイアログボックスが表示されます。
3. Storage Center の選択 テーブルで、データをエクスポートする Storage Center を選択します。
4. Export Type（エクスポートタイプ）領域で、エクスポートするデータのタイプを選択します。
5. Time Range（時間範囲）領域で、データをエクスポートする期間を指定します。
6. エクスポートしたデータのファイル名と、そのファイルを保存する場所を指定します。

a. 参照 をクリックします。EM パフォーマンスデータファイルの選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. ファイルを保存する場所を参照します。
c. File name（ファイル名）フィールドに、ファイルの名前を入力します。
d. 保存 をクリックします。EM パフォーマンスデータファイルの選択 ダイアログボックスが閉じられます。

7. OK をクリックします。Dell SupportAssist データは、指定されたファイルに保存されます。

Data Collector で使用可能な最大メモリ量の変更
Data Collector で多くの Storage Center を管理している場合、この制限を増やすこととでパフォーマンスを向上させることができます。

1. Data Collector Manager で、サービス タブをクリックします。
2. Max Application Memory (MB)（最大アプリケーションメモリ（MB））フィールドに、最大値をメガバイト単位で入力します。

• デフォルトは 2048 MB で、最大値はありません。
• Data Collector のホストサーバーで使用できる合計メモリよりも 1024 MB 少ない値を指定します。

3. 変更の適用 をクリックします。

ネットワークの設定
ネットワーク タブを使用して、Data Collector ポートの管理、Dell SupportAssist のプロキシサーバーの設定、またはネットワークアダプタの手動に
よる選択を行えます。
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図 128. Data Collector Manager — ネットワーク タブ

Data Collector が使用するポートの変更
ウェブサーバーおよびレガシーウェブサービスのポートを変更して、ポートのコンフリクトを回避することができます。

1. Data Collector Manager で、ネットワーク タブをクリックします。
2. Storage Manager が Storage Center と Server Agent からデータを受信する際に使用するポートを変更するには、レガシーウェブサービ

スポート フィールドの値を変更します。
3. Storage Manager ウェブサイトと Dell Storage Manager Client が使用するポートを変更するには、ウェブサーバーポート フィールドの値を

変更します。
4. 変更の適用 をクリックします。

Dell SupportAssist のプロキシサーバーの設定
プロキシサーバーを使用して Dell SupportAssist で診断データを送信するには、Data Collector でプロキシサーバーを有効にします。Dell 
SupportAssist サーバーに対するすべてのネットワークトラフィックは HTTPS を使用します。

1. Data Collector Manager で、ネットワーク タブをクリックします。
2. Proxy Server（プロキシサーバー）チェックボックスを選択します。
3. プロキシサーバーのホスト名または IP アドレスを Proxy Server Host or IP Address（プロキシサーバーのホストまたは IP アドレス）フィール

ドに入力します。
4. プロキシサーバーが接続を受け入れるポートを Proxy Server Port（プロキシサーバーのポート）フィールドに入力します。
5. プロキシサーバーで認証が必要な場合

a. 認証ユーザー名を Proxy Server User Name（プロキシサーバーのユーザー名）フィールドに入力します。
b. 認証パスワードを Proxy Serve User Password（プロキシサーバーのユーザーパスワード）フィールドに入力します。

6. 変更の適用 をクリックします。

Data Collector のネットワークアダプタを手動で選択する
Data Collector は、デフォルトで使用するネットワークアダプタを自動選択しようとします。ホストサーバに複数のネットワークアダプタがある場合、自
動検出は失敗することがあります。この場合は、ネットワークアダプタを手動で選択する必要があります。
前提条件
ネットワークアダプタは、Storage Center、FluidFS クラスタ、および Server Agent を含む、Storage Manager によって管理されるデバイスに接続
できる必要があります。
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手順
1. Data Collector Manager で、ネットワーク タブをクリックします。
2. ネットワークアダプタを自動的に選択 チェックボックスのチェックを外します。
3. 使用するネットワークアダプタを ネットワークアダプタ ドロップダウンメニューから選択します。
4. 変更の適用 をクリックします。

セキュリティの設定
セキュリティ タブを使用して Data Collector にカスタム SSL 証明書を設定するか、クライアントのログインバナーメッセージを設定します。

図 129. Data Collector Manager — セキュリティ タブ

カスタム SSL 証明書の設定
Data Collector ウェブサイトに接続するときに証明書エラーを避けるために、カスタム SSL 証明書を設定します。SSL 証明書は、StartTLS 拡張
または LDAPS プロトコルとともに LDAP を使用してディレクトリサービスと通信するためにも必要です。
前提条件
• カスタム証明書には、ネットワーク内のホストから信頼される認証局（CA）の署名が必要です。
• 証明書の公開キーファイルでは、DER または PEM エンコードを使用する必要があります。
• 証明書のプライベートキーファイルは、PKCS#12 フォーマットであることが必要です。
• プライベートキーのエイリアスとパスワードを知っている必要があります。

手順
1. Data Collector Manager で、セキュリティ タブをクリックします。
2. 証明書の変更 をクリックします。証明書の登録 ダイアログボックスが開きます。

図 130. 証明書の登録 ダイアログボックス

3. 公開キーファイルをアップロードします。
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a. 公開キー フィールドの隣にある 選択 をクリックします。選択 ダイアログボックスが開きます。
b. 公開キーファイルの場所を参照し、公開キーファイルを選択します。
c. 開く をクリックします。選択 ダイアログボックスが閉じられ、公開キー フィールドに公開キーファイルへのパスが入力されます。

4. プライベートキーファイルをアップロードします。
a. 公開キー フィールドの隣にある 選択 をクリックします。選択 ダイアログボックスが表示されます。
b. プライベートキーファイルの場所を参照し、プライベートキーを選択します。
c. 開く をクリックします。選択 ダイアログボックスが閉じられ、公開キー フィールドにプライベートキーファイルへのパスが入力されます。

5. エイリアス フィールドに、プライベートキーとして使用する PKCS#12 プライベートキーファイル内のエントリ名を入力します。
6. Password（パスワード）フィールドに、プライベートキーファイルのパスワードを入力します。
7. OK をクリックします。証明書の登録 ダイアログボックスが閉じられます。
8. 変更の適用 をクリックして証明書をアクティブ化し、Data Collector サービスを再起動します。確認ダイアログボックスが開きます。
9. はい をクリックして、Data Collector サービスを再起動することを確認します。

ログインバナーメッセージを設定する
クライアントまたは Data Collector Manager にログインする前にユーザーにメッセージが表示されるよう、ログインバナーを設定します。

1. Data Collector Manager で、セキュリティ タブをクリックします。
2. メッセージ フィールドに、クライアントおよび Data Collector Manager のログイン画面に表示するメッセージを入力します。
3. 変更の適用 をクリックしてログインバナーメッセージをアクティブ化し、Data Collector サービスを再起動します。確認ダイアログボックスが表示

されます。
4. はい をクリックして、Data Collector サービスを再起動することを確認します。

ディレクトリサービスの設定
ディレクトリサービス タブを使用して、Storage Manager ユーザーの認証に Active Directory または OpenLDAP ディレクトリサービスを使用する
ように Data Collector を設定します。

図 131. Data Collector Manager — ディレクトリサービス タブ

関連リンク
ディレクトリサービスを使用する Data Collector の設定

SMTP サーバーの設定
Data Collector で SMTP サーバーを設定するには、SMTP サーバー タブを使用します。
このタスクについて
SMTP サーバーを設定すると、Storage Manager で電子メール通知を送信できます。
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手順
1. Data Collector Manager で、SMTP サーバー タブをクリックします。

図 132. Data Collector Manager — SMTP サーバー タブ

2. 次の手順を実行して、SMTP サーバーを設定します。
a. SMTP サーバーのホスト名または IP アドレスを Host or IP Address（ホストまたは IP アドレス）フィールドに入力します。
b. Storage Manager からの電子メールの送信者として表示する電子メールアドレスを 送信元電子メールアドレス フィールドに入力しま

す。
c. SMTP サーバーのポート番号が 25 でない場合、適切なポート番号を Port（ポート）フィールドに入力します。
d. SMTP サーバーが認証を必要とする場合、Authentication（認証）チェックボックスにチェックを付けた後、ユーザー名を SMTP User 

Name（SMTP ユーザー名）フィールドに入力し、パスワードを SMTP User Password（SMTP ユーザーパスワード）フィールドに入
力します。

3. OK をクリックします。

レポート制限の設定
レポート制限を設定するには、制限 タブを使用します。
このタスクについて
Data Collector デバッグログの最大サイズと最大数は、ログ制限 領域で変更できます。ログデータ、アラートデータ、およびレポートデータを保存
する日数は、レポート情報制限 領域で変更できます。

図 133. Data Collector Manager — 制限 タブ
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手順
1. Data Collector Manager で、制限 タブをクリックします。
2. Data Collector のデバッグログの最大ファイルサイズを変更するには、最大ログファイルサイズ フィールドの値を変更します。
3. 各 Data Collector のデバッグログタイプごとのログファイルの最大数を変更するには、最大ログファイル フィールドの値を変更します。
4. ログファイルの有効期限が切れる日数を変更するには、Log Lifetime（ログの有効期間）フィールドの値を変更します。
5. アラートの有効期限が切れる日数を変更するには、Alert Lifetime（アラートの有効期間）フィールドの値を変更します。
6. レポートデータの有効期限が切れる日数を変更するには、Reporting Data Lifetime（レポートデータの有効期間）フィールドの値を変更

します。
7. 変更の適用 をクリックします。

SMI-S の設定
SMI-S サーバーを設定するには、SMI-S タブを使用します。

1. Data Collector Manager で、SMI-S タブをクリックします。
2. Dell SMI-S プロバイダを有効にするには、有効 を選択します。

SMI-S プロバイダが有効になると、Data Collector により OpenPegasus CIM サーバーがインストールされ、起動されます。
3. HTTPS フィールドで、SMI-S サーバの HTTPS ポートを変更します。
4. 変更の適用 をクリックします。

関連リンク
SMI-S

使用可能な Storage Center の管理
Storage Center タブを使用して、1 人または複数の Storage Manager ユーザーにマップされている使用可能な Storage Center を管理しま
す。

図 134. Data Collector Manager - Storage Center タブ

関連リンク
Storage Center の管理
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Storage Center リストの更新
Storage Center タブを更新し、ステータス情報をアップデートします。

1. Data Collector Manager で、Storage Center タブをクリックします。
2. 更新をクリックします。

使用可能な Storage Center の削除
Storage Manager から管理する必要がなくなった Storage Center を削除します。Storage Center が Storage Manager のすべてのユーザーア
カウントから削除される場合は、その Storage Center の履歴データも削除されます。

1. Data Collector Manager で、Storage Center タブをクリックします。
2. 削除する Storage Center を選択します。
3. Storage Center の削除 をクリックします。

警告メッセージが表示されます。
4. はい をクリックします。

Storage Center のすべてのデータのクリア
Storage Manager から過去のデータを削除するには、Storage Center のデータをクリアします。

1. Data Collector Manager で、Storage Center タブをクリックします。
2. すべてのデータをクリアする Storage Center を選択します。
3. Storage Center データのクリア をクリックします。

警告メッセージが表示されます。
4. はい をクリックします。

Storage Manager ユーザーアカウントからの Storage Center の削除
ユーザーが Storage Center を表示したり、管理したりすることを防止するには、ユーザーアカウントからその Storage Center を削除します。

