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1
VCS Utilities Add-on 6.0

■

第1章 VCS Utilities - Manage VCS User Passwords Add-onの概要

■

第2章 VCS Utilities Add-onの使用方法

1
VCS Utilities - Manage VCS
User Passwords Add-onの
概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS Utilities - Manage VCS User Passwords Add-on について

■

VCS ユーティリティの機能 - VCS ユーザーパスワードアドオンの管理

■

VCS ユーティリティの制限事項 - VCS ユーザーパスワードアドオンの管理

■

VCS Utilities - Manage VCS User Passwords Add-on を使うための前提条件

VCS Utilities - Manage VCS User Passwords Add-on
について
VCS Utilities - Manage VCS User Passwords Add-onを使うと、Veritas Operations
Manager 管理者は1 つ以上のクラスタに対するユーザーのクラスタ認証パスワードをま
とめて変更できます。Veritas Operations Manager コンソールを使用してクラスタを選択
し、希望のユーザー名を［ユーザーのパスワードの変更（Change Password for the
User）］パネルで入力できます。選択したユーザーのために、パスワードの複雑さの必要
条件を満たす新しいクラスタ認証パスワードを、1 つ以上のクラスタに対して入力できま
す。
この操作は、Symantec Cluster Server で管理されている非セキュアクラスタに対しての
み実行できます。複数のユーザーを選択して各自のクラスタ認証パスワードを変更する
ことはできません。
アドオンの互換性がある のバージョンについて詳しくは、Veritas Operations Manager
のハードウェアとソフトウェアの互換性リスト（HSCL）を参照してください。
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VCS ユーティリティの機能 - VCS ユーザーパスワードアドオンの管理

p.14 の 「VCS ユーティリティの機能 - VCS ユーザーパスワードアドオンの管理」 を参照
してください。
p.14 の 「VCS ユーティリティの制限事項 - VCS ユーザーパスワードアドオンの管理」 を
参照してください。
p.16 の 「非セキュアな Symantec Cluster Server 管理クラスタのユーザーパスワードを
変更する」 を参照してください。

VCS ユーティリティの機能 - VCS ユーザーパスワードア
ドオンの管理
Veritas Operations Manager は、クラスタ環境の総合管理プラットフォームであり、デー
タセンターのクラスタについての情報を提供します。ただし、複数のクラスタに対する複数
のユーザーのパスワードの作成とリセットは、時間のかかる、間違いの起こりやすいタスク
になる場合があります。VCS Utilities Add-on を使うと、管理者は 1 回の操作で 1 つ、
複数、またはすべてのクラスタのユーザーパスワードを作成、編集できます。この自動化
によって管理作業が大幅に削減されます。
p.14 の 「VCS ユーティリティの制限事項 - VCS ユーザーパスワードアドオンの管理」 を
参照してください。

VCS ユーティリティの制限事項 - VCS ユーザーパスワー
ドアドオンの管理
このセクションでは VCS Utilities - Manage VCS User Passwords Add-on の制限事
項を示します。
■

Symantec Cluster Server で管理される非セキュアクラスタに属するユーザーの認
証パスワードのみを変更できます。

■

1 回の操作では 1 ユーザーのみのクラスタ認証パスワードを変更できます。

p.14 の 「VCS ユーティリティの機能 - VCS ユーザーパスワードアドオンの管理」 を参照
してください。

VCS Utilities - Manage VCS User Passwords Add-on
を使うための前提条件
VCS Utilities Add-on の使用を開始する前に、次の前提条件が満たされていることを確
認してください。
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■

管理サーバーにインストールされている Veritas Operations Manager のバージョン
は 4.0 以降であること。

■

クラスタノード（管理対象ホスト）にインストールされている Veritas Operations Manager
のバージョンは 3.0 以降であること。

■

ドメイン管理者としてログオンしていること。

■

パスワードを作成または編集するアカウントのユーザーは、非セキュア VCS 管理クラ
スタのメンバーであること。ユーザーは少なくとも 1 つのクラスタのメンバーである必要
があり、多くのクラスタへのアクセス権を持っていてもかまいません。

■

クラスタはオフラインまたは障害状態であってはならない。

p.14 の 「VCS ユーティリティの機能 - VCS ユーザーパスワードアドオンの管理」 を参照
してください。
p.14 の 「VCS ユーティリティの制限事項 - VCS ユーザーパスワードアドオンの管理」 を
参照してください。

15

2
VCS Utilities Add-onの使用
方法
この章では以下の項目について説明しています。
■

非セキュアな Symantec Cluster Server 管理クラスタのユーザーパスワードを変更
する

■

ユーザーのパスワードオプションの変更

非セキュアな Symantec Cluster Server 管理クラスタの
ユーザーパスワードを変更する
VCS Utilities - Manage VCS User Passwords Add-onを使うと、複数のクラスタに対す
るユーザーのクラスタ認証パスワードをまとめて変更できます。1 つ以上の非セキュア
VCS 管理クラスタを選択してユーザーパスワードを編集できます。選択したユーザーが
1 つ以上の非セキュア VCS 管理クラスタのメンバーであることを確認してください。
非セキュア Symantec Cluster Server 管理クラスタのユーザーパスワードを変更するに
は

1

管理サーバーコンソールで、［可用性（Availability）］パースペクティブに移動し、左
ペインの［管理（Manage）］を選択します。

2

次のいずれかを実行します。
■

■

1 つまたは複数のクラスタのパスワードを変更するには
■

［データセンター（Data Center）］または［組織（Organization）］を選択しま
す。［クラスタ（Clusters）］タブを選択します。

■

1 つ以上のクラスタを選択してから右クリックし、［クラスタユーザーのパスワー
ドの変更（Change password for cluster user）］を選択します。

1 つのクラスタのパスワードを変更するには

第 2 章 VCS Utilities Add-onの使用方法
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3

■

［組織（Organization）］または［未分類のクラスタ（Uncategorized Clusters）］
を展開して、クラスタを見つけます。

■

対象のクラスタを右クリックし、［クラスタユーザーのパスワードの変更（Change
password for cluster user）］を選択します。

［ユーザーのパスワードの変更（Change Password for the User）］パネルで、ユー
ザーのユーザー名とパスワードを入力します。
p.17 の 「ユーザーのパスワードオプションの変更」 を参照してください。

4

［完了（Finish）］をクリックします。

p.14 の 「VCS ユーティリティの機能 - VCS ユーザーパスワードアドオンの管理」 を参照
してください。
p.14 の 「VCS ユーティリティの制限事項 - VCS ユーザーパスワードアドオンの管理」 を
参照してください。

ユーザーのパスワードオプションの変更
［ユーザーのパスワードの変更（Change Password for the User）］パネルに、目的の
ユーザーのパスワードを設定するために選択したクラスタが表示されます。このパネルを
使ってユーザー名を入力し、新しいパスワードを設定します。
表 2-1

［ユーザーのパスワードの変更（Change Password for the User）］の
オプション

フィールド

説明

選択されたクラスタ（Selected Clusters）

選択したクラスタのリストが表示されます。非セ
キュア VCS 管理クラスタのみサポートされます。

ユーザー名（Username）

パスワードを設定するユーザー名を入力します。

パスワード（Password）

新しいパスワードを入力します。

パスワードの再入力（Re-enter Password）

新しいパスワードを再度入力します。

p.16 の 「非セキュアな Symantec Cluster Server 管理クラスタのユーザーパスワードを
変更する」 を参照してください。
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2
Distribution Manager Add-on
6.1

■

第3章 Distribution Manager Add-onの概要

■

第4章 Distribution Manager Add-onの使用方法

3
Distribution Manager
Add-onの概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

Distribution Manager Add-onについて

Distribution Manager Add-onについて
Distribution Manager Add-onでは、インストールとアンインストールのルーチンなどのカ
スタムソリューションパッケージを作成し、Veritas Operations Manager が管理するホス
ト全体に配信できます。標準 Veritas Operations Manager ソリューションの配備と同じ
方法で、管理サーバーコンソールを使ってカスタムソリューションを配備できます。
アドオンに互換性がある Veritas Operations Manager 管理サーバーのバージョンにつ
いて詳しくは、『Veritas Operations Manager のハードウェアとソフトウェアの互換性リス
ト(HSCL)』を参照してください。
p.20 の 「Veritas Operations Manager のカスタムソリューションの作成」 を参照してく
ださい。
p.22 の 「カスタムソリューションのサンプルスクリプト」 を参照してください。

4
Distribution Manager
Add-onの使用方法
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Operations Manager のカスタムソリューションの作成

■

カスタムソリューションのサンプルスクリプト

Veritas Operations Manager のカスタムソリューション
の作成
Veritas Operations Manager では、1 つ以上の管理対象ホストおよび管理サーバーで
配備可能なカスタムソリューションを作成できます。［新しいソリューションの作成（Create
New Solution）］ウィザードパネルを使って、カスタムソリューションを作成できます。
ウィザードを使用する前に、ウィザードから参照可能な設定および設定解除スクリプトを作
成する必要があります。
設定スクリプトには次のように名前を付ける必要があります。
setup.pl

設定解除スクリプトには次のように名前を付ける必要があります。
unsetup.pl

次のトピックでスクリプトのサンプルを参照してください。
p.22 の 「カスタムソリューションのサンプルスクリプト」 を参照してください。
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カスタムソリューションを作成するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

［設定（Settings）］ タブで［配備（Deployment）］をクリックします。

3

［新しいソリューションの作成（Create New Solution）］をクリックします。

4

［新しいソリューションの作成（Create New Solution）］ウィザードパネルで、次のよ
うに関連情報を入力します。
名前（Name）

作成するカスタムソリューションの名前を入力します。

バージョン（Version）

作成するカスタムソリューションのバージョンを入力し
ます。

説明（Description）

作成するカスタムソリューションに関する追加情報を
入力します。

MH のコンポーネント（MH
Component）

管理対象ホストにソリューションを配備する場合は、こ
のチェックボックスにチェックマークを付けます。

MS のコンポーネント（MS
Component）

管理サーバーにソリューションを配備する場合は、こ
のチェックボックスにチェックマークを付けます。

MH/MS バージョン（MH/MS
Versions）

ソリューションを配備する管理対象ホスト、管理サー
バーのいずれかまたは両方のバージョンを選択しま
す。

プラットフォーム固有のファイルのアッ
プロード（Upload platform specific
files）:
種類（Type）

作成するカスタムソリューションを配備したいプラット
フォームを選択します。
次のオプションから選択できます。

クロスプラットフォーム（Cross
Platform）

■

Linux

■

SunOS

■

Windows

■

AIX

■

HP-UX

複数のプラットフォームにわたってソリューションを配
備したい場合は、このチェックボックスを選択します。
このチェックボックスを選択すると、［タイプ（Type）］
フィールドで特定のプラットフォームを選択することは
できません。
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設定スクリプト（Setup Script）

作成するソリューションの設定スクリプトを参照し、選
択します。
［アップロード（Upload）］をクリックして、設定スクリプト
を Veritas Operations Manager にアップロードしま
す。

設定解除スクリプト（UnSetup Script） 作成するソリューションの設定解除スクリプトを参照し、
選択します。
［アップロード（Upload）］をクリックして、設定解除スク
リプトを Veritas Operations Manager にアップロード
します。
追加ファイル（Additional Files）

作成するソリューションに追加するファイルを参照し、
選択します。
［アップロード（Upload）］をクリックして、追加ファイル
を Veritas Operations Manager にアップロードしま
す。

5

［完了（Finish）］をクリックして、ソリューションを作成します。

p.19 の 「Distribution Manager Add-onについて」 を参照してください。

カスタムソリューションのサンプルスクリプト
Distribution Manager Add-onを使用して、配布用のカスタムソリューションを作成するに
は、ソリューションのインストールおよびアンインストール用の設定スクリプトと設定解除ス
クリプトをアップロードする必要があります。次はこれらのスクリプトの例です。
設定スクリプトのサンプル:
#!/opt/VRTSsfmh/bin/perl
BEGIN { @INC = ("/opt/VRTSsfmh/lib/modules"); }
# Stage area for the distribution is defined as $stage_dir.
# All files in the distribution will be under $stage_dir
my $stage_dir = $ENV{'Store'};
# Code for installing distribution goes here
# For example
# my $out = `rpm -i $stage_dir/mypackage-1.0.rpm`;
# if($? == 0)
# {
#
exit(0); #Success
# }
# else
# {
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#
# }

exit(1); #Failed

設定解除スクリプトのサンプル:
#!/opt/VRTSsfmh/bin/perl
BEGIN { @INC = ("/opt/VRTSsfmh/lib/modules"); }
# Stage area for the distribution is defined as $stage_dir.
# All files in the distribution will be under $stage_dir
my $stage_dir = $ENV{'Store'};
# Code for un-installing distribution goes here
# For example
# my $out = `rpm -e mypackage-1.0`;
# if($? == 0)
# {
#
exit(0); #Success
# }
# else
# {
#
exit(1); #Failed
# }
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Fabric Insight Add-on 6.1

■

第5章 Fabric Insight Add-on 6.1 の概要

■

第6章 Fabric Insight Add-onを使ったスイッチ検出の設定

■

第7章 Fabric Insight Add-onを使ったスイッチ検出の管理

5
Fabric Insight Add-on 6.1
の概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

Fabric Insight Add-onストレージエリアネットワークファブリックの検出について

■

スイッチ検出の設定について

■

Cisco スイッチの検出について

■

Brocade スイッチの検出について

■

ファブリック検出のトラブルシューティングについて

Fabric Insight Add-onストレージエリアネットワークファ
ブリックの検出について
Fabric Insight Add-onを使って、データセンター内で設定される SAN（ストレージエリア
ネットワーク）ファブリックスイッチを検出できます。
Fabric Insight Add-onでは、次の SAN スイッチ製造元の検出をサポートしています。
■

Cisco: SNMP（Simple Network Management Protocol）を使用

■

Brocade: BNA（Brocade Network Advisor）への HTTP 通信または ODBC 接続を
使用

メモ: 個々のスイッチをファブリックで検出することはできません。Fabric Insight Add-on
では、ファブリック全体が検出されます。
Fabric Insight Add-onは、次のオペレーティングシステムでサポートされます。

第 5 章 Fabric Insight Add-on 6.1 の概要
スイッチ検出の設定について

■

64 ビットの Linux

■

64 ビットの Windows

Fabric Insight Add-onを管理サーバーにインストールし、任意で 1 つ以上の管理対象
ホストにインストールする必要があります。Fabric Insight Add-onがインストールされる任
意のホスト（管理サーバーまたは管理対象ホスト）は、ファブリック検出用の検出ホストとし
て使うことができます。ただし、Fabric Insight Add-onを管理対象ホストにインストールし、
そのホストをファブリック検出に使うことを推奨します。管理サーバーと管理対象ホストは
バージョン 6.0 以降である必要があります。
メモ: スイッチ検出は 6 時間ごとに実行され、Veritas Operations Manager データベー
スがそれに応じてアップデートされます。
p.26 の 「スイッチ検出の設定について」 を参照してください。
p.27 の 「Cisco スイッチの検出について」 を参照してください。
p.27 の 「Brocade スイッチの検出について」 を参照してください。

スイッチ検出の設定について
スイッチ検出の設定には、一般に次のステップが含まれます。
■

Fabric Insight Add-on を管理サーバーにインストールし、任意で 1 つ以上の管理対
象ホストにインストールします。

■

ファブリック用のスイッチ検出を設定します。

■

■

スイッチ製造元と検出方法を選択します。

■

検出ホストを指定します。検出ホストはスイッチの検出に使われます。

■

シードスイッチを指定します。シードスイッチとしてファブリック内の任意のスイッチ
を 1 つ指定できます。シードスイッチは、ファブリック内のほかのスイッチ検出のエ
ントリポイントとなります。シードスイッチには、必ずしも最新のファームウェアは必
要ありません。

■

スイッチを検出するために、ユーザークレデンシャルと他の製造元固有の情報を
入力します。
Cisco スイッチの場合は、SNMP 通信が使われます。Brocade スイッチの場合
は、HTTP 通信または BNA（Brocade Network Advisor）が使われます。検出を
成功させるためには、同じクレデンシャルを使ってファブリック内のすべてのスイッ
チにアクセスできる必要があります。

管理サーバーコンソールの［ストレージ（Storage）］パースペクティブで、検出された
スイッチのプロパティを確認します。たとえば、スイッチ、スイッチポート、ファブリック、
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ゾーン、ゾーンのメンバー、イニシエータ、ターゲット、その他のプロパティに関する情
報が表示されます。
p.25 の 「Fabric Insight Add-onストレージエリアネットワークファブリックの検出につい
て」 を参照してください。

Cisco スイッチの検出について
SNMP 通信を使用すると、Cisco スイッチの次のプロパティが検出されます。
■

VSAN

■

スイッチ（NPV モードのスイッチを含む）

■

スイッチポート

■

アクティブゾーンとゾーンメンバー

■

スイッチ、HBA ポートまたはストレージアレイポート間の接続性情報（NPIV を含む
FC または FCoE）

Cisco スイッチ検出の前提条件は次のとおりです。
■

サポート対象のスイッチオペレーティングシステムのバージョン: Cisco SAN OS 3.1
（モデル DS-C9509 と DS-C9124-K9）、Cisco NX-OS 5.1（モデル N5K-C5548UP）

■

ファブリック内のすべてのスイッチには、同じユーザークレデンシャルが必要です。

■

NPV モードの Cisco スイッチはシードスイッチとして設定できません。

■

混合製造元ファブリックの検出はサポートされません。

■

161 番の UDP ポートが検出ホストと Cisco スイッチ間で開いていることを確認してく
ださい。

サポート対象の SNMP プロトコルのバージョンは SNMP v1、v2c、v3 です。ただし、ス
イッチ検出の設定時に［SNMP v1/v2c］を選択すると、SNMP v2c が検出に使われます。
p.25 の 「Fabric Insight Add-onストレージエリアネットワークファブリックの検出につい
て」 を参照してください。

Brocade スイッチの検出について
Brocade スイッチは次の方法で検出されます。
■

HTTP 通信を使用

■

BNA（Brocade Network Advisor）への ODBC 接続を使用

Brocade スイッチに関して、次の情報が検出されます。
■

スイッチ、マルチプロトコルルーター、アクセスゲートウェイ
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■

アクティブゾーンとゾーンメンバー

■

仮想スイッチ

■

スイッチ間リンク、スイッチ間の NPV/NPIV リンク

■

マルチプロトコルルーター接続への切り替え

Brocade スイッチ検出の前提条件は次のとおりです。
■

主要スイッチ必要条件: ファブリック OS バージョン 6.3.x 以降

■

従属スイッチ必要条件: ファブリック OS バージョン 5.3.2 以降

■

シードスイッチ: ファブリック OS バージョン 5.3.2 以降

■

検出には、最小ゲストレベルのアクセスが必要です。

■

スイッチ検出を成功させるためには、ファブリック内のすべてのスイッチに同じユー
ザークレデンシャルが必要です。BNA クレデンシャルは、BNA データベースのクレ
デンシャルであり、BNA アプリケーションのログインクレデンシャルではありません。

■

HTTP 通信による検出の場合は、HTTP ポート 80 番が開いていること確認してくだ
さい。BNA（Brocade Network Advisor）による検出の場合は、postgress ポート 5432
番を開く必要があります。

■

BNA ベースの検出の場合は、BNA バージョンが 11.x 以降である必要があります。
HTTP ベースの検出の場合は、スイッチファームウェアバージョンが 5.3.x 以降であ
る必要があります。

メモ: BNA のいくつかのバージョン（バージョン 12.x 以降など）では、Veritas Operations
Manager 検出ホストによるスイッチの検出を有効にする場合に、BNA サーバーでの追
加の手順が必要になります。検出ホストが BNA データベースに接続できるように、BNA
データベースクライアント認証ファイル（pg_hba.conf）を変更してください。このファイル
のフルパスは、C:¥Program Files¥Network Advisor
12.0.0¥data¥databases¥pg_hba.conf です。
p.25 の 「Fabric Insight Add-onストレージエリアネットワークファブリックの検出につい
て」 を参照してください。

ファブリック検出のトラブルシューティングについて
ファブリック検出が失敗する原因として考えられるものを以下に示します。
■

Cisco の場合:
■

いくつかのスイッチに到達できない場合、またはスイッチに不正なユーザークレデ
ンシャルが指定されている場合。
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■

■

シードスイッチに到達できない場合、またはシードスイッチに不正なユーザークレ
デンシャルが指定されている場合。

Brocade の場合:
■

主要なスイッチに到達できない場合、または不正なユーザークレデンシャルが指
定されている場合。

■

シードスイッチに到達できない場合、またはシードスイッチに不正なユーザークレ
デンシャルが指定されている場合。

■

BNA サービスが動作していない。Network Advisor Server Management Console
を使って、すべての BNA サービスが動作しているかどうかを検証できます。

■

Veritas Operations Manager の検出ホストから IP 経由で、BNA サーバーに到
達できない。ファイアウォールとその他のネットワーク設定を調べる必要がありま
す。

■

BNA データベースのクレデンシャルが無効。

■

BNA データベースのクライアント認証ファイル pg_hba.conf が変更されない
（BNA バージョン 12 以降に適用可能)。

■

BNA データベースへの最大同時接続に到達した。

p.26 の 「スイッチ検出の設定について」 を参照してください。
p.25 の 「Fabric Insight Add-onストレージエリアネットワークファブリックの検出につい
て」 を参照してください。
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Fabric Insight Add-onを使っ
たスイッチ検出の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

Cisco スイッチの追加

■

Brocade スイッチの追加

Cisco スイッチの追加
Fabric Insight Add-onを使って Cisco スイッチを管理サーバーに追加できます。
Fabric Insight Add-onを使って Cisco スイッチを追加するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

［デバイス（Device）］をクリックします。

3

次のいずれかを実行します。

4

■

［データセンター（Data Center）］を右クリックし、［スイッチの追加（Add Switch）］
を選択します。

■

［データセンター（Data Center）］を展開し、［スイッチ（Switches）］ノードを右ク
リックし、［スイッチの追加（Add Switch）］を選択します。

［スイッチの追加（Add Switch）］パネルで、製造元を選択します。［次へ（Next）］を
クリックします。
p.31 の 「製造元と検出方法を選択するための［スイッチの追加（Add switch）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。
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5

検出ホスト、シードスイッチ、SNMP バージョン、ユーザークレデンシャルに関する情
報を入力します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.31 の 「検出ホストや、Cisco スイッチ検出に必要なその他の情報を指定する［ス
イッチの追加（Add switch）］パネルのオプション」 を参照してください。

6

設定の名前を入力します。［完了（Finish）］をクリックします。
p.33 の 「設定名を指定するための［スイッチの追加（Add switch）］パネルのオプ
ション」 を参照してください。

p.25 の 「Fabric Insight Add-onストレージエリアネットワークファブリックの検出につい
て」 を参照してください。
p.26 の 「スイッチ検出の設定について」 を参照してください。

製造元と検出方法を選択するための［スイッチの追加（Add switch）］パ
ネルのオプション
このウィザードパネルを使って、スイッチの製造元と検出方法を選択します。
表 6-1

製造元と検出方法を選択するための［スイッチの追加（Add switch）］
パネルのオプション

フィールド

説明

スイッチ製造元（Switch Vendor）

ドロップダウンリストからスイッチ製造元を選択します。

検出方法（Discovery Method）

検出方法を選択します。たとえば、Cisco スイッチには SNMP
通信を選択します。

p.30 の 「Cisco スイッチの追加」 を参照してください。
p.33 の 「Brocade スイッチの追加」 を参照してください。

検出ホストや、Cisco スイッチ検出に必要なその他の情報を指定する［ス
イッチの追加（Add switch）］パネルのオプション
このウィザードパネルを使って、検出ホスト、シードスイッチ、Cisco スイッチの検出に必要
なその他のパラメータを指定します。
表 6-2

検出ホストや、Cisco スイッチ検出に必要なその他の情報を指定す
る［スイッチの追加（Add switch）］パネルのオプション

フィールド

説明

スイッチ製造元（Switch Vendor）

スイッチ製造元を表示します。

検出方法（Discovery Method）

Cisco スイッチの検出方法を表示します。
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フィールド

説明

検出ホスト（Discovery Host）

検出ホストを選択します。

シードスイッチ名/IP（Seed Switch 検出に必要なシードスイッチの名前か IP アドレスを入力しま
Name/IP）
す。
Cisco の場合は、NPV（N Port Virtualization）モードのスイッ
チをシードスイッチとして設定できません。
SNMP バージョン（SNMP
Version）

SNMP 通信に使う SNMP バージョンを選択します。

SNMPv3

このセクションのオプションは、［SNMP バージョン（SNMP
Version）］フィールドで［SNMPv3］を選択する場合にのみ利
用できます。
ユーザー名: SNMP ユーザーの名前を入力します。ユーザー
には、少なくともネットワークオペレータのロールが必要です。
セキュリティレベル: ドロップダウンリストから適切なセキュリティ
レベルを選択します。利用可能なレベルは［NoAuthNoPriv］、
［AuthNoPriv］、［AuthPriv］です。
認証プロトコル: 認証プロトコルを選択します。これは
［AuthNoPriv］と［AuthPriv］のセキュリティレベルに適用され
ます。
認証パスワード: ユーザーの認証パスワードを入力します。こ
れは［AuthNoPriv］と［AuthPriv］のセキュリティレベルに適用
されます。
プライバシープロトコル: プライバシープロトコルを選択しま
す。これは［AuthPriv］のセキュリティレベルに適用されます。
プライバシーパスワード: SNMP ユーザーのプライバシーパ
スワードを入力します。これは［AuthPriv］のセキュリティレベ
ルに適用されます。

SNMPv1/2c

このセクションのオプションは、［SNMP バージョン（SNMP
Version）］フィールドで［SNMPv1/2c］を選択する場合にの
み利用できます。
コミュニティ文字列: SNMP コミュニティ文字列を入力します。
コミュニティは読み取り専用または読み書き両用にできます。

p.30 の 「Cisco スイッチの追加」 を参照してください。
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設定名を指定するための［スイッチの追加（Add switch）］パネルのオプ
ション
このウィザードパネルを使って、検出するスイッチに関する情報を確認します。
設定名を指定するための［スイッチの追加（Add switch）］パネルのオ
プション

表 6-3
フィールド

説明

設定名（Configuration Name） スイッチ設定の名前を入力します。
［検出用に設定されるスイッチ（Switches to be configured for discovery）］: このセクションには、
前提条件を満たし、コンソールで検出されるスイッチの詳細が表示されます。たとえば、スイッチの
表示名、スイッチの IP アドレス、検出状態、WWN（World Wide Name）などです。

p.30 の 「Cisco スイッチの追加」 を参照してください。
p.33 の 「Brocade スイッチの追加」 を参照してください。

Brocade スイッチの追加
Fabric Insight Add-onを使って Brocade スイッチを管理サーバーに追加できます。
Fabric Insight Add-onを使って Brocade スイッチを追加するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

［デバイス（Device）］をクリックします。

3

次のいずれかを実行します。

4

■

［データセンター（Data Center）］を右クリックし、［スイッチの追加（Add Switch）］
を選択します。

■

［データセンター（Data Center）］を展開し、［スイッチ（Switches）］ノードを右ク
リックし、［スイッチの追加（Add Switch）］を選択します。

［スイッチの追加（Add Switch）］パネルで、製造元を選択します。［次へ（Next）］を
クリックします。
p.31 の 「製造元と検出方法を選択するための［スイッチの追加（Add switch）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。
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5

検出ホスト、シードスイッチ、ユーザークレデンシャルに関する情報を入力します。
［次へ（Next）］をクリックします。
p.34 の 「検出ホストや、Brocade スイッチ検出に必要なその他の情報を指定する
［スイッチの追加（Add switch）］パネルのオプション」 を参照してください。

6

設定の名前を入力します。［完了（Finish）］をクリックします。
p.33 の 「設定名を指定するための［スイッチの追加（Add switch）］パネルのオプ
ション」 を参照してください。

p.25 の 「Fabric Insight Add-onストレージエリアネットワークファブリックの検出につい
て」 を参照してください。
p.26 の 「スイッチ検出の設定について」 を参照してください。

検出ホストや、Brocade スイッチ検出に必要なその他の情報を指定する
［スイッチの追加（Add switch）］パネルのオプション
このウィザードパネルを使って、検出ホスト、シードスイッチ、Brocade スイッチの検出に
必要なその他のパラメータを指定します。
Brocade スイッチの検出を HTTP 通信で行う場合は、次の表に示すパラメータを入力す
る必要があります。
表 6-4