1. Data Collector Manager で、Storage Center タブをクリックします。
2. 削除するユーザー /Storage Center マップがある Storage Center を選択します。
3. ユーザー /Storage Center マップ ペインで、Storage Center からマッピングを解除するユーザーを選択します。
4. ユーザー /Storage Center マップの削除 をクリックします。

警告メッセージが表示されます。
5. はい をクリックします。

使用可能な PS Series グループの管理
PS グループ タブを使用して、1 人または複数の Storage Manager ユーザーにマップされている使用可能な PS Series グループを管理します。

PS Series グループのリストの更新
使用可能な PS Series グループのリストを更新するには、PS グループ タブをリフレッシュします。

1. Data Collector Manager で、PS グループ タブをクリックします。
2. 更新 をクリックします。

使用可能な PS Series グループの削除
Storage Manager で管理の必要がなくなった PS Series グループを削除します。

1. Data Collector Manager で、PS グループ タブをクリックします。
2. 削除する PS Series グループを選択します。
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3. PS グループの削除 をクリックします。
4. はい をクリックします。

Storage Manager ユーザーからの PS Series グループの削除
ユーザーが PS Series グループを管理できないようにするには、Storage Manager ユーザーからグループを削除します。

1. Data Collector Manager で、PS グループ タブをクリックします。
2. ユーザーのマッピングを解除する PS Series グループを選択します。
3. ユーザー /PS グループマップ ペインで、PS Series グループからマッピングを解除するユーザーを選択します。
4. ユーザー /PS グループの削除 をクリックします。
5. はい をクリックします。

使用可能な FluidFS クラスタの管理
使用可能な FluidFS クラスタを管理するには、FluidFS クラスタ タブを使用します。

図 135. Data Collector Manager - FluidFS クラスタ タブ

関連リンク
FluidFS メンテナンス

FluidFS クラスタのリストの更新
ユーザーが FluidFS クラスタを表示したり、管理したりすることを防止するには、ユーザーアカウントから FluidFS クラスタを削除します。

1. Data Collector Manager で、FluidFS クラスタ タブをクリックします。
2. ユーザーと FluidFS クラスタのマップを削除する FluidFS クラスタを選択します。
3. ユーザー /FluidFS クラスタマップ ペインで、FluidFS クラスタからマッピングを解除するユーザーを選択します。
4. ユーザー /FluidFS クラスタマップの削除 をクリックします。警告メッセージが表示されます。
5. はい をクリックします。

使用可能な FluidFS クラスタの削除
Storage Manager で管理の必要がなくなった FluidFS クラスタを削除します。

1. Data Collector Manager で、FluidFS クラスタ タブをクリックします。
2. 削除する FluidFS クラスタを選択します。
3. システムの削除 をクリックします。警告メッセージが表示されます。
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4. はい をクリックします。

Storage Manager ユーザーアカウントからの FluidFS クラスタの削除
ユーザーが FluidFS クラスタを表示したり、管理したりすることを防止するには、ユーザーアカウントからそのクラスタを削除します。

1. Data Collector Manager で、FluidFS クラスタ タブをクリックします。
2. ユーザー /FluidFS クラスタマップを削除する FluidFS クラスタを選択します。
3. ユーザー /FluidFS クラスタマップ ペインで、FluidFS クラスタからマッピングを解除するユーザーを選択します。
4. ユーザー /FluidFS クラスタマップの削除 をクリックします。警告メッセージが表示されます。
5. はい をクリックします。

利用可能な Fluid Cache クラスタの管理
Fluid Cache クラスタ タブを使用して、Data Collector に接続されている Fluid Cache クラスタを管理します。

図 136. Data Collector Manager - Fluid Cache クラスタ タブ

関連リンク
Dell Fluid Cache for SAN クラスタの管理

Fluid Cache クラスタのリストの更新
Fluid Cache の一覧を更新して、新しい Fluid Cache クラスタを表示します。

1. Data Collector Manager で、Fluid Cache クラスタ タブをクリックします。
2. 更新をクリックします。

Fluid Cache クラスタの削除
Data Collector マネージャから Fluid Cache を削除すると、そのクラスタに対するユーザーマッピングもすべて削除されます。

1. Data Collector Manager で、Fluid Cache クラスタ タブをクリックします。
2. 表で Fluid Cache クラスタを選択します。
3. Fluid Cache クラスタの削除 をクリックします。削除確認のダイアログボックスが表示されます。
4. はい をクリックします。

Fluid Cache クラスタの削除
Fluid Cache クラスタを削除すると、Storage Manager から Fluid Cache クラスタが削除され、すべてのユーザーとボリュームのマッピングが削除さ
れます。
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前提条件
Fluid Cache ボリュームマッピングをすべて削除する必要があります。

手順
1. Data Collector Manager で、Fluid Cache クラスタ タブをクリックします。
2. 表で Fluid Cache クラスタを選択します。
3. Fluid Cache クラスタの削除 をクリックします。削除確認のダイアログボックスが表示されます。
4. はい をクリックします。

Fluid Cache ユーザーマッピングの削除
ユーザーが Fluid Cache クラスタを表示することを制限するには、Fluid Cache ユーザーマッピングを削除します。

1. Data Collector Manager で、Fluid Cache クラスタ タブをクリックします。
2. ユーザー /Fluid Cache クラスタのマップ テーブルからユーザーを選択します。
3. ユーザー /Fluid Cache クラスタマップの削除 をクリックします。削除確認のダイアログボックスが表示されます。
4. はい をクリックします。

ユーザーの管理
ユーザー タブを使って、Storage Manager ユーザーと、Storage Center、PS Series グループ、Fluid Cache クラスタへのマッピングを管理します。

図 137. Data Collector Manager - ユーザーおよびユーザーグループ タブ

関連リンク
Storage Manager のユーザー管理

パスワード要件の管理
パスワード設定 タブを使って、Storage Manager ユーザーと Storage Center ユーザーのパスワード要件を設定します。

Data Collector の管理 835



図 138. Data Collector Manager - パスワード設定 タブ

関連リンク
ローカルユーザーのパスワード要件の管理

ログエントリの表示
Storage Manager のログエントリを表示するには、ログ タブを使用します。

図 139. Data Collector Manager -ログ タブ

ログエントリのリストのアップデート
Logs（ログ）タブを更新して、新しいログエントリを表示します。

1. Data Collector Manager で、ログ タブをクリックします。
2. 更新をクリックします。

ログエントリのクリア
すべての Storage Manager Data Collector ログファイルを削除するには、ログ タブのログエントリをクリアします。

1. Data Collector Manager で、ログ タブをクリックします。
2. ログファイルのクリア をクリックします。削除確認のダイアログボックスが表示されます。
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3. はい をクリックします。

ログエントリの検索
Search（検索）フィールドを使用して、ログエントリを検索します。

1. Data Collector Manager で、Data Collector Manager タブをクリックします。
2. 検索するテキストを Search（検索）フィールドに入力します。
3. 検索するテキストの大文字と小文字を区別する場合は、Match Case（大文字と小文字を区別する）チェックボックスにチェックを付けます。
4. 検索がラップされないようにするには、Wrap（ラップ）チェックボックスのチェックを外します。

5. ログ内で単語またはフレーズ単位で合致するものだけ検索するには、Full Match（完全一致）チェックボックスにチェックを付けます。
6. 検索で一致したすべての項目を強調表示するには、Highlight（強調表示）チェックボックスにチェックを付けます。
7. 次を検索  または 前を検索 をクリックして  テキストを検索します。

一致するテキストが見つかった場合、そのテキストを含む最初のログエントリがログリストから選択されます。

一致するテキストが見つからなかった場合、Error（エラー）ダイアログボックスが表示され、テキストが見つからなかったことを示すメッセージが
表示されます。

メモ: デフォルトでは、検索がリストの最後に到達したときに 次を検索 をクリックすると、検索はリストの最初の一致項目に戻りま
す。検索がリストの先頭に到達したときに、前を検索 をクリックすると、検索はリストの最後の一致項目に戻ります。

トラブルシューティング情報の収集とエクスポート
デバッグロガー タブを使用してデバッグログオプションを設定し、トラブルシューティングのために設定およびログデータをエクスポートします。

図 140. Data Collector Manager - デバッグロガー タブ

デバッグログの有効化
トラブルシューティングのために追加情報を収集するには、デバッグログを有効にします。デバッグログオプションは、Dell Technical Support による
指示がない限り、設定しないでください。

1. Data Collector Manager で、デバッグロガー タブをクリックします。
2. 有効にするデバッグログのチェックボックスにチェックを付けます。
3. 変更の適用 をクリックします。
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デバッグログのクリア
すべての Storage Manager デバッグログファイルを削除するには、デバッグログファイルをクリアします。

1. Data Collector Manager で、デバッグロガー タブをクリックします。
2. すべてのデバッグログファイルのクリア をクリックします。削除確認のダイアログボックスが開きます。
3. はい をクリックします。

トラブルシューティング用の設定とログデータのエクスポート
設定およびログデータを圧縮ファイルとしてエクスポートします（Dell Technical Support により要求された場合）。
このタスクについて
ファイルを（Dell Technical Support）に手動で送信することができます。
また、Dell SupportAssist を使用してファイルを送信することもできます。

手順
1. サポートデータの収集 をクリックします。サポートデータの収集 ダイアログボックスが表示されます。
2. 開始時間 フィールドの日付と時間を選択して、ログデータをエクスポートする期間を設定します。
3. Dell SupportAssist を使用してデバッグログを（Dell Technical Support）に送信する場合、SupportAssist に送信 を選択します。
4. データをファイルに保存する場合、ファイル名とエクスポートファイルの場所を選択します。

a. ファイルの場所に送信 を選択します。
b. 参照する をクリックします。ダイアログボックスが表示されます。
c. エクスポートファイルを保存する場所を参照します。
d. ファイル名 フィールドに、ファイル名を入力します。
e. 保存 をクリックします。ダイアログボックスが閉じられます。

5. OK をクリックします。
• Dell SupportAssist を使用してデバッグログを（Dell Technical Support）に送信する場合、進行状況を示すメッセージが表示され、デ

バッグログが送信されます。
• エクスポートファイルに情報を保存するよう選択した場合、設定およびログデータが指定したファイルにエクスポートされます。

Storage Manager Virtual Appliance の管理
Storage Manager Virtual Appliance CLI には、ネットワーク設定の構成、診断データの表示、Storage Manager Virtual Appliance の更新を
実行できる構成オプションが含まれています。

仮想アプライアンス設定の構成
Storage Manager Virtual Appliance CLI の 設定 メニューを使用して、Storage Manager Virtual Appliance のネットワークおよびパーティション
設定を変更できます。

NTP サーバの設定
ネットワークタイムプロトコル（NTP）サーバは、Storage Manager Virtual Appliance に時刻と日付を提供します。
前提条件
NTP サーバは、Storage Manager Virtual Appliance からアクセスできる必要があります。
手順
1. VMware vSphere クライアントを使用して、Storage Manager Virtual Appliance のコンソールを起動します。
2. Storage Manager Virtual Appliance にログインします。
3. 2 を押してから Enter を押して、設定 メニューを開きます。
4. 1 を押してから Enter を入力して、NTP メニューを開きます。
5. 1 を押してから Enter を押して、NTP セットアップを起動します。
6. NTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
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7. Enter を押します。

IPv4 の設定
Storage Manager Virtual Appliance CLI を使用して、IPv4 ネットワーク設定を変更します。

1. VMware vSphere クライアントを使用して、Storage Manager Virtual Appliance のコンソールを起動します。
2. Storage Manager Virtual Appliance にログインします。
3. 2 を押してから Enter を押して、設定 メニューを開きます。
4. 2 を押してから Enter を押して、ネットワーク IPv4 セットアップを開始します。
5. 1 または 2 を押して DHCP を有効または無効にし、Enter を押します。
6. IP アドレスを変更するには、IP アドレスを入力し、Enter を押します。
7. ネットマスクを変更するには、新しいネットマスクを入力し、Enter を押します。
8. ゲートウェイアドレスを変更するには、新しいゲートウェイアドレスを入力し、Enter を押します。
9. 新しいホスト名を割り当てるには、ホスト名を入力し、Enter を押します。
10. Storage Manager Virtual Appliance で使用されているドメイン名を変更するには、新しいドメイン名を入力し、Enter を押します。
11. 新しい DNS サーバを追加するには、1 つまたは複数の DNS サーバの IP アドレスを入力し、Enter を押します。複数の IP アドレスがある場

合はカンマで区切ります。
12. 1 を押して変更を確認し、Enter を押します。
13. Enter を押して設定を完了します。

IPv6 の設定
Storage Manager Virtual Appliance CLI を使用して、IPv6 ネットワーク設定を変更します。

1. VMware vSphere クライアントを使用して、Storage Manager Virtual Appliance のコンソールを起動します。
2. Storage Manager Virtual Appliance にログインします。
3. 2 を押してから Enter を押して、設定 メニューを開きます。
4. 2 を押してから Enter を押して、ネットワーク IPv6 セットアップを開始します。
5. 1 または 2 を押して DHCP を有効または無効にし、Enter を押します。
6. 新しいホスト名を割り当てるには、ホスト名を入力し、Enter を押します。
7. Storage Manager Virtual Appliance で使用されているドメイン名を変更するには、新しいドメイン名を入力し、Enter を押します。
8. 新しい DNS サーバを追加するには、1 つまたは複数の DNS サーバの IP アドレスを入力し、Enter を押します。複数の IP アドレスがある場

合はカンマで区切ります。
9. 1 を押して変更を確認し、Enter を押します。
10. Enter を押して設定を完了します。

仮想アプライアンスの SSH の有効化
Storage Manager Virtual Appliance CLI を使用して、Storage Manager Virtual Appliance との SSH 通信を有効にします。

1. VMware vSphere クライアントを使用して、Storage Manager Virtual Appliance のコンソールを起動します。
2. Storage Manager Virtual Appliance にログインします。
3. 2 を押してから Enter を押して、設定 メニューを開きます。
4. 4 を押してから Enter を押し、SSH 設定 を開きます。
5. SSH を有効または無効にします。

• SSH を有効にするには、1 を押してから Enter を押します。
• SSH を無効にするには、2 を押してから Enter を押します。

6. Enter を押します。
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仮想アプライアンスのサポートアカウントの有効化または無効化
Storage Manager Virtual Appliance CLI メニューを使用して、Storage Manager Virtual Appliance のサポートアカウントを有効または無効にし
ます。

1. VMware vSphere クライアントを使用して、Storage Manager Virtual Appliance のコンソールを起動します。
2. Storage Manager Virtual Appliance にログインします。
3. 2 を押してから Enter を押して、設定 メニューを開きます。
4. 5 を押してから Enter を押し、サポートアカウントの有効化 / 無効化 セットアップを開きます。
5. サポートアカウントを有効または無効にします。

• サポートアカウントを有効にするには、1 を押してから Enter を押します。
• サポートアカウントを無効にするには、2 を押してから Enter を押します。

6. Enter を押してセットアップを完了します。

仮想アプライアンスパーティションのサイズの変更
Storage Manager Virtual Appliance には、EM、データベース、およびルートパーティションの 3 つのパーティションがあります。EM パーティションに
は、Storage Manager Virtual Appliance の実行に使用されるデータが含まれます。データベースパーティションには、Data Collector のために格
納されたデータベースデータが含まれます。Storage Manager Virtual Appliance では、EM パーティションおよびデータベースパーティションを拡張
できます。VMware vSphere クライアントでは、EM データベースにはディスク 2 というラベルが、データベースパーティションにはディスク 3 というラベ
ルが付けられます。

1. VMware vSphere クライアントを使用して、Storage Manager Virtual Appliance をホストしている vCenter サーバに接続します。
2. Storage Manager Virtual Appliance を右クリックして、設定の編集 を選択します。

仮想マシンのプロパティ ダイアログボックスが開きます。
3. ハードウェア タブで、拡張するパーティションのハードディスクを選択します。

• EM パーティションの場合は、ハードディスク 2 を選択します。
• データベースパーティションの場合は、ハードディスク 3 を選択します。

4. ディスクの プロビジョニングサイズ を推奨サイズのいずれかに変更します。
• EM パーティションの場合は、ディスクサイズを 10 GB、20 GB、または 40 GB に変更します。
• データベースパーティションの場合は、ディスクサイズを 20 GB、40 GB、または 80 GB に変更します。

5. OK をクリックします。
サーバがディスクサイズを拡張します。

6. コンソールを開く をクリックし、Storage Manager Virtual Appliance のコンソールを起動します。
7. Storage Manager Virtual Appliance にログインします。
8. 2 を押してから Enter を押して、設定 メニューを開きます。
9. 6 を押してから Enter を押して、パーティションのサイズ変更セットアップを開始します。
10. 拡張するパーティションを選択します。

• EM パーティションを選択するには、1 を押してから、Enter を押します。
• データベースパーティションを選択するには、2 を押してから、Enter を押します。

Storage Manager Virtual Appliance がパーティションをディスクの使用可能サイズまで拡張します。

構成設定の概要の表示
Storage Manager Virtual Appliance CLI では、Storage Manager Virtual Appliance 構成設定の概要を表示できます。これを使用して修正
する設定を決めます。

1. VMware vSphere クライアントを使用して、Storage Manager Virtual Appliance のコンソールを起動します。
2. Storage Manager Virtual Appliance にログインします。
3. 2 を押してから Enter を押して、設定 メニューを開きます。
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4. 7 を押してから Enter を押します。
構成設定の概要が表示されます。

5. Enter 押してメニューを終了します。

仮想アプライアンスの診断情報の表示
Storage Manager Virtual Appliance CLI の 診断 メニューでは、Storage Manager Virtual Appliance で発生したネットワーク接続問題の診断
に役立つ情報を表示できます。

IP アドレスに ping を打つ
Storage Manager Virtual Appliance を使用して、Storage Manager Virtual Appliance から特定の IP アドレスに ping を打ちます。

1. VMware vSphere クライアントを使用して、Storage Manager Virtual Appliance のコンソールを起動します。
2. Storage Manager Virtual Appliance にログインします。
3. 3 を押してから Enter を押し、診断 メニューを開きます。
4. IPv4 アドレスに ping を打つには 1 を、IPv6 アドレスに ping を打つには 2 を押して、Enter を押します。
5. ping の対象のホスト名または IP アドレスを入力します。
6. Enter を押します。

Storage Manager Virtual Appliance CLI に ping の結果が表示されます。
7. 診断 メニューに戻るには、Enter を押します。

ルーティング情報の表示
Storage Manager Virtual Appliance CLI を使用して、Storage Manager Virtual Appliance のルーティング情報を表示します。

1. VMware vSphere クライアントを使用して、Storage Manager Virtual Appliance のコンソールを起動します。
2. Storage Manager Virtual Appliance にログインします。
3. 3 を押してから Enter を押し、診断 メニューを開きます。
4. 3 を押してから Enter を押します。

ルーティング情報が記載されたテーブルが表示されます。
5. 診断 メニューに戻るには、Enter を押します。

ホストテーブルの表示
ホストテーブルには、Storage Manager Virtual Appliance のネットワーク情報が表示されます。Storage Manager Virtual Appliance CLI を使
用して、ホストテーブルを表示します。

1. VMware vSphere クライアントを使用して、Storage Manager Virtual Appliance のコンソールを起動します。
2. Storage Manager Virtual Appliance にログインします。
3. 3 を押してから Enter を押し、診断 メニューを開きます。
4. 4 を押してから Enter を押します。

Storage Manager Virtual Appliance CLI にホストテーブルが表示されます。

プライマリ Data Collector の移行
Data Collector を別のサーバーに移動するには、宛先サーバーに同じ Data Collector バージョンをインストールしてから、元の Data Collector か
ら宛先の Data Collector に必要なフォルダを移動します。
前提条件
• 元の Data Collector および宛先の Data Collector は、同じソフトウェアバージョンである必要があります。
• 宛先サーバーは、64 ビットのオペレーティングシステムを実行している必要があります。

Storage Manager 6.3 以降の場合、Data Collector は、32 ビットのオペレーティングシステムをサポートしません。ただし、Data Collector は 
32 ビットサーバから 64 ビットサーバに移行できます。

Data Collector の管理 841



• 元の Data Collector がデータの格納に外部データベースを使用するように設定されている場合、宛先サーバーはデータベースに接続できる
必要があります。外部データベースが同じサーバーでホストされている場合は、Data Collector が localhost ではなくデータベースの IP アドレ
スまたはホスト名を使用するよう設定する必要があります。

手順
1. インストールされている Data Collector バージョンに一致する Data Collector セットアップファイルを持っていない場合は、Data Collector セ

ットアップファイルをダウンロードします。
a. www.dell.com/support にアクセスします。
b. Dell カスタマサポートまたは Dell パートナーサポートにログインします。
c. ナレッジセンター をクリックした後、Storage Manager Data Collector セットアップファイルをダウンロードします。

2. Storage Manager Data Collector を宛先サーバにインストールします。Data Collector セットアップ ウィザードで次の選択を行います。
• Data Collector タイプ 領域で、プライマリ Data Collector として設定 を選択します。
• Data Source Type（データソースタイプ）ドロップダウンメニューから、File System（ファイルシステム）を選択します。
• 画面の指示に従って、一時的な管理者アカウントを作成します。

詳しい手順については、『Storage Manager Installation Guide』（Storage Manager インストールガイド）を参照してください。
3. Data Collector が宛先サーバーにインストールされた後で、Data Collector Manager を使用して Data Collector サービスを停止します。
4. ソースサーバーで、Data Collector Manager を使用して Data Collector サービスを停止します。
5. \etc フォルダを元の Data Collector から 宛先 Data Collector にコピーします。etc フォルダのデフォルトの場所は次のとおりです。

• 64 ビット Windows：C:\Program Files (x86)\Compellent Technologies\Compellent Enterprise Manager\msaservice\etc

• 32 ビット Windows：C:\Program Files\Compellent Technologies\Compellent Enterprise Manager\msaservice\etc

メモ: Storage Manager 6.3 以降の場合、Data Collector は、32 ビットのオペレーティングシステムをサポートしません。ただ
し、Data Collector は 32 ビットサーバから 64 ビットサーバに移行できます。

6. 元の Data Collector がバージョン 6.x である場合、次のフォルダの内容を宛先サーバー上の適切な場所にコピーします。
Windows Server 2008 およびそれ以降：C:\ProgramData\Compellent\EMDC