検出ホストや、HTTP 通信による Brocade スイッチ検出に必要なその
他の情報を指定する［スイッチの追加（Add switch）］パネルのオプ
ション

フィールド

説明

スイッチ製造元（Switch Vendor）

スイッチ製造元を表示します。

検出方法（Discovery Method）

検出方法として［HTTP 通信を使用（Using HTTP
Communication）］を表示します。

検出ホスト（Discovery Host）

検出ホストを選択します。

シードスイッチ名/IP（Seed Switch スイッチ検出に使われるシードスイッチの名前か IP アドレス
Name/IP）
を入力します。
ユーザー名（User Name）

検出ホストにアクセスするためのユーザー名を入力します。

パスワード（Password）

検出ホストにアクセスするための必須のパスワードを入力しま
す。

Brocade スイッチの検出を Brocade Network Adviser（ODBC 接続を利用）で行う場合
は、次の表に示すパラメータを入力する必要があります。
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表 6-5

検出ホストや、ODBC 接続を使った Brocade スイッチ検出に必要な
Brocade Network Advisor の詳細を指定する［スイッチの追加（Add
switch）］パネルのオプション

フィールド

説明

スイッチ製造元（Switch Vendor）

スイッチ製造元を表示します。

検出方法（Discovery Method）

検出方法として［Brocade Network Advisor への ODBC 接
続を使用（Using ODBC connection to Brocade Network
Advisor）］を表示します。

検出ホスト（Discovery Host）

Brocade Network Advisor による Brocade スイッチの検出
に必要な検出ホストを選択します。

BNA 名/IP（BNA Name/IP）

Brocade Network Advisor Server の名前か、IP アドレスを
入力します。

ユーザー名（User Name）

Brocade Network Advisor データベースのユーザー名を入
力します。デフォルトユーザー名は「dcmuser」です。

メモ: 使われる BNA クレデンシャルは、BNA データベース
のクレデンシャルであり、BNA アプリケーションのログインクレ
デンシャルではありません。
パスワード（Password）

Brocade Network Advisor データベースにアクセスするため
の必須のパスワードを入力します。デフォルトパスワードは
「password」です。

p.33 の 「Brocade スイッチの追加」 を参照してください。
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たスイッチ検出の管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

スイッチ検出の更新

■

スイッチ設定の編集

■

スイッチ検出の削除

スイッチ検出の更新
Fabric Insight Add-onを使用して、データセンターで追加された SAN スイッチ検出を更
新できます。
Fabric Insight Add-on を使用してスイッチ検出を更新するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

［デバイス（Device）］をクリックします。

3

［データセンター（Data Center）］を展開し、［スイッチ（Switches）］ノードを選択しま
す。

4

［スイッチ設定（Switch Configurations）］タブの下で、必須な設定を選択します。

5

右クリックして［設定の更新（Refresh Configuration）］を選択します。

6

［設定の更新（Refresh Configuration）］パネルで、［はい（Yes）］をクリックして確認
します。

p.25 の 「Fabric Insight Add-onストレージエリアネットワークファブリックの検出につい
て」 を参照してください。
p.26 の 「スイッチ検出の設定について」 を参照してください。
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スイッチ設定の編集
Fabric Insight Add-on を使用して、設定済み SAN スイッチの検出に関するパラメータ
を編集できます。
Fabric Insight Add-on を使用してスイッチ設定を編集するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

［デバイス（Device）］をクリックします。

3

［データセンター（Data Center）］を展開し、［スイッチ（Switches）］ノードを選択しま
す。

4

［スイッチ設定（Switch Configurations）］タブの下で、必須な設定を選択します。

5

右クリックして［設定の編集（Edit Configuration）］を選択します。

6

検出ホスト、シードスイッチ、ユーザー資格情報およびその他のベンダー固有のパ
ラメータに関する情報を編集し、［Next（次へ）］をクリックします。

7

スイッチ関連の情報を確認し、［完了（Finish）］をクリックします。

p.25 の 「Fabric Insight Add-onストレージエリアネットワークファブリックの検出につい
て」 を参照してください。
p.26 の 「スイッチ検出の設定について」 を参照してください。

スイッチ検出の削除
Fabric Insight Add-on を使用して、データセンターで設定される SAN スイッチの検出
を削除できます。
Fabric Insight Add-on を使用してスイッチ検出を削除するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

［デバイス（Device）］をクリックします。

3

［データセンター（Data Center）］を展開し、［スイッチ（Switches）］ノードを選択しま
す。

4

［スイッチ設定（Switch Configurations）］タブの下で、必須な設定を選択します。

5

右クリックして［設定の削除（Remove Configuration）］を選択します。

6

［設定の削除（Remove Configuration）］パネルで、［はい（Yes）］をクリックして確認
します。
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p.25 の 「Fabric Insight Add-onストレージエリアネットワークファブリックの検出につい
て」 を参照してください。
p.26 の 「スイッチ検出の設定について」 を参照してください。
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■

第8章 Patch Installer Add-onの概要

■

第9章 Patch Installer Add-onの使用

8
Patch Installer Add-onの概
要
この章では以下の項目について説明しています。
■

Patch Installer Add-onについて

Patch Installer Add-onについて
Veritas Operations Manager 管理サーバーは Veritas Operations Manager によって
管理される Symantec Storage Foundation High Availability (SFHA) 製品バージョン
とプラットフォームで利用可能な更新プログラムに関する情報を提供します。
更新情報は Symantec Operations Readiness Tools (SORT) から取得されます。SORT
はシマンテック製品の管理に役立つ Web サイトです。
管理サーバーコンソールを使用して SFHA 更新プログラムをダウンロードできます。Patch
Installer Add-onによって追加された機能によって、管理サーバーコンソールはサポート
されている SFHA ホットフィックスを、必要とする管理対象ホストに展開し、インストールで
きます。サポート対象のホットフィックスは Veritas Operations Manager で配備できるよ
う設定されています。管理サーバーコンソールには、配備可能なホットフィックスが表示さ
れます。
Patch Installer Add-onは管理サーバー上にのみインストールされます。
また、インストール前およびインストール後のタスク用のカスタム Perl スクリプトを追加す
ることで、管理サーバーコンソールを使用して SFHA ホットフィックスをカスタマイズする
こともできます。たとえば、アプリケーションを停止後再起動するスクリプトを追加すること
もできます。
p.46 の 「SFHA ホットフィックスへのインストール前およびインストール後スクリプトの追
加」 を参照してください。

第 8 章 Patch Installer Add-onの概要
Patch Installer Add-onについて

Patch Installer Add-onを使用したダウンロードとインストールの前提条件については、さ
らに詳細な情報が用意されています。
p.42 の 「 SFHA のホットフィックスを配備するための前提条件」 を参照してください。
Patch Installer Add-onを使用して SFHA ホットフィックスをダウンロードおよびインストー
ルする方法について詳しくは、次のトピックを参照してください。
p.43 の 「 SFHA のホットフィックスを配備する」 を参照してください。
SORT について詳しくは、以下を参照してください。
https://sort.symantec.com
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Patch Installer Add-onの使
用
この章では以下の項目について説明しています。
■

SFHA のホットフィックスを配備するための前提条件

■

SFHA のホットフィックスを配備する

■

SFHA のホットフィックス配備をカスタマイズするスクリプトの必要条件

■

SFHA ホットフィックスへのインストール前およびインストール後スクリプトの追加

■

SFHA ホットフィックスのカスタムスクリプトの削除または置換

■

SFHA ホットフィックス配備要求に関する情報を表示する

SFHA のホットフィックスを配備するための前提条件
管理サーバーコンソールでは、Patch Installer Add-onを使って、Symantec Storage
Foundation High Availability (SFHA) 製品向けのホットフィックスを管理対象ホストの
バージョン 6.0 以降にダウンロードしてインストールできます。
サポートされる SFHA のホットフィックスはコンソールにVOM 配備可能（VOM deployable）
として表示されます。
Patch Installer Add-onでインストールがサポートされている SFHA の更新についての
情報は、『Veritas Operations Manager のハードウェアとソフトウェアの互換性リスト
（HSCL）』を参照してください。
ホットフィックスをダウンロードするには、Symantec Operations Readiness Tools（SORT）
Web サイトへの接続が必要となります。管理サーバーから SORT に接続できない場合
は、コンソールからプロキシサーバーを設定できます。

第 9 章 Patch Installer Add-onの使用
SFHA のホットフィックスを配備する

プロキシ設定について詳しくは、『Veritas Operations Manager 管理サーバーインストー
ル/設定ガイド』を参照してください。
また、SORT からホットフィックスの情報を取得するための設定を修正することもできます。
SPOT ダウンロード設定の修正について詳しくは、『Veritas Operations Manager 管理
サーバーインストール/設定ガイド』を参照してください。
一部のホットフィックスではシステムの再起動が必要となります。ホットフィックスの配備中
に、ホットフィックスのインストール後にシステムを自動的に再起動するかどうかを指定で
きます。Patch Installer Add-onが、再起動が必要かどうかを検出します。
また、インストール前およびインストール後のタスク用のカスタム Perl スクリプトを追加す
ることで、SFHA ホットフィックスをカスタマイズすることもできます。たとえば、アプリケー
ションを停止後再起動するスクリプトを追加することもできます。ホットフィックスを配備前
にカスタマイズします。
p.46 の 「SFHA ホットフィックスへのインストール前およびインストール後スクリプトの追
加」 を参照してください。

SFHA のホットフィックスを配備する
管理サーバーコンソールでは、Patch Installer Add-onを使って、Symantec Storage
Foundation High Availability (SFHA) 製品向けのサポート対象ホットフィックスをインス
トールできます。サポートされる SFHA のホットフィックスはコンソールにVOM 配備可能
（VOM deployable）として表示されます。
メモ: deploy Veritas Operations Manager のホットフィックスの配備には Patch Installer
Add-onは必要ありません。
一部のホットフィックスではシステムの再起動が必要となります。ホットフィックスの配備中
に、ホットフィックスのインストール後にシステムを自動的に再起動するかどうかを指定で
きます。
始める前に、前提条件を確認してださい。
p.42 の 「 SFHA のホットフィックスを配備するための前提条件」 を参照してください。
カスタム Perl スクリプトを追加してホットフィックスをカスタマイズしたい場合は、配備前に
タスクを実行してください。
p.46 の 「SFHA ホットフィックスへのインストール前およびインストール後スクリプトの追
加」 を参照してください。
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SFHA のホットフィックスを配備するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

［配備（Deployment）］をクリックします。

3

次のようにホットフィックスを見つけます。
■

すべての SFHA 製品のホットフィックスを表示するには、ツリーで［ホットフィック
ス（Hot Fixes）］をクリックし、次に［ホットフィックス（Hot Fixes）］タブをクリックしま
す。

■

1 つの製品のみのホットフィックスを表示するには、ツリーで［ホットフィックス（Hot
Fixes）］を展開して製品のいずれかをクリックし、次に［ホットフィックス（Hot Fixes）］
タブをクリックします。

■

［ホットフィックス（Hot Fixes）］タブのリストにフィルタを適用して、VOM 配備可能
ホットフィックスだけを表示するには、［VOM 配備可能（VOM Deployable）］チェッ
クボックスをオンにします。

4

［ホットフィックス（Hot Fixes）］ページで、配備するホットフィックスを選択します。

5

［インストール（Install）］を右クリックして選択します。

6

インストールウィザードで［ホットフィックスのダウンロード（Download Hot Fix）］パネ
ルが表示されたら、SORT からダウンロードするかまたはローカルコピーを使うかを
選択して［次へ（Next）］をクリックします。

7

［ホストの選択（Select hosts）］パネルで、ホットフィックスのインストール先ホストを選
択し、［次へ（Next）］をクリックします。

8

必要に応じて、［インストール完了後にシステムを自動的に再ブートする
（Automatically reboot systems after installation is complete）］を選択します。
［OK］をクリックします。

9

インストールの要求が送信された後、ウィザードを終了し、［最近のタスク（Recent
Tasks）］リストを使用して状況を追跡できます。カスタムスクリプトの出力のなどの詳
細を表示するには、タスクをダブルクリックします。複数のホストをインストールする場
合は、タスクを展開して各ホストの詳細を表示できます。また、［対象ホスト（Applicable
Hosts）］タブでも情報を表示できます。

SFHA のホットフィックス配備をカスタマイズするスクリプ
トの必要条件
Patch Installer Add-onによる Symantec Storage Foundation High Availability（SFHA）
ホットフィックスのインストールの前と後に必要なタスクを実行するためのカスタム perl ス
クリプトを作成できます。
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Perl のスクリプトは次の必要条件を満たす必要があります:
■

スクリプトの［終了（Exit）］は成功時に 0 を返す必要があります。

■

スクリプトの［終了（Exit）］は失敗時に 0 以外を返す必要があります。

スクリプトが正常に実行されたことの確認を助けるため、カスタマイズされたホットフィック
スをインストールするときにスクリプトから STDERR または STDOUT にプリントされたも
のがタスクログの詳細に表示されます。
メモ: インストール後のスクリプトは、ホットフィックスに再ブートが不要な場合に使います。
ホットフィックスで再ブートが必要な場合は、インストール後のスクリプトは実行されません。
次は Symantec Storage Foundation High Availability （SFHA）ホットフィックスの配備
をカスタマイズするスクリプトを使うために必要な内容の例です。
インストール前のスクリプトの例:
# stop relevant applications before the core services are stopped and
patch is installed
# exit the script with proper exit code and message.
# if pre setup fails HF/CP installation will be aborted.
$ret = 0;
if ($ret) # zero exit code indicates success. non-zero indicates error.
{
my $msg = "some error message indicating what failed";
print STDERR "Pre setup failed: $msg";
exit(1);
}
else
{
print STDOUT "Pre setup successfull";
exit(0);
}

インストール後のスクリプトの例:
## Post setup script. executed after HF/CP is installed but
before system reboots (if reboot is required)
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# start relevant applications which were stopped in the pre-setup
script.
$ret = 0;
if ($ret) # zero exit code indicates success. non-zero indicates error.
{
my $msg = "some error message indicating what failed";
print STDERR "Post setup failed: $msg";
exit(1);
}
else
{
print STDOUT "Post setup successfull";
exit(0);
}

p.46 の 「SFHA ホットフィックスへのインストール前およびインストール後スクリプトの追
加」 を参照してください。

SFHA ホットフィックスへのインストール前およびインス
トール後スクリプトの追加
Patch Installer Add-onによる Symantec Storage Foundation High Availability（SFHA）
ホットフィックスのインストールの前と後に必要なタスクを実行するためのカスタム perl ス
クリプトを作成できます。たとえば、アプリケーションを停止し、再起動するためのスクリプ
トを作成することができます。
メモ: インストール後のスクリプトは、ホットフィックスに再ブートが不要な場合に使います。
ホットフィックスで再ブートが必要な場合は、インストール後のスクリプトは実行されません。
管理サーバーコンソールでは、Patch Installer Add-onを使ってカスタムスクリプトを SFHA
ホットフィックスに追加できます。ホストにホットフィックスを配備する前に、スクリプトを追加
してホットフィックスをカスタマイズします。
p.44 の 「SFHA のホットフィックス配備をカスタマイズするスクリプトの必要条件」 を参照
してください。
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インストール前およびインストール後のスクリプトを SFHA ホットフィックスに追加するに
は

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

［配備（Deployment）］をクリックします。

3

次のようにカスタマイズするホットフィックスを見つけます。
■

すべての SFHA 製品のホットフィックスを表示するには、ツリーで［ホットフィック
ス（Hot Fixes）］をクリックし、次に［ホットフィックス（Hot Fixes）］タブをクリックしま
す。

■

1 つの製品のみのホットフィックスを表示するには、ツリーで［ホットフィックス（Hot
Fixes）］を展開して製品のいずれかをクリックし、次に［ホットフィックス（Hot Fixes）］
タブをクリックします。

4

［ホットフィックス（Hot Fixes）］タブで、カスタマイズするホットフィックスを選択します。

5

右クリックし［カスタマイズ（Customize）］を選択します。

6

まだホットフィックスをダウンロードしていない場合、ウィザードパネルに SORT から
ダウンロードするか、ローカルコピーを使用するか尋ねるダイアログが表示されます。
適切なオプションを選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

7

ダウンロードの場合は、ダウンロードが完了するまで待機してから、［次へ（Next）］を
クリックします。

8

インストール前/インストール後スクリプトをアップロードします。追加するファイルを参
照し［アップロード（Upload）］をクリックします。
アップロードされたファイルがテーブルに一覧表示されます。テーブルの行にある
ページアイコンをクリックして内容を表示できます。

9

［完了（Finish）］をクリックします。操作が正常に完了したことが表示されたら［OK］を
クリックします。
選択したホットフィックスの［プロパティ（Properties）］ペインで、［ユーザーカスタマイ
ズ（User Customized）］のプロパティに［はい（Yes）］と表示されます。

p.47 の 「SFHA ホットフィックスのカスタムスクリプトの削除または置換」 を参照してくださ
い。

SFHA ホットフィックスのカスタムスクリプトの削除または
置換
管理サーバーコンソールでは、Patch Installer Add-onを使用して SFHA ホットフィック
スに追加されたインストール前およびインストール後のカスタムスクリプトを削除または置
換することができます。
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スクリプトを置換するには、まず置換前のスクリプトファイルを削除します。それから置換
後のスクリプトファイルを追加します。
SFHA ホットフィックスのカスタムスクリプトを削除、置換するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

［配備（Deployment）］をクリックします。

3

次のようにホットフィックスを見つけます。
■

すべての SFHA 製品のホットフィックスを表示するには、ツリーで［ホットフィック
ス（Hot Fixes）］をクリックし、次に［ホットフィックス（Hot Fixes）］タブをクリックしま
す。

■

1 つの製品のみのホットフィックスを表示するには、ツリーで［ホットフィックス（Hot
Fixes）］を展開して製品のいずれかをクリックし、次に［ホットフィックス（Hot Fixes）］
タブをクリックします。

4

ホットフィックスを右クリックし、［カスタマイズ（Customize）］を選択します。

5

［カスタマイズ（Customize）］パネルで、削除するファイルのテーブル行の削除アイ
コンをクリックします。

6

削除したスクリプトを置換する場合は、置換後のスクリプトファイルを参照し、アップ
ロードします。

7

［完了（Finish）］をクリックします。

p.46 の 「SFHA ホットフィックスへのインストール前およびインストール後スクリプトの追
加」 を参照してください。

SFHA ホットフィックス配備要求に関する情報を表示する
Patch Installer Add-onを使用して、Symantec Storage Foundation High Availability
(SFHA) ホットフィックスの配備に対する以前の要求に関する情報を表示できます。情報
には時間、正常に更新されたホスト数、更新が失敗したホスト数、およびホストの名前が
含まれます。
SFHA ホットフィックスの配備要求に関する情報を表示するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

［配備（Deployment）］をクリックします。

3

ツリーの［リポジトリ（Repository）］で、［ホットフィックス（Hot Fixes）］をクリックします。

4

［要求（Request）］タブをクリックします。

p.43 の 「 SFHA のホットフィックスを配備する」 を参照してください。
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■

第10章 エンクロージャの詳細検出の実行

■

第11章 ストレージアレイのメータリングデータの監視

■

第12章 LUN 分類の管理

■

付録 A. エンクロージャ設定の前提条件

■

付録 B. エンクロージャの詳細検出のために管理サーバーで使われるコマンド

10
エンクロージャの詳細検出
の実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Insight Add-on について

■

検出ホストについて

■

ネットワーク接続ストレージの検出について

■

詳細検出に日立ストレージエンクロージャを追加する

■

詳細検出に EMC Symmetrix ストレージエンクロージャを追加する

■

詳細検出に IBM XIV ストレージエンクロージャを追加する

■

詳細検出に NetApp ストレージエンクロージャを追加する

■

詳細検出に EMC CLARiiON ストレージエンクロージャを追加する

■

詳細検出に HP EVA ストレージエンクロージャを追加する

■

詳細検出に IBM システムストレージ DS エンクロージャを追加する

■

詳細検出に EMC Celerra ストレージエンクロージャを追加する

■

詳細検出に EMC VNX ストレージエンクロージャを追加する

■

詳細検出に EMC VPLEX ストレージエンクロージャを追加する

■

詳細検出に 3PAR ストレージエンクロージャを追加する

■

詳細検出に IBM SVC ストレージエンクロージャを追加する

■

エンクロージャの詳細検出の設定の編集
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■

ストレージエンクロージャの詳細検出の削除

■

アレイの詳細検出用に設定したエンクロージャの更新

■

シンプールの使用状況の監視

Storage Insight Add-on について
Storage Insight Add-onは、アレイの詳細検出機能によって、データセンターのストレー
ジのエンクロージャに関する詳しい情報を提供します。Storage Insight Add-onを使うと、
エンクロージャについてアダプタやディスクのレベルで詳しいストレージ情報を表示でき
ます。
アドオンに互換性がある Veritas Operations Manager 管理サーバーのバージョンにつ
いて詳しくは、『Veritas Operations Manager のハードウェアとソフトウェアの互換性リス
ト(HSCL)』を参照してください。
これらのエンクロージャの詳細検出を設定すると、検出は 6 時間ごとに実行され、Veritas
Operations Manager データベースがそれに応じて更新されます。
メモ: エンクロージャのアレイの詳細検出を実行するには、ストレージの表示と操作のため
のアクセス権が必要です。
Storage Insight Add-onを使うと、データセンターで LUN の分類を定義することもできま
す。1 つ以上のパラメータに基づいて LUN を分類できます。たとえば、エンクロージャ
名、製造元、LUN の RAID レベル、LUN の種類などです。Storage Insight Add-onを
使って、アレイポートやアダプタで Symantec Dynamic Multi-Pathing パスの保守を実
行することもできます。
p.53 の 「検出ホストについて」 を参照してください。
p.51 の 「ストレージエンクロージャの検出方法と検出される情報について」 を参照してく
ださい。
p.54 の 「ネットワーク接続ストレージの検出について」 を参照してください。
p.101 の 「エンクロージャのパフォーマンスメータリング統計について」 を参照してくださ
い。
p.108 の 「LUN 分類について」 を参照してください。
p.96 の 「ストレージエンクロージャの詳細検出の削除」 を参照してください。

ストレージエンクロージャの検出方法と検出される情報について
Veritas Operations Manager Storage Insight Add-onは、その詳細検出機能により、
以下のエンクロージャを検出できます。
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表 10-1

エンクロージャ検出方法と検出される情報

エンクロージャ

検出方法

検出される情報

HITACHI

HiCommand サー
バー

LDEV（論理デバイス）、PDEV（物理デバイス）、ア
レイグループ、レプリケーション、アダプタ、ホストの
関連付け、シンプール。

IBM XIV

XCLI ユーティリティ

プールボリューム、物理ディスク、ストレージプール、
レプリケーション、シンプール、アレイポート、アダプ
タ、ホストの関連付け。

EMC Symmetrix

SymCLI ユーティリ
ティ

物理ディスク、デバイス、レプリケーション、シンプー
ル、アレイポート、アダプタ、ホストの関連付け、
FAST（Fully Automated Storage Tiering）テクノロ
ジによるストレージグループの管理（VMAX のみ）、
FAST VP（Fully Automated Storage Tiering for
Virtual Pools）。

EMC CLARiiON

NaviSphere Secure
CLI（NaviSecCLI）
ユーティリティ

シンプール、シン LUN、物理ディスク、RAID グルー
プ、レプリケーション、アレイポート、アダプタ、ホス
トの関連付け、ストレージプロセッサ、LUN。

NetApp

NetApp Data
ONTAP SDK

物理ディスク、集計、アレイボリューム、アレイポー
ト、アダプタ、ホストの関連付け、レプリケーション、
柔軟/従来のボリューム、LUN。
NAS 検出: Qtree、共有（Share）、クォータ
（Quota）、vFiler、コンシューマストレージプール
（consumer storage pool）

HP Enterprise
Virtual Array (EVA)

SSSU CLI ユーティリ 仮想ディスク、物理ディスク、アレイディスクグルー
ティ。 Command
プ、アレイポート、アダプタ、ホストの関連付け、レプ
View サーバーから情 リケーション。
報を取得します。

EMC Celerra

Celerra XML API と
CLI

ディスクボリューム、ストレージプール、アレイポー
ト、アダプタ、ホストの関連付け、アレイボリューム（メ
タ、ストライプ、スライス、プールボリューム)、NAS
ファイルシステム、共有、データムーバー。

IBM System
Storage DS

DS Command-line
interface（DSCLI）

論理ボリューム、DDM（ディスクドライブモジュー
ル）、エクステントプール、レプリケーション、アレイ
ポート、アダプタ、ホストの関連付け、ランク。
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エンクロージャ

検出方法

検出される情報

EMC VNX

XML API と CLI を使 LUN、物理ディスク、RAID グループ、レプリケー
用
ション、シンプール、ディスクボリューム、ストレージ
プール、アレイポート、アダプタ、ホストの関連付け、
アレイボリューム、データムーバー、NAS オブジェ
クト（たとえば、共有）。
ファイル（File）、ブロック（Block）、ユニファイド
（Unified）の VNX の 3 種類の設定をすべて検出
できます。

EMC VPLEX

VPLEX サーバーへの 仮想ボリューム、ストレージボリューム、RAID グルー
HTTPS アクセスと
プ、アレイポート、アダプタ、ホストの関連付け、レプ
SSH 通信を使用
リケーション。内部ノード、ローカルおよび分散型の
デバイス、ローカルおよび分散型の仮想ボリュー
ム。

3PAR

SSH 通信を使用

仮想ボリューム、物理ディスク、レプリケーション、ア
レイポート、アダプタ、ホストの関連付け、CPG（共
通のプロビジョングループ）、シン CPG。

IBM SVC（SAN ボ SSH 通信を使用
リュームコントローラ）

管理対象ディスク、内部ドライブ、仮想ディスク、ディ
スクグループ、シンプール、アレイポート、アダプタ、
ホストの関連付け、レプリケーション（ローカルとリ
モート）。

検出ホストについて
Veritas Operations Manager では、Storage Insight Add-onを使用してエンクロージャ
のアレイ情報を検出するには、管理対象ホストを検出ホストとして指定する必要がありま
す。 検出ホストは、Veritas Operations Manager ドメインに追加された（VRTSsfmhのパッ
ケージの必要なバージョンを持つ) Windows、Linux、または Solaris（SPARC）ホストの
いずれかです。検出ホストは、ベンダー別のアレイ管理ツールをインストールする必要が
あります。
p.54 の 「ネットワーク接続ストレージの検出について」 を参照してください。
p.101 の 「エンクロージャのパフォーマンスメータリング統計について」 を参照してくださ
い。
p.51 の 「ストレージエンクロージャの検出方法と検出される情報について」 を参照してく
ださい。
p.51 の 「Storage Insight Add-on について」 を参照してください。
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ネットワーク接続ストレージの検出について
Storage Insight Add-onを使ってデータセンターのNAS が有効化されたエンクロージャ
からネットワーク接続ストレージ（NAS）オブジェクトを検出できます。
Storage Insight Add-onを使ってエンクロージャを設定すると、NAS 検出を有効化でき
ます。エンクロージャを設定した後、NAS のオブジェクトが検出され、Veritas Operations
Manager コンソールに表示されます。Veritas Operations Manager 次のエンクロージャ
の NAS の検出をサポートします:
■

NetApp

■

EMC Celerra

■

EMC VNX（ファイル）

p.51 の 「Storage Insight Add-on について」 を参照してください。
p.51 の 「ストレージエンクロージャの検出方法と検出される情報について」 を参照してく
ださい。
p.53 の 「検出ホストについて」 を参照してください。

詳細検出に日立ストレージエンクロージャを追加する
Storage Insight Add-onはデータセンターのストレージエンクロージャに関する詳しい情
報を提供します。Storage Insight Add-onはホストに接続された HiCommand サーバー
を利用します。このサーバーは、日立エンクロージャからの情報を入手するための検出ホ
ストとして指定できます。このホストは管理サーバーの一部である必要はありません。 管
理サーバー上にある HITACHI エージェントレットは、XML を使って HiCommand サー
バーから情報を取得するために、検出ホストに対してアプリケーションプログラミングイン
ターフェース（API）コマンドをプッシュします。 検出ホストはエンクロージャの情報を収集
するコマンドを実行します。管理サーバーに送られるこの情報は、Veritas Operations
Manager データベースで解析、保管されます。
詳細検出にエンクロージャを追加する前に、設定の前提条件が満たされていることを確
認します。
p.113 の 「HITACHI エンクロージャの設定についての前提条件」 を参照してください。
このタスクを実行するには、［管理サーバー（Management Server ）］パースペクティブ
でユーザーグループに管理者ロールが割り当てられている必要があります。
詳細検出に日立ストレージエンクロージャを追加するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