7. Data Collector Manager を使用して、宛先サーバーで Data Collector サービスを開始します。

Microsoft SQL サーバーデータベースの移行
データベースサーバーが Microsoft SQL Server 2008、2012、または 2014 の場合、Data Collector データベースを新しい Microsoft SQL 
Server に移行できます。

1. 元の Microsoft SQL サーバーのデータベースのバックアップを取っておきます。
2. 新しい Microsoft SQL Server をセットアップし、混合モード認証（SQL Server および Windows 認証モード）を使用するように設定しま

す。
3. 新規 Microsoft SQL サーバーで、データベースの復元を実行します。
4. データベースが復元されたら、必要なデータベースユーザーを作成します。

a. compmsauser という名前のデータベースユーザーを作成します。この時点ではこのユーザーをスキーマに割り当てないでください。
b. compmsauser データベースユーザーのパスワードを、前のデータベースで割り当てられていたパスワードに設定します。

• 以前にパスワードを変更しなかった場合、デフォルトのパスワードは R3p0r!cty4sgs となります。
• パスワードを覚えていない場合や、別のパスワードを使用したい場合は、手順 6 でデータソースの変更ウィザードを実行するときに

新規のパスワードを入力する必要があります。
5. compmsadb で次のクエリを実行します。

sp_change_users_login ‘update_one’, ‘compmsauser’, ‘compmsauser’

6. クエリの実行後、Data Collector Manager を使用して、データソースを新しいデータベースに変更します。

メモ: パスワードを変更した場合は、Use Custom Password（カスタムパスワードを使用する）チェックボックスにチェックを付け、
Custom Password（カスタムパスワード）フィールドにパスワードを入力します。

関連リンク
Data Collector データソースの変更
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Data Collector のアンインストール
Data Collector をホストしているサーバーで、Windows の プログラムと機能 コントロールパネル項目を使用して、Storage Manager Data 
Collector アプリケーションをアンインストールします。

古い Data Collector データベースの削除
データベースを別のデータベースサーバーに移行した場合や、環境から Data Collector を削除した場合は、Data Collector データベースを削除し
ます。

MySQL データベースのクリーンアップ
Storage Manager データをデータベースから削除し、Data Collector を再インストールします。

1. Admin ユーザーとして、次の SQL コマンドを入力します。
mysql> Drop Database compmsadb; mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE User = 
'compmsauser'; mysql> DELETE FROM mysql.db WHERE user = 'compmsauser'; mysql> FLUSH 
PRIVILEGES;

2. Storage Manager Data Collector を再インストールします。

Microsoft SQL データベースのクリーンアップ
Storage Manager データをデータベースから削除し、Data Collector を再インストールします。

1. Admin ユーザーとして、次の SQL コマンドを入力します。
Drop Database compmsadb; EXEC SP_DropLogin 'compmsauser';

2. Storage Manager Data Collector を再インストールします。

ファイルシステムに内蔵されたデータベースのクリーンアップ
• Storage Manager Data Collector を再インストールします。ファイルシステムに内蔵されたデータベースは、再インストールプロセス中に自動

的にクリーンアップされます。
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43
Storage Manager のユーザー管理
Data Collector Manager を使用して、新しいユーザーを追加し、既存のユーザーを管理します。ユーザーアカウントの基本設定を変更するに
は、Dell Storage Manager Client を使用します。

Storage Manager ユーザー権限
Data Collector は、ユーザーに割り当てられた権限（レポーター、ボリュームマネージャ、またはシステム管理者）に基づいて、Storage Manager 
機能および関連付けられた Storage Center へのユーザーアクセスを制御します。次の表に、以下のカテゴリの Storage Manager ユーザーレベ
ル権限を定義します。

• ビュー：ユーザーは、オブジェクトを表示および監視できます。
• 管理：ユーザーは、既存のオブジェクトを変更できます。
• 追加 / 作成：ユーザーは、新規オブジェクトを作成したり、外部オブジェクトを追加したりすることができます。

メモ: Storage Manager ユーザー権限と Storage Center ユーザー権限は同じ名前を共有しますが、同じものではありません。
Storage Center ユーザー権限は、Storage Manager へのアクセスを制御し、Storage Center ユーザーは Storage Manager 
機能へのアクセスを制御します。

レポーター権限
レポーター権限レベルは、Storage Manager のユーザーの中で最も制限されるタイプです。

レポーターは、Storage Manager のほとんどの機能を表示できます。レポーターは FluidFS クラスタ、SupportAssist プロパティ、Data Collector 

のプロパティ、ストレージプロファイルを表示できません。レポーターはすべての機能において管理、作成、または編集する権限がありません。

メモ: Storage Manager レポーターユーザーは、Storage Manager レポーターの資格情報を持っている他のレポーターに Storage 

Center をマップできます。

メモ: レポーターユーザーは、ボリュームマネージャユーザーまたはシステム管理者ユーザーが Data Collector Manager で Fluid 

Cache クラスタをそのレポーターユーザーにマップしている場合のみ、Fluid Cache クラスタを表示できます。

ボリュームマネージャ権限
ボリュームマネージャ権限レベルはシステム管理者レベルに似ていますが、権限はシステム管理者よりも制限されています。
ボリュームマネージャユーザーの役割では、Storage Manager の多くの機能を表示、管理、および追加 / 作成ができます。この役割では、しきい
値の定義、レプリケーション、Portable Volumes、またはストレージタイプの追加 / 作成はできません。また、FluidFS クラスタ、SupportAssist の
プロパティ、または Data Collector のプロパティにはアクセスできません。

メモ: Fluid Cache の Storage Manager 権限は、Dell Storage Manager Client 内の Fluid Cache クラスタを追加するユーザーの
能力を示します。Fluid Cache 権限レベルは、既存の Fluid Cache クラスタを管理するユーザーの能力を示します。Fluid Cache 権
限レベルは、Fluid Cache クラスタが Data Collector Manager のユーザーにマップされるときに設定されます。詳細については、「Dell 

Fluid Cache for SAN クラスタ管理」の章を参照してください。

メモ: ボリュームマネージャ Storage Manager ユーザーは、オブジェクトを既存のしきい値の定義に追加できますが、新しいしきい値の
定義は作成できません。

関連リンク
Dell Fluid Cache for SAN クラスタの管理
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システム管理者権限
システム管理者権限レベルは、Storage Manager で最も強力なユーザープロファイルです。

システム管理者の役割では、Storage Manager のすべての機能にアクセスできます。例外として、SupportAssist プロパティおよび Data 

Collector プロパティにはアクセスできません。システム管理者はこれらの機能の表示および管理はできますが、新しいプロパティを追加することは
できません。

メモ: Fluid Cache の Storage Manager 権限は、Dell Storage Manager Client 内の Fluid Cache クラスタを追加するユーザーの
能力を示します。Fluid Cache 権限レベルは、既存の Fluid Cache クラスタを管理するユーザーの能力を示します。Fluid Cache 権
限レベルは、Fluid Cache クラスタが Data Collector Manager のユーザーにマップされるときに設定されます。詳細については、「Dell 

Fluid Cache for SAN クラスタ管理」の章を参照してください。

関連リンク
Dell Fluid Cache for SAN クラスタの管理
Storage Center のユーザー権限とユーザーグループ

外部ディレクトリサービスを使用したユーザーの認証
Data Collector は、Active Directory または OpenLDAP ディレクトリサービスを使用して Storage Manager ユーザーを認証するように設定する
ことができます。Kerberos 認証も設定されている場合、ユーザーは、Windows セッションを使用して自動的にクライアントでログインできます。
Storage Manager アクセスは、Data Collector が参加するドメインに属するディレクトリサービスユーザーおよびグループに付与することができま
す。Active Directory の場合、同じフォレスト内のドメインに属するユーザーおよびグループ、ならびに単方向または双方向の信頼が設定されてい
るフォレストに属するドメインにアクセス権を付与することもできます。

外部ディレクトリサービスの設定
ユーザーが外部ディレクトリサービスで認証されるようにするには、ディレクトリサービスを使用するように Data Collector を設定する必要がありま
す。

ディレクトリサービスを使用する Data Collector の設定
Data Collector Manager を使用して、Active Directory または OpenLDAP ディレクトリサービスを使用するように Data Collector を設定しま
す。
前提条件
• Active Directory または OpenLDAP ディレクトリサービスは、ネットワーク環境に導入する必要があります。
• ディレクトリサービスは、特定の設定要件を満たす必要があります。

– Active Directory：このディレクトリサービスは、Kerberos 認証を使用するように設定する必要があります。
– OpenLDAP：このディレクトリサービスは、StartTLS 拡張使用の LDAP、または LDAPS（LDAP over SSL）を使用するように設定する

必要があります。
• ディレクトリサービスで OpenLDAP を使用する場合は、ディレクトリサーバーの SSL 証明書のパブリックキーファイル（DER または PEM でエン

コードされたもの）をエクスポートし、Data Collector をホストするサーバーに転送する必要があります。
• Data Collector には、ディレクトリサービスへのネットワーク接続が必要です。
• Data Collector がディレクトリサービスと相互作用する方法を決定できるよう、環境内の DNS SRV レコードが正しく設定されている必要があ

ります。SRV レコードは定義されていない、または正しく設定されていない場合には、ディレクトリサービスを手動で設定する必要があります。
• Data Collector には、ディレクトリサービスを照会するためのアクセス許可を持つユーザーが必要です。Active Directory の場合、このユーザー

は、ディレクトリ内のそのユーザーのエントリにユーザープリンシパル名属性（username@example.com）も持っている必要があります。
• Kerberos 認証を使用するには、Administrator 権限を持つ、または既存のサービスアカウントを使用するディレクトリサービスユーザーのユー

ザー名とパスワードを入力する必要があります。
• ディレクトリサービスが設定されている場合に、別のドメインのディレクトリサービスを使用するように Data Collector を再設定するには、ディレク

トリサービスの設定を無効にして、適用してから次の手順に進みます。
• 別のフォレスト内のドメインに属している Active Directory ユーザーを認証するには、単方向または双方向の信頼をローカルフォレストとリモー

トフォレストの間に設定する必要があります。
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手順
1. Data Collector をホストしているサーバーで、Data Collector Manager を起動します。
2. Data Collector Manager で、ディレクトリサービス タブをクリックします。

図 141. ディレクトリサービス タブ

3. 編集 をクリックします。サービス設定 ダイアログボックスが開きます。
4. LDAP を設定します。

a. ディレクトリサービスを有効にする チェックボックスにチェックを付けます。
b. ドメイン フィールドに、検索するドメイン名を入力します。

メモ: Data Collector をホストするサーバーがドメインに属している場合、ドメイン フィールドは自動的に入力されます。
c. 認証バインド DN フィールドに、Data Collector が LDAP サーバの接続と検索に使用するユーザーの識別名またはユーザープリンシパ

ル名を入力します。ユーザー名 Administrator は許可されません。
• 識別名の例： CN=Firstname Lastname、CN=users、DC=corp、DC=Company、DC=COM

• ユーザープリンシプル名の例：username@example.com

d. 認証バインドパスワード フィールドに、認証バインド識別名のパスワードを入力します。
e. ドメイン フィールドを変更する場合、検出 をクリックして、指定されたドメインのディレクトリサービスを探します。

5. （オプション）ディレクトリサービスを手動で設定します。
a. 手動認証を有効にする チェックボックスにチェックを付けます。手動設定オプションが表示されます。
b. タイプ ドロップダウンメニューから、Active Directory または OpenLDAP を選択します。
c. ディレクトリサーバー フィールドで、別個の行に各ディレクトリサーバーの完全修飾ドメイン名（FQDN）を入力します。

メモ: Data Collector が、選択したプロトコルを使用して指定されたディレクトリサーバーと通信できることを確認するには、テ
スト をクリックします。

d. ベース DN フィールドに、LDAP サーバのベース識別名を入力します。この名前は、ユーザーを検索する開始点です。
6. （オプション）Kerberos 認証を設定します。ユーザーが自身の Windows セッション資格情報を使用して自動的にクライアントにログインでき

るようにするには、Kerberos 認証を設定する必要があります。
a. Kerberos 有効 チェックボックスを選択します。
b. Kerberos ドメインレルム フィールドに、認証する Kerberos レルムを入力します。Windows ネットワークでは、このレルムは通常、大文

字の Windows ドメイン名です。
c. （OpenLDAP のみ）KDC ホスト名または IP アドレス フィールドに、Distribution Center（KDC）のホスト名または IP アドレスを入力

します。
d. Data Collector ホスト名 フィールドに、Data Collector をホストするサーバーの完全修飾ドメイン名（FQDN）を入力します。

7. （オプション）接続タイムアウト フィールドに、LDAP サーバーへの接続を試行している間、Data Collector が待機する最大時間（分単位）
を入力します。
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8. 変更の適用 をクリックします。
• エラーが表示される場合は、手動でディレクトリサービスを設定する必要があります。
• Kerberos 認証が有効になっていない場合、TLS 証明書の登録 ダイアログボックスが開きます。ディレクトリサーバの SSL 公開キーの場

所を指定し、OK をクリックします。

図 142. TLC 証明書の登録 ダイアログボックス

Data Collector サービスが変更を適用するために再起動し、ディレクトリサービスの設定が完了します。
• Kerberos 認証が有効になっている場合、ディレクトリサービスドメインに参加 ダイアログボックスが開きまｓ。

– ドメインで Data Collector を登録するには、ドメイン Administrator のユーザー名とパスワードを入力して、OK をクリックします。ユー
ザー名 Administrator は許可されません。これらの資格情報は、Data Collector に登録するためにのみ使用されるものであり、保
存されません。

– 既存のサービスアカウントを使用するには、サービスアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、OK をクリックします。

メモ: 既存のサービスアカウントは、次の値のある servicePrincipalName 属性を以下の形式で含む必要があります。
HTTP/<host name>dc.<domain>@<realm>

HTTP/<host name>dc.<domain>

これらの値は Microsoft setspn.exe ツールまたは同等のツールを使用して設定できます。

図 143. ディレクトリサービスドメインに参加 ダイアログボックス

Data Collector は、Data Collector 用のディレクトリにサービスプリンシパル名（SPN）を作成して、変更の適用を再開します。ディレク
トリサービスの設定が完了します。

関連リンク
ディレクトリサービス検出のトラブルシューティング
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ディレクトリサービス検出のトラブルシューティング
Data Collector は、ネットワーク環境設定に基づいて最も近いディレクトリサービスの自動検出を試みます。検出された設定は、トラブルシューティ
ングの目的でテキストファイルに書き込まれます。検出に失敗した場合は、ネットワーク環境に対して適切な値がテキストファイルに含まれているこ
とを確認してください。

1. Data Collector をホストしているサーバー上で、ファイル C:\Program Files(x 86)\Compellent Technologies\Compellent Enterprise 
Manager\msaservice\directory_settings.txt を開きます。

2. directory_settings.txt ファイルにリストされている値がネットワーク環境に一致していることを確認します。
3. ファイルに適切でない値が含まれている場合は、設定を変更して問題を修正してください。

a. Data Collector をホストしているサーバが正しいドメインに参加していることを確認します。
b. DNS SRV レコードが正しく設定されていることを確認します。
c. Data Collector Manager を使用して、ディレクトリサービスを再び検出します。

4. 前の手順で問題が解決しなかった場合は、手動設定を有効にする チェックボックスにチェックを付けて、ディレクトリサービス設定を手動で行
います。必要に応じて、Dell Technical Support にお問い合わせください。

ローカルフォレストおよび信頼されているフォレストのドメインのスキャン
ドメインをローカルフォレストから追加または削除する場合、あるいはローカルフォレストと 1 つ以上のリモートフォレスト間で双方向のフォレストの信
頼を追加または削除する場合は、Data Collector Manager を使用して、ドメインのスキャンを行います。
前提条件
Data Collector は、Active Directory ディレクトリサービスおよび Kerberos を使用してユーザーを認証するように設定する必要があります。

メモ: 再スキャン操作の実行中は、Active Directory ユーザーの認証に失敗する場合があります。

手順
1. Data Collector をホストしているサーバーで、Data Collector Manager を起動します。
2. Data Collector Manager で、ディレクトリサービス タブをクリックします。
3. 再スキャン をクリックします。スキャンが成功または失敗したことを知らせるメッセージが表示されます。
4. OK をクリックします。

関連リンク
ディレクトリサービス検出のトラブルシューティング

ディレクトリサービスのユーザーとグループへのアクセス許可
ディレクトリユーザーに Storage Manager へのログインを許可するには、Storage Manager ユーザーグループにディレクトリサービスユーザーまたは
ユーザーグループ、あるいはその両方を追加します。

Storage Manager ユーザーグループに対するディレクトリグループの追加
Storage Manager ユーザーグループにディレクトリグループを追加して、ディレクトリグループ内のすべてのユーザーが Storage Manager にアクセス
できるようにします。アクセス権は、Data Collector が参加しているドメインに属するグループ、同一フォレスト内のドメイン、双方向のフォレスト信
頼が設定されているフォレストに属するドメインに付与することができます。単方向信頼ドメインでは、ディレクトリサービスグループはサポートされて
いません。
前提条件
Data Collector は、外部ディレクトリサービスを使用してユーザーを認証するように設定する必要があります。

手順
1. Data Collector をホストしているサーバーで、Data Collector Manager を起動します。
2. Data Collector Manager で、ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
3. 右のペインで ユーザーグループ タブをクリックします。
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図 144. ユーザーグループ タブ

4. ディレクトリグループを追加する Storage Manager ユーザーグループを選択します。
5. ディレクトリグループの追加 をクリックします。ディレクトリユーザーグループの追加 ダイアログボックスが開きます。

図 145. ディレクトリユーザーの追加 ダイアログボックス

6. （マルチドメイン環境のみ）ドメイン ドロップダウンメニューで、アクセス権を付与するディレクトリグループを含むドメインを選択します。
7. Storage Manager ユーザーグループに追加する各ディレクトリグループを選択します。
8. 完了したら、OK をクリックします。Storage Manager グループに関連付けられたディレクトリグループが、ディレクトリグループ サブタブに表示

されます。

関連リンク
ディレクトリサービスを使用する Data Collector の設定

Storage Manager のユーザーグループに対するディレクトリユーザーの追加
Storage Manager ユーザーグループにディレクトリユーザーを追加して、そのディレクトリユーザーが Storage Manager にアクセスできるようにしま
す。アクセス権は、Data Collector が参加しているドメインに属するユーザー、同一フォレスト内のドメイン、および単方向または双方向の信頼が
設定されているフォレストに属するドメインに付与することができます。
前提条件
Data Collector は、外部ディレクトリサービスを使用してユーザーを認証するように設定する必要があります。

手順
1. Data Collector をホストしているサーバーで、Data Collector Manager を起動します。
2. Data Collector Manager で、ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
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3. 右のペインで ユーザーグループ タブをクリックします。

図 146. ユーザーグループ タブ

4. ディレクトリユーザーを追加する Storage Manager ユーザーグループを選択します。
5. ディレクトリグループの追加 をクリックします。ディレクトリユーザーの追加 ダイアログボックスが開きます。

図 147. ディレクトリユーザーの追加 ダイアログボックス

6. ディレクトリユーザー フィールドに、追加する各ディレクトリユーザーの名前を入力します。1 行に各ユーザー名を入力します。
• OpenLDAP の場合は、ユーザー名の形式がサポートされます（例：user）。
• Active Directory の場合、次のユーザー名の形式がサポートされます。

– ユーザー名（例：user）

– ユーザープリンシパル名（例：user@domain）

メモ: Data Collector が設定されているドメイン以外のドメインに属するユーザーを追加するには、ユーザープリンシパル名の
形式を使用します。

7. 名前の確認 をクリックして、指定したユーザーがディレクトリサービスに存在することを確認します。メッセージが表示されます。

メモ: 単方向の信頼が設定されているドメインでは名前の確認はサポートされていません。
8. OK をクリックしてメッセージを閉じます。
9. 指定したディレクトリユーザー名のいずれかが確認できない場合は、その名前を修正してもう一度 名前のチェック をクリックします。
10. 完了したら、OK をクリックします。ディレクトリユーザーの追加 ダイアログボックスが閉じられ、選択した Storage Manager ユーザーグループ

に関連付けられたディレクトリユーザーが ユーザー サブタブに表示されます。
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関連リンク
ディレクトリサービスを使用する Data Collector の設定

ディレクトリサービスのユーザーとグループへのアクセスの取り消し
ディレクトリサービスのユーザーまたはグループに対して Storage Manager へのアクセスを取り消すには、Storage Manager ユーザーグループから
ディレクトリグループまたはユーザーを削除します。

Storage Manager ユーザーグループからのディレクトリサービスグループの削除
Storage Manager ユーザーグループからディレクトリサービスグループを削除して、グループ内のディレクトリユーザーが Storage Manager にアクセ
スできないようにします。

1. Data Collector をホストしているサーバーで、Data Collector Manager を起動します。
2. Data Collector Manager で、ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
3. 右のペインで ユーザーグループ タブをクリックします。
4. ディレクトリグループを追加する Storage Manager ユーザーグループを選択します。
5. ディレクトリグループ サブタブをクリックします。
6. アクセスを取り消すディレクトリサービスグループを右クリックして、削除 を選択します。ディレクトリユーザーグループの削除 ダイアログボックス

が開きます。
7. はい をクリックします。

Storage Manager ユーザーグループからのディレクトリサービスユーザーの削除
ディレクトリサービスユーザーを Storage Manager ユーザーグループから削除して、ディレクトリユーザーが Storage Manager にアクセスできないよ
うにします。

1. Data Collector をホストしているサーバーで、Data Collector Manager を起動します。
2. Data Collector Manager で、ユーザーおよびユーザーグループ タブをクリックします。
3. 右のペインで ユーザーグループ タブをクリックします。
4. ディレクトリグループを追加する Storage Manager ユーザーグループを選択します。
5. ユーザー サブタブをクリックします。
6. アクセスを取り消すディレクトリサービスグループユーザーを右クリックして、ユーザーの削除 を選択します。ディレクトリユーザーの削除 ダイア

ログボックスが開きます。
7. はい をクリックします。

外部ディレクトリサービス認証の無効化
外部ディレクトリサービス認証を無効にして、ディレクトリユーザーが認証できないようにします。
このタスクについて

注意: ディレクトリサービスの認証を無効にすると、すべてのディレクトリサービスユーザーおよびグループが Storage Manager から削
除されます。ディレクトリサービス認証を後で再び有効にすることを選択した場合は、すべてのディレクトリユーザーおよびユーザーグル
ープに再びアクセス権を付与する必要があります。