次のいずれかを実行します。

54

第 10 章 エンクロージャの詳細検出の実行
詳細検出に日立ストレージエンクロージャを追加する

3

■

［デバイス（Device）］をクリックし、［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］の
順にクリックします。

■

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］をクリックします。

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、ベンダーとエンク
ロージャモデルを選択します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.55 の 「製造元と製品を選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

4

デバイスの詳細を指定するための［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザー
ドパネルで、必要な情報を入力します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.56 の 「エンクロージャを選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

5

HiCommand サーバーに接続している日立エンクロージャが一覧表示された［エン
クロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、必要な情報を入力して検
出情報を更新します。［完了（Finish）］をクリックします。
p.67 の 「エンクロージャの検出情報を更新する［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］パネルのオプション」 を参照してください。

p.138 の 「日立ストレージエンクロージャのコマンド」 を参照してください。
p.51 の 「Storage Insight Add-on について」 を参照してください。
p.51 の 「ストレージエンクロージャの検出方法と検出される情報について」 を参照してく
ださい。
p.53 の 「検出ホストについて」 を参照してください。

製造元と製品を選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション
このウィザードパネルでは、製造元を選択し、さらに Storage Insight Add-onによる詳細
検出を有効にする製品を選択します。
表 10-2

製造元と製品を選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］
パネル

フィールド

説明

エンクロージャ製造元（Enclosure Vendor）

ドロップダウンリストからエンクロージャ製造元を
選択します。

適切な検出方法を使って製品を選択する
製品（Product）

詳細検出を有効にするアレイモデルを選択しま
す。
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フィールド

説明

検出方法（Discovery Method）

選択したアレイモデルの検出に使われる検出方
法を表示します。

追加情報（Additional Information)

検出されたオブジェクト、前提条件、CLI のバー
ジョン、エンクロージャの検出に関するその他の
詳細に関する情報を指定します

p.54 の 「詳細検出に日立ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してください。
p.70 の 「詳細検出に IBM XIV ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくださ
い。
p.68 の 「詳細検出に EMC Symmetrix ストレージエンクロージャを追加する」 を参照し
てください。
p.71 の 「詳細検出に NetApp ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくださ
い。
p.73 の 「詳細検出に EMC CLARiiON ストレージエンクロージャを追加する」 を参照し
てください。
p.74 の 「詳細検出に HP EVA ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくださ
い。
p.77 の 「詳細検出に EMC Celerra ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してく
ださい。
p.76 の 「詳細検出に IBM システムストレージ DS エンクロージャを追加する」 を参照し
てください。
p.78 の 「詳細検出に EMC VNX ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくだ
さい。
p.80 の 「詳細検出に EMC VPLEX ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してく
ださい。
p.81 の 「詳細検出に 3PAR ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してください。
p.82 の 「詳細検出に IBM SVC ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくださ
い。

エンクロージャを選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パ
ネルのオプション
このウィザードパネルを使ってデバイスの詳細とサーバー情報を指定し、次のエンクロー
ジャを詳細検出に追加します。
表 10-3 は HITACHI エンクロージャのオプションを表示します。
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表 10-4 は EMC Symmetrix エンクロージャのオプションを表示します。
表 10-5 は IBM XIV エンクロージャのオプションを表示します。
表 10-6 は NetApp エンクロージャのオプションを表示します。
表 10-7 は EMC CLARiiON エンクロージャのオプションを表示します。
表 10-8 は HP Enterprise Virtual Array （EVA）エンクロージャのオプションを表示しま
す。
表 10-9 は IBM System Storage DS エンクロージャのオプションを表示します。
表 10-10 は EMC Celerra エンクロージャのオプションを表示します。
表 10-11 は EMC VNX エンクロージャのオプションを表示します。
表 10-12 は EMC VPLEX エンクロージャのオプションを表示します。
表 10-13 は 3PAR エンクロージャのオプションを表示します。
表 10-14 に IBM XIV エンクロージャのオプションのリストを示します。
メモ: アレイ設定の要件について詳しくは、エンクロージャ設定の前提条件の項を参照し
てください。
表 10-3

日立エンクロージャ用の［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パ
ネルのオプション

フィールド

説明

検出ホスト（Discovery Host）

管理対象ホスト名を入力します。Linux、
Windows、または Solaris （SPARC）で実行す
る管理対象ホストを検出ホストとして指定するこ
とができます。

HiCommand サーバー（HiCommand Server） HiCommand サーバー名を入力します。
ポート（Port）

HiCommand サーバーのポート番号。デフォル
トで、ポート番号は 2001 です。

ユーザー名（Username）

HiCommand サーバーのユーザー名を入力し
ます。

パスワード（Password）

HiCommand サーバーのパスワードを入力しま
す。

p.54 の 「詳細検出に日立ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してください。
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表 10-4

EMC Symmetrix エンクロージャ用の［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］パネルのオプション

フィールド

説明

検出ホスト（Discovery Host）

管理対象ホスト名を入力します。Linux、
Windows、または Solaris （SPARC）で実行す
る管理対象ホストを検出ホストとして指定するこ
とができます。

SYMAPI サーバー（SYMAPI Server）

検出ホストで設定された SYMAPI サーバー名
を指定して、EMC Symmetrix エンクロージャを
検出します。検出ホストが Symmetrix エンクロー
ジャのゲートウェイキーパーデバイスを認識でき
ない場合にこのオプションを使います。

SymCLI の場所（SymCLI Location）
デフォルトを使用（Use Default）

SymCLI のバイナリがデフォルトの場所に格納
されている場合はこのオプションを選択します。
Veritas Operations Manager 管理サーバーが
詳細を提供できる状態になるために、SymCLI
が正常に機能してアレイを検出する必要があり
ます。詳しくは、エンクロージャ設定の前提条件
の項を参照してください。

カスタム（Custom）

SymCLI のバイナリがデフォルト以外の場所に
格納されている場合はこのオプションを選択しま
す。フィールドに格納場所へのパスを入力しま
す。
SymCLI のバイナリが検出ホストで利用可能で
あることを確認する必要があります。

パフォーマンスメータリングを有効にする（Enable エンクロージャのパフォーマンスメータリングを有
performance metering）
効にします。
パフォーマンスメータリングを無効にするには
チェックボックスのチェックマークをはずします。

p.68 の 「詳細検出に EMC Symmetrix ストレージエンクロージャを追加する」 を参照し
てください。
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表 10-5

IBM XIV エンクロージャ用の［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］
パネルのオプション

フィールド

説明

検出ホスト（Discovery Host）

管理対象ホスト名を入力します。Linux、
Windows、または Solaris （SPARC）で実行す
る管理対象ホストを検出ホストとして指定するこ
とができます。

IBM XIV サーバー名/IP 1（IBM XIV Server
Name/IP 3）

XIV システムの IP アドレス。Storage Insight ア
ドオンはこの IP アドレスを使って、XCLI ユーティ
リティを使っている XIV システムに接続します。

IBM XIV サーバー名/IP 2（IBM XIV Server
Name/IP 3）

XIV システムの IP アドレス。Storage Insight ア
ドオンは、前のフィールドに指定された IP アドレ
スがアクセスできない場合に、この IP アドレスを
使って、XCLI ユーティリティを使っている XIV
システムに接続します。

IBM XIV サーバー名/IP 3（IBM XIV Server
Name/IP 3）

XIV システムの IP アドレス。Storage Insight ア
ドオンは、前の 2 つのフィールドに指定された
IP アドレスがアクセスできない場合に、この IP
アドレスを使って、XCLI ユーティリティを使って
いる XIV システムに接続します。

ユーザー名（Username）

XIV システムのユーザー名を入力します。

パスワード（Password）

XIV システムのパスワードを入力します。

XCLI の場所（XCLI Location）

検出ホスト上の XCLI ユーティリティの場所。
XCLI ユーティリティが検出ホストで利用可能で
あることを確認する必要があります。

パフォーマンスメータリングを有効にする（Enable エンクロージャのパフォーマンスメータリングを有
performance metering）
効にします。
パフォーマンスメータリングを無効にするには
チェックボックスのチェックマークをはずします。

p.70 の 「詳細検出に IBM XIV ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくださ
い。
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表 10-6

NetApp エンクロージャ用の［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］
パネルのオプション

検出ホスト（Discovery Host）

管理対象ホスト名を入力します。Linux、
Windows、または Solaris （SPARC）で実行す
る管理対象ホストを検出ホストとして指定するこ
とができます。

NetApp サーバー（NetApp Server）

NetApp サーバーの名前または IP アドレスを入
力します。

ポート（Port）

NetApp サーバーのポート。
HTTP を使って NetApp サーバーと通信する場
合は 80 を入力します。HTTPS を使って
NetApp サーバーと通信する場合は、443 を入
力します。
ここで指定するポートがエンクロージャで有効に
なっていることを確認します。

ユーザー名（Username）

エンクロージャのユーザー名を入力します。

パスワード（Password）

エンクロージャのパスワードを入力します。

NAS 検出の有効化（Enable NAS discovery）

NetApp エンクロージャの NAS 検出を有効にす
るには、このチェックボックスにチェックマークを
付けます。

パフォーマンスメータリングを有効にする（Enable エンクロージャのパフォーマンスメータリングを有
performance metering）
効にします。
パフォーマンスメータリングを無効にするには
チェックボックスのチェックマークをはずします。

p.71 の 「詳細検出に NetApp ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくださ
い。
表 10-7

EMC CLARiiON エンクロージャ用の［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］パネルのオプション

検出ホスト（Discovery Host）

管理対象ホスト名を入力します。Linux、
Windows、または Solaris （SPARC）で実行す
る管理対象ホストを検出ホストとして指定するこ
とができます。
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ストレージアレイ名/IP（Storage Array Name/IP） ストレージエンクロージャの名前または IP アドレ
ス。
ポート（Port）

情報を取得するために EMC CLARiiON エンク
ロージャと通信するためのポート。
デフォルトのポート番号は 443 です。

ユーザー名（Username）

EMC CLARiiON エンクロージャのユーザー名
を入力します。

パスワード（Password）

EMC CLARiiON エンクロージャのパスワードを
入力します。

スコープ（Scope）

ログオンするストレージシステムのユーザーアカ
ウントの種類を指定します。選択できるオプショ
ンは次のとおりです。
■

■

■

NAVISEC CLI の場所（NAVISEC CLI
Location）

グローバル（Global）: アカウントがドメイン全
体で有効な場合は、このオプションを選択し
ます。 管理者がグローバルアカウントを作成
すると、ソフトウェアがこのアカウントの定義を
ドメインディレクトリにコピーするので、ドメイン
内のすべてのストレージシステムでアクセス
可能になります。
ローカル（Local）: 管理者がアカウントを作成
するストレージシステムでのみアカウントが有
効な場合は、このオプションを選択します。
ローカルアカウントを使用すれば、ローカル
アカウントを持っているストレージシステムの
みにログオンできます。
LDAP: LDAP は、ユーザー名とパスワード
のエントリを、認証用の外部 LDAP サーバー
または Active Directory サーバーにマップ
します。 ロールが外部ディレクトリにマップさ
れないユーザー名とパスワードのペアは、ア
クセスを拒否されます。
ローカルセキュリティディレクトリ内での認証
の場合は、グローバルスコープまたはローカ
ルスコープを指定します。

検出ホストでの NaviSecCLI バイナリの場所。
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デフォルトを使用（Use Default）

NaviSecCLI のバイナリがデフォルトの場所に格
納されている場合はこのオプションを選択しま
す。
NaviSecCLI のバイナリが検出ホストで利用可
能であることを確認してください。

カスタム（Custom）

NaviSecCLI のバイナリがデフォルト以外の場所
に格納されている場合はこのオプションを選択し
ます。フィールドに格納場所へのパスを入力しま
す。
NaviSecCLI のバイナリが検出ホストで利用可
能であることを確認してください。

SSL（Secure Socket Layer）を使用（Use
Secure Socket Layer）

エンクロージャとの通信に SSL（Secure Socket
Layer）を使う場合は、このチェックボックスに
チェックマークを付けます。
このチェックボックスにチェックマークを付けた場
合、EMC CLARiiON エンクロージャの詳細検
出を実行するときに、資格情報を再び入力する
必要はありません。

パフォーマンスメータリングを有効にする（Enable エンクロージャのパフォーマンスメータリングを有
performance metering）
効にします。
パフォーマンスメータリングを無効にするには
チェックボックスのチェックマークをはずします。

p.73 の 「詳細検出に EMC CLARiiON ストレージエンクロージャを追加する」 を参照し
てください。
表 10-8

HP EVA エンクロージャ用の［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］
パネルのオプション

フィールド

説明

検出ホスト（Discovery Host）

管理対象ホスト名を入力します。Linux、
Windows、または Solaris （SPARC）で実行す
る管理対象ホストを検出ホストとして指定するこ
とができます。

Command View サーバー/IP（Command View Command View サーバーの名前か、IP アドレ
Server/IP）
スを入力します。
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フィールド

説明

ユーザー名（User Name）

Command View サーバーのユーザー名を入力
します。ルートユーザーまたは管理ユーザーと
同様に、非管理ユーザーも検出を実行できま
す。

パスワード（Password）

Command View サーバーのパスワードを入力
します。パスワードファイルオプションを選択した
場合、パスワードを入力する必要はありません。

SSSU CLI の場所（SSSU CLI Location）

検出ホストの SSSU（Storage Scripting System
Utility）CLI の絶対パスを入力します。

SSSU パスワードファイルディレクトリパス（SSSU 検出ホストの SSSU パスワードファイルのディレ
Password-File Directory Path）
クトリパスを入力します。このファイルは SSSU
ユーティリティを使って生成されます。 ［パスワー
ド（Password）］フィールドにパスワードを指定済
みである場合、この入力は無視されます。

p.74 の 「詳細検出に HP EVA ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくださ
い。
表 10-9

IBM System Storage DS エンクロージャ用の［エンクロージャの追加
（Add Enclosure）］パネルのオプション

フィールド

説明

検出ホスト（Discovery Host）

管理対象ホスト名を入力します。Linux、
Windows、または Solaris （SPARC）で実行す
る管理対象ホストを検出ホストとして指定するこ
とができます。
このホストには DSCLI ユーティリティがインストー
ルされている必要があります。 これとエンクロー
ジャとの接続も行ってください。

ストレージアレイ名/IP（Storage Array Name/IP） IBM System Storage DS エンクロージャの名
前または IP アドレスを入力します。
ユーザー名（User Name）

エンクロージャのユーザー名を入力します。

パスワード（Password）

エンクロージャにアクセスするためのパスワード
を入力します。 パスワードファイルを使って検出
が行われる場合、このフィールドは空白のままと
します。

DSCLI の場所（DSCLI Location）

検出ホストの DSCLI ユーティリティの絶対ディレ
クトリパスを入力します。
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フィールド

説明

パスワードファイルパス（Password File Path）

検出ホストのパスワードファイルの絶対パス（ファ
イル名を含む）を入力します。このフィールドは、
パスワードが［パスワード（Password）］フィール
ドに設定されている場合には無視されます。

p.76 の 「詳細検出に IBM システムストレージ DS エンクロージャを追加する」 を参照し
てください。
表 10-10

EMC Celerra エンクロージャ用の［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］パネルのオプション

フィールド

説明

検出ホスト（Discovery Host）

管理対象ホスト名を入力します。Linux、
Windows、または Solaris （SPARC）で実行す
る管理対象ホストを検出ホストとして指定するこ
とができます。

Celerra Control Station

Celerra 通信用のインターフェース。

ユーザー名（Username）

エンクロージャのユーザー名を入力します。

パスワード（Password）

エンクロージャのパスワードを入力します。

p.77 の 「詳細検出に EMC Celerra ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してく
ださい。
表 10-11

EMC VNX エンクロージャ用の［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］パネルのオプション

フィールド

説明

検出ホスト（Discovery Host）

管理対象ホスト名を入力します。Linux、
Windows、または Solaris （SPARC）で実行す
る管理対象ホストを検出ホストとして指定するこ
とができます。

Control Station の IP/名前（Control Station
IP/Name）

VNX File の名前または IP アドレスを入力しま
す。これは VNX Block のみのデバイスでは省
略可能です。

ブロック IP/名前:スコープ（Block
IP/Name:Scope）

VNX Block の IP アドレスまたは名前とスコープ
です。IP アドレスまたは名前とスコープは、コロ
ンを使って区切られている必要があります。
これは VNX File のみのデバイスでは省略可能
です。
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フィールド

説明

ユーザー名（User Name）

エンクロージャのユーザー名を入力します。

パスワード（Password）

エンクロージャのパスワードを入力します。

CLI の場所（CLI Location）

Navisphere CLI の場所を入力します。

パフォーマンスメータリングを有効にする（Enable エンクロージャのパフォーマンスメータリングを有
performance metering）
効にします。
パフォーマンスメータリングを無効にするには
チェックボックスのチェックマークをはずします。

p.78 の 「詳細検出に EMC VNX ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくだ
さい。
表 10-12

EMC VPLEX エンクロージャ用の［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］パネルのオプション

フィールド

説明

検出ホスト（Discovery Host）

管理対象ホスト名を入力します。Linux、
Windows、または Solaris （SPARC）で実行す
る管理対象ホストを検出ホストとして指定するこ
とができます。

VPLEX アレイの名前/IP（VPLEX Array
Name/IP）

VPLEX エンクロージャの名前または IP アドレ
スを入力します。

ユーザー名（User Name）

エンクロージャのユーザー名を入力します。エン
クロージャ検出を実行するには、管理者権限を
持っている必要があります。

パスワード（Password）

エンクロージャのパスワードを入力します。

ポート（Port）

VPLEX エンクロージャの通信ポートを入力しま
す。デフォルト通信ポートは 443 です。

p.80 の 「詳細検出に EMC VPLEX ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してく
ださい。
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表 10-13

3PAR エンクロージャ用の［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］
パネルのオプション

フィールド

説明

検出ホスト（Discovery Host）

管理対象ホスト名を入力します。Linux、
Windows、または Solaris （SPARC）で実行す
る管理対象ホストを検出ホストとして指定するこ
とができます。

3PAR エンクロージャの IP/名前（3PAR
Enclosure IP/Name）

3PAR エンクロージャの名前または IP アドレス
を入力します。

ユーザー名（User Name）

エンクロージャのユーザー名を入力します。

パスワード（Password）

エンクロージャのパスワードを入力します。

p.81 の 「詳細検出に 3PAR ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してください。
表 10-14

IBM SVC エンクロージャ用の［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］
パネルのオプション

フィールド

説明

検出ホスト（Discovery Host）

管理対象ホスト名を入力します。Linux、
Windows、または Solaris （SPARC）で実行す
る管理対象ホストを検出ホストとして指定するこ
とができます。

エンクロージャの IP/名前（Enclosure IP/Name） IBM SVC エンクロージャの名前または IP アド
レスを入力します。
ユーザー名（User Name）

エンクロージャのユーザー名を入力します。バー
ジョン 5.1 での IBM SVC エンクロージャのユー
ザー名として admin を指定します。

パスワード（Password）

エンクロージャのパスワードを入力します。ssh
秘密キーファイルを使って検出が行われる場合
は、このフィールドを空白のままにします。

証明書の場所（Certificate Location）

検出ホストの ssh 秘密キーファイルの絶対パス
（ファイル名を含む）を入力します。

p.82 の 「詳細検出に IBM SVC ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくださ
い。
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エンクロージャの検出情報を更新する［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］パネルのオプション
このウィザードパネルを使って、エンクロージャの詳細検出情報を更新します。
表 10-15

エンクロージャの詳細検出情報を更新する［エンクロージャの追加
（Add Enclosure）］パネル

フィールド

説明

設定名（Configuration Name）

実行する詳細検出操作の名前を入力します。

エンクロージャ（Enclosures）
表示名（Display Name）

エンクロージャの名前を表示します。

製造元 ID（Vendor ID）

Veritas Operations Manager がエンクロージャ
用に生成する ID を表示します。

シリアル（Serial）

エンクロージャのシリアル番号を表示します。

製造元（Vendor）

エンクロージャの製造元を表示します。

モデル（Model）

エンクロージャモデル情報を表示します。

製品（Product）

エンクロージャの種類を表示します。

接続性（Connectivity）

このフィールドは EMC Symmetrix エンクロー
ジャにのみ表示されます。次の内容を示してい
ます。
■

■

検出（Discovery）

［ローカル（Local）］: エンクロージャがホスト
にローカル接続されているかどうか。
［リモート（Remote）］: EMC SRDF
（Symmetrix Remote Data Facility）を使っ
てエンクロージャが別のエンクロージャ（ホス
トにローカル接続されている場合がある）に
接続されているかどうか。

詳細検出を実行するには、［有効化（Enable）］
を選択します。
詳細検出を無効にするには、［無効化
（Disable）］を選択します。

設定された名前（Configured Name）

すでにエンクロージャが詳細検出に追加されて
いる場合は、追加時に入力した設定名がこの
フィールドに表示されます。
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リストのすべてのエンクロージャの詳細検出を有効にするには、上の行のチェックボックス
にチェックマークを付けます。
p.54 の 「詳細検出に日立ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してください。
p.70 の 「詳細検出に IBM XIV ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくださ
い。
p.68 の 「詳細検出に EMC Symmetrix ストレージエンクロージャを追加する」 を参照し
てください。
p.71 の 「詳細検出に NetApp ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくださ
い。
p.73 の 「詳細検出に EMC CLARiiON ストレージエンクロージャを追加する」 を参照し
てください。
p.74 の 「詳細検出に HP EVA ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくださ
い。
p.77 の 「詳細検出に EMC Celerra ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してく
ださい。
p.76 の 「詳細検出に IBM システムストレージ DS エンクロージャを追加する」 を参照し
てください。
p.78 の 「詳細検出に EMC VNX ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくだ
さい。
p.80 の 「詳細検出に EMC VPLEX ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してく
ださい。
p.81 の 「詳細検出に 3PAR ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してください。
p.82 の 「詳細検出に IBM SVC ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくださ
い。

詳細検出に EMC Symmetrix ストレージエンクロージャ
を追加する
Storage Insight Add-onはデータセンターのストレージエンクロージャに関する詳しい情
報を提供します。Storage Insight Add-onはデータセンターの Symmetrix エンクロー
ジャと通信する SymCLI ユーティリティを使います。Veritas Operations Manager ドメイ
ンに含まれる検出ホストで、SymCLI ユーティリティを設定する必要があります。
詳細検出は、EMC SRDF（Symmetrix Remote Data Facility）を使って検出ホストに接
続されている Symmetrix エンクロージャにも実行できます。

68

第 10 章 エンクロージャの詳細検出の実行
詳細検出に EMC Symmetrix ストレージエンクロージャを追加する

詳細検出に EMC Symmetrix エンクロージャを追加すると、検出は 6 時間ごとに実行さ
れます。初回の検出後、次の処理では、追加、削除、コミット、再開、中断、またはスプリッ
ト操作のみが以降の検出でキャプチャされます。
■

スナップショット

■

設定の変更

■

デバイスマスク

■

BCV

■

クローン

■

RDF と FAST VP

EMC Symmetrix ストレージエンクロージャの詳細検出を実行するには、SymCLI バー
ジョン 7.0 以降を使う必要があります。Symmetrix エンクロージャのメディアの種類とディ
スクの RPM を検出するには、SymCLI バージョン 7.1 以降を使う必要があります。
Symmetrix VMAX エンクロージャで FAST 管理ストレージグループを検出するための
SymCLI のバージョンについて詳しくは、『Veritas Operations Manager のハードウェア
とソフトウェアの互換性リスト（HSCL）』を参照してください。
このタスクを実行するには、［管理サーバー（Management Server ）］パースペクティブ
でユーザーグループに管理者ロールが割り当てられている必要があります。
詳細検出に EMC Symmetrix ストレージエンクロージャを追加するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

次のいずれかを実行します。

3

■

［デバイス（Device）］をクリックし、［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］の
順にクリックします。

■

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］をクリックします。

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、ベンダーとエンク
ロージャモデルを選択します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.55 の 「製造元と製品を選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。
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4

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで必要な情報を入力し、
詳細検出に関する情報を指定します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.56 の 「エンクロージャを選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

5

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルでエンクロージャを選択
し、アレイの詳細検出を有効にして、検出情報を更新します。［完了（Finish）］をク
リックします。
p.67 の 「エンクロージャの検出情報を更新する［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］パネルのオプション」 を参照してください。

p.138 の 「EMC Symmetrix ストレージエンクロージャのコマンド」 を参照してください。
p.51 の 「Storage Insight Add-on について」 を参照してください。
p.51 の 「ストレージエンクロージャの検出方法と検出される情報について」 を参照してく
ださい。
p.101 の 「エンクロージャのパフォーマンスメータリング統計について」 を参照してくださ
い。

詳細検出に IBM XIV ストレージエンクロージャを追加す
る
Storage Insight Add-onはデータセンターのストレージエンクロージャに関する詳しい情
報を提供します。Storage Insight アドオンは、TCP/IP プロトコルを使って IBM XIV シス
テムと通信する XCLI ユーティリティを利用します。 Veritas Operations Manager ドメイ
ンに含まれる検出ホストで、XCLI ユーティリティを設定する必要があります。
メモ: IBM XIV エンクロージャの 1 MB のサイズは通常の 1024 KB と異なり、1000 KB
に相当します。そのため、ディスク容量は、Veritas Operations Manager コンソールで
IBM XIV エンクロージャについて実際に表示されるディスク容量と異なることがあります。
エンクロージャの詳細検出に IBM XIV エンクロージャを追加する前に、設定の前提条件
が満たされていることを確認します。
p.119 の 「IBM XIV エンクロージャの設定についての前提条件」 を参照してください。
このタスクを実行するには、［管理サーバー（Management Server ）］パースペクティブ
でユーザーグループに管理者ロールが割り当てられている必要があります。
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詳細検出に IBM XIV ストレージエンクロージャを追加するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

次のいずれかを実行します。

3

■

［デバイス（Device）］をクリックし、［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］の
順にクリックします。

■

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］をクリックします。

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、ベンダーとエンク
ロージャモデルを選択します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.55 の 「製造元と製品を選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

4

デバイスの詳細を指定するための［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザー
ドパネルで、必要な情報を入力します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.56 の 「エンクロージャを選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

5

XCLI ユーティリティに接続している IBM XIV エンクロージャが一覧表示された［エ
ンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、検出情報を更新するた
めに必要な情報を入力します。［完了（Finish）］をクリックします。
p.67 の 「エンクロージャの検出情報を更新する［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］パネルのオプション」 を参照してください。

p.140 の 「IBM XIV ストレージエンクロージャのコマンド」 を参照してください。
p.51 の 「Storage Insight Add-on について」 を参照してください。
p.51 の 「ストレージエンクロージャの検出方法と検出される情報について」 を参照してく
ださい。
p.101 の 「エンクロージャのパフォーマンスメータリング統計について」 を参照してくださ
い。

詳細検出に NetApp ストレージエンクロージャを追加す
る
Storage Insight Add-onはデータセンターのストレージエンクロージャに関する詳しい情
報を提供します。NetApp ストレージオブジェクトは Data ONTAP オペレーティングシス
テム上で動作し、NetApp ストレージオブジェクトを管理するための各種インターフェース
を提供します。Veritas Operations Manager は ONTAP SDK インターフェースを使っ
てエンクロージャと通信し、NetApp エンクロージャの情報を取得します。この通信は、
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HTTP プロトコル（ポート番号 80）または HTTPS プロトコル（ポート番号 443）を使って
行われます。
NetApp クラスタですべてのノードを詳細検出のために設定することをお勧めします。
詳細検出に NetApp エンクロージャを追加すると、詳細ページで次の情報を表示できま
す。
■

モデル、シリアル番号、エンクロージャにインストールされている Data ONTAP のバー
ジョン、エンクロージャの物理的容量、スペアディスクの数、パートナーノードの名前
など、エンクロージャの詳細

■

エンクロージャの物理ディスク

■

集計

■

フレキシブルボリュームまたは従来のボリューム

■

LUN

■

アレイポート

■

レプリケーション

■

NAS オブジェクト: Qtree、共有（Share）、クォータ（Quota）、vFiler、NAS/CIFS 共
有コンシューマ情報

メモ: 集計に柔軟なボリュームと従来のボリュームの両方を作成するには、Data ONTAP
バージョン 7.0 以降を使う必要があります。従来のボリュームは、Data ONTAP 6.0 以降
を使うエンクロージャに存在できます。Storage Insight Add-onは、Data ONTAP 6.5.2
以降を使う NetApp エンクロージャをサポートします。
詳細検出に NetApp エンクロージャを追加する前に、設定の前提条件が満たされている
ことを確認します。
p.120 の 「NetApp ストレージエンクロージャの設定についての前提条件」 を参照してくだ
さい。
このタスクを実行するには、［管理サーバー（Management Server ）］パースペクティブ
でユーザーグループに管理者ロールが割り当てられている必要があります。
詳細検出に NetApp ストレージエンクロージャを追加するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

次のいずれかを実行します。
■

［デバイス（Device）］をクリックし、［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］の
順にクリックします。

■

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］をクリックします。
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3

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、ベンダーとエンク
ロージャモデルを選択します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.55 の 「製造元と製品を選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

4

デバイスの詳細を指定するための［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザー
ドパネルで、必要な情報を入力します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.56 の 「エンクロージャを選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

5

NetApp エンクロージャが一覧表示される［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］
ウィザードパネルで、必要な情報を入力して検出情報を更新します。［完了（Finish）］
をクリックします。
p.67 の 「エンクロージャの検出情報を更新する［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］パネルのオプション」 を参照してください。

p.142 の 「NetApp ストレージエンクロージャのコマンド」 を参照してください。
p.51 の 「Storage Insight Add-on について」 を参照してください。
p.51 の 「ストレージエンクロージャの検出方法と検出される情報について」 を参照してく
ださい。
p.101 の 「エンクロージャのパフォーマンスメータリング統計について」 を参照してくださ
い。
p.53 の 「検出ホストについて」 を参照してください。

詳細検出に EMC CLARiiON ストレージエンクロージャを
追加する
Storage Insight Add-onはデータセンターのストレージエンクロージャに関する詳しい情
報を提供します。Storage Insight Add-onは、NaviSphere Secure CLI（NaviSecCLI）
ユーティリティを使用して EMC CLARiiON エンクロージャと通信します。このユーティリ
ティは、エンクロージャの NaviSphere パッケージと通信するための安全な CLI です。
NaviSphere Secure CLI ユーティリティは、Veritas Operations Manager ドメインの一
部である検出ホストにインストールする必要があります。
Storage Insight Add-onは、ファームウェアバージョン 6.26 以降の EMC CLARiiON CX
シリーズエンクロージャのみをサポートします。
詳細検出にエンクロージャを追加する前に、設定の前提条件が満たされていることを確
認します。
p.121 の 「EMC CLARiiON ストレージエンクロージャの設定についての前提条件」 を参
照してください。
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このタスクを実行するには、［管理サーバー（Management Server ）］パースペクティブ
でユーザーグループに管理者ロールが割り当てられている必要があります。
詳細検出に EMC CLARiiON エンクロージャを追加するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

次のいずれかを実行します。

3

■

［デバイス（Device）］をクリックし、［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］の
順にクリックします。

■

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］をクリックします。

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、ベンダーとエンク
ロージャモデルを選択します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.55 の 「製造元と製品を選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

4

デバイスの詳細を指定するための［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザー
ドパネルで、必要な情報を入力します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.56 の 「エンクロージャを選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

5

EMC CLARiiON エンクロージャが一覧表示される［デバイスの追加（Add Device）］
ウィザードパネルで、必要な情報を入力して検出情報を更新します。［完了（Finish）］
をクリックします。
p.67 の 「エンクロージャの検出情報を更新する［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］パネルのオプション」 を参照してください。

p.143 の 「EMC CLARiiON ストレージエンクロージャのコマンド」 を参照してください。
p.51 の 「Storage Insight Add-on について」 を参照してください。
p.51 の 「ストレージエンクロージャの検出方法と検出される情報について」 を参照してく
ださい。
p.101 の 「エンクロージャのパフォーマンスメータリング統計について」 を参照してくださ
い。
p.53 の 「検出ホストについて」 を参照してください。

詳細検出に HP EVA ストレージエンクロージャを追加す
る
Storage Insight Add-onはデータセンターでの設定済み HP EVA（Enterprise Virtual
Arrays）についての詳細情報を提供します。この詳細には、仮想ディスク、物理ディスク、
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アレイディスクグループ、レプリケーションに関する情報が含まれます。 Veritas Operations
Manager 管理サーバーは、HP EVA ストレージアレイを管理する HP Command View
EVA のソフトウェアと通信します。
詳細検出にエンクロージャを追加する前に、設定の前提条件が満たされていることを確
認します。
p.124 の 「Hewlett-Packard Enterprise Virtual Array（HP EVA）の設定についての前提
条件」 を参照してください。
このタスクを実行するには、［管理サーバー（Management Server ）］パースペクティブ
でユーザーグループに管理者ロールが割り当てられている必要があります。
詳細検出に HP EVA ストレージエンクロージャを追加するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

次のいずれかを実行します。

3

■

［デバイス（Device）］をクリックし、［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］の
順にクリックします。

■

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］をクリックします。

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、ベンダーとエンク
ロージャモデルを選択します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.55 の 「製造元と製品を選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

4

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、HP EVA デバイス
の詳細を入力します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.56 の 「エンクロージャを選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

5

HP Command View ユーティリティに接続された HP EVA エンクロージャが一覧表
示される［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、エンクロー
ジャ検出を更新するために必要な情報を入力してください。［完了（Finish）］をクリッ
クします。
p.67 の 「エンクロージャの検出情報を更新する［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］パネルのオプション」 を参照してください。

p.144 の 「HP EVA ストレージエンクロージャのコマンド」 を参照してください。
p.51 の 「Storage Insight Add-on について」 を参照してください。
p.51 の 「ストレージエンクロージャの検出方法と検出される情報について」 を参照してく
ださい。
p.53 の 「検出ホストについて」 を参照してください。
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詳細検出に IBM システムストレージ DS エンクロージャ
を追加する
Storage Insight Add-onを使って IBM System Storage DS エンクロージャの詳細検出
を実行できます。
IBM System Storage DS エンクロージャは、製造元データと Veritas Operations
Manager ストレージ計算の間の不整合を観測することがあります。これは、Veritas
Operations Manager がすべてのサイズを 1024 の倍数で表示するためです。次に例を
示します。
■

1 キロバイト（KB）= 1,024 バイト

■

1 メガバイト（MB）= 2^20 バイト = 1,048,576 バイト

■

1 ギガバイト（GB） = 2^30 バイト= 1,024 MB = 1,073,741,824 バイト

■

1 テラバイト（TB） = 2^40 バイト= 1,024 GB = 1,099,511,627,776 バイト

ストレージ製造元は 1024 バイトまたは 1000 バイトの倍数でサイズを表示します。
詳細検出にエンクロージャを追加する前に、設定の前提条件が満たされていることを確
認します。
p.128 の 「IBM System Storage DS エンクロージャの設定についての前提条件」 を参
照してください。
このタスクを実行するには、［管理サーバー（Management Server ）］パースペクティブ
でユーザーグループに管理者ロールが割り当てられている必要があります。
詳細検出に IBM システムストレージ DS エンクロージャを追加するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

次のいずれかを実行します。

3

■

［デバイス（Device）］をクリックし、［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］の
順にクリックします。

■

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］をクリックします。

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、ベンダーとエンク
ロージャモデルを選択します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.55 の 「製造元と製品を選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。
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4

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、IBM System Storage
DS エンクロージャに関する必要な情報を入力します。［次へ（Next）］をクリックしま
す。
p.56 の 「エンクロージャを選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

5

IBM System Storage DS エンクロージャが一覧表示される［エンクロージャの追加
（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、エンクロージャの検出を更新するために必
要な情報を入力します。［完了（Finish）］をクリックします。
p.67 の 「エンクロージャの検出情報を更新する［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］パネルのオプション」 を参照してください。

p.145 の 「IBM System Storage DS エンクロージャのコマンド」 を参照してください。
p.51 の 「Storage Insight Add-on について」 を参照してください。
p.51 の 「ストレージエンクロージャの検出方法と検出される情報について」 を参照してく
ださい。
p.53 の 「検出ホストについて」 を参照してください。

詳細検出に EMC Celerra ストレージエンクロージャを追
加する
Storage Insight Add-onはデータセンターのストレージエンクロージャに関する詳しい情
報を提供します。詳細検出を設定するには、Clelerra アレイをクエリーするために少なく
とも読み取り専用の権限を持つ必要があります。
詳細検出にエンクロージャを追加する前に、設定の前提条件が満たされていることを確
認します。
p.130 の 「EMC Celerra エンクロージャの設定についての前提条件」 を参照してくださ
い。
このタスクを実行するには、［管理サーバー（Management Server ）］パースペクティブ
でユーザーグループに管理者ロールが割り当てられている必要があります。
詳細検出に EMC Celerra ストレージエンクロージャを追加するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

次のいずれかを実行します。
■

［デバイス（Device）］をクリックし、［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］の
順にクリックします。

■

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］をクリックします。
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3

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、ベンダーとエンク
ロージャモデルを選択します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.55 の 「製造元と製品を選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

4

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、EMC Celerra デバ
イスの詳細を入力します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.56 の 「エンクロージャを選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

5

EMC Celerra エンクロージャが一覧表示される［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］ウィザードパネルで、検出情報を入力します。［完了（Finish）］をクリッ
クします。
p.67 の 「エンクロージャの検出情報を更新する［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］パネルのオプション」 を参照してください。

p.148 の 「EMC Celerra ストレージエンクロージャのコマンド」 を参照してください。
p.51 の 「Storage Insight Add-on について」 を参照してください。
p.51 の 「ストレージエンクロージャの検出方法と検出される情報について」 を参照してく
ださい。
p.53 の 「検出ホストについて」 を参照してください。

詳細検出に EMC VNX ストレージエンクロージャを追加
する
Storage Insight Add-onを使って、EMC VNX エンクロージャの詳細検出を実行できま
す。Storage Insight Add-onによるアレイの詳細検出を実行した後に、EMC VNX エン
クロージャの概要ページで次の追加情報を表示できます。
EMC VNX（ファイル）の場合
■

LUN

■

ディスクボリューム（Disk Volumes）

■

ストレージプール（Storage Pools）

■

アレイボリューム（Array Volumes）

■

レプリケーション（Replications）

■

NAS ファイルシステム（NAS file systems）

■

共有（Shares）

■

データムーバー（Data Movers）
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EMC VNX（ブロック）の場合
■

LUN

■

物理ディスク（Physical Disks）

■

RAID グループ（RAID Groups）

■

レプリケーション（Replications）

■

シンプール（Thin Pools）

詳細検出にエンクロージャを追加する前に、設定の前提条件が満たされていることを確
認します。
p.134 の 「EMC VNX ストレージエンクロージャの設定についての前提条件」 を参照して
ください。
このタスクを実行するには、［管理サーバー（Management Server ）］パースペクティブ
でユーザーグループに管理者ロールが割り当てられている必要があります。
詳細検出に EMC VNX エンクロージャを追加するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

次のいずれかを実行します。

3

■

［デバイス（Device）］をクリックし、［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］の
順にクリックします。

■

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］をクリックします。

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、ベンダーとエンク
ロージャモデルを選択します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.55 の 「製造元と製品を選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

4

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、EMC VNX エンク
ロージャに関する必要な情報を入力します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.56 の 「エンクロージャを選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

5

EMC VNX エンクロージャが一覧表示された［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］ウィザードパネルで、アレイの詳細検出情報を入力します。［完了
（Finish）］をクリックします。
p.67 の 「エンクロージャの検出情報を更新する［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］パネルのオプション」 を参照してください。

p.149 の 「EMC VNX (ブロック)ストレージエンクロージャのコマンド」 を参照してください。
p.150 の 「EMC VNX (ファイル)ストレージエンクロージャのコマンド」 を参照してください。
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p.51 の 「Storage Insight Add-on について」 を参照してください。
p.51 の 「ストレージエンクロージャの検出方法と検出される情報について」 を参照してく
ださい。
p.101 の 「エンクロージャのパフォーマンスメータリング統計について」 を参照してくださ
い。
p.53 の 「検出ホストについて」 を参照してください。

詳細検出に EMC VPLEX ストレージエンクロージャを追
加する
Storage Insight Add-onを使って、EMC VPLEX エンクロージャの詳細検出を実行でき
ます。
VPLEX エンクロージャは 1 つ以上の VPLEX クラスタを含む仮想コンテナオブジェクト
として表されます。コンテナオブジェクトの waterfall のページには、すべてのノードによっ
て参照されるオブジェクトに関する情報が表示されます。個々のタブは分散型オブジェク
トの詳細を表示します。ノードはそのノードからのみ参照できるオブジェクトの詳細を示し
ます。
メモ: VPLEX エンクロージャを追加するには、検出のために使われるユーザーアカウント
に VPLEX エンクロージャに対する管理者権限が必要です。
詳細検出にエンクロージャを追加する前に、設定の前提条件が満たされていることを確
認します。
p.135 の 「EMC VPLEX ストレージエンクロージャの設定についての前提条件」 を参照し
てください。
このタスクを実行するには、［管理サーバー（Management Server ）］パースペクティブ
でユーザーグループに管理者ロールが割り当てられている必要があります。
詳細検出に EMC VPLEX ストレージエンクロージャを追加するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

次のいずれかを実行します。
■

［デバイス（Device）］をクリックし、［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］の
順にクリックします。

■

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］をクリックします。
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3

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、ベンダーとエンク
ロージャモデルを選択します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.55 の 「製造元と製品を選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

4

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、EMC VPLEX エン
クロージャに関する必要な情報を入力します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.56 の 「エンクロージャを選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

5

EMC VPLEX エンクロージャが一覧表示された［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］ウィザードパネルで、アレイの詳細検出情報を入力します。［完了
（Finish）］をクリックします。
p.67 の 「エンクロージャの検出情報を更新する［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］パネルのオプション」 を参照してください。

p.151 の 「EMC VPLEX ストレージエンクロージャのコマンド」 を参照してください。
p.51 の 「Storage Insight Add-on について」 を参照してください。
p.51 の 「ストレージエンクロージャの検出方法と検出される情報について」 を参照してく
ださい。
p.53 の 「検出ホストについて」 を参照してください。

詳細検出に 3PAR ストレージエンクロージャを追加する
Storage Insight Add-onを使って 3PAR エンクロージャの詳細検出を実行できます。
3PAR エンクロージャが VMware ESX サーバーで使われている場合、Veritas Operations
Manager コンソールで表示されるストレージの関連付けが正確でない場合があります。
正確なストレージの関連付けを検出するには、3PAR アレイで ESX サーバーのペルソ
ナを Generic から Generic-Legacy に変更する必要があります。
詳細検出にエンクロージャを追加する前に、設定の前提条件が満たされていることを確
認します。
p.136 の 「3PAR ストレージエンクロージャの設定についての前提条件」 を参照してくだ
さい。
このタスクを実行するには、［管理サーバー（Management Server ）］パースペクティブ
でユーザーグループに管理者ロールが割り当てられている必要があります。
詳細検出に 3PAR ストレージエンクロージャを追加するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

次のいずれかを実行します。

81

第 10 章 エンクロージャの詳細検出の実行
詳細検出に IBM SVC ストレージエンクロージャを追加する

3

■

［デバイス（Device）］をクリックし、［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］の
順にクリックします。

■

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］をクリックします。

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、ベンダーとエンク
ロージャモデルを選択します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.55 の 「製造元と製品を選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

4

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、3PAR エンクロー
ジャに関する必要な情報を入力します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.56 の 「エンクロージャを選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

5

3PAR エンクロージャが表示された［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィ
ザードパネルで、アレイの詳細検出情報を入力します。［完了（Finish）］をクリックし
ます。
p.67 の 「エンクロージャの検出情報を更新する［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］パネルのオプション」 を参照してください。

p.152 の 「3PAR ストレージエンクロージャのコマンド」 を参照してください。
p.51 の 「Storage Insight Add-on について」 を参照してください。
p.51 の 「ストレージエンクロージャの検出方法と検出される情報について」 を参照してく
ださい。
p.53 の 「検出ホストについて」 を参照してください。

詳細検出に IBM SVC ストレージエンクロージャを追加す
る
Storage Insight Add-onを使って IBM SVC エンクロージャの詳細検出を実行できます。
詳細検出にエンクロージャを追加する前に、設定の前提条件が満たされていることを確
認します。
p.129 の 「IBM SVC エンクロージャ設定についての前提条件」 を参照してください。
このタスクを実行するには、［管理サーバー（Management Server ）］パースペクティブ
でユーザーグループに管理者ロールが割り当てられている必要があります。
詳細検出に IBM SVC エンクロージャを追加するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

次のいずれかを実行します。
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3

■

［デバイス（Device）］をクリックし、［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］の
順にクリックします。

■

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］をクリックします。

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、ベンダーとエンク
ロージャモデルを選択します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.55 の 「製造元と製品を選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

4

［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザードパネルで、IBM SVC エンクロー
ジャに関する必要な情報を入力します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.56 の 「エンクロージャを選択する［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］パネ
ルのオプション」 を参照してください。

5

エンクロージャが一覧表示される［エンクロージャの追加（Add Enclosure）］ウィザー
ドパネルで、エンクロージャの検出を更新するために必要な情報を入力します。［完
了（Finish）］をクリックします。
p.67 の 「エンクロージャの検出情報を更新する［エンクロージャの追加（Add
Enclosure）］パネルのオプション」 を参照してください。

p.152 の 「IBM SVC ストレージエンクロージャのコマンド」 を参照してください。
p.51 の 「Storage Insight Add-on について」 を参照してください。
p.51 の 「ストレージエンクロージャの検出方法と検出される情報について」 を参照してく
ださい。
p.53 の 「検出ホストについて」 を参照してください。

エンクロージャの詳細検出の設定の編集
Storage Insight Add-onを使って、エンクロージャのアレイの詳細検出の設定情報を変
更できます。
このタスクを実行するには、［管理サーバー（Management Server ）］パースペクティブ
でユーザーグループに管理者ロールが割り当てられている必要があります。
エンクロージャのアレイの詳細検出の設定を編集するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

［デバイス（Device）］をクリックします。

3

［エンクロージャ（Enclosures）］を展開して、製造元を見つけます。

4

製造元の設定リストでエンクロージャを右クリックし、［設定の編集（Edit
Configuration）］を選択します。
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5

［設定の編集（Edit Configuration）］ウィザードパネルで、デバイスの検出を変更す
るために設定の詳細を編集します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.84 の 「デバイスの検出を変更するための［設定の編集（Edit Configuration）］パ
ネルのオプション」 を参照してください。

6

［設定の編集（Edit Configuration）］ウィザードパネルで、詳細検出設定を実行する
エンクロージャのチェックボックスにチェックマークを付けます。［完了（Finish）］をク
リックします。
p.95 の 「詳細検出するエンクロージャを選択する［設定の編集（Edit Configuration）］
パネルのオプション」 を参照してください。

7

［設定の編集（Edit Configuration）］の結果パネルで、情報を確認し、［OK］をクリッ
クします。

p.51 の 「Storage Insight Add-on について」 を参照してください。
p.53 の 「検出ホストについて」 を参照してください。

デバイスの検出を変更するための［設定の編集（Edit Configuration）］
パネルのオプション
このウィザードパネルを使って、以下のエンクロージャの詳細検出設定を編集します。
表 10-16 は HITACHI エンクロージャのオプションを表示します。
表 10-17 は EMC Symmetrix エンクロージャのオプションを表示します。
表 10-18 は EMC Symmetrix エンクロージャのオプションを表示します。
表 10-19 は NetApp エンクロージャのオプションを表示します。
表 10-20 は EMC CLARiiON エンクロージャのオプションを表示します。
表 10-21 は HP Enterprise Virtual Array （EVA）エンクロージャのオプションを表示しま
す。
表 10-22 は IBM System Storage DS エンクロージャのオプションを表示します。
表 10-23 は EMC Celerra エンクロージャのオプションを表示します。
表 10-24 は EMC VNX エンクロージャのオプションを表示します。
表 10-25 は EMC VPLEX エンクロージャのオプションを表示します。
表 10-26 は 3PAR エンクロージャのオプションを表示します。
表 10-27 に IBM XIV エンクロージャのオプションのリストを示します。
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表 10-16

HITACHI エンクロージャ用の［設定の編集（Edit Configuration）］パ
ネルのオプション

フィールド

説明

エンクロージャ製造元（Enclosure Vendor）

エンクロージャの製造元の名前を表示します。

製品（Product）

アレイの詳細検出が有効になるアレイモデルを
表示します。

検出方法（Discovery Method）

選択したアレイモデルの検出に使われる検出方
法を表示します。

検出ホスト（Discovery Host）

ホストの名前を変更します。このホストは Veritas
Operations Manager 管理サーバーのドメイン
に含まれている必要があります。

HiCommand サーバー（HiCommand Server） HiCommand サーバー名を変更します。
ポート（Port）

HiCommand サーバーのポート番号を変更しま
す。デフォルトで、ポート番号は 2001 です。

ユーザー名（Username）

HiCommand サーバーの名前を変更した場合
に、ユーザー名を変更します。

パスワード（Password）

HiCommand サーバーの名前を変更した場合
に、パスワードを変更します。

表 10-17

EMC Symmetrix エンクロージャ用の［設定の編集（Edit
Configuration）］パネルのオプション

フィールド

説明

エンクロージャ製造元（Enclosure Vendor）

エンクロージャの製造元の名前を表示します。

製品（Product）

アレイの詳細検出が有効になるアレイモデルを
表示します。

検出方法（Discovery Method）

選択したアレイモデルの検出に使われる検出方
法を表示します。

検出ホスト（Discovery Host）

ホストの名前を変更します。このホストは Veritas
Operations Manager 管理サーバーのドメイン
に含まれている必要があります。

SYMAPI サーバー（SYMAPI Server）

検出ホストで設定された SYMAPI サーバー名
を指定して、EMC Symmetrix エンクロージャを
検出します。検出ホストが Symmetrix エンクロー
ジャのゲートウェイキーパーデバイスを認識でき
ない場合にこのオプションを使います。
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フィールド

説明

SymCLI の場所（SymCLI Location）
デフォルトを使用（Use Default）

SymCLI のバイナリがデフォルトの場所に格納
されている場合はこのオプションを選択します。
SymCLI のバイナリが検出ホストで利用可能で
あることを確認する必要があります。

カスタム（Custom）

SymCLI のバイナリがデフォルト以外の場所に
格納されている場合はこのオプションを選択しま
す。フィールドに格納場所へのパスを入力しま
す。
SymCLI のバイナリが検出ホストで利用可能で
あることを確認する必要があります。

パフォーマンスメータリングを有効にする（Enable エンクロージャのパフォーマンスメータリングを有
performance metering）
効にします。
パフォーマンスメータリングを無効にするには
チェックボックスのチェックマークをはずします。

表 10-18

IBM XIV エンクロージャ用の［設定の編集（Edit Configuration）］パネ
ルのオプション

フィールド

説明

エンクロージャ製造元（Enclosure Vendor）

エンクロージャの製造元の名前を表示します。

製品（Product）

アレイの詳細検出が有効になるアレイモデルを
表示します。

検出方法（Discovery Method）

選択したアレイモデルの検出に使われる検出方
法を表示します。

検出ホスト（Discovery Host）

ホストの名前を変更します。このホストは Veritas
Operations Manager 管理サーバーのドメイン
に含まれている必要があります。

IBM XIV サーバー名/IP 1（IBM XIV Server
Name/IP 3）

XIV システムの IP アドレス。Storage Insight ア
ドオンはこの IP アドレスを使って、XCLI ユーティ
リティを使っている XIV システムに接続します。

IBM XIV サーバー名/IP 2（IBM XIV Server
Name/IP 3）

XIV システムの IP アドレス。Storage Insight ア
ドオンは、前のフィールドに指定された IP アドレ
スがアクセスできない場合に、この IP アドレスを
使って、XCLI ユーティリティを使っている XIV
システムに接続します。
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フィールド

説明

IBM XIV サーバー名/IP 3（IBM XIV Server
Name/IP 3）

XIV システムの IP アドレス。Storage Insight ア
ドオンは、前の 2 つのフィールドに指定された
IP アドレスがアクセスできない場合に、この IP
アドレスを使って、XCLI ユーティリティを使って
いる XIV システムに接続します。

ユーザー名（Username）

XIV システムのユーザー名を変更します。

パスワード（Password）

XIV システムのパスワードを変更します。

XCLI の場所（XCLI Location）

検出ホスト上の XCLI ユーティリティの場所。
XCLI ユーティリティが検出ホストで利用可能で
あることを確認する必要があります。

パフォーマンスメータリングを有効にする（Enable エンクロージャのパフォーマンスメータリングを有
performance metering）
効にします。
パフォーマンスメータリングを無効にするには
チェックボックスのチェックマークをはずします。

表 10-19

NetApp エンクロージャ用の［設定の編集（Edit Configuration）］パネ
ルのオプション

フィールド

説明

エンクロージャ製造元（Enclosure Vendor）

エンクロージャの製造元の名前を表示します。

製品（Product）

アレイの詳細検出が有効になるアレイモデルを
表示します。

検出方法（Discovery Method）

選択したアレイモデルの検出に使われる検出方
法を表示します。

検出ホスト（Discovery Host）

ホストの名前を変更します。このホストは Veritas
Operations Manager 管理サーバーのドメイン
に含まれている必要があります。

NetApp サーバー（NetApp Server）

NetApp サーバーの名前または IP アドレスを変
更します。
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フィールド

説明

ポート（Port）

NetApp サーバーのポートを変更します。
HTTP を使って NetApp サーバーと通信する場
合は 80 を入力します。HTTPS を使って
NetApp サーバーと通信する場合は、443 を入
力します。
ここで指定するポートがエンクロージャで有効に
なっていることを確認します。

ユーザー名（Username）

エンクロージャのユーザー名を変更します。

パスワード（Password）

エンクロージャのパスワードを変更します。

NAS 検出の有効化（Enable NAS discovery）

NetApp エンクロージャの NAS 検出を有効にす
るには、このチェックボックスにチェックマークを
付けます。

パフォーマンスメータリングを有効にする（Enable エンクロージャのパフォーマンスメータリングを有
performance metering）
効にします。
パフォーマンスメータリングを無効にするには
チェックボックスのチェックマークをはずします。

表 10-20

EMC CLARiiON エンクロージャ用の［設定の編集（Edit Configuration）］
パネルのオプション

エンクロージャ製造元（Enclosure Vendor）

エンクロージャの製造元の名前を表示します。

製品（Product）

アレイの詳細検出が有効になるアレイモデルを
表示します。

検出方法（Discovery Method）

選択したアレイモデルの検出に使われる検出方
法を表示します。

検出ホスト（Discovery Host）

ホストの名前を変更します。このホストは Veritas
Operations Manager 管理サーバーのドメイン
に含まれている必要があります。

ストレージアレイ名/IP（Storage Array Name/IP） ストレージエンクロージャの名前または IP アドレ
スを変更します。
ポート（Port）

情報を取得するために EMC CLARiiON エンク
ロージャと通信するためのポート。
デフォルトのポート番号は 443 です。
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ユーザー名（Username）

EMC CLARiiON エンクロージャのユーザー名
を変更します。

パスワード（Password）

EMC CLARiiON エンクロージャのパスワードを
変更します。

スコープ（Scope）

ログオンするストレージシステムのユーザーアカ
ウントの種類を指定します。選択できるオプショ
ンは次のとおりです。
■

■

■

グローバル（Global）: アカウントがドメイン全
体で有効な場合は、このオプションを選択し
ます。 管理者がグローバルアカウントを作成
すると、ソフトウェアがこのアカウントの定義を
ドメインディレクトリにコピーするので、ドメイン
内のすべてのストレージシステムでアクセス
可能になります。
ローカル（Local）: 管理者がアカウントを作成
するストレージシステムでのみアカウントが有
効な場合は、このオプションを選択します。
ローカルアカウントを使用すれば、ローカル
アカウントを持っているストレージシステムの
みにログオンできます。
LDAP: LDAP は、ユーザー名とパスワード
のエントリを、認証用の外部 LDAP サーバー
または Active Directory サーバーにマップ
します。 ロールが外部ディレクトリにマップさ
れないユーザー名とパスワードのペアは、ア
クセスを拒否されます。
ローカルセキュリティディレクトリ内での認証
の場合は、グローバルスコープまたはローカ
ルスコープを指定します。