手順
1. Data Collector をホストしているサーバーで、Data Collector Manager を起動します。
2. Data Collector Manager で、ディレクトリサービス タブをクリックします。
3. ディレクトリサービスを有効にする チェックボックスのチェックを外します。
4. 変更の適用 をクリックします。

Data Collector Manager を使用したローカルユーザーの管理
Storage Manager ユーザーと Storage Center に対するマッピングは、Data Collector Manager の ユーザー タブで設定できます。
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図 148. ユーザー タブ

関連リンク
Data Collector Manager の起動

ユーザー タブに表示される情報の更新
ユーザー タブを更新して、ユーザーアカウントおよびユーザー /Storage Center のマップに対する変更を表示します。

1. Data Collector Manager で ユーザー タブをクリックします。
2. 更新 をクリックします。データが更新されると、ユーザー タブが再表示されます。

ユーザーの作成
ユーザーアカウントを作成して、ユーザーが Storage Manager にアクセスできるようにします。

1. Data Collector Manager で ユーザー タブをクリックします。
2. ユーザーの作成 をクリックします。ユーザー設定 ページが開きます。
3. 新しいユーザーの情報を入力します。

a. ユーザー名 フィールドにユーザーの名前を入力します。
b. （オプション）ユーザーの電子メールアドレスを 電子メールアドレス フィールドに入力します。
c. ユーザーに割り当てる権限レベルを 権限 ドロップダウンメニューから選択します。
d. 希望言語 ドロップダウンメニューから言語を選択します。
e. ユーザーのパスワードを パスワード フィールドと パスワードの確認 フィールドに入力します。
f. 最初のログイン後、ユーザーにパスワードを強制的に変更させる場合は、パスワードの変更を要求 チェックボックスを選択します。

4. OK をクリックします。

関連リンク
Storage Manager ユーザー権限

ユーザーの電子メールアドレスの設定または変更
Storage Manager からユーザーに電子メール通知が送信されるようにするには、電子メールアドレスを設定する必要があります。

1. Data Collector Manager で ユーザー タブをクリックします。
2. 変更するユーザーを選択して、設定の編集 をクリックします。ユーザーの設定 ページが開きます。
3. ユーザーの 電子メールアドレスを Email Address（電子メールアドレス）フィールドに入力します。
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4. OK をクリックします。

ユーザーに割り当てられている権限の変更
ユーザーアカウントの権限レベルは増減できます。

1. Data Collector Manager で ユーザー タブをクリックします。
2. 変更するユーザーを選択して、設定の編集 をクリックします。ユーザーの設定 ページが開きます。
3. ユーザーに割り当てる権限レベルを 権限 ドロップダウンメニューから選択します。
4. 次へ をクリックします。権限が変更された後は、ユーザー タブが再表示されます。

関連リンク
Storage Manager ユーザー権限

Storage Manager ユーザーの希望言語の変更
Storage Manager ユーザーの希望言語によって、Data Collector からの自動作成レポートおよび電子メールアラートで表示される言語が決定さ
れます。UI に表示されるレポートおよびユーザーの要求によって生成されるレポートでは、希望言語は使用されません。

1. Data Collector Manager で ユーザー タブをクリックします。
2. ユーザーの作成 をクリックします。ユーザー設定ページ が開きます。
3. 希望言語 ドロップダウンメニューから、言語を選択します。
4. OK をクリックします。

ユーザーに対するパスワード変更の強制
ユーザーが次にログインするときに、強制的にパスワードを変更させることができます。

1. Data Collector Manager で ユーザー タブをクリックします。
2. 変更するユーザーを選択して、設定の編集 をクリックします。ユーザーの設定 ページが開きます。
3. パスワードの変更を要求 チェックボックスを選択します。
4. OK をクリックします。

ユーザーのパスワードの変更
Data Collector Manager では、任意のユーザーアカウントのパスワードを変更できます。

1. Data Collector Manager で ユーザー タブをクリックします。
2. 変更するユーザーを選択して、ユーザーパスワードの変更 をクリックします。パスワードの変更 ページが開きます。
3. ユーザーの新しいパスワードを 新しいパスワード フィールドと パスワードの確認 フィールドに入力します。
4. 次へ をクリックします。パスワードが変更された後は、ユーザー タブが再表示されます。

レポーターユーザーへの Storage Center マッピングの設定
Storage Center マッピングは、レポーター権限を持つユーザーだけに設定できます。Administrator またはボリュームマネージャ権限があるユーザー
は、Dell Storage Manager Client を使用して自分の Storage Center マッピングを管理します。

1. Data Collector Manager で ユーザー タブをクリックします。
2. 変更するレポーターユーザーを選択します。
3. Storage Center マッピングの選択 をクリックします。Storage Center マッピングの選択 ダイアログボックスが開きます。

4. ユーザーにマッピングする各 Storage Center チェックボックスを選択します。
ユーザーのマッピングを解除する各 Storage Center チェックボックスの選択を解除します。

5. 次へ をクリックします。

854 Storage Manager のユーザー管理



Storage Center マッピングが変更された後に、ユーザー タブが再表示されます。

ユーザーの削除
ユーザーが Storage Center を表示したり、管理したりすることを防止するには、ユーザーアカウントを削除します。

1. Data Collector Manager で ユーザー タブをクリックします。
2. 削除するユーザーを選択します。
3. ユーザーの削除 をクリックします。確認のダイアログボックスが表示されます。
4. はい をクリックします。ユーザーが削除されると、ユーザー タブが再表示されます。

ユーザーに対する Storage Center マッピングの削除
ユーザーアカウントから Storage Center マップを削除して、そのユーザーが Storage Center を表示および管理できないようにします。

1. Data Collector Manager で ユーザー タブをクリックします。
2. Storage Center のマッピングを削除したいユーザーを選択します。
3. ユーザー /Storage Center マップ ペインでユーザーからマッピングを解除する Storage Center を選択します。
4. ユーザー / Storage Center マップの削除 をクリックします。確認のダイアログボックスが開きます。
5. はい をクリックします。Storage Center のマッピングの削除後、ユーザー タブが再表示されます。

ローカルユーザーアカウントのロック解除
ユーザーが正しくないパスワードを入力した後、アカウントロックアウトのしきい値を超えると、そのユーザーアカウントはロックされます。Data 
Collector Manager からユーザーのロックを解除します。
前提条件
• パスワードの設定 が有効になっている。
• ユーザーアカウントがロックされている。

手順
1. Data Collector Manager で ユーザー タブをクリックします。
2. ロックされたユーザーアカウントを選択します。
3. ロック解除 をクリックします。確認のダイアログボックスが表示されます。
4. はい をクリックします。

関連リンク
ローカル Storage Manager ユーザーのパスワード要件の設定

ローカルユーザーのパスワード要件の管理
Data Collector Manager から Storage Manager に対するパスワードの有効期限と複雑さの要件を管理します。

ローカル Storage Manager ユーザーのパスワード要件の設定
ローカルユーザーのパスワードの複雑さが増し、Storage Manager の安全性が高まるように、ローカルユーザーのパスワード要件を設定します。

1. Data Collector Manager で、パスワードの設定 タブをクリックします。
2. 有効 を選択します。
3. 次のパスワード要件を設定します。

• パスワードを検証するときに Storage Manager がチェックする以前のパスワード数を設定するには、履歴保持 フィールドに値を入力しま
す。以前のパスワード検証を無効にするには、0 を入力します。

• 新規パスワードの最小文字数を設定するには、最小長さ フィールドに値を入力します。最小パスワード長さは 4 文字です。
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• アカウントをロックアウトするログインの失敗回数を設定するには、アカウントロックアウトのしきい値 フィールドに数値を入力します。アカ
ウントロックアウトのしきい値 を無効にするには、0 を入力します。

メモ: Administrator レベルのアカウントのみ、他の Storage Manager アカウントのロックを解除できます。他の Storage 
Manager アカウントのロックを解除するには、複数の Storage Manager Administrator レベルアカウントを用意します。

• 新しいパスワードが複雑さの標準に従うように要求するには、複雑さ有効 チェックボックスにチェックを付けます。パスワードの複雑さ要件
を無効にするには、複雑さ有効 チェックボックスのチェックを外します。

• ユーザーがパスワードを変更できるまでの日数を設定するには、最小エージ フィールドに値を入力します。最小エージ要件を無効にする
には、0 を入力します。

• パスワードが期限切れになるまでの日数を設定するには、最大エージ フィールドに値を入力します。最大エージ要件を無効にするに
は、0 を入力します。

• 失効警告メッセージが発行され、パスワードが期限切れになるまでの日数を設定するには、失効警告時間 フィールドに値を入力しま
す。失効警告メッセージを無効にするには、0 を入力します。

• ユーザーが受信するパスワードの失効に関する電子メールの本文を指定するには、失効警告メッセージ フィールドに警告メッセージを入
力します。このフィールドを空にすると、パスワードの失効に関する電子メールの本文が空白になります。

4. 変更の適用 をクリックします。

Storage Center ユーザーへのパスワード要件の適用
Storage Manager ローカルユーザーのパスワード要件を、Storage Center ユーザーに適用することができます。
前提条件
パスワードの設定 を有効にする必要があります。

手順
1. Data Collector Manager で、パスワードの設定 タブをクリックします。
2. Storage Center にパスワードの設定を適用する チェックボックスを選択します。
3. 変更の適用 をクリックします。Storage Center の選択 ダイアログボックスが開きます。
4. パスワード要件を適用する Storage Center を選択します。
5. OK をクリックします。

関連リンク
ローカル Storage Manager ユーザーのパスワード要件の設定

パスワード寿命クロックのリセット
パスワード寿命クロックは、最小および最大エージ要件に基づいてパスワードの有効期限を決定します。パスワード寿命クロックをリセットして、パ
スワード寿命クロックが現在の日次から始まるようにします。
前提条件
パスワードの設定 を有効にする必要があります。

手順
1. Data Collector Manager で、パスワードの設定 タブをクリックします。
2. 寿命クロックのリセット チェックボックスにチェックを付けます。
3. 変更の適用 をクリックします。

関連リンク
ローカル Storage Manager ユーザーのパスワード要件の設定

ユーザーに対するパスワードの変更要求
新しいパスワード要件は、新しいユーザーパスワードのみに適用されます。既存のユーザーのパスワードは、そのパスワード要件に従っていない場
合があります。パスワードがパスワード要件に準拠するように、次のログイン時にパスワードを変更するようにユーザーに要求します。
前提条件
パスワードの設定 を有効にする必要があります。
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手順
1. Data Collector Manager で、パスワードの設定 タブをクリックします。
2. パスワードの変更を要求 チェックボックスを選択します。
3. 変更の適用 をクリックします。

関連リンク
ローカル Storage Manager ユーザーのパスワード要件の設定

Dell Storage Manager Client を使用したユーザー設定の管理
Dell Storage Manager Client を使用して、ユーザーアカウントのプリファレンスを変更します。

ユーザーパスワードの変更
現在のユーザーのユーザー名と権限は、全般 タブの ユーザー情報 セクションに表示されます。また、ユーザー情報 セクションでは、現在のユーザ
ーのパスワードを変更することもできます。