NAVISEC CLI の場所（NAVISEC CLI
Location）

検出ホストでの NaviSecCLI バイナリの場所。

デフォルトを使用（Use Default）

NaviSecCLI のバイナリがデフォルトの場所に格
納されている場合はこのオプションを選択しま
す。
NaviSecCLI のバイナリが検出ホストで利用可
能であることを確認してください。
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カスタム（Custom）

NaviSecCLI のバイナリがデフォルト以外の場所
に格納されている場合はこのオプションを選択し
ます。フィールドに格納場所へのパスを入力しま
す。
NaviSecCLI のバイナリが検出ホストで利用可
能であることを確認してください。

SSL（Secure Socket Layer）を使用（Use
Secure Socket Layer）

エンクロージャとの通信に SSL（Secure Socket
Layer）を使う場合は、このチェックボックスに
チェックマークを付けます。
このチェックボックスにチェックマークを付けた場
合、EMC CLARiiON エンクロージャの詳細検
出を実行するときに、資格情報を再び入力する
必要はありません。

パフォーマンスメータリングを有効にする（Enable エンクロージャのパフォーマンスメータリングを有
performance metering）
効にします。
パフォーマンスメータリングを無効にするには
チェックボックスのチェックマークをはずします。

表 10-21

HP EVA エンクロージャ用の［設定の編集（Edit Configuration）］パネ
ルのオプション

フィールド

説明

エンクロージャ製造元（Enclosure Vendor）

エンクロージャの製造元の名前を表示します。

製品（Product）

アレイの詳細検出が有効になるアレイモデルを
表示します。

検出方法（Discovery Method）

選択したアレイモデルの検出に使われる検出方
法を表示します。

検出ホスト（Discovery Host）

ホストの名前を変更します。このホストは Veritas
Operations Manager 管理サーバーのドメイン
に含まれている必要があります。

Command View サーバー/IP（Command View Command View サーバーの名前または IP ア
Server/IP）
ドレスを変更します。
ユーザー名（User Name）

名前を変更した場合に、Command View サー
バーのユーザー名を変更します。ルートユーザー
または管理ユーザーと同様に、非管理ユーザー
も検出を実行できます。
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フィールド

説明

パスワード（Password）

Command View サーバーのパスワードを変更
します。パスワードファイルオプションを選択した
場合、パスワードを入力する必要はありません。

SSSU CLI の場所（SSSU CLI Location）

検出ホストの SSSU（Storage Scripting System
Utility）CLI の絶対パスを変更します。

SSSU パスワードファイルディレクトリパス（SSSU 検出ホストの SSSU パスワードファイルのディレ
Password-File Directory Path）
クトリパスを入力します。このファイルは SSSU
ユーティリティを使って生成されます。 ［パスワー
ド（Password）］フィールドにパスワードを指定済
みである場合、この入力は無視されます。

表 10-22

IBM System Storage DS エンクロージャ用の［設定の編集（Edit
Configuration）］パネルのオプション

フィールド

説明

エンクロージャ製造元（Enclosure Vendor）

エンクロージャの製造元の名前を表示します。

製品（Product）

アレイの詳細検出が有効になるアレイモデルを
表示します。

検出方法（Discovery Method）

選択したアレイモデルの検出に使われる検出方
法を表示します。

検出ホスト（Discovery Host）

ホストの名前を変更します。このホストは Veritas
Operations Manager 管理サーバーのドメイン
に含まれている必要があります。このホストには
DSCLI ユーティリティがインストールされている
必要があります。 これとエンクロージャとの接続
も行ってください。

ストレージアレイ名/IP（Storage Array Name/IP） IBM System Storage DS エンクロージャの名
前または IP アドレスを変更します。
ユーザー名（User Name）

エンクロージャのユーザー名を変更します。

パスワード（Password）

エンクロージャにアクセスするためのパスワード
を変更します。パスワードファイルを使って検出
が行われる場合、このフィールドは空白のままと
します。

DSCLI の場所（DSCLI Location）

検出ホストの DSCLI ユーティリティの絶対ディレ
クトリパスを変更します。
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フィールド

説明

パスワードファイルパス（Password File Path）

検出ホストのパスワードファイルの絶対パス（ファ
イル名を含む）を入力します。このフィールドは、
パスワードが［パスワード（Password）］フィール
ドに設定されている場合には無視されます。

表 10-23

EMC Celerra エンクロージャ用の［設定の編集（Edit Configuration）］
パネルのオプション

フィールド

説明

エンクロージャ製造元（Enclosure Vendor）

エンクロージャの製造元の名前を表示します。

製品（Product）

アレイの詳細検出が有効になるアレイモデルを
表示します。

検出方法（Discovery Method）

選択したアレイモデルの検出に使われる検出方
法を表示します。

検出ホスト（Discovery Host）

ホストの名前を変更します。このホストは Veritas
Operations Manager 管理サーバーのドメイン
に含まれている必要があります。

Celerra Control Station

Celerra 通信用のインターフェースを変更しま
す。

ユーザー名（Username）

エンクロージャのユーザー名を変更します。

パスワード（Password）

エンクロージャのパスワードを変更します。

表 10-24

EMC VNX エンクロージャ用の［設定の編集（Edit Configuration）］パ
ネルのオプション

フィールド

説明

エンクロージャ製造元（Enclosure Vendor）

エンクロージャの製造元の名前を表示します。

製品（Product）

アレイの詳細検出が有効になるアレイモデルを
表示します。

検出方法（Discovery Method）

選択したアレイモデルの検出に使われる検出方
法を表示します。

検出ホスト（Discovery Host）

ホストの名前を変更します。このホストは Veritas
Operations Manager 管理サーバーのドメイン
に含まれている必要があります。
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フィールド

説明

Control Station の IP/名前（Control Station
IP/Name）

VNX File の名前または IP アドレスを変更しま
す。これは VNX Block のみのデバイスでは省
略可能です。

ブロック IP/名前:スコープ（Block
IP/Name:Scope）

VNX Block の IP アドレスまたは名前とスコープ
を変更します。IP アドレスまたは名前とスコープ
は、コロンを使って区切られている必要がありま
す。
これは VNX File のみのデバイスでは省略可能
です。

ユーザー名（User Name）

エンクロージャのユーザー名を変更します。

パスワード（Password）

エンクロージャのパスワードを変更します。

CLI の場所（CLI Location）

Navisphere CLI の場所を変更します。

パフォーマンスメータリングを有効にする（Enable エンクロージャのパフォーマンスメータリングを有
performance metering）
効にします。
パフォーマンスメータリングを無効にするには
チェックボックスのチェックマークをはずします。

表 10-25

EMC VPLEX エンクロージャ用の［設定の編集（Edit Configuration）］
パネルのオプション

フィールド

説明

エンクロージャ製造元（Enclosure Vendor）

エンクロージャの製造元の名前を表示します。

製品（Product）

アレイの詳細検出が有効になるアレイモデルを
表示します。

検出方法（Discovery Method）

選択したアレイモデルの検出に使われる検出方
法を表示します。

検出ホスト（Discovery Host）

ホストの名前を変更します。このホストは Veritas
Operations Manager 管理サーバーのドメイン
に含まれている必要があります。

VPLEX アレイの名前/IP（VPLEX Array
Name/IP）

VPLEX エンクロージャの名前または IP アドレ
スを変更します。

ユーザー名（User Name）

エンクロージャのユーザー名を変更します。エン
クロージャ検出を実行するには、管理者権限を
持っている必要があります。

パスワード（Password）

エンクロージャのパスワードを変更します。
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フィールド

説明

ポート（Port）

VPLEX エンクロージャの通信ポートを変更しま
す。デフォルト通信ポートは 443 です。

表 10-26

3PAR エンクロージャ用の［設定の編集（Edit Configuration）］パネル
のオプション

フィールド

説明

エンクロージャ製造元（Enclosure Vendor）

エンクロージャの製造元の名前を表示します。

製品（Product）

アレイの詳細検出が有効になるアレイモデルを
表示します。

検出方法（Discovery Method）

選択したアレイモデルの検出に使われる検出方
法を表示します。

検出ホスト（Discovery Host）

ホストの名前を変更します。このホストは Veritas
Operations Manager 管理サーバーのドメイン
に含まれている必要があります。

3PAR エンクロージャの IP/名前（3PAR
Enclosure IP/Name）

3PAR エンクロージャの名前または IP アドレス
を変更します。

ユーザー名（User Name）

エンクロージャのユーザー名を変更します。

パスワード（Password）

エンクロージャのパスワードを変更します。

表 10-27

IBM SVC エンクロージャ用の［設定の編集（Edit Configuration）］パ
ネルのオプション

フィールド

説明

エンクロージャ製造元（Enclosure Vendor）

エンクロージャの製造元の名前を表示します。

製品（Product）

アレイの詳細検出が有効になるアレイモデルを
表示します。

検出方法（Discovery Method）

選択したアレイモデルの検出に使われる検出方
法を表示します。

検出ホスト（Discovery Host）

検出ホストの名前を変更します。このホストは
Veritas Operations Manager 管理サーバーの
ドメインに含まれている必要があります。

エンクロージャの IP/名前（Enclosure IP/Name） IBM SVC エンクロージャの名前または IP アド
レスを変更します。
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フィールド

説明

ユーザー名（User Name）

エンクロージャのユーザー名を変更します。バー
ジョン 5.1 での IBM SVC エンクロージャのユー
ザー名として admin を指定します。

パスワード（Password）

エンクロージャのパスワードを変更します。ssh
秘密キーファイルを使って検出が行われる場合
は、このフィールドを空白のままにします。

証明書の場所（Certificate Location）

検出ホストの ssh 秘密キーファイルの絶対パス
を変更します。

詳細検出するエンクロージャを選択する［設定の編集（Edit
Configuration）］パネルのオプション
このウィザードパネルを使って、エンクロージャの詳細検出情報を更新します。
表 10-28

エンクロージャの詳細検出情報を更新する［設定の編集（Edit
configuration）］オプション

フィールド

説明

設定名（Configuration Name）

詳細検出操作の名前が表示されます。

検出用に設定するエンクロージャ（Enclosures to be configured for discovery）
表示名（Display Name）

エンクロージャの名前が表示されます。

製造元 ID（Vendor ID）

Veritas Operations Manager がエンクロージャ
用に生成する ID を表示します。

シリアル（Serial）

エンクロージャのシリアル番号が表示されます。

製造元（Vendor）

エンクロージャの製造元を表示します。

モデル（Model）

エンクロージャのモデル情報が表示されます。

製品（Product）

エンクロージャの種類を表示します。

詳細検出を無効にするにはチェックボックスのチェックマークをはずします。チェックボッ
クスはデフォルトでは選択されています。リストのすべてのエンクロージャの詳細検出を有
効にするには、上の行のチェックボックスにチェックマークを付けます。
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ストレージエンクロージャの詳細検出の削除
Storage Insight Add-onでは、詳細検出設定を削除することによってストレージエンクロー
ジャの詳細検出の実行を停止できます。詳細検出設定を削除すると、データセンターの
エンクロージャに関して次の情報を表示できなくなります。
表 10-29

詳細検出設定を削除した後に利用できないエンクロージャ情報

エンクロージャ

利用できないエンクロージャ検出情報

HITACHI

LDEV（論理デバイス）、PDEV（物理デバイス）、アレイグループ、レプリケー
ション、シンプール

IBM XIV

プールのボリューム、物理ディスク、ストレージプール、レプリケーション、シ
ンプール

EMC Symmetrix

物理ディスク、デバイス、レプリケーション、シンプール

EMC CLARiiON

シンプール、シン LUN、物理ディスク、RAID グループ、レプリケーション

NetApp

物理ディスク、集計、アレイボリューム、アレイポート、レプリケーション
NAS オブジェクト: Qtree、共有（Share）、クォータ（Quota）、vFiler、コン
シューマストレージプール詳細（consumer storage pool details）

HP Enterprise
仮想ディスク、物理ディスク、アレイディスクグループ、レプリケーション
Virtual Array (EVA)
EMC Celerra

ディスクボリューム、ストレージプール、アレイボリューム、NAS ファイルシス
テム、共有、データムーバー

IBM System
Storage DS

論理ボリューム、ディスクドライブモジュール（DDM）、エクステントプール、
ランク

EMC VNX

LUN、物理ディスク、RAID グループ、レプリケーション、シンプール、NAS
オブジェクト（たとえば共有）に関する情報
詳細検出情報の削除は、VNX 設定の全 3 種類、ファイル（File）、ブロック
（Block）、ユニファイド（Unified）に適用されます。

EMC VPLEX

仮想ボリューム、記憶域ボリューム、RAID グループ、レプリケーション

3PAR

仮想ボリューム、物理ディスク、レプリケーション、共通のプロビジョングルー
プ（CPG）、シン CPG

IBM SVC

ストレージプール、仮想ディスク、管理対象ディスク、レプリケーション、アダ
プタ。

このタスクを実行するには、［管理サーバー（Management Server ）］パースペクティブ
でユーザーグループに管理者ロールが割り当てられている必要があります。
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ストレージエンクロージャから詳細検出の設定を削除するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

［デバイス（Device）］をクリックします。

3

［エンクロージャ（Enclosures）］を展開して、製造元を見つけます。

4

製造元の設定リストでエンクロージャを右クリックし、［設定の削除（Remove
Configuration）］を選択します。

5

［デバイスの設定解除（Unconfigure Device）］パネルで、［はい（Yes）］をクリックし
ます。

p.51 の 「Storage Insight Add-on について」 を参照してください。
p.53 の 「検出ホストについて」 を参照してください。

アレイの詳細検出用に設定したエンクロージャの更新
管理サーバーコンソールを使うと、アレイの詳細検出を設定したエンクロージャを更新で
きます。
このタスクを実行するには、［管理サーバー（Management Server ）］パースペクティブ
でユーザーグループに管理者ロールが割り当てられている必要があります。
アレイの詳細検出用に設定されたエンクロージャを更新するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

［デバイス（Device）］をクリックします。

3

［エンクロージャ（Enclosures）］を選択します。

4

［エンクロージャの構成（Enclosure Configuration）］タブでエンクロージャを見つけ
ます。

5

エンクロージャを右クリックして［設定の更新（Refresh Configuration）］を選択してく
ださい

6

［設定の更新（Refresh Configuration）］パネルで［はい（Yes）］をクリックします。

p.51 の 「Storage Insight Add-on について」 を参照してください。

シンプールの使用状況の監視
Storage Insight Add-onでは、エンクロージャ上のシンプールの予約されているサイズと
消費済みのサイズを監視できます。 Storage Insight Add-onを使って、シンプールの予
約されているサイズと消費済みサイズについて、上下のしきい値レベルを設定できます。
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シンプールの消費済みサイズが上限のしきい値レベルに達すると、Veritas Operations
Manager は管理サーバーに対して障害アラートを生成します。 消費済みサイズの下限
のしきい値は、リスクアラートとなります。 同様に、予約されているサイズ上下のしきい値
レベルに達すると、Veritas Operations Manager はリスクアラートまたは障害アラートを
それぞれ生成します。
デフォルトで、シンプールの消費済みサイズが 90 パーセントに達すると、Veritas
Operations Manager が障害アラートを生成します。
シンプールの使用状況はさらに頻繁に監視できます。
この操作は、次のタイプのエンクロージャに対してのみ実行できます。
■

EMC Symmetrix

■

EMC CLARiiON

■

HITACHI

■

IBM XIV

■

HP 3PAR

■

IBM SVC

■

EMC VNX

メモ: しきい値レベルとして指定した値が有効になるのは、それ以後に行われる管理対象
ホストの検出からのみです。
シンプールの使用状況を監視するには

1

管理サーバーコンソールで、［ストレージ（Storage）］パースペクティブに移動し、左
ペインの［管理（Manage）］を展開します。

2

［組織（Organization）］または［未分類のエンクロージャ（Uncategorized
Enclosures）］を展開し、エンクロージャを見つけて選択します。

3

該当するエンクロージャを展開し、［シンプール（Thin Pools）］を選択します。

4

選択したシンプールを右クリックし、［シンプールの監視（Monitor Thin Pool）］を選
択します。

5

［シンプールの監視（Monitor Thin Pool）］ウィザードパネルで、シンプールを監視
するためのさまざまなしきい値レベルを設定します。
p.99 の 「［シンプールの監視（Monitor Thin Pool）］パネルのオプション」 を参照し
てください。

6

［結果（Result）］パネルで、操作が成功したことを確認します。

p.101 の 「エンクロージャのパフォーマンスメータリング統計について」 を参照してくださ
い。
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p.51 の 「Storage Insight Add-on について」 を参照してください。

［シンプールの監視（Monitor Thin Pool）］パネルのオプション
エンクロージャ上のシンプールで予約されている領域と消費済みの領域の使用状況を監
視するため、このウィザードのパネルを使ってしきい値レベルを設定します。
このパネルを使って次のことを設定できます。
■

シンプールで異なるしきい値レベル

■

すべてのシンプールで同一のしきい値レベル

表 10-30

［シンプールの監視（Monitor Thin Pool）］パネルのオプション

フィールド

説明

すべてのシンプールに適用（Apply to all thin
pools）

このパネルに一覧表示されているすべてのシン
プールに対して同じしきい値レベルを設定する
場合は、このチェックボックスを選択します。

下限の予約（%）（Low Subscription(%)）

値を入力して、シンプールの予約されるサイズの
下限のしきい値レベルを指定します。シンプー
ルの予約されたサイズがこのレベルに達すると、
Veritas Operations Manager がリスクアラート
を生成します。
この値はウィザードのパネルに示されたすべて
のシンプールに適用されます。

上限の予約（%）（High Subscription(%)）

値を入力して、シンプールの予約されるサイズの
上限のしきい値レベルを指定します。シンプー
ルの予約されたサイズがこのレベルに達すると、
Veritas Operations Manager が障害アラートを
生成します。
この値はウィザードのパネルに示されたすべて
のシンプールに適用されます。

下限の消費（%）（Low Consumption(%)）

値を入力して、シンプールの消費済みサイズの
下限のしきい値レベルを指定します。シンプー
ルの消費済みサイズがこのレベルに達すると、
Veritas Operations Manager がリスクアラート
を生成します。
この値はウィザードのパネルに示されたすべて
のシンプールに適用されます。
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フィールド

説明

上限の消費（%）（High Consumption(%)）

値を入力して、シンプールの消費済みサイズの
上限のしきい値レベルを指定します。シンプー
ルの消費済みサイズがこのレベルに達すると、
Veritas Operations Manager が障害アラートを
生成します。デフォルトで、シンプールの消費済
みサイズが 90 パーセントに達すると、Veritas
Operations Manager が障害アラートを生成し
ます。
この値はウィザードのパネルに示されたすべて
のシンプールに適用されます。

名前（Name）

シンプールの名前を表示します。

下限の予約（%）（Low Subscription(%)）

入力済みの下限の予約値を表示します。

上限の予約（%）（High Subscription(%)）

入力済みの上限の予約値を表示します。

下限の消費（%）（Low Consumption(%)）

入力済みの下限の消費値を表示します。

上限の消費（%）（High Consumption(%)）

入力済みの上限の消費値を表示します。

予約済みパーセント（% Subscribed）

シンプールの予約済みストレージ領域の割合を
表示します。

消費済みパーセント（% Consumed）

シンプールの消費済みストレージ領域の割合を
表示します。

p.97 の 「シンプールの使用状況の監視」 を参照してください。
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ストレージアレイのメータリ
ングデータの監視
この章では以下の項目について説明しています。
■

エンクロージャのパフォーマンスメータリング統計について

■

エンクロージャのパフォーマンスメータリングの無効化

■

エンクロージャのパフォーマンスメータリングの有効化

■

エンクロージャのパフォーマンスグラフの表示

■

アレイポートのパフォーマンスグラフの表示

■

アダプタのパフォーマンスグラフの表示

エンクロージャのパフォーマンスメータリング統計につい
て
Storage Insight Add-onのバージョンを 4.1 から 6.0 以降にアップグレードするときに、
検出ホストのバージョンが 5.0 以降の場合は既存のストレージエンクロージャのメータリン
グが自動的に有効化されます。 Storage Insight Add-onのバージョンを 5.0 から 6.0 以
降にアップグレードするとき、Storage Insight Add-onのバージョン 5.0 を使って EMC
VNX（ブロック）エンクロージャを設定している場合は、エンクロージャのメータリングはデ
フォルトで有効化されます。 バージョン 6.0 以降にアップグレードする場合、他のすべて
のエンクロージャのメータリング状態（有効または無効）は変わりません。 管理サーバー
コンソールを使って、メータリングの間隔を変更したり、選択したエンクロージャのパフォー
マンスメータリングを有効または無効にしたりできます。
パフォーマンスメータリングの統計について詳しくは、『Veritas Operations Manager 管
理サーバーユーザーズガイド』を参照してください。
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エンクロージャのパフォーマンスメータリング統計について

パフォーマンスメータリングは、次のエンクロージャでのみ有効になります。
■

EMC CLARiiON

■

EMC Symmetrix

■

EMC VNX (ブロック)

■

IBM XIV

■

NetApp
メモ: パフォーマンスメータリングは、Data ONTAP バージョン 7.3 以降を備えた
NetApp エンクロージャでのみ有効になります。

以下にパフォーマンスメータリングを有効化するための前提条件を示します。
■

NetApp: 「perf-object-get-instances」と「fcp-adapter-list-info」の API の実行権限
が必要です。

■

EMC CLARiiON と EMC VNX（ブロック）: エンクロージャで統計の収集を有効にす
る必要があります。

■

EMC Symmetrix: symstat CLI をインストールする必要があります。

表 11-1 はパフォーマンスチャートのログ設定を表示します。
表 11-1

ログの設定

リソース

グラフの名前

ログの設定

ストレージアレイ - ポート

1 秒間の I/O 操作数（IO
Operations per second）

30 分/1 日

1 秒間の I/O スループット（IO
Throughput per second）
ストレージアレイ - アダプタ

1 秒間の I/O 操作数（IO
Operations per second）
1 秒間の I/O スループット（IO
Throughput per second）

2 時間/1 カ月
1 日/1 年
30 分/1 日
2 時間/1 カ月
1 日/1 年
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リソース

グラフの名前

ログの設定

ストレージアレイ - エンクロー
ジャ

ホストの平均読み取り/書き込み 30 分/1 日
遅延（Average Read/Write
2 時間/1 カ月
Latency for Host）
1 日/1 年
ホストの平均読み取り/書き込み
バイト数（Average Bytes
Read/Written for Host）（バイト
単位）
1 秒間の I/O 操作数（IO
Operations per second）

p.103 の 「エンクロージャのパフォーマンスメータリングの有効化」 を参照してください。
p.103 の 「エンクロージャのパフォーマンスメータリングの無効化」 を参照してください。
p.97 の 「シンプールの使用状況の監視」 を参照してください。

エンクロージャのパフォーマンスメータリングの無効化
このオプションを使って、エンクロージャのパフォーマンスメータリングを無効にします。
このタスクを実行するには、エンクロージャまたは［ストレージ（Storage）］パースペクティ
ブでユーザーグループに管理者ロールを割り当てる必要があります。エンクロージャの権
限は、親の組織から明示的に割り当てまたは継承される可能性があります。
エンクロージャのパフォーマンスメータリングを無効にするには

1

管理サーバーコンソールで、［ストレージ（Storage）］パースペクティブに移動し、左
ペインの［管理（Manage）］を選択します。

2

［組織（Organization）］または［未分類のエンクロージャ（Uncategorized
Enclosures）］を展開して、エンクロージャを見つけます。

3

エンクロージャを右クリックし、［プロパティ（Properties）］を選択します。

4

［パフォーマンスメータリング（Performance ）］タブをクリックし、［パフォーマンスメー
タリングの有効化（Enable Performance metering）］チェックボックスのチェックマー
クをはずし、［OK］をクリックします。

p.103 の 「エンクロージャのパフォーマンスメータリングの有効化」 を参照してください。
p.53 の 「検出ホストについて」 を参照してください。

エンクロージャのパフォーマンスメータリングの有効化
このオプションを使って、エンクロージャのパフォーマンスメータリングを有効にします。
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パフォーマンスデータを収集する間隔を入力できます。間隔は 5～1440 分の間で、5 の
倍数で指定します。
このタスクを実行するには、エンクロージャまたはストレージパースペクティブでユーザー
グループに管理者ロールを割り当てる必要があります。エンクロージャの権限は、親の組
織から明示的に割り当てまたは継承される可能性があります。
エンクロージャのパフォーマンスメータリングを有効にするには

1

管理サーバーコンソールで、［ストレージ（Storage）］パースペクティブに移動し、左
ペインの［管理（Manage）］を選択します。

2

［組織（Organization）］または［未分類のエンクロージャ（Uncategorized
Enclosures）］を展開して、エンクロージャを見つけます。

3

エンクロージャを右クリックし、［プロパティ（Properties）］を選択します。

4

［パフォーマンス（Performance）］タブをクリックします。

5

［パフォーマンスメータリングの有効化（Enable performance metering）］を選択し、
パフォーマンスデータの収集間隔を入力します。

p.103 の 「エンクロージャのパフォーマンスメータリングの無効化」 を参照してください。
p.101 の 「エンクロージャのパフォーマンスメータリング統計について」 を参照してくださ
い。

エンクロージャのパフォーマンスグラフの表示
管理サーバーコンソールでは、エンクロージャのパフォーマンスを対話型グラフに表示で
きます。6 時間、24 時間、1 週間、1 カ月、1 年、またはライブデータ基準といった異なる
期間についてエンクロージャのパフォーマンスを確認できます。
エンクロージャからホストにプロビジョニングされているストレージが DMP または VxDMP
によって管理されている場合にのみ、そのエンクロージャのパフォーマンスグラフが表示
されます。エンクロージャが Storage Insight Add-onバージョン6.1 以降によって検出さ
れている場合もパフォーマンスグラフを表示できます。
ホストの平均読み取り/書き込み遅延（Average Read/Write Latency for Host）とホストの
読み取り/書き込みバイト数（Bytes Read/Written for Host）のグラフは、仮想イニシエー
タを持っている仮想マシンに対しては表示されません。
表 11-2 に、エンクロージャのパフォーマンスグラフを示します。
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表 11-2

エンクロージャのパフォーマンスグラフ

パフォーマンスグラフ名

説明

ホストの平均読み取り/書き込み 選択したホストの指定した期間における平均読み取り/書き込み
遅延（Average Read/Write
遅延と傾向が表示されます。
Latency for Host）
ホストの読み取り/書き込みバイ 選択したホストの指定した期間における読み書きバイト数（KB 単
ト数（Bytes Read/Written for 位）と傾向が表示されます。
Host）
1 秒間の I/O 操作数（IO
Operations per second）

選択したホストの指定した期間における 1 秒間の I/O 操作数と
線形傾向が表示されます。

メモ: このグラフは、Storage Insight Add-onバージョン 6.1 以降
がインストールされている場合にのみ表示できます。
このグラフは、EMC Symmetrix、EMC CLARiiON、EMC VNX
(ブロック)、NetApp および IBM XIV のアレイについてのみ表示
されます。
このグラフは［ライブ（Live）］データについては表示されません。

これらのパフォーマンスグラフは、ユーザーグループに少なくとも明示的に割り当てられ
た、または親組織から継承したゲストロールがあるエンクロージャについて表示されます。
また、これらのグラフはユーザーグループに少なくともストレージパースペクティブで割り
当てられたゲストロールがある場合にも表示されます。
エンクロージャのパフォーマンスグラフを表示するには

1

管理サーバーコンソールで、［ストレージ（Storage）］パースペクティブに移動し、左
ペインの［管理（Manage）］を選択します。

2

組織または［未分類のエンクロージャ（Uncategorized Enclosures）］を展開し、エ
ンクロージャを見つけます。

3

次のいずれかを実行します。
■

エンクロージャが EMC VNX (ブロック)の場合は、［コンポーネント
（Components）］を展開し、［ブロック（Block）］を選択します。

■

その他のエンクロージャの場合は、手順 4 に進みます。

4

［パフォーマンス（Performance）］タブをクリックします。期間を変更するには、ドロッ
プダウンリストを使います。

5

別のホストを選択するには、省略記号をクリックします。
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アレイポートのパフォーマンスグラフの表示
管理サーバーコンソールでは、ファイバーチャネルアレイポートのパフォーマンスを対話
型グラフに表示できます。6 時間、24 時間、1 週間、1 カ月、1 年、またはライブデータ
基準といった異なる期間についてパフォーマンスを確認できます。
NetApp アレイのパフォーマンスグラフは、ポートがオンラインでアレイに対してローカル
である場合にのみ表示されます。
表 11-3 にアレイポートのパフォーマンスグラフを示します。
表 11-3