1. Dell Storage Manager Client の上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。ユーザー設定の編集 ダイアログボックスが開きま
す。

2. 全般 タブで、パスワードの変更 をクリックします。パスワードの変更 ダイアログボックスが開きます。
3. 認証パスワード フィールドにユーザーの現在のパスワードを入力します。
4. 新しいパスワードを 新しいパスワード フィールドと パスワードの確認 フィールドに入力します。
5. OK をクリックしてパスワードへの変更を保存し、パスワードの変更 ダイアログボックスを閉じます。
6. OK をクリックして、ユーザー設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

電子メールの設定
現在のユーザーの電子メールアドレスと電子メールのフォーマットは、電子メール設定 セクション（一般 タブ）タブで選択できます。
関連リンク

Storage Manager イベントの電子メール警告の設定
しきい値アラートの電子メール通知の設定

希望言語の変更
Storage Manager ユーザーの希望言語によって、Data Collector からの自動作成レポートおよび電子メールアラートで表示される言語が決定さ
れます。UI に表示されるレポートおよびユーザーの要求によって生成されるレポートでは、希望言語は使用されません。

1. Dell Storage Manager Client の上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。ユーザー設定の編集 ダイアログボックスが表示され
ます。

2. 希望言語 ドロップダウンメニューから、言語を選択します。
3. OK をクリックします。

グラフオプションの設定
しきい値アラートレベルと Storage Center アラートは、現在のユーザーのグラフ上に表示されるよう設定できます。また、グラフでの現在のユーザー
の表示色は、グラフオプション セクション（全般 タブ）タブで変更できます。
関連リンク

チャートのユーザー設定

クライアントオプションの設定
現在のユーザーに関してのデフォルトの表示、ストレージ単位の形式、警告 / エラーしきい値パーセントは、クライアントオプション セクション（一
般）タブで設定できます。

Storage Manager のユーザー管理 857



Dell Storage Manager Client での、表示するデフォルトビューの指定
クライアントにログインした後に最初に表示されるビューを選択できます。

1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。ユーザー設定の編集 ダイアログボックスが開きま
す。

2. 全般 タブで、デフォルトで表示するビューを デフォルトビュー ドロップダウンから選択します。
3. OK をクリックして変更を保存し、ユーザー設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

優先ウィザードスタイルの指定
ボリュームを作成するときに表示される作成ウィザードのスタイルは、選択することができます。ガイド付きの複数ステップのウィザードでは、新しいボ
リュームを作成する詳細な方法が段階的に示されます。
このタスクについて
SCv2000 シリーズコントローラのデフォルトは、ガイド付きの複数ステップのウィザードです。その他のすべてのデバイスのデフォルトは、ガイドなしの 1 
ステップのウィザードです。
手順
1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。

ユーザー設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
2. 全般 タブで、優先ウィザードスタイル ドロップダウンから優先ウィザードスタイルを選択します。
3. OK をクリックして変更を保存し、ユーザー設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

ストレージユニットの表示方法の指定 
ストレージユニットは、メガバイト、ギガバイト、テラバイト、または自動的に選択された、データに最適な測定単位で表示できます。

1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。ユーザー設定の編集 ダイアログボックスが開きま
す。

2. 一般 タブで、ストレージ単位の表示方法を ストレージ単位の形式 ドロップダウンメニューから選択します。
• 自動 – 表示される値に最も適した単位が自動的に選択されます。
• 常に MB で表示 – すべてのストレージ単位はメガバイトで表示されます。
• 常に GB で表示 – すべてのストレージ単位はギガバイトで表示されます。
• 常に TB で表示 – すべてのストレージ単位はテラバイトで表示されます。

3. OK をクリックして変更を保存し、ユーザー設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

警告パーセンテージしきい値の変更 
警告パーセンテージしきい値は、ストレージオブジェクトが警告を示す使用率パーセンテージを指定します。

1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。ユーザー設定の編集 ダイアログボックスが開きま
す。

2. 一般 タブで、ストレージオブジェクトが警告を表示する新しい使用率パーセントを 警告パーセンテージしきい値 フィールドに入力します。
3. OK をクリックして変更を保存し、ユーザー設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

エラーパーセンテージしきい値の変更
エラーパーセンテージしきい値は、ストレージオブジェクトがエラーを示す使用率パーセンテージを指定します。

1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、ユーザー設定の編集 をクリックします。ユーザー設定の編集 ダイアログボックスが開きま
す。

2. 一般 タブで、ストレージオブジェクトがエラーを表示する新しい使用率パーセンテージを エラーパーセンテージしきい値 フィールドに入力しま
す。

3. OK をクリックして変更を保存し、ユーザー設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。
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44
Dell SupportAssist の管理
Storage Manager Dell SupportAssist 機能は、監視およびトラブルシューティングの目的で Dell Technical Support にデータを送信します。Dell 
SupportAssist が診断データを自動的に送信するように設定することも、必要に応じて Dell SupportAssist を使用して診断データを手動で送
信することもできます。Dell SupportAssist 設定は、すべての管理対象 Storage Center に対して、または Storage Center ごとに個別に設定す
ることができます。

Dell SupportAssist を使用して送信可能なデータタイプ
Storage Manager は、レポート、Storage Center データ、および FluidFS クラスタデータを Dell Technical Support に送信できます。
以下の表に、Dell SupportAssist を使用して送信できるデータのタイプをまとめます。

Dell SupportAssist データタイプ 説明 Dell SupportAssist 方法

Storage Manager IO 使用状況レポート 1 つまたは複数の Storage Center の読み取
りおよび書き込み IO パフォーマンスの概要を
示します。

自動または手動

Storage Manager ストレージ使用状況レポー
ト

1 つまたは複数の Storage Center のストレー
ジ使用状況と増加率の概要を示します。

自動または手動

Storage Manager レプリケーションレポート レプリケーションのステータスの概要を示しま
す。

自動または手動

Storage Center の設定 すべての Storage Center 設定情報を送信し
ます。

手動

Storage Center ログ Storage Center ログを送信します。 手動

FluidFS クラスタの概要 すべての FluidFS クラスタ設定情報の概要を
示します。

自動

FluidFS クラスタのイベント FluidFS クラスタのイベントを送信します。 自動

FluidFS クラスタの診断 FluidFS クラスタの設定、サービス、およびログ
の概要情報を含む、完全なシステム診断を
送信します。

重大なイベントでは自動的にトリガされます。
システム管理者が FluidFS クラスタの診断を
実行する場合は、手動でトリガします。

Dell SupportAssist の有効化
Dell SupportAssist を有効にして、データが Dell Technical Support に定期的に送信されるようにします。Dell SupportAssist を有効にすると、
送信するデータを選択できます。

すべての管理対象 Storage Center に対する Dell SupportAssist による診断データの自動送信の有効
化
Data Collector 設定を変更して、Dell SupportAssist がすべての Storage Center に対して診断データを自動的に送信できるようにします。

1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、Data Collector 設定の編集 をクリックします。Data Collector 設定の編集 ダイアログ
ボックスが表示されます。

2. Dell SupportAssist タブをクリックします。Dell SupportAssist タブが表示されます。
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図 149. 設定の編集 — Dell SupportAssist タブ

3. Storage CenterDell SupportAssist データが送信される頻度を 頻度 ドロップダウンメニューから選択します。
• 4 時間：使用状況に関する統計を 4 時間ごとに送信します。
• 12 時間：使用状況に関する統計を 12 時間ごとに送信します。
• 1 日：使用状況に関する統計を 24 時間ごとに送信します。

メモ: ストレージ使用状況 データのデフォルトの収集スケジュールは、毎日深夜です。したがって、ストレージ使用状況 レポー
トに対するデフォルトの 頻度 設定である 4 時間 は無視されます。その代わり、ストレージ使用状況 レポートはデフォルトで毎
日、Dell Technical Support に送信されます。

4. 有効 チェックボックスにチェックを付けます。
5. 送信する Storage Center 使用状況レポートのチェックボックスを選択します。
6. OK をクリックします。

単一の Storage Center に対して Dell SupportAssist による診断データの自動送信を有効にする
Storage Center 設定を使用して、Dell SupportAssist が Storage Center に対して診断データを自動的に送信できるようにします。
前提条件
Storage Manager への Storage Center の追加は、システム管理者の権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して行う必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. Dell SupportAssist を設定する Storage Center を Storage（ストレージ）ナビゲーションペインから選択します。
3. Summary（サマリ）タブで Edit Settings（設定の編集）をクリックします。選択した Storage Center の Edit Settings（設定の編集）

ダイアログボックスが表示されます。
4. Dell SupportAssist タブをクリックします。選択した Storage Center に対する Dell SupportAssist タブが表示されます。
5. この Storage Center にグローバル Dell SupportAssist レポート設定を使用 チェックボックスのチェックを外して、選択した Storage 

Center に対して Dell SupportAssist 設定を許可します。
6. 有効 チェックボックスにチェックを付けて、Dell SupportAssist を有効にします。
7. Dell Technical Support に送信する Storage Center 使用状況レポートのチェックボックスにチェックを付けます。
8. お使いのネットワークで、ホストがインターネットに到達するためにプロキシサーバーを必要とする場合、Dell SupportAssist 用のプロキシサー

バーを設定します。
a. ウェブプロキシ設定 の下にある 有効 チェックボックスを選択し、プロキシサーバーを有効にします。
b. プロキシサーバーの IP アドレスおよびポートを指定します。
c. プロキシサーバーで認証が必要な場合、ユーザー名 と パスワード のフィールドに有効な資格情報を入力します。

9. OK をクリックします。
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Dell SupportAssist を使用した診断データの手動送信
Dell SupportAssist を使用して、複数の Storage Center、または特定の Storage Center に対する診断データを手動で送信できます。
Storage Center にインターネット接続がない場合、または Dell SupportAssist サーバと通信できない場合は、データをファイルにエクスポートし
て、Dell Technical Support に手動で送信できます。

複数の Storage Center に対する診断データの手動送信
複数の Storage Center に対する診断データは、Data Collector 設定から開始できます。

1. Dell Storage Manager Client の最上部ペインで、Data Collector 設定の編集 をクリックします。Data Collector 設定の編集 ダイアログ
ボックスが表示されます。

2. Dell SupportAssist タブをクリックします。
3. SupportAssist データを今すぐ送信 をクリックします。Dell SupportAssist データを今すぐ送信 ダイアログボックスが開きます。

図 150. Dell SupportAssist データを今すぐ送信 ダイアログボックス

4. Storage Center 領域で、Dell Technical Support にデータを送信する Storage Center のチェックボックスにチェックを付けます。
5. レポート 領域で、Dell Technical Support に送信する Storage Center 使用状況レポートのチェックボックスにチェックを付けます。
6. 時間範囲 領域で、Dell Technical Support にレポートデータを送信する期間を選択します。

a. 開始日 フィールドで、開始する日付と時刻を指定します。
b. 終了日 フィールドで、終了する日付と時刻を指定します。現在の日付と時刻を終了日として使用するには、終了日に現在の時刻を

使用 チェックボックスにチェックを付けます。
7. OK をクリックします。Dell SupportAssist データを今すぐ送信 ダイアログボックスに Dell SupportAssist の進捗状況が表示され、プロセス