ファイバーチャネルアレイポートのパフォーマンスグラフ

パフォーマンスグラフ名

説明

1 秒間の I/O 操作数（IO
Operations per second）

指定した期間における、選択したアレイポートの 1 秒間の入出力
操作の数と傾向が表示されます。

1 秒間の I/O スループット（IO
Throughput per second）

選択したアレイの指定した期間における 1 秒間の読み書きバイ
ト数（KB 単位）と傾向が表示されます。

これらのパフォーマンスグラフは、ユーザーグループに少なくとも明示的に割り当てられ
た、または親組織から継承したゲストロールがあるエンクロージャについて表示されます。
また、これらのグラフはユーザーグループに少なくともストレージパースペクティブで割り
当てられたゲストロールがある場合にも表示されます。
アレイポートのパフォーマンスグラフを表示するには

1

管理サーバーコンソールで、［ストレージ（Storage）］パースペクティブに移動し、左
ペインの［管理（Manage）］を選択します。

2

組織または［未分類のエンクロージャ（Uncategorized Enclosures）］を展開し、エ
ンクロージャを見つけます。

3

次のいずれかの操作を実行します。
■

エンクロージャが EMC VPLEX エンクロージャの場合は、［ノード（Nodes）］を
展開し、次にクラスタを展開します。

■

エンクロージャが EMC VNX (ブロック)エンクロージャの場合は、［コンポーネン
ト（Components）］を展開し、次に［ブロック（Block）］を展開します。

■

その他のエンクロージャの場合は、手順 4 に進みます。

4

［アレイポート（Array Ports）］を展開し、アレイポートを見つけます。

5

アレイポートを選択し、［パフォーマンス（Performance）］タブをクリックします。期間
を変更するには、ドロップダウンリストを使います。

p.101 の 「エンクロージャのパフォーマンスメータリング統計について」 を参照してくださ
い。
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アダプタのパフォーマンスグラフの表示
管理サーバーコンソールでは、ファイバーチャネルアダプタのパフォーマンスを対話型グ
ラフに表示できます。6 時間、24 時間、1 週間、1 カ月、1 年といった異なる期間につい
てパフォーマンスを確認できます。
表 11-4 に、アダプタのパフォーマンスグラフを示します。
表 11-4

ファイバーチャネルアダプタのパフォーマンスグラフ

パフォーマンスグラフ名

説明

1 秒間の I/O 操作数（IO
Operations per second）

指定した期間における、選択したアダプタの 1 秒間の入出力操
作の数と傾向が表示されます。

1 秒間の I/O スループット（IO
Throughput per second）

選択したアダプタの指定した期間における 1 秒間の読み書きバ
イト数（KB 単位）と傾向が表示されます。

これらのパフォーマンスグラフは、ユーザーグループに少なくとも明示的に割り当てられ
た、または親組織から継承したゲストロールがあるエンクロージャについて表示されます。
また、これらのグラフはユーザーグループに少なくともストレージパースペクティブで割り
当てられたゲストロールがある場合にも表示されます。
アダプタのパフォーマンスグラフを表示するには

1

管理サーバーコンソールで、［ストレージ（Storage）］パースペクティブに移動し、左
ペインの［管理（Manage）］を選択します。

2

組織または［未分類のエンクロージャ（Uncategorized Enclosures）］を展開し、エ
ンクロージャを見つけます。

3

次のいずれかの操作を実行します。
■

エンクロージャが EMC VPLEX エンクロージャの場合は、［ノード（Nodes）］を
展開し、次にクラスタを展開します。

■

エンクロージャが EMC VNX (ブロック)エンクロージャの場合は、［コンポーネン
ト（Components）］を展開し、次に［ブロック（Block）］を展開します。

■

その他のエンクロージャの場合は、手順 4 に進みます。

4

［アダプタ（Adapters）］を展開し、アレイポートを見つけます。

5

アダプタを選択し、［パフォーマンス（Performance）］タブをクリックします。期間を変
更するには、ドロップダウンリストを使います。

p.101 の 「エンクロージャのパフォーマンスメータリング統計について」 を参照してくださ
い。
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LUN 分類の管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

LUN 分類について

■

LUN 分類の作成

■

LUN 分類の修正

■

LUN 分類の削除

■

LUN 分類の順序の修正

■

LUN 分類の更新

LUN 分類について
データセンターの LUN に分類を定義することができます。これらの LUN 分類は、たとえ
ば、Storage Provisioning and Enclosure Migration Add-onでストレージを移行する、
またはプロビジョニングするときに LUN を選択するのに使用することができます。
LUN の分類は、管理サーバーに Storage Insight Add-onをインストールして設定してい
る場合にのみ利用できます。
1 つ以上の次のようなパラメータに基づいて LUN を分類できます。
■

アレイ(エンクロージャ)名

■

シン LUN であるかどうか

■

LUN 名

■

製品、たとえば CLARiiON

■

RAID グループ

■

LUN の RAID レベル、たとえば、RAID5/6

■

レプリケートされた LUN であるかどうか
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■

製造元（Vendor）

LUN の分類を定義すると、Veritas Operations Manager はこれらの定義を管理サー
バーのルールとして格納します。
分類の定義に加えて、それらに順序を割り当てることもできます。状況によっては、LUN
に複数の分類定義を適用できます。このような場合、Veritas Operations Manager 6.1
は適合する最上位の分類を見つけ、これを LUN に割り当てます。
p.109 の 「LUN 分類の作成」 を参照してください。
p.111 の 「LUN 分類の削除」 を参照してください。
p.110 の 「LUN 分類の修正」 を参照してください。
p.111 の 「LUN 分類の順序の修正」 を参照してください。
p.112 の 「LUN 分類の更新」 を参照してください。

LUN 分類の作成
Veritas Operations Manager では、1 つ以上の次のようなパラメータに基づいて LUN
を分類できます。
■

アレイ(エンクロージャ)名

■

シン LUN であるかどうか

■

LUN 名

■

製品、たとえば CLARiiON

■

RAID グループ

■

LUN の RAID レベル、たとえば、RAID5/6

■

レプリケートされた LUN であるかどうか

■

製造元（Vendor）

このタスクを実行するには、ユーザーグループにストレージパースペクティブに対する管
理者ロールが割り当てられている必要があります。
LUN の分類を作成するには

1

管理サーバーコンソールで、［ストレージ（Storage）］パースペクティブに移動し、左
ペインの［管理（Manage）］を展開します。

2

［データセンター（Data Center）］を右クリックします。

3

［LUN の分類（LUN Classification）］、［作成（Create）］の順にクリックします。

4

［LUN/LDEV の新しい分類を作成する（Create new classification for
LUNS/LDEVS）］パネルで、次のように分類を指定します。
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5

■

LUN の選択基準を定義します。
各パラメータの属性、条件、値を指定します。テキスト値には大文字と小文字の
区別はありません。
パラメータを追加するには、［追加（Add）］アイコンをクリックし、新しいパラメータ
にANDまたはOR演算子を使うかどうかを選択します。

■

この LUN 分類の名前を指定します。

■

任意で、チェックボックス［ルールの作成後にエンクロージャ LUN を分類する
（Classify enclosure LUNs after rule creation）］を選択して、分類の作成後に
Veritas Operations Manager が分類を適用するようにします。
最大限の効率化をはかるため、各分類の作成後に Veritas Operations Manager
に適用させるのではなく、すべての LUN 分類を最初に作成することをお勧めし
ます。その後、［LUN の分類（LUN Classification）］、［分類の更新（Refresh
Classification）］オプションを使ってすべての分類を手動で適用します。

［完了（Finish）］をクリックします。
これらのステップを繰り返すことによって追加の LUN 分類を作成できます。

6

LUN の分類を適用すると、データセンターの［概要（Overview）］ページで［LUN の
分類（LUN Classification）］グラフにデータを表示できます。データをグラフに表示
するには、ページを更新する必要がある場合もあります。

p.108 の 「LUN 分類について」 を参照してください。

LUN 分類の修正
以前に LUN に設定した分類を修正することができます。分類の名前および LUN の分
類を定義するために指定したルールを修正できます。
このタスクを実行するには、ユーザーグループにストレージパースペクティブに対する管
理者ロールが割り当てられている必要があります。
LUN 分類を修正するには

1

管理サーバーコンソールで、［ストレージ（Storage）］パースペクティブに移動し、左
ペインの［管理（Manage）］を展開します。

2

［データセンター（Data Center）］を右クリックします。

3

［LUN の分類（LUN Classification）］、［編集（Edit）］の順にクリックします。

4

［既存の LUN/LDEV 分類の編集（Edit existing LUN/LDEV classification）］パネ
ルで、次を行います。
■

修正する分類を選択します。

■

任意で、［ルールの編集後にエンクロージャ LUN を分類する（Classify enclosure
LUNs after editing the rule）］の選択を変更します。
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■

5

［次へ（Next）］をクリックします。

既存の LUN の選択基準を次のように編集します。各パラメータの属性、条件、値を
指定します。テキスト値には大文字と小文字の区別はありません。パラメータを追加
するには、［追加（Add）］アイコンをクリックし、新しいパラメータにANDまたはOR演
算子を使うかどうかを選択します。
［完了（Finish）］をクリックします。

p.108 の 「LUN 分類について」 を参照してください。

LUN 分類の削除
以前 LUN に設定した分類を削除できます。
このタスクを実行するには、ユーザーグループにストレージパースペクティブに対する管
理者ロールが割り当てられている必要があります。
LUN 分類を削除するには

1

管理サーバーコンソールで、［ストレージ（Storage）］パースペクティブに移動し、左
ペインの［管理（Manage）］を展開します。

2

［データセンター（Data Center）］を右クリックします。

3

［LUN の分類（LUN Classification）］、［削除（Delete）］の順にクリックします。

4

［LUN/LDEV 分類の削除（Delete LUN/LDEV classification）］パネルで、次を行い
ます。

5

■

削除する分類を選択します。

■

任意で、［ルールの削除後にエンクロージャ LUN を分類する（Classify enclosure
LUNs after deleting the rule）］の選択を変更します。

■

［次へ（Next）］をクリックします。

削除を確定するには、［完了（Finish）］をクリックします。

p.108 の 「LUN 分類について」 を参照してください。

LUN 分類の順序の修正
LUN に適用される LUN 分類の順序を修正することができます。LUN に複数の分類を
適用できる場合、Veritas Operations Manager はこの順序で最初に表示される分類を
使って LUN を分類します。
このタスクを実行するには、ユーザーグループにストレージパースペクティブに対する管
理者ロールが割り当てられている必要があります。
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LUN 分類の順序を修正するには

1

管理サーバーコンソールで、［ストレージ（Storage）］パースペクティブに移動し、左
ペインの［管理（Manage）］を展開します。

2

［データセンター（Data Center）］を右クリックします。

3

［LUN の分類（LUN Classification）］、［順序の変更（Reorder）］の順にクリックしま
す。

4

［LUN/LDEV の分類設定の順序の変更（Reorder classification settings for
LUNS/LDEVS）］パネルで、分類を選択し、［上に移動（Move Up）］か［下に移動
（Move Down）］をクリックして順序を変更します。

5

順序の変更が完了したら、［完了（Finish）］をクリックします。

p.108 の 「LUN 分類について」 を参照してください。

LUN 分類の更新
LUN 分類を更新するオプションを選択すると、Veritas Operations Manager は既存の
LUN 分類をデータセンターのエンクロージャ LUNに適用します。最初に LUN 分類を作
成した後でこのオプションを使用すると新しく作成された分類を適用できます。分類に変
更を加えた後でもこのオプションを使用することができます。Veritas Operations Manager
が新しい LUN を検出した場合、既存の LUN の分類は一定の間隔（24 時間以内）で新
しい LUN へ自動的に適用されます。
このタスクを実行するには、ユーザーグループにストレージパースペクティブに対する管
理者ロールが割り当てられている必要があります。
LUN の分類を更新するには

1

管理サーバーコンソールで、［ストレージ（Storage）］パースペクティブに移動し、左
ペインの［管理（Manage）］を展開します。

2

［データセンター（Data Center）］を右クリックします。

3

［LUN の分類（LUN Classification）］ > ［分類の更新（Refresh Classification）］の
順にクリックします。

4

分類を更新してよければ、［完了（Finish）］をクリックします

p.108 の 「LUN 分類について」 を参照してください。
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エンクロージャ設定の前提
条件
この付録では以下の項目について説明しています。
■

HITACHI エンクロージャの設定についての前提条件

■

EMC Symmetrix ストレージアレイの設定についての前提条件

■

IBM XIV エンクロージャの設定についての前提条件

■

NetApp ストレージエンクロージャの設定についての前提条件

■

EMC CLARiiON ストレージエンクロージャの設定についての前提条件

■

Hewlett-Packard Enterprise Virtual Array（HP EVA）の設定についての前提条件

■

IBM System Storage DS エンクロージャの設定についての前提条件

■

IBM SVC エンクロージャ設定についての前提条件

■

EMC Celerra エンクロージャの設定についての前提条件

■

EMC VNX ストレージエンクロージャの設定についての前提条件

■

EMC VPLEX ストレージエンクロージャの設定についての前提条件

■

3PAR ストレージエンクロージャの設定についての前提条件

HITACHI エンクロージャの設定についての前提条件
HITACHI エンクロージャを検出するには、ストレージネットワークの物理接続、HiCommand
サーバー、Storage Insight Add-onが正しく設定されていることを確認します。Storage
Insight Add-on検出ホストは、HiCommand サーバーと通信して HITACHI エンクロー
ジャにアクセスします。
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サポートされる HiCommand サーバーのバージョンについて詳しくは、『Veritas
Operations Manager のハードウェアとソフトウェアの互換性リスト（HSCL）』を参照してく
ださい。

HITACHI エンクロージャの物理接続についての必要条件
HITACHI エンクロージャの物理接続必要条件は次のとおりです。
■

HiCommand サーバーと Storage Insight Add-on検出ホスト間のネットワーク接続。

■

次の URL を使うと、検出ホストから HiCommand サーバーに接続できます。
http://HiCommand_server_address:2001
ここで、HiCommand_server_address は HiCommand サーバーの IP アドレスで、
2001 はアクセスポートです。

EMC Symmetrix ストレージアレイの設定についての前
提条件
EMC Symmetrix ストレージアレイを検出するには、ストレージネットワークの物理接続、
デバイスの設定、および Storage Insight アドオンが正しく設定されていることを確認しま
す。
メモ: SYMCLI（EMC Symmetrix コマンドラインインターフェース）を使ってアレイを検出
用に設定する必要があります。
最新のサポート情報については、『Veritas Operations Manager のハードウェアとソフト
ウェアの互換性リスト（HSCL）』を参照してください。
p.114 の 「EMC Symmetrix エンクロージャの物理接続についての必要条件」 を参照し
てください。
p.115 の 「EMC Symmetrix アレイのデバイスの設定についての必要条件」 を参照してく
ださい。
p.118 の 「インバンド EMC Symmetrix ストレージアレイの Veritas Operations Manager
の設定についての必要条件」 を参照してください。
p.119 の 「リモート SYMAPI サーバーを使った EMC Symmetrix ストレージアレイの検出
を行うための Veritas Operations Manager の設定についての前提条件」 を参照してく
ださい。

EMC Symmetrix エンクロージャの物理接続についての必要条件
EMC Symmetrix エンクロージャの物理接続必要条件は次のとおりです。
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■

各 Symmetrix アレイと SAN ファブリックとの間のファイバーチャネル接続。

EMC Symmetrix アレイのデバイスの設定についての必要条件
このセクションでは、EMC Symmetrix アレイのデバイスセットアップの必要条件を示しま
す。リモート SYMAPI サーバーの設定と検証についても説明します。
p.115 の 「EMC Symmetrix アレイの EMC Solutions Enabler （SYMCLI）についての必
要条件」 を参照してください。
p.115 の 「リモート SYMAPI サーバーの設定」 を参照してください。
p.117 の 「リモート SYMAPI サーバーの設定についての確認」 を参照してください。

EMC Symmetrix アレイの EMC Solutions Enabler （SYMCLI）に
ついての必要条件
EMC Solutions Enabler（SYMCLI）必要条件は EMC Symmetrix アレイのデバイスセッ
トアップ必要条件の一部です。検出をサポートするには、検出ホストに EMC Solutions
Enabler をインストールします。EMC Solutions Enabler の使用バージョンの決定方法
については、『Veritas Operations Manager ハードウェアとソフトウェアの互換性リスト
（HSCL）』を参照してください。

リモート SYMAPI サーバーの設定
Veritas Operations Manager は、リモート SYMAPI サーバー機構を使った EMC
Symmetrix アレイの検出をサポートします。この検出方法には、EMC Symmetrix アレイ
を検出するホストへの帯域内アレイ接続は必要ありません。
Veritas Operations Manager がリモート SYMAPI サーバーを使って EMC Symmetrix
アレイを検出するには、SYMAPI サーバーを設定する必要があります。リモート SYMAPI
サーバーを環境に設定するには、次の 2 つのタスクを実行する必要があります。
■

EMC Solutions Enabler がインストールされているサーバー上で、リモート SYMAPI
サーバーデーモンが実行されていることを確認する。

■

検出ホスト上の EMC Solutions Enabler がリモート SYMAPI サーバーと通信できる
ことを確認する。
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EMC Solutions Enabler がインストールされているサーバー上で、リモート SYMAPI サー
バーデーモンが実行されていることを確認するには

1

EMC Symmetrix アレイへの帯域内接続を持ち、リモート SYMAPI サーバーとして
使用するホストに管理者のクレデンシャルでログオンします。

2

ホストに次のコマンドを入力します。
stordaemon list

次のようなデーモンリストが表示されます。
Available Daemons
[*] storapid
storgnsd
storrdfd
storevntd
[*] storwatchd
storsrmd
storstpd
storsrvd
[*] storsrvdInst

('[*]': Currently Running):
EMC Solutions Enabler Base Daemon
EMC Solutions Enabler GNS Daemeon
EMC Solutions Enabler RDF Daemon
EMC Solutions Enabler Event Daemon
EMC Solutions Enabler Watchdog Daemon
EMC Solutions Enabler SRM Daemon
EMC Solutions Enabler STP Daemon
EMC Solutions Enabler SYMAPI Server Daemon
>>> Running Instance of storsrvd <<<

リモート SYMAPI サーバーデーモンの名前は storsrvd です。storsrvd に [*]
が表示されている場合は、リモート SYMAPI サーバーデーモンがホスト上ですでに
実行されていることを意味します。デーモンが実行されている場合は、次の手順に
進みます。
「EMC Solutions Enabler がリモート SYMAPI サーバーと通信できることを確認す
るには」
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3

次のコマンドを入力して、storsrvd デーモンを起動します。
stordaemon start storsrvd
Waiting for daemon to start. This may take several seconds.
stordaemon list

次のようなデーモンリストが表示されます。
Available Daemons
[*] storapid
storgnsd
storrdfd
storevntd
[*] storwatchd
storsrmd
storstpd
[*] storsrvd

4

('[*]': Currently Running):
EMC Solutions Enabler Base Daemon
EMC Solutions Enabler GNS Daemeon
EMC Solutions Enabler RDF Daemon
EMC Solutions Enabler Event Daemon
EMC Solutions Enabler Watchdog Daemon
EMC Solutions Enabler SRM Daemon
EMC Solutions Enabler STP Daemon
EMC Solutions Enabler SYMAPI Server Daemon

リモート SYMAPI サーバーを設定するホストごとに手順 1 と 2 を実行します。

EMC Solutions Enabler がリモート SYMAPI サーバーと通信できることを確認するには

1

検出ホストに EMC Solutions Enabler をインストールします。

2

SYMAPI 設定ディレクトリに変更します。デフォルトでは、このディレクトリは次のよう
に設定されています。

3

■

Solaris - /var/symapi/config

■

Windows - %PROGRAMFILES%¥EMC¥SYMAPI¥config

EMC Solutions Enabler がインストールされているホストの SYMAPI 設定ディレク
トリでファイル「netcnfg」を変更します。設定済み SYMAPI サーバーのエントリをファ
イルの末尾に追加します。追加する 2 つの SYMAPI サーバーのエントリの例を示
します。
#SYMAPI_SERVER - TCPIP node001 WWW.XXX.YYY.ZZZ 2707 DC1_SERVER - TCPIP ctrlhost_1 10.200.15.155 2707 DC2_SERVER - TCPIP ctrlhost_2 10.249.100.155 2707 -

リモート SYMAPI サーバーの設定についての確認
デバイスセットアップ必要条件を実行する前に、リモート SYMAPI サーバー設定を確認
します。SYMAPI サーバーが正しく設定されているかどうかをテストする場合は、環境変
数を設定します。
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リモート SYMAPI サーバーの設定を確認するには

1

オペレーティングシステムコンソールを開き、ルート（Solaris）または管理者レベルの
権限のユーザー（Windows）としてホストにログオンします。

2

SYMCLI コマンドが PATH 環境にあることを確認します。

3

次のいずれかを実行します。
■

Solaris で、サーバー環境の変数を設定する次の SYMCLI のコマンドを実行し
てください:
SYMCLI_CONNECT_TYPE=REMOTE; export SYMCLI_CONNECT_TYPE
SYMCLI_CONNECT=DC1_SERVER; export SYMCLI_CONNECT
symcfg list

■

Windows で、サーバー環境の変数を設定する次の SYMCLI のコマンドを実行
してください:
set SYMCLI_CONNECT_TYPE=REMOTE
set SYMCLI_CONNECT=DC1_SERVER
symcfg list

4

異なるリモート SYMAPI サーバーホスト上のアレイが正しく検出されることを確認し
ます。
Symmetrix アレイのリストが表示されずに出力でエラーが発生した場合は、EMC
Solutions Enabler が正しく設定されていることを確認してください。正しく設定され
ていない場合は、EMC Solutions Enabler インストールガイドでコマンドを参照して
ください。インストールガイドには、SYMAPI サーバーの設定と関連コマンドについ
ての詳しい説明が記載されています。

5

環境変数の設定を解除するには、次のコマンドを入力します。
unset SYMCLI_CONNECT_TYPE
unset SYMCLI_CONNECT

インバンド EMC Symmetrix ストレージアレイの Veritas Operations
Manager の設定についての必要条件
Veritas Operations Manager は、SYMCLI がインストールされている検出ホストへのファ
イバーチャネルまたは SCSI 接続を使って、すべての帯域内 Symmetrix ストレージアレ
イを検出します。Veritas Operations Manager は、リモート SYMAPI サーバーを使った
EMC Symmetrix ストレージアレイの検出もサポートします。
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リモート SYMAPI サーバーを使った EMC Symmetrix ストレージアレイ
の検出を行うための Veritas Operations Manager の設定についての
前提条件
Veritas Operations Manager は、リモート SYMAPI サーバー機構を使った EMC
Symmetrix アレイの検出をサポートします。この検出方法には、アレイ設定で指定した検
出ホストへの帯域内アレイ接続は必要ありません。ただし、SYMAPI サーバーが動作し
ているホストには Symmetrix アレイとの帯域内接続が必要です。
Veritas Operations Manager でリモート SYMAPI サーバーを使って EMC Symmetrix
アレイを検出するには、Symmetrix アレイの設定時に適切なリモート SYMAPI サーバー
（たとえば、DC1_SERVER）を指定します。

IBM XIV エンクロージャの設定についての前提条件
IBM XIV エンクロージャを検出するには、ストレージネットワークの物理接続、XIV コマン
ドラインインターフェース（XCLI）、Storage Insight Add-onが正しく設定されていることを
確認します。Veritas Operations Manager は、検出ホストにインストールされている XCLI
ユーティリティを使って IBM XIV エンクロージャにアクセスします。
詳しくは、『Veritas Operations Manager のハードウェアとソフトウェアの互換性リスト
（HSCL）』を参照してください。
p.119 の 「IBM XIV エンクロージャの物理接続についての必要条件」 を参照してくださ
い。
p.119 の 「IBM XIV エンクロージャのデバイス設定についての必要条件」 を参照してくだ
さい。

IBM XIV エンクロージャの物理接続についての必要条件
IBM XIV エンクロージャの物理接続の必要条件は次のとおりです。
■

Storage Insight Add-onの検出ホストと IBM XIV エンクロージャとの間のネットワーク
接続。

IBM XIV エンクロージャのデバイス設定についての必要条件
Storage Insight Add-onは、XCLI ユーティリティを使って IBM XIV エンクロージャと通
信します。Veritas Operations Manager の検出ホストに XCLI ユーティリティをインストー
ルします。
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表 A-1

IBM XIV エンクロージャのデバイス設定必要条件

必要条件

説明

XCLI ユーティリティ

Veritas Operations Manager の検出ホストに
XCLI ユーティリティをインストールします。
デフォルトのインストールディレクトリパスは次の
とおりです。
■

UNIX: /opt/ibm/xcli/

■

Windows: C:¥Program Files
(x86)¥XIV¥

サポートされる XCLI バージョンについては、
『Veritas Operations Manager のハードウェア
とソフトウェアの互換性リスト（HSCL）』を参照し
てください。

NetApp ストレージエンクロージャの設定についての前
提条件
Storage Insight Add-onを使って NetApp エンクロージャを検出するには、ストレージネッ
トワークの物理接続、NetApp サーバー、Storage Insight Add-onが正しく設定されてい
ることを確認します。
詳しくは、『Veritas Operations Manager のハードウェアとソフトウェアの互換性リスト
（HSCL）』を参照してください。
p.120 の 「NetApp エンクロージャ検出の物理接続についての必要条件」 を参照してくだ
さい。
p.121 の 「NetApp エンクロージャ検出のためのデバイス設定についての必要条件」 を参
照してください。
p.121 の 「NetApp エンクロージャ検出のためのホスト設定についての必要条件」 を参照
してください。
p.121 の 「NetApp エンクロージャの MultiStore 仮想システムをサポートするための必要
条件」 を参照してください。

NetApp エンクロージャ検出の物理接続についての必要条件
NetApp エンクロージャ検出の物理接続必要条件は次のとおりです。
■

Storage Insight Add-onの検出ホストと NetApp エンクロージャ間のネットワーク接
続。
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■

次の URL を使うと、HTTP と HTTPS 接続を使って検出ホストから NetApp サーバー
に接続できます。エンクロージャにアクセスするには、次の URL を使います。
https://netapp_address/na_admin
ポート 443 は、HTTPS 接続に使われます。
http://netapp_address/na_admin
ポート 80 は HTTP 接続に使われます。
netapp_addressは Domain Name System （DNS）で登録済みの IP アドレスまた
は NetApp アレイ名です。

NetApp エンクロージャ検出のためのデバイス設定についての必要条件
デバイスの設定には、NetApp サーバーの設定、NetApp エンクロージャでの MultiStore
仮想システムのサポートの有効化が含まれます。

NetApp エンクロージャ検出のためのホスト設定についての必要
条件
IP アドレスまたは名前と、有効なユーザー名とパスワードを持つ管理者レベルのアカウン
トを使ってアレイを設定します。Storage Insight Add-onは、これらのクレデンシャルを
使ってエンクロージャにアクセスします。

NetApp エンクロージャの MultiStore 仮想システムをサポートす
るための必要条件
Multistore ライセンスがファイラーにインストールされている場合、Veritas Operations
Manager は Multistore 仮想システムを検出します。

EMC CLARiiON ストレージエンクロージャの設定につい
ての前提条件
EMC CLARiiON エンクロージャを検出するには、ネットワーク物理接続、Navisphere
CLI、Storage Insight Add-onが正しく設定されていることを確認します。
詳しくは、『Veritas Operations Manager のハードウェアとソフトウェアの互換性リスト
（HSCL）』を参照してください。
p.122 の 「EMC CLARiiON エンクロージャの物理接続についての必要条件」 を参照し
てください。
p.122 の 「EMC CLARiiON エンクロージャのデバイス設定についての必要条件」 を参照
してください。
p.122 の 「CLARiiON エンクロージャでのパスワードセキュリティファイルの使用」 を参照
してください。
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p.123 の 「CLARiiON エンクロージャとの NaviSecCLI 通信の確認」 を参照してください。

EMC CLARiiON エンクロージャの物理接続についての必要条件
EMC CLARiiON エンクロージャの物理接続必要条件は次のとおりです。
■

エンクロージャと Storage Insight Add-on検出ホスト間のネットワーク接続。

EMC CLARiiON エンクロージャのデバイス設定についての必要条件
EMC CLARiiON エンクロージャのデバイス設定必要条件には、パスワードセキュリティ
ファイルの使用と CLARiiON エンクロージャとの NaviSecCLI 通信の確認が含まれま
す。
p.122 の 「CLARiiON エンクロージャでのパスワードセキュリティファイルの使用」 を参照
してください。
p.123 の 「CLARiiON エンクロージャとの NaviSecCLI 通信の確認」 を参照してください。