が完了するとダイアログボックスが閉じます。
8. OK をクリックして、Data Collector 設定 ダイアログボックスを閉じます。

Dell SupportAssist を使用した単一の Storage Center の診断データの送信 
Storage Center 設定から Dell SupportAssist を使用して、Storage Center 診断データを送信できます。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。
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手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ビューのナビゲーションペインで Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
4. Dell SupportAssist タブをクリックします。
5. SupportAssist データを今すぐ送信 をクリックします。SupportAssist データを今すぐ送信 ダイアログボックスが開きます。

図 151. Dell SupportAssist データを今すぐ送信 ダイアログボックス

6. レポート 領域で、Dell Technical Support に送信する Storage Center 使用状況レポートのチェックボックスにチェックを付けます。
7. 時間範囲 領域で、Dell Technical Support にレポートデータを送信する期間を選択します。

a. 開始日 フィールドで、開始する日付と時刻を指定します。
b. 終了日 フィールドで、終了する日付と時刻を指定します。現在の日付と時刻を終了日として使用するには、終了日に現在の時刻を

使用 チェックボックスにチェックを付けます。
8. Storage Center 領域で、Dell Technical Support に送信するデータのタイプのチェックボックスにチェックを付けます。
9. OK をクリックします。SupportAssist データを今すぐ送信 ダイアログボックスに Dell SupportAssist の進捗状況が表示され、プロセスが完

了するとダイアログボックスが閉じます。
10. OK をクリックして、設定の編集 ダイアログボックスを閉じます。

Storage Center Dell SupportAssist データのファイルへの保存
サイトに Dell SupportAssist サーバーへの接続がない場合には、Data Collector Manager を使用して Dell SupportAssist データをファイルに保
存し、それを Dell Technical Support に手動で送信できます。

1. Data Collector をホストしているサーバーで、Data Collector Manager を起動します。
2. サービス タブをクリックします。
3. 過去のデータのエクスポート をクリックします。
4. Storage Center の選択 領域で、データを保存する Storage Center を選択します。
5. エクスポートタイプ 領域で、Storage Manager で生成された保存対象のレポートデータを選択します。
6. 時間範囲 領域で、レポートデータを保存する期間を選択します。

a. 開始日 フィールドで、開始する日付と時刻を指定します。
b. 終了日 フィールドで、終了する日付と時刻を指定します。現在の日付と時刻を終了日として使用するには、現在を使用 チェックボック

スにチェックを付けます。
7. エクスポートオプション 領域で、参照 をクリックしてファイルの場所と名前を選択します。
8. OK をクリックします。Dell SupportAssist データがエクスポートされます。
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SupportAssist データの USB フラッシュドライブへの保存 
Storage Center が送信するように設定されていない場合、または SupportAssist データを SupportAssist サーバに送信できない場合、
SupportAssist データを USB フラッシュドライブを保存および削除してから、そのデータを Dell Technical Support に送信します。

USB フラッシュドライブ要件
SupportAssist データの保存のために使用するフラッシュドライブは、次の要件を満たしている必要があります。

• USB 2.0

• 最小サイズ：4 GB

USB フラッシュドライブの準備
USB フラッシュドライブに phonehome.phy という名前のファイルが格納されている場合、Storage Center はそのドライブが SupportAssist デ
ータを保存するために使用されることを認識します。
前提条件
• この処理では、ひとつのパーティションが MSDOS/FAT32 ファイルシステムでフォーマットされているパーティションテーブルを含む、USB ドライブ

が必要です。USB デバイスは、ベンダーからパーティションありでフォーマット、またはパーティションなしでフォーマットされた状態で提供される場
合があります。フラッシュドライブに MSDOS/FAT32 パーティションがない場合は、Windows のディスク管理、またはサードパーティのツールを
使用してパーティションを作成してください。

• USB フラッシュドライブにその他の任意の .phy マーカーファイルを含めることはできません。

このタスクについて

メモ: 両方のコントローラから SupportAssist データを保存するには、2 個の個別の USB フラッシュドライブを使用する必要がありま
す。

手順
1. テキストファイルを作成して phonehome.phy の名前を付け、ファイルタイプを .txt から .phy に変更します。
2. ファイルを、フラッシュドライブ上で MSDOS/FAT32 ファイルシステムの root に保存します。
3. USB ドライブをリードコントローラのポートに挿入します。
4. 両方のコントローラから SupportAssist データを保存するには、ピアコントローラに 2 つ目の USB フラッシュドライブを挿入します。
5. コントローラが USB フラッシュドライブを認識するまで 5 分間待ちます。
6. Dell Storage Manager Client で Storage Center ログをチェックして、Storage Center が USB フラッシュドライブで認識されていることを確

認します。

Storage Manager を使用した USB フラッシュドライブへの SupportAssist データの保存
Storage Manager の SupportAssist 情報を USB に送信 ダイアログボックスを使用して、データを USB フラッシュドライブに保存します。
前提条件
• 「USB フラッシュドライブの準備」 に従って USB フラッシュドライブを準備します。
• Storage Center は USB フラッシュドライブを認識します。
• SupportAssist をオフにする必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ナビゲーションペインで Dell SupportAssist の保存先となる Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。選択した Storage Center に対する 設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。
4. Dell SupportAssist タブをクリックします。選択した Storage Center に対する Dell SupportAssist タブが表示されます。
5. SupportAssist 情報を USB に送信 をクリックします。SupportAssist 情報を USB に送信 ダイアログボックスが表示されます。
6. SupportAssist のシステム状態情報の収集および保管の条件を確認します。
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7. このボックスにチェックを入れることにより、上記の条件に同意します の横にあるチェックボックスを選択して条件に同意します。
8. 次へ をクリックします。
9. 詳細なログ の横にあるチェックボックスを選択して、この情報を USB フラッシュドライブに保存します。

メモ: Storage Manager は Storage Center の設定データを USB フラッシュドライブに自動的に保存します。
10. 終了 をクリックします。SupportAssist データを今すぐ送信 ダイアログボックスに Dell SupportAssist の進捗状況が表示され、プロセスが

完了するとダイアログボックスが閉じます。

メモ: ドライブは、SupportAssist がデータの保存を完了するまでコントローラのポートから取り外さないでください。このプロセス
には最大 5 分かかる場合があります。

11. SupportAssist が正常に完了したら、コントローラポートからドライブを取り外し、SupportAssist データを Dell Technical Support に送信し
ます。

SupportAssist における USB の問題のトラブルシューティング
次のいずれかの手順に従って、SupportAssist データの USB フラッシュドライブへの送信に関する問題を解決します。USB フラッシュドライブを 
SupportAssist に送信する前に、Storage Center が SupportAssist データをドライブに正常に書き込んでいることを確認します。

SupportAssist データを USB フラッシュドライブに送信した後、ドライブには複数のファイルが含まれている必要があります。

1. USB フラッシュドライブに SupportAssist データが含まれていることを確認します。

a. コンピュータに USB フラッシュドライブを挿入します。
b. ドライブにファイルが含まれていることを確認します。

メモ: ファイルのタイムスタンプは、SupportAssist データが送信された時間と一致する必要があります。

2. USB フラッシュドライブに新しい SupportAssist ファイルが含まれていない場合、次の手順を実行します。

a. USB フラッシュドライブが最小要件を満たしていることを確認します。
b. MSDOS/FAT32 ファイルシステムを使用して、USB ドライブを再フォーマットします。
c. 「USB フラッシュドライブの準備」にある手順に従い、USB フラッシュドライブを準備します。
d. 「Storage Manager を使用した USB フラッシュドライブへの SupportAssist データの保存」にある手順に従い、USB　フラッシュドライ

ブに SupportAssist データを保存します。

Dell SupportAssist 設定の管理
Dell SupportAssist 設定は、各 Storage Center で個別に設定、または複数の Storage Center に適用することができます。

Dell SupportAssist の連絡先情報の編集（Storage Center 6.6 以降のみ）

Storage Center の設定を使用して、Dell SupportAssist の連絡先情報を編集します。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ビューのナビゲーションペインで Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
4. Dell SupportAssist タブをクリックします。
5. Dell SupportAssist の連絡先情報の編集 をクリックします。Dell SupportAssist の連絡先情報の編集 ダイアログボックスが開きます。
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図 152. Dell SupportAssist の連絡先情報の編集 ダイアログボックス

6. Dell SupportAssist の連絡先の名前、電話番号、電子メールアドレスの情報を入力します。
7. 電子メール通知を受信する... チェックボックスにチェックを付けて、サポートアラートが Dell Technical Support.に送信されたときは必ず通知

を受け取るようにします。
8. Dell SupportAssist の連絡先の住所情報を入力します。
9. 連絡先のプリファレンスを選択します。

• ご希望の連絡方法
• 希望する電子メール言語
• Dell SupportAssist の連絡先の応対可能時間
• 優先連絡先タイムゾーン

10. OK をクリックします。

SupportAssist を使用した自動アップデートの設定
アップデートが使用可能になったときに、それらのアップデートを Storage Center オペレーティングシステムに適用するには、Storage Center を設
定します。

1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ビューのナビゲーションペインで Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
4. Dell SupportAssist タブをクリックします。
5. サーバ設定 セクションで、ドロップダウンメニューからアップデートオプションを選択します。
6. OK をクリックします。
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Dell SupportAssist のプロキシサーバの設定
Storage Center 設定を使用して、Dell SupportAssist のプロキシサーバを設定します。
前提条件
Storage Center は、管理者権限を持つ Storage Center ユーザーを使用して Storage Manager に追加される必要があります。

手順
1. Storage（ストレージ） ビューをクリックします。
2. ストレージ ビューのナビゲーションペインで Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。Storage Center 設定の編集 ダイアログボックスが開きます。
4. Dell SupportAssist タブをクリックします。
5. ウェブプロキシ設定 の下にある 有効 チェックボックスを選択し、プロキシサーバーを有効にします。
6. Dell Technical Support に送信する Storage Center 使用状況レポートのチェックボックスにチェックを付けます。
7. プロキシサーバーの IP アドレスおよびポートを指定します。
8. プロキシサーバーで認証が必要な場合、ユーザー名 と パスワード のフィールドに有効な資格情報を入力します。
9. OK をクリックします。

複数の Storage Center への Dell SupportAssist 設定の適用
単一の Storage Center に割り当てられる Dell SupportAssist 設定を他の Storage Center に適用できます。
前提条件
Storage Manager への Storage Center の追加は、システム管理者の権限を持つ Storage Center ユーザーが行う必要があります。

手順
1. ストレージ ビューをクリックします。
2. ストレージ ペインで、他の Storage Center に適用する設定が指定されている Storage Center を選択します。
3. サマリ タブで 設定の編集 をクリックします。設定の編集 ダイアログボックスが表示されます。

図 153. 設定の編集 - Dell SupportAssist タブ

4. Dell SupportAssist タブをクリックします。
5. 他の Storage Center にこれらの設定を適用する チェックボックスを選択します。
6. 適用 をクリックします。Storage Center の選択 ダイアログボックスが表示されます。
7. 設定を適用する各 Storage Center のチェックボックスにチェックを付けます。
8. 完了したら OK をクリックします。
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• Dell SupportAssist プロキシのパスワードが設定されていない場合、または変更された場合、ダイアログボックスが閉じます。
• Dell SupportAssist プロキシのパスワードが以前に設定され、変更されていない場合、Secure Console プロキシ のパスワードのダイア

ログボックスが表示されます。
9. （プロキシパスワードのみ）パスワード フィールドで、プロキシのパスワードを入力して、OK をクリックします。
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