CLARiiON エンクロージャでのパスワードセキュリティファイルの使
用
CLARiiON アレイの検出に Secure Sockets Layer を使うには、検出ホスト上でパスワー
ドセキュリティファイルを使う必要があります。

122

付録 A エンクロージャ設定の前提条件
EMC CLARiiON ストレージエンクロージャの設定についての前提条件

セキュリティファイルにパスワードを設定するには

1

CLARiiON アレイを管理するホストにルートとしてログオンします。

2

次の NaviSecCLI コマンドを実行して、セキュリティファイルを作成します。
naviseccli -user userName -password passWord -scope
userScope AddUserSecurity [-secfilepath
secFileFolderName]

ここで、
userName はアレイ内でアカウントの有効なユーザー名です。
passWord は userName のパスワードです。
userScopeは、アレイでアカウントを作成したときに指定したユーザーのスコープで
す。ローカル（userScope=1）またはグローバル（userScope=0）のいずれかです。
secFileFolderName はセキュリティファイルを置くディレクトリです。このディレクトリ
は、検出のためにアレイを設定するときに指定するパスです。

3

ユーザー名が異なる CLARiiON アレイがある場合は、ユーザー名ごとに手順 2 を
繰り返して、異なる secFileFolderName を指定します。
手順 2 で secFileFolderName を指定した場合は、対応するアレイを設定するとき
にそれと同じ名前を使います。

CLARiiON エンクロージャとの NaviSecCLI 通信の確認
次の手順を使って、CLARiiON エンクロージャとの NaviSecCLI の通信を確認します。
NaviSecCLI が CLARiiON アレイと通信できることを確認するには

1

CLARiiON 管理ホストのコマンドプロンプトに次のコマンドを入力します。
naviseccli -h arrayIPAddress -user userName -password
passWord -scope userScope networkadmin -get

ここで、
arrayIPAddress は、アレイ内のいずれかのストレージプロセッサの IP アドレス、完
全修飾ドメイン名、または名前です。
userName はアレイ内でアカウントの有効なユーザー名です。
passWord は userName のパスワードです。
userScopeは、アレイでアカウントを作成したときに指定したユーザーのスコープで
す。Local、Global または LDAP のいずれかです。

2

表示される情報を確認します。
■

NaviSecCLI がアレイと通信できる場合、次の情報が表示されます。
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Storage
Storage
Storage
Storage
Storage

Processor:
SP B
Processor Network Name:
cx500-2spb
Processor IP Address:
10.100.18.18
Processor Subnet Mask:
255.255.248.0
Processor Gateway Address: 10.100.16.1

このコマンドが成功すれば、Storage Insight Add-onはクレデンシャルを使って
アレイと通信します。
■

NaviSecCLI がアレイと通信できない場合、次の情報が表示されます。
Broken Pipe
Valid IP Address with Feature not installed:
naviseccli -h cx500a -user admin -password password -scope 0
networkadmin -get
Management Server - Feature software is not installed or the
command may have been typed incorrectly
usage:
metalun
migrate
connection
mirror
snapview
analyzer

Hewlett-Packard Enterprise Virtual Array（HP EVA）の
設定についての前提条件
Hewlett-Packard EVA（Enterprise Virtual Array）を検出するには、ストレージネットワー
クの物理接続、HP Command View EVA ソフトウェア、Storage Insight Add-onが正し
く設定されていることを確認します。
Storage Insight Add-onは、Command View EVA ソフトウェアを介して HP EVA アレ
イにアクセスします。SSSU（Storage Scripting System Utility）は、Storage Insight
Add-onの検出ホストにインストールされ、Command View EVA ソフトウェアにアクセスす
るために使われます。Command View EVA ソフトウェアでは、複数の HP EVA アレイを
管理できます。
詳しくは、『Veritas Operations Manager のハードウェアとソフトウェアの互換性リスト
（HSCL）』を参照してください。
p.125 の 「HP EVA エンクロージャの物理接続についての必要条件」 を参照してくださ
い。
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p.125 の 「HP EVA エンクロージャのデバイス設定についての必要条件」 を参照してくだ
さい。
p.126 の 「HP EVA エンクロージャの CLI 機能についての確認」 を参照してください。
p.128 の 「パスワードファイルを使った Command View EVA ソフトウェアへのアクセス」
を参照してください。
p.127 の 「HP Command View EVA ソフトウェアとの SSSU CLI 通信についての確認」
を参照してください。

HP EVA エンクロージャの物理接続についての必要条件
HP EVA エンクロージャの物理接続必要条件は次のとおりです。
■

HP EVA ストレージアレイとアレイを管理する Command View EVA ソフトウェア間の
ファイバーチャネル接続。

■

検出ホストと Command View EVA ソフトウェアホスト間のネットワーク接続。ファイ
バーチャネル接続は必要ありません。

HP EVA エンクロージャのデバイス設定についての必要条件
HP EVA エンクロージャの設定必要条件を満たすには、次のタスクを完了します。これに
は、Veritas Operations Manager ドメインの検出ホスト上の Command View EVA ソフ
トウェアと SSSU（Storage System Scripting Utility）の設定が含まれます。
表 A-2

HP EVA エンクロージャのデバイス設定必要条件

必要条件

説明

Command View EVA ソフトウェア

IP アドレスと有効なクレデンシャル（ユーザー名
とパスワード）を持つ管理者レベルのアカウント
を使って Command View EVA ホストを設定し
ます。
Command View サーバーがすでに設定されて
いる場合は、再利用できます。ただし、
Command View サーバーが Veritas
Operations Manager 検出ホストからアクセス可
能であることを確認してください。
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必要条件

説明

SSSU（Storage System Scripting Utility）の必 Veritas Operations Manager の検出ホストに
要条件
SSSU ユーティリティをインストールします。デ
フォルトのインストールパスは次のとおりです。
■

UNIX: /opt/CPQhsv/bin/sssu

■

Windows: C:¥Program
Files¥Compaq¥SSSU¥sssu.exe

その他の場所に SSSU ユーティリティをインス
トールするには、HP EVA アレイを設定するとき
に Storage Insight Add-onの［デバイス設定
（Device Configuration）］パネルでその場所を
指定する必要があります。
詳しくは、製造元のマニュアルを参照してくださ
い。

HP EVA エンクロージャの CLI 機能についての確認
HP EVA の CLI の機能を確認するには、SSSU がインストールされている検出ホストで
次のタスクを実行します。UNIX 検出ホストにルートとしてログオンするか、Windows 検出
ホストに管理者権限を持つユーザーとしてログオンします。
UNIX 検出ホストで HP EVA エンクロージャの CLI 機能を確認するには

1

検出ホストで、次のコマンドを入力して、SSSU ユーティリティを対話モードで実行し
ます。
/opt/CPQhsv/bin/sssu

2

CLI がインストールされ、正常に機能する場合、次のメッセージが表示されます。
HP StorageWorks Command View EVA の SSSU
バージョン: 9.3.0
ビルド: 071010A
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Windows 検出ホストで HP EVA エンクロージャの CLI 機能を確認するには

1

検出ホストで、sssu.exe をダブルクリックして、SSSU ユーティリティを対話モードで
実行します。
CLI が利用可能でない場合、CLI がインストールされているディレクトリに移動して、
CLI を実行します。

2

CLI がインストールされ、正常に機能する場合、次のメッセージが表示されます。
HP StorageWorks Command View EVA の SSSU
バージョン: 9.3.0
ビルド: 071010A

HP Command View EVA ソフトウェアとの SSSU CLI 通信についての
確認
SSSU ユーティリティをインストールしたら、HP Command View EVA ソフトウェアと通信
できることを確認する必要があります。
SSSU CLI が HP Command View EVA ソフトウェアと通信できることを確認するには

1

SSSU ユーティリティを対話モードで起動します。

2

SSSU バージョン 8.0 以降の場合は、管理アプリケーション名、または IP アドレス、
ユーザー名、パスワードを入力します。次に例を示します。
./sssu "select manager Command_View_IP username=administrator
password=adminPW "

ここで、Command_View_IP は、HP EVA アレイを管理する HP Command View
EVA サーバーの IP アドレスです。administrator は、Veritas Operations
Manager が HP EVA アレイを管理するために使う HP Command View EVA アカ
ウントのユーザー名です。adminPW は、Command View EVA 管理者アカウントに
アクセスするためのユーザー指定パスワードです。

3

パスワードファイルを使う場合は、次のコマンドを使います。
./sssu "select manager Command_View_IP username=administrator"

4

次のコマンドを入力して、Command View EVA ソフトウェアが管理する HP EVA
アレイを一覧表示します。
ls system
ls system コマンド出力によって、検出されたアレイが一覧表示されます。
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パスワードファイルを使った Command View EVA ソフトウェアへのアク
セス
SSSU ユーティリティでは、パスワードファイルを作成できます。これにより、アレイを設定
するときにパスワードを入力する必要がなくなります。パスワードファイルは、SSSU CLI
をインストールした検出ホスト上にあります。Storage Insight Add-on検出ホストから
Command View EVA ソフトウェアにアクセスするときに、このパスワードファイルとユー
ザー名が使われます。

IBM System Storage DS エンクロージャの設定につい
ての前提条件
IBM System Storage DS エンクロージャを検出するには、ストレージネットワークの物理
接続、DSCLI ユーティリティ、パスワードファイル（必要な場合）、Storage Insight Add-on
が正しく設定されていることを確認します。Veritas Operations Manager は、検出ホスト
にインストールされている DSCLI ユーティリティを使って IBM System Storage DS エン
クロージャにアクセスします。
詳しくは、『Veritas Operations Manager のハードウェアとソフトウェアの互換性リスト
（HSCL）』を参照してください。
p.128 の 「IBM System Storage DS エンクロージャの物理接続についての必要条件」
を参照してください。
p.128 の 「IBM System Storage DS エンクロージャのデバイス設定についての必要条
件」 を参照してください。
p.129 の 「System Storage DS エンクロージャに対する DSCLI パスワードセキュリティ
ファイルの使用」 を参照してください。

IBM System Storage DS エンクロージャの物理接続についての必要条
件
IBM System Storage DS エンクロージャの物理接続必要条件は次のとおりです。
■

IBM System Storage DS エンクロージャと Storage Insight Add-on検出ホスト間の
ネットワーク接続。

IBM System Storage DS エンクロージャのデバイス設定についての必
要条件
IBM System Storage DS エンクロージャの設定必要条件を満たすには、次のタスクを
完了します。この必要条件には、Veritas Operations Manager ドメインの検出ホストで
の DSCLI ユーティリティの設定が含まれます。
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表 A-3

IBM System Storage DS エンクロージャのデバイス設定必要条件

必要条件

説明

DSCLI ユーティリティ

Veritas Operations Manager の検出ホストに
DSCLI ユーティリティをインストールします。
デフォルトのインストールディレクトリパスは次の
とおりです。
■

UNIX: /opt/ibm/dscli/

■

Windows: C:¥Program Files
(x86)¥IBM¥

サポートされる DSCLI バージョンについては、
『Veritas Operations Manager のハードウェア
とソフトウェアの互換性リスト（HSCL）』を参照し
てください。

System Storage DS エンクロージャに対する DSCLI パスワードセキュ
リティファイルの使用
DSCLI パスワードファイルを使って、エンクロージャのアクセスに使うことのできる暗号化
されたパスワードファイルを作成できます。暗号化されたパスワードファイルを作成した後
に、Storage Insight Add-onの［デバイス設定（Device Configuration）］ウィザードパネ
ルでパスワードファイルの完全パスを指定する必要があります。パスワードファイル機能
は任意です。managepwfile コマンドを使って、パスワードファイルを作成します。詳しく
は、IBM DS8000 アレイのマニュアルを参照してください。

IBM SVC エンクロージャ設定についての前提条件
IBM SVC エンクロージャを検出するには、ストレージネットワークの物理接続、SSH 秘
密キーファイル（必要な場合）、Storage Insight Add-onが適切に設定されていることを
確認します。Veritas Operations Manager は SSH 通信を使って IBM SVC エンクロー
ジャにアクセスします。
詳しくは、『Veritas Operations Manager のハードウェアとソフトウェアの互換性リスト
（HSCL）』を参照してください。
p.130 の 「IBM SVC エンクロージャの物理接続についての必要条件」 を参照してくださ
い。
p.130 の 「IBM SVC エンクロージャに対する SSH 秘密キーファイルの使用」 を参照して
ください。
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IBM SVC エンクロージャの物理接続についての必要条件
IBM SVC エンクロージャの物理接続の必要条件は次のとおりです。
■

IBM SVC エンクロージャと検出ホスト間のネットワーク接続。

IBM SVC エンクロージャに対する SSH 秘密キーファイルの使用
SSH 秘密キーファイルはユーザー認証に使われます。Storage Insight アドオンのデバ
イス設定のパネルで、対応する SSH 秘密キーファイルの絶対パスを指定する必要があ
ります。有効な SSH 秘密キーファイルは、IBM SAN Volume Controller のバージョン
6.2 以前と IBM Storwize V7000 に必要です。バージョン 6.3 以降については、パスワー
ドを入力するか、ユーザー認証用の SSH 秘密キーファイルを使うことができます。

EMC Celerra エンクロージャの設定についての前提条
件
EMC Celerra エンクロージャを検出するには、ストレージネットワークの物理接続、Celerra
Control Station、Storage Insight Add-onが正しく設定されていることを確認します。
Celerra XML API サーバーと CLI は Celerra Control Station にインストールされます。
Storage Insight Add-onの検出ホストは Celerra Control Station と通信してエンクロー
ジャ検出を実行します。
詳しくは、『Veritas Operations Manager のハードウェアとソフトウェアの互換性リスト
（HSCL）』を参照してください。
p.130 の 「EMC Celerra エンクロージャの物理接続についての必要条件」 を参照してく
ださい。
p.131 の 「EMC Celerra エンクロージャのデバイス設定についての必要条件」 を参照し
てください。
p.131 の 「EMC Celerra エンクロージャのホスト設定についての必要条件」 を参照してく
ださい。
p.131 の 「Celerra XML API の有効化」 を参照してください。
p.131 の 「Celerra Control Station での XML API サーバーの開始」 を参照してくださ
い。
p.132 の 「Celerra Control Station での XML APIサーバーの設定」 を参照してください。

EMC Celerra エンクロージャの物理接続についての必要条件
EMC Celerra エンクロージャの物理接続必要条件は次のとおりです。
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■

検出ホストと Control Station 間のネットワーク接続。ファイバーチャネル接続は必要
ありません。

■

次の URL を使うと、検出ホストから Control Station に接続できます。
https://celerra_control_station_address
ここで、celerra_control_station_address は IP アドレスまたは Control Station の
名前です。

EMC Celerra エンクロージャのデバイス設定についての必要条件
デバイス設定必要条件には、エンクロージャホストの設定、Celerra エンクロージャの詳
細検出に向けた Celerra XML API の設定が含まれます。
p.131 の 「EMC Celerra エンクロージャのホスト設定についての必要条件」 を参照してく
ださい。
p.131 の 「Celerra XML API の有効化」 を参照してください。
p.131 の 「Celerra Control Station での XML API サーバーの開始」 を参照してくださ
い。
p.132 の 「Celerra Control Station での XML APIサーバーの設定」 を参照してください。
p.132 の 「XML API サーブレットとXML API サーバーの設定プロパティ」 を参照してくだ
さい。

EMC Celerra エンクロージャのホスト設定についての必要条件
IP アドレスと有効なクレデンシャルを持つ管理者レベルのアカウントを使って EMC Celerra
エンクロージャホストを設定します。

Celerra XML API の有効化
EMC Celerra Control Station は、ストレージシステムのコンポーネントを制御し、Celerra
ソフトウェアへのアクセスを提供します。Celerra XML API と Control Station は、Celerra
エンクロージャの検出に使われます。デフォルトでは XML API は無効の状態です。
Celerra エンクロージャの検出を行うには、XML API が有効になっている必要がありま
す。

Celerra Control Station での XML API サーバーの開始
デフォルトでは、XML API は Control Station で無効になっています。Storage Insight
Add-on検出ホストが Celerra エンクロージャを検出できるようにするには、XML API を有
効にする必要があります。
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Celerra Control Station の XML API サーバーを起動するには

1

ルートユーザーとして、/nas/sys/nas_mcd.cfg の次のエントリのコメントを解除し
ます。
daemon "XML API Server"
executable "/nas/sbin/start_xml_api_server"
optional yes
canexit yes
autorestart yes
ioaccess no

2

次のコマンドを使って NAS サービスを再起動します。
# service nas start

XML API が再起動しました。

Celerra Control Station での XML APIサーバーの設定
Celerra XML API は、デフォルトの設定オプションを使ってセットアップを行うと動作しま
す。ただし、XML API サーバーを起動した後に通信の問題が発生した場合には、エラー
を解決するために設定パラメータを変更できます。
XML API 設定プロパティを変更するには

1

Control Station にログオンし、プロパティファイルをテキストエディタで開きます。

2

プロパティファイルを編集して、必要なパラメータを変更します。
XML API プロパティを変更するためのパラメータについて詳しくは、製造元のマニュ
アルを参照してください。

3

サーブレットに影響するパラメータを変更した場合は、変更後に Celerra Control
Station 上で Tomcat サーバーを再起動する必要があります。
変更したパラメータが XML API サーバーに影響する場合も、サーバーを再起動し
てください。

XML API サーブレットとXML API サーバーの設定プロパティ
XML API サーブレットと XML API サーバーは設定パラメータを共有しています。すべて
のパラメータは、通常は $NAS_DB/sys/xml_api.conf に解決されるプロパティファイル
/nas/sys/xml_api.conf にあります。
プロパティのリストには、いくつかのデバッグフラグがあります。EMC は、アプリケーション
配備の XML API 設定プロパティのリストを提供しています。フラグのほとんどは true に
設定されています（デバッグモード）。

132

付録 A エンクロージャ設定の前提条件
EMC Celerra エンクロージャの設定についての前提条件

表 A-4

XML API サーブレットと XML API サーバーの設定プロパティ

プロパティ

説明

xml.api.server.log

XML API サーバーログの場所は、$NAS_DB（通常は
/nas に設定されます）ディレクトリからの相対位置です。
現在の値は log/cel_api.log に設定されます。つま
り、ログファイルは通常は /nas/log/cel_api.log
ファイルに記録されることになります。このプロパティの値
は XML API サーバーに影響します。

xml.api.servlet.log

XML API サーバーログの場所は $NAS_DB ディレクトリ
からの相対位置です。現在の値は
log/webui/cel_api.log に設定されます。つまり、
ログファイルは通常は
/nas/log/webui/cel_api.log ファイルに記録さ
れることになります。このプロパティの値は Tomcat サー
バーに影響します。

xml.api.servlet.logmask

サーブレットログプロファイルのオン/オフを切り替えます。
マスクのデフォルト値はゼロです。つまり、サーブレットは
ログを記録しません。EMC サポートエンジニアの依頼に
よって一時的に変更し、それからゼロにリセットする場合
を除いて、この値は変更しないでください。このプロパティ
の値は Tomcat サーバーに影響します。

xml.api.user.request.validation.flag

true の場合は、すべてのユーザー要求の検証を行いま
す。要求パケットが正しくフォーマットされていない場合
は、意味のある診断メッセージをユーザーに返します。
CPU とメモリの負荷が高くなるため、EMC はアプリケー
ションを配備するときにこのプロパティを false に設定す
ることを推奨しています。このプロパティの値は XML API
サーバーに影響します。

xml.api.enable.indications.ext

true の場合、ユーザーアプリケーションは設定変更の指
示を受け取ることができます。タスクの完了と統計に関す
る指示は、（フラグの値に関係なく）常に配信されます。こ
のプロパティの値は XML API サーバーに影響します。

xml.api.trace.apl.calls

APL の要求と応答のログを XML API サーバーログ
（xml.api.server.log プロパティ）に記録します。こ
のプロパティは true に設定されています。ただし、アプリ
ケーションの配備時には false に設定することをお勧めし
ます。このプロパティの値は XML API サーバーに影響し
ます。
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プロパティ

説明

xml.api.trace.apl.indications

APL 指示のログを XML API サーバーログ
（xml.api.server.log プロパティ）に記録します。こ
のプロパティは true に設定されています。ただし、アプリ
ケーションの配備時には false に設定することをお勧めし
ます。このプロパティの値は XML API サーバーに影響し
ます。

xml.api.trace.user.requests

ユーザーアプリケーション要求を XML API サーバーログ
（xml.api.server.log プロパティ）に記録します。こ
のプロパティは true に設定されています。ただし、アプリ
ケーションの配備時には false に設定してください。この
プロパティの値は XML API サーバーに影響します。

xml.api.quota.poll.offset

このプロパティは、ポーリングの正確な時刻に影響します。
デフォルトでは、ツリークォータキャッシュは 1 日に 1 回
ポピュレートされます。時刻は分単位で指定されます。
ポーリングが開始される真夜中（Control Station ローカ
ル時間）から始まります。このプロパティの値は XML API
サーバーに影響します。

EMC VNX ストレージエンクロージャの設定についての前
提条件
Veritas Operations Manager では、EMC VNX（ファイルとブロック）ストレージエンクロー
ジャの詳細検出を実行できます。
VNX ファイルの設定手順は、EMC Celerra の設定手順とほぼ同じです。
p.130 の 「EMC Celerra エンクロージャの設定についての前提条件」 を参照してくださ
い。
VNX ブロックの設定手順は、EMC CLARiiON の設定手順とほぼ同じです。
p.121 の 「EMC CLARiiON ストレージエンクロージャの設定についての前提条件」 を参
照してください。

EMC VNXのストレージアレイ検出のためのエンクロージャクレデンシャ
ルの使用
Storage Insight Add-onを使って、EMC VNX エンクロージャの詳細検出を実行できま
す。VNX ファイルと VNX ブロックのエンクロージャには、同じユーザー名とパスワードを
使います。このセクションでは、VNX ファイルと VNX ブロックのエンクロージャの範囲（グ
ローバルとローカル）に関連する情報を示します。
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■

■

グローバルな範囲の場合:
■

VNX ブロックの場合: Storage Insight Add-onの［デバイスの設定（Configure
Device）］パネルで、［ブロック IP/名前:スコープ（Block IP/Name:Scope）］フィー
ルドの値を 0 として提供します。

■

VNX ファイルの場合: 適用されません。

ローカルの範囲の場合:
■

VNX ブロックの場合: Storage Insight Add-onの［デバイスの設定（Configure
Device）］パネルで、［ブロック IP/名前:スコープ（Block IP/Name:Scope）］フィー
ルドの値を 1 として提供します。

■

VNX ファイルの場合: 適用されません。

EMC VPLEX ストレージエンクロージャの設定についての
前提条件
EMC VPLEX エンクロージャを検出するには、ストレージネットワークの物理接続、VPLEX
サーバー、Storage Insight Add-onが正しく設定されていることを確認します。Storage
Insight Add-on検出ホストは、HTTP と SSH 通信を使って、VPLEX エンクロージャにア
クセスし、ストレージボリューム、仮想ボリューム、デバイスを検出します。
詳しくは、『Veritas Operations Manager のハードウェアとソフトウェアの互換性リスト
（HSCL）』を参照してください。
p.135 の 「EMC VPLEX エンクロージャの物理接続についての必要条件」 を参照してく
ださい。
p.135 の 「EMC VPLEX エンクロージャのデバイス設定についての必要条件」 を参照し
てください。

EMC VPLEX エンクロージャの物理接続についての必要条件
IBM SVC エンクロージャの物理接続の必要条件は次のとおりです。
■

Storage Insight Add-onの検出ホストと VPLEX エンクロージャ間のネットワーク接
続。

EMC VPLEX エンクロージャのデバイス設定についての必要条件
EMC VPLEX エンクロージャのデバイス設定必要条件は次のとおりです。
■

検出ホストから VPLEX サーバーに接続できる必要があります。管理者として、Veritas
Operations Manager 管理サーバーから EMC VPLEX 管理コンソールにアクセスで
きる必要があります。VPLEX コンソールへの一般的なリンクは次のとおりです。
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https://vplex_ip_address/smsflex/VPlexConsole.html
■

VPLEX エンクロージャへの SSH 通信が正常に機能している必要があります。

3PAR ストレージエンクロージャの設定についての前提
条件
3PAR エンクロージャを検出するには、エンクロージャと検出ホスト間のストレージネット
ワークの物理接続、Storage Insight Add-onが正しく設定されていることを確認します。
検出ホストは、Storage Insight Add-onの［デバイス設定（Device Configuration）］パネ
ルで指定された IP アドレスを使って 3PAR エンクロージャと直接通信します。検出には
SSH 通信が使われます。
詳しくは、『Veritas Operations Manager のハードウェアとソフトウェアの互換性リスト
（HSCL）』を参照してください。
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エンクロージャの詳細検出
のために管理サーバーで使
われるコマンド
この付録では以下の項目について説明しています。
■

日立ストレージエンクロージャのコマンド

■

EMC Symmetrix ストレージエンクロージャのコマンド

■

IBM XIV ストレージエンクロージャのコマンド

■

NetApp ストレージエンクロージャのコマンド

■

EMC CLARiiON ストレージエンクロージャのコマンド

■

HP EVA ストレージエンクロージャのコマンド

■

IBM System Storage DS エンクロージャのコマンド

■

EMC Celerra ストレージエンクロージャのコマンド

■

EMC VNX (ブロック)ストレージエンクロージャのコマンド

■

EMC VNX (ファイル)ストレージエンクロージャのコマンド

■

EMC VPLEX ストレージエンクロージャのコマンド

■

3PAR ストレージエンクロージャのコマンド

■

IBM SVC ストレージエンクロージャのコマンド

付録 B エンクロージャの詳細検出のために管理サーバーで使われるコマンド
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日立ストレージエンクロージャのコマンド
管理サーバーは、HTTP プロトコルを使って HiCommand サーバーにアクセスし、次の
XML API を実行してストレージアレイのストレージオブジェクトを検出します。
ターゲット: ストレージアレイ
サブターゲット:
■

PDEV: エンクロージャの物理ディスクを検出します。

■

LDEV: エンクロージャの論理ユニットを検出します。

■

ArrayGroup: エンクロージャのアレイグループを検出します。

■

ReplicationInfo: 論理ユニットのレプリケーションについての情報を検出します。

■

JournalPool: ジャーナルプールについての情報を検出します。

■

ExternalPathInfo: 外部ボリュームパスについての情報を検出します。

■

Port: アレイポートについての情報を検出します。

■

PortController: 1 つまたはすべてのストレージサブシステム内のポートコントロー

ラについての情報を検出します。
■

Path: LDEV マッピングについての情報を検出します。

■

VolumeConnection: LDEV の外部ボリュームのマッピング情報を検出します。

■

JournalPoolTier: ジャーナルプールの Dynamic Storage Tiering についての情

報を検出します。
p.54 の 「詳細検出に日立ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してください。

EMC Symmetrix ストレージエンクロージャのコマンド
次のコマンドを使って、EMC Symmetrix エンクロージャのストレージオブジェクトを検出
します。使用している SYMCLI のバージョンは 7.0 以降である必要があります。
■

インストールされた Solutions Enabler のバージョンを確認するコマンド
symcli -out XML

■

エンクロージャの監査ログの最新エントリ数を確認するコマンド
symaudit -sid arrayid show -out XML

■

指定されたフィルタパラメータに基づくエンクロージャの監査ログの数を確認するコマ
ンド
symaudit -sid arrayid list -action_code action_codes
-function_class function_classes -record_num record_no -out XML

■

Symmetrix の設定についての情報を取得するコマンド
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symcfg -sid arrayid list -out XML
■

Symmetrix の設定についての詳しい情報を取得するコマンド
symcfg -sid arrayid list -v -out XML

■

物理ディスクについての簡潔な情報を取得するコマンド
symdisk -sid arrayid list -out XML

■

物理ディスクについての詳しい情報を取得するコマンド
symdisk -sid arrayid list -v -out XML

■

すべての Symmetrix デバイスのリストを取得するコマンド
symdev -sid arrayid list -all -out XML

■

Symmetrix すべてのメタヘッドデバイスの詳しい情報を取得するコマンド
symdev -sid arrayid list -meta -v -out XML

■

dev_list で指定済みの Symmetrix デバイスの詳しい情報を取得するコマンド
symdev -sid arrayid list -v -devs dev_list -out XML

■

フロントエンドディレクタにマップされる Symmetrix デバイスすべてのリストを取得す
るコマンド
symdev -sid arrayid -SA all list -out XML

■

すべての RDF グループのリストを取得するコマンド
symcfg -sid arrayid list -rdfg ALL -out XML

■

指定した RDF グループの詳細を取得するコマンド
symrdf -sid arrayid list -rdfg rdf_group_no -out XML

■

Symmetrix で作成されるすべての BCV セッションのリストを取得するコマンド
symmir -sid arrayid list -out XML

■

Symmetrix で作成されたすべての TimeFinder/Clone セッションのリストを取得する
コマンド
symclone -sid arrayid list -v -out XML

■

Symmetrix で作成されたすべての TimeFinder/Snap セッションのリストを取得する
コマンド
symsnap -sid arrayid list -v -out XML

■

指定したアレイ ID のシンプールについての簡潔な情報を取得するコマンド
symcfg -sid arrayid list -pool -thin -detail -mb -out XML

■

指定したアレイ ID のシンプールについての詳しい情報を取得するコマンド
symcfg -sid arrayid list -pool -thin -detail -v -mb -out XML

■

指定したストレージグループのポリシーの関連付けを取得するコマンド
symfast -sid arrayid show -association -sg sg_name -out XML
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■

FAST ポリシーの情報を取得するコマンド
symfast -sid arrayid list -fp -v -out XML

■

FAST 層の詳しい情報を取得するコマンド
symtier -sid arrayid list -v -out XML

■

すべてのディレクタのリストを取得するコマンド
symcfg -sid arrayid list -DIR ALL -out XML

■

すべてのフロントエンドディレクタの詳しい情報を取得するコマンド
symcfg -sid arrayid list -SA ALL -v -out XML

■

すべてのファイバーフロントエンドディレクタの詳しい情報を取得するコマンド
symcfg -sid arrayid list -FA ALL -v -out XML

■

すべての FICON ディレクタの詳しい情報を取得するコマンド
symcfg -sid arrayid list -EF ALL -v -out XML

■

VCMDB をマスクするデバイス内のレコードを表示するコマンド
symmaskdb -sid arrayid list database -out XML

■

VCMDB をマスクするデバイス（WWN を適用）の割り当て済みデバイスを表示するコ
マンド
symmaskdb -sid arrayid list devs -wwn hba_port -out XML

■

VCMDB をマスクするデバイスのレコードによって割り当てられたデバイスを表示する
コマンド
symmaskdb -sid arrayid list devs -out XML

■

イニシエータグループ別のデバイス情報を表示するコマンド
symaccess -sid arrayid list devinfo -out XML

p.68 の 「詳細検出に EMC Symmetrix ストレージエンクロージャを追加する」 を参照し
てください。

IBM XIV ストレージエンクロージャのコマンド
次のコマンドを使って、IBM XIV エンクロージャのさまざまなストレージオブジェクトを検
出します。
■

pool_list: すべてまたは指定したストレージプールを一覧表示します。
/opt/XIVGUI/xcli -x -y -u user_name -p password -m XIV Array IP
Address pool_list

■

vol_list: すべてのボリュームまたは特定のボリュームを一覧表示します。
/opt/XIVGUI/xcli -x -y -u user_name -p password -m XIV Array IP
Address vol_list pool=PoolName
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■

module_list: すべてまたは指定したモジュールの設定を一覧表示します。
/opt/XIVGUI/xcli -x -y -u user_name -p password -m XIV Array IP
Address module_list

■

fc_port_list: システムのファイバーチャネル（FC）ポートの状態と設定を一覧表示

します。
/opt/XIVGUI/xcli -x -y -u user_name -p password -m XIV Array IP
Address fc_port_list module=ComponentId
■

version_get: システムの現在のバージョンを印刷します。
/opt/XIVGUI/xcli -x -y -u user_name -p password -m XIV Array IP
Address version_get

■

config_get: 構成パラメータの値を表示します。
/opt/XIVGUI/xcli -x -y -u user_name -p password -m XIV Array IP
Address config_get

■

system_capacity_list: システムの容量（ハードおよびソフト）を一覧表示します。
/opt/XIVGUI/xcli -x -y -u user_name -p password -m XIV Array IP
Address system_capacity_list

■

ipinterface_list: 特定の IP インターフェースまたはすべての IP インターフェー

スの設定を一覧表示します。
/opt/XIVGUI/xcli -x -y -u user_name -p password -m XIV Array IP
Address ipinterface_list
■

disk_list: 特別なディスクの状態を一覧表示します。
/opt/XIVGUI/xcli -x -y -u user_name -p password -m XIV Array IP
Address disk_list

■

host_connectivity_list: 事前定義済みホストへの FC および iSCSI レベルの

接続を一覧表示します。
/opt/XIVGUI/xcli -x -y -u user_name -p password -m XIV Array IP
Address host_connectivity_list
■

mapping_list: 指定したホストまたはクラスタへのボリュームのマッピングを一覧表示

します。
/opt/XIVGUI/xcli -x -y -u user_name -p password -m XIV Array IP
Address mapping_list host=HostName

次の表に、IBM XIV エンクロージャのユーザーグループおよび対応する権限の情報を
示します。
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表 B-1

IBM XIV エンクロージャのユーザーグループおよび対応する権限

ユーザーグループ

権限

ストレージ管理者

許可

アプリケーション管理者

許可

読み取り専用ユーザー

許可

技術者

許可しない

p.70 の 「詳細検出に IBM XIV ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくださ
い。

NetApp ストレージエンクロージャのコマンド
次のコマンドを使って、NetApp エンクロージャのさまざまなストレージオブジェクトを検出
します。NetApp Data ONTAP のバージョンは 1.4 以降である必要があります。
■

system-get-info、system-get-version: エンクロージャの詳細を検出します。

■

vfiler-list-info: Vfilers を検出します。

■

disk-list-info: 物理ストレージ情報を検出します。

■

fcp-adapter-list-info、iscsi-adapter-list-info: アダプタを検出します。

■

aggr-list-info: 集計を検出します。

■

volume-list-info: ストレージアレイボリューム（フレキシブルと従来型）を検出しま

す。
■

lun-list-info, lun-map-list-info、lun-get-serial-number: LUN の詳細

とマッピング情報を検出します。
■

snapmirror-get-status、snapshot-list-info: スナップショットの詳細を検出

します。
■

qtree-list: アレイファイルシステム（Qtree）を検出します。

■

cifs-share-list-iter-start、cifs-share-list-iter-next: CIFS 共有を検

出します。
■

nfs-exportfs-list-rules: NFS 共有を検出します。

■

quota-report-iter-start、quota-report-iter-next: クォータを検出します。

次のコマンドを使って、NetApp エンクロージャのメータリングとパフォーマンスの統計を
検出します。
■

perf-object-get-instances
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p.71 の 「詳細検出に NetApp ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくださ
い。

EMC CLARiiON ストレージエンクロージャのコマンド
次のコマンドを使って、EMC CLARiiON エンクロージャのストレージオブジェクトを検出
します。使用している NaviSecCLI のバージョンは 6.29 以降である必要があります。コ
マンドに nopoll オプションを使います。
■

getdisk -capacity -usercapacity: エンクロージャのディスク容量を取得するコ

マンド
■

getagent -model -rev: エージェントのモデルとリビジョンを取得するコマンド

■

arrayname: アレイ名を取得するコマンド

■

getsp -ser: ストレージプロセッサのシリアル番号を取得するコマンド

■

-xml port -list -sp: ストレージプロセッサのアレイポートを取得するコマンド

■

-xml getall -disk: エンクロージャの物理ディスクを取得するコマンド

■

getdisk -serial: エンクロージャの物理ディスクのシリアル番号を取得するコマン

ド
■

-xml getall -rg: エンクロージャの RAID グループを取得するコマンド

■

storagegroup -list: エンクロージャのストレージグループを取得するコマンド

■

-xml getall -lun: エンクロージャの論理ユニットを取得するコマンド

■

-xml metalun -list: エンクロージャのメタ LUN を取得するコマンド

■

-xml Snapview -listsnapshots: LUN のスナップショットを取得するコマンド

■

-xml Snapview -listclonegroup: LUN の snapview クローンを取得するコマン

ド
■

-xml storagepool -list: エンクロージャのシンプールを取得するコマンド

■

-xml thinlun -list: シンプールから作成されたシン LUN を取得するコマンド

■

lun -list -showOnly NonThin: シンプールから作成されたシック LUN を取得す

るコマンド
■

port -list -reads -writes -bread -bwrite -sp: アレイポートでの読み込

み/書き込みを行うコマンド
コマンドの形式は次のとおりです。
naviseccli -h array ip -User username -Password password -Scope scopeCLI
セキュリティファイルを指定した場合の形式は次のとおりです。
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naviseccli -h array ip -secfilepath path of Perm-File
p.73 の 「詳細検出に EMC CLARiiON ストレージエンクロージャを追加する」 を参照し
てください。

HP EVA ストレージエンクロージャのコマンド
次のコマンドを使って、HP EVA ストレージエンクロージャのさまざまなストレージオブジェ
クトを検出します。
■

SSSU ユーティリティの接続およびバージョンを検証するコマンド:
./sssu_linux_x64 "select manager ¥"<command_view_server_name>¥"
username=<cv_username> password=<cv_password>" "exit"

■

すべての HP EVA アレイを Command View に表示するコマンド:
./sssu_linux_x64 "select manager ¥"<command_view_server_name>¥"
username=<cv_username> password=<cv_password>" "select system
<eva_array_name>" "ls system full xml"

■

選択した HP EVA アレイについて、すべての仮想ディスクを詳細を含めて取得する
コマンド:
./sssu_linux_x64 "select manager ¥"<command_view_server_name>¥"
username=<cv_username> password=<cv_password>" "select system
<eva_array_name>" "ls vdisk full xml"

■

選択した HP EVA アレイについて、すべてのコントローラを詳細を含めて取得するコ
マンド:
./sssu_linux_x64 "select manager ¥"<command_view_server_name>¥"
username=<cv_username> password=<cv_password>" "select system
<eva_array_name>" "ls controller full xml"

■

選択した HP EVA アレイについて、すべてのディスクグループを詳細を含めて取得
するコマンド:
./sssu_linux_x64 "select manager ¥"<command_view_server_name>¥"
username=<cv_username> password=<cv_password>" "select system
<eva_array_name>" "ls disk_group full xml"

■

選択した HP EVA アレイについて、すべての物理ディスクを詳細を含めて取得する
コマンド:
./sssu_linux_x64 "select manager ¥"<command_view_server_name>¥"
username=<cv_username> password=<cv_password>" "select system
<eva_array_name>" "ls disk full xml"

■

選択した HP EVA アレイについて、接続されたすべてのホストを詳細を含めて取得
するコマンド:
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./sssu_linux_x64 "select manager ¥"<command_view_server_name>¥"
username=<cv_username> password=<cv_password>" "select system
<eva_array_name>" "ls host full xml"
■

選択した HP EVA アレイについて、すべての iSCSI コントローラを詳細を含めて取
得するコマンド:
./sssu_linux_x64 "select manager ¥"<command_view_server_name>¥"
username=<cv_username> password=<cv_password>" "select system
<eva_array_name>" "ls iscsi_controller full xml"

メモ: 読み取り専用のユーザーには Command View サーバーへのアクセス権がありま
す。
p.74 の 「詳細検出に HP EVA ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくださ
い。

IBM System Storage DS エンクロージャのコマンド
次のコマンドを使って、IBM System Storage DS エンクロージャのさまざまなストレージ
オブジェクトを検出します。
■

ver:ver コマンドは、コマンドラインインターフェース、ストレージ管理コンソール（HMC

または SMC）、ライセンスマシンコードのバージョンを表示します。
/opt/ibm/dscli/dscli -hmc1 <HMC1_IP_Address> -user <user_name>
-passwd <password> ver -l -bnr off
■

lssi:lssi コマンドは、複合ストレージのストレージイメージのリストを表示します。
/opt/ibm/dscli/dscli -hmc1 <HMC1_IP_Address> -user <user_name>
-passwd <password> lssi -fmt default -bnr off

■

lshba:lshba コマンドは、リスト内の各ホストアダプタのストレージイメージホストアダ

プタと状態情報を一覧表示するレポートを表示します。
/opt/ibm/dscli/dscli -hmc1 <HMC1_IP_Address> -user <user_name>
-passwd <password> lshba -l -fmt xml -bnr off <storage_image_id>
■

lsddm:lsddm コマンドは、ディスクドライブモジュールとリスト内の各ディスクドライブ

モジュールの状態情報を一覧表示するレポートを表示します。
/opt/ibm/dscli/dscli -hmc1 <HMC1_IP_Address> -user <user_name>
-passwd <password> lsddm -l -fmt xml -bnr off <storage_image_id>
■

lsioport:lsioport コマンドは、指定したストレージイメージの I/O ポートのリストを

表示し、任意で、一覧表示された各 I/O ポートのパフォーマンス測定値を表示しま
す。
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/opt/ibm/dscli/dscli -hmc1 <HMC1_IP_Address> -user <user_name>
-passwd <password> lsioport -l -fmt xml -bnr off -dev
<storage_image_id>
■

lsarray:lsarray コマンドは、ストレージイメージのアレイのリストとリスト内の各アレ

イの状態情報を表示するレポートを生成します。
/opt/ibm/dscli/dscli -hmc1 <HMC1_IP_Address> -user <user_name>
-passwd <password> lsarray -l -fmt xml -bnr off -dev
<storage_image_id>
■

lsrank:lsrank コマンドは、ストレージユニット内の定義済みランクのリストと、リスト

内の各ランクの状態情報を表示するレポートを生成します。
/opt/ibm/dscli/dscli -hmc1 <HMC1_IP_Address> -user <user_name>
-passwd <password> lsrank -l -fmt xml -bnr off -dev
<storage_image_id>
■

lsextpool:lsextpool は、ストレージユニットのエクステントプールのリストと、リスト

の各エクステントプールの状態情報を表示するレポートを生成します。
/opt/ibm/dscli/dscli -hmc1 <HMC1_IP_Address> -user <user_name>
-passwd <password> lsextpool -l -fmt xml -bnr off -dev
<storage_image_id>
■

lsfbvol:lsfbvol コマンドは、ストレージユニット内の固定ブロックボリュームのリス

トと、リスト内の各ボリュームの状態情報を表示するレポートを生成します。
/opt/ibm/dscli/dscli -hmc1 <HMC1_IP_Address> -user <user_name>
-passwd <password> lsfbvol -l -fmt xml -bnr off -dev
<storage_image_id>
■

lsfbvol は、「追跡領域を効率的に」領域割り当てする方法を備えたボリューム

を一覧表示します。
/opt/ibm/dscli/dscli -hmc1 <HMC1_IP_Address> -user <user_name>
-passwd <password> lsfbvol -sam tse -fmt xml -bnr off -dev
<storage_image_id>
■

lsfbvol は、「エクステント領域を効率的に」領域割り当てする方法を備えたボ

リュームを一覧表示します。
/opt/ibm/dscli/dscli -hmc1 <HMC1_IP_Address> -user <user_name>
-passwd <password> lsfbvol -sam ese -fmt xml -bnr off -dev
<storage_image_id>
■

lsckdvol:lsckdvol コマンドは、ストレージユニット内のカウントキーデータ（CKD）

ベースおよびエイリアスボリュームのリストと、リスト内の各ボリュームの状態情報を表
示するレポートを生成します。

146

付録 B エンクロージャの詳細検出のために管理サーバーで使われるコマンド
IBM System Storage DS エンクロージャのコマンド

/opt/ibm/dscli/dscli -hmc1 <HMC1_IP_Address> -user <user_name>
-passwd <password> lsckdvol -l -fmt xml -bnr off -dev
<storage_image_id>
■

lsckdvol は、「追跡領域を効率的に」領域割り当てする方法を備えた ckd ボ

リュームを一覧表示します。
/opt/ibm/dscli/dscli -hmc1 <HMC1_IP_Address> -user <user_name>
-passwd <password> lsckdvol -sam tse -fmt xml -bnr off -dev
<storage_image_id>
■

lsckdvol は、「エクステント領域を効率的に」領域割り当てする方法を備えた ckd

ボリュームを一覧表示します。
/opt/ibm/dscli/dscli -hmc1 <HMC1_IP_Address> -user <user_name>
-passwd <password> lsckdvol -sam ese -fmt xml -bnr off -dev
<storage_image_id>
■

lshostconnect:lshostconnect コマンドは、ストレージイメージのホスト接続のリス

トと、リスト内の各ホスト接続の状態情報を表示します。
/opt/ibm/dscli/dscli -hmc1 <HMC1_IP_Address> -user <user_name>
-passwd <password> lshostconnect -l -fmt xml -bnr off -dev
<storage_image_id>
■

lsvolgrp:lsvolgrp コマンドは、ストレージユニット内のボリュームグループのリスト

と、リスト内の各ボリュームグループの状態情報を表示するレポートを生成します。
/opt/ibm/dscli/dscli -hmc1 <HMC1_IP_Address> -user <user_name>
-passwd <password> lsvolgrp -fmt xml -bnr off -dev
<storage_image_id>
■

showvolgrp:showvolgrp コマンドはボリュームグループの詳しいプロパティを表示

するレポートを生成します。
/opt/ibm/dscli/dscli -hmc1 <HMC1_IP_Address> -user <user_name>
-passwd <password> showvolgrp -lunmap -bnr off -dev
<storage_image_id> <Volume_Group_ID>
■

lssestg:lssestg は、ストレージイメージ全体の領域効率が高いストレージ値を表

示するレポートを生成します。
/opt/ibm/dscli/dscli -hmc1 <HMC1_IP_Address> -user <user_name>
-passwd <password> lssestg -l -fmt xml -bnr off -dev
<storage_image_id>
■

lsflash:lsflash コマンドは、FlashCopy 関係のリストと、リスト内の各 FlashCopy

関係の状態情報を表示するレポートを生成します。
/opt/ibm/dscli/dscli -hmc1 <HMC1_IP_Address> -user <user_name>
-passwd <password> lsflash -l -fmt xml -bnr off -dev
<storage_image_id> 0000-FFFF
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■

lspprc:lspprc コマンドは、ストレージイメージのリモートミラーとコピーボリュームの

関係のリストと、リスト内の各リモートミラーとコピーボリュームの関係の状態情報を表
示するレポートを生成します。
/opt/ibm/dscli/dscli -hmc1 <HMC1_IP_Address> -user <user_name>
-passwd <password> lspprc -l -fullid -fmt xml -bnr off -dev
<storage_image_id> 0000-FFFF

アクセス制御: 次の表に、IBM System Storage DS エンクロージャのユーザーグループ
および対応する権限の情報を示します。
表 B-2

BM System Storage DS エンクロージャのユーザーアクセス制御

ユーザーグループ

権限

管理者（Administrator）

許可

物理演算子（Physical Operator）

許可

論理演算子（Logical Operator）

許可

コピーサービス演算子（Copy Services
Operator）

許可

監視（Monitor）

許可

アクセスなし（No Access）

許可しない

p.76 の 「詳細検出に IBM システムストレージ DS エンクロージャを追加する」 を参照し
てください。

EMC Celerra ストレージエンクロージャのコマンド
次の XML API を使って、EMC Celerra エンクロージャについての情報の取得に必要な
XML クエリーを形成します。
■

<ControlStationQueryParams/>: Celerra Control Station についての情報を取

得するコマンド
■

<CelerraSystemQueryParams/>: Celerra システムについての詳しい情報を取得

するコマンド
■

<VolumeQueryParams/>: Celerra ボリュームについての情報を取得するコマンド

■

<StoragePoolQueryParams/>: Celerra ストレージプールについての情報を取得

するコマンド
■

<FileSystemQueryParams/>: NAS ファイルシステムについての情報を取得するコ

マンド
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■

<CifsShareQueryParams/>: CIFS 共有についての情報を取得するコマンド

■

<CifsServerQueryParams/>: CIFS サーバーについての情報を取得するコマンド

■

<NfsExportQueryParams/>: NFS エクスポートについての情報を取得するコマンド

■

<UserQuotaQueryParams/>: ファイルシステムのユーザークォータについての情報

を取得するコマンド
■

<MoverQueryParams>: データムーバーについての情報を取得するコマンド

■

<VdmQueryParams/>: 仮想データムーバーについての情報を取得するコマンド

■

<IscsiTargetQueryParams>: iSCSI ターゲットについての情報を取得するコマン

ド
■

<IscsiLunQueryParams/>: iSCSI LUN についての情報を取得するコマンド

■

<IscsiMaskQueryParams/>: iSCSI LUN のマスクについての情報を取得するコマ

ンド
■

<StorageSystemQueryParams storage=¥"<storage ID>¥"/>: Celerra エンク

ロージャについての詳しい情報を取得するコマンド
■

<ClariionDeviceQueryParams/>: CLARiiON バックエンドデバイスについての情

報を取得するコマンド
■

<SymmDeviceQueryParams/>: Symmetrix バックエンドデバイスについての情報を

取得するコマンド
p.77 の 「詳細検出に EMC Celerra ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してく
ださい。

EMC VNX (ブロック)ストレージエンクロージャのコマンド
次のコマンドを使って、EMC VNX （ブロック）ストレージエンクロージャのストレージオブ
ジェクトを検出します。使用している NaviSecCLI のバージョンは 6.29 以降である必要
があります。コマンドに nopoll オプションを使います。
■

getdisk -capacity -usercapacity: エンクロージャのディスク容量を取得するコ

マンド
■

getagent -model -rev: エージェントのモデルとリビジョンを取得するコマンド

■

arrayname: アレイ名を取得するコマンド

■

getsp -ser: ストレージプロセッサのシリアル番号を取得するコマンド

■

-xml port -list -sp: ストレージプロセッサのアレイポートを取得するコマンド

■

-xml getall -disk: エンクロージャの物理ディスクを取得するコマンド
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■

getdisk -serial: エンクロージャの物理ディスクのシリアル番号を取得するコマン

ド
■

-xml getall -rg: エンクロージャの RAID グループを取得するコマンド

■

storagegroup -list: エンクロージャのストレージグループを取得するコマンド

■

-xml getall -lun: エンクロージャの論理ユニットを取得するコマンド

■

-xml metalun -list: エンクロージャのメタ LUN を取得するコマンド

■

-xml Snapview -listsnapshots: LUN のスナップショットを取得するコマンド

■

-xml Snapview -listclonegroup: LUN の snapview クローンを取得するコマン

ド
■

-xml storagepool -list: エンクロージャのシンプールを取得するコマンド

■

-xml thinlun -list: シンプールから作成されたシン LUN を取得するコマンド

■

lun -list -showOnly NonThin: シンプールから作成されたシック LUN を取得す

るコマンド
■

port -list -reads -writes -bread -bwrite -sp: アレイポートでの読み込

み/書き込みを行うコマンド
コマンドの形式は次のとおりです。
naviseccli -h array ip -User username -Password password -Scope scopeCLI
セキュリティファイルを指定した場合の形式は次のとおりです。
naviseccli -h array ip -secfilepath path of Perm-File
p.78 の 「詳細検出に EMC VNX ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくだ
さい。

EMC VNX (ファイル)ストレージエンクロージャのコマンド
次の XML API を使って、EMC VNX （ファイル）ストレージエンクロージャについての情
報の取得に必要な XML クエリーを形成します。
■

<ControlStationQueryParams/>: Celerra Control Station についての情報を取

得するコマンド
■

<CelerraSystemQueryParams/>: Celerra システムについての詳しい情報を取得

するコマンド
■

<VolumeQueryParams/>: Celerra ボリュームについての情報を取得するコマンド

■

<StoragePoolQueryParams/>: Celerra ストレージプールについての情報を取得

するコマンド
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■

<FileSystemQueryParams/>: NAS ファイルシステムについての情報を取得するコ

マンド
■

<CifsShareQueryParams/>: CIFS 共有についての情報を取得するコマンド

■

<CifsServerQueryParams/>: CIFS サーバーについての情報を取得するコマンド

■

<NfsExportQueryParams/>: NFS エクスポートについての情報を取得するコマンド

■

<UserQuotaQueryParams/>: ファイルシステムのユーザークォータについての情報

を取得するコマンド
■

<MoverQueryParams>: データムーバーについての情報を取得するコマンド

■

<VdmQueryParams/>: 仮想データムーバーについての情報を取得するコマンド

■

<IscsiTargetQueryParams>: iSCSI ターゲットについての情報を取得するコマン

ド
■

<IscsiLunQueryParams/>: iSCSI LUN についての情報を取得するコマンド

■

<IscsiMaskQueryParams/>: iSCSI LUN のマスクについての情報を取得するコマ

ンド
■

<StorageSystemQueryParams storage=¥"<storage ID>¥"/>: Celerra エンク

ロージャについての詳しい情報を取得するコマンド
■

<ClariionDeviceQueryParams/>: CLARiiON バックエンドデバイスについての情

報を取得するコマンド
■

<SymmDeviceQueryParams/>: Symmetrix バックエンドデバイスについての情報を

取得するコマンド
p.78 の 「詳細検出に EMC VNX ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくだ
さい。

EMC VPLEX ストレージエンクロージャのコマンド
VPLEX オブジェクト（ストレージボリューム、エクステント、デバイス）についての情報を取
得するために、VPLEX アレイ上で cluster configdump コマンドが Veritas Operations
Manager 管理サーバーによって実行されます。
Veritas Operations Manager 管理サーバーは VPLEX アレイに対する HTTP 要求を
作成します。要求の形式は次のとおりです。
https://vplex IP address:443/vplex/cluster+configdump
EMC VPLEX ストレージシステムのすべてのストレージエンティティについての情報を取
得します。
p.80 の 「詳細検出に EMC VPLEX ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してく
ださい。
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3PAR ストレージエンクロージャのコマンド
SSH 通信を使い、次のコマンドを実行して 3PAR エンクロージャのストレージオブジェク
トを検出します。
■

showport: エンクロージャのアレイポートを検出するコマンド

■

showvv -d: エンクロージャの仮想ボリュームを検出するコマンド

■

showvv -r: エンクロージャの仮想ボリュームの RAW 容量を取得するコマンド

■

showpd: エンクロージャの物理ディスクの詳細を取得するコマンド

■

showpd -I: エンクロージャの拡張属性を取得するコマンド

■

showvv -showcols VSize_MB -p -prov tp* -cpg: 仮想シンボリュームのサイ

ズを取得するコマンド
■

shownet: エンクロージャの IP アドレスを取得するコマンド

■

showversion -s: 3PAR エンクロージャのバージョンを取得するコマンド

■

showsys: 3PAR エンクロージャの詳細を取得するコマンド

p.81 の 「詳細検出に 3PAR ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してください。

IBM SVC ストレージエンクロージャのコマンド
次のコマンドを使って、IBM SVC ストレージエンクロージャのさまざまなストレージオブ
ジェクトを検出します。
■

IBM SVC アレイのモデル番号を取得するコマンド:
echo SVC_PRODUCT_ID:$SVC_PRODUCT_ID

■

すべてのクラスタおよび詳細属性を取得するコマンド:
svcinfo lscluster -delim : -bytes $ID

■

すべてのノードおよびそれらの詳細属性を取得するコマンド:
svcinfo lsnode -delim : $ID

■

管理下のすべてのディスクグループおよびそれらの詳細属性を取得するコマンド:
svcinfo lsmdiskgrp -delim : -bytes $ID

■

管理下のすべてのディスクおよびそれらの詳細属性を取得するコマンド:
svcinfo lsmdisk -delim : -bytes $ID

■

すべてのボリュームおよびそれらの詳細属性を取得するコマンド:
svcinfo lsvdisk -delim : -bytes $ID

■

すべてのホストを取得するコマンド:
svcinfo lshost -delim : $ID
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■

vdisk 相関関係にホストを取得するコマンド:
svcinfo lshostvdiskmap -delim : -nohdr

■

すべての内部ドライブを取得するコマンド:
svcinfo lsdrive -delim : -bytes $ID

■

すべてのフラッシュコピーのマッピングを取得するコマンド:
svcinfo lsfcmap -delim : $ID

■

すべてのリモートコピーのマッピングを取得するコマンド:
svcinfo lsrcrelationship -delim : $ID

メモ: 入力したユーザーのクレデンシャルには対応する SSH キーペアがある必要があり
ます。SVC エンクロージャのバージョン 6.2.x.x 以前には秘密キーファイルが必要です。
p.82 の 「詳細検出に IBM SVC ストレージエンクロージャを追加する」 を参照してくださ
い。
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Storage Insight SDK Add-on
6.1 の概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Insight SDK Add-onについて

■

Storage Insight プラグインによって検出されるアレイオブジェクト

■

Storage Insight プラグインを作成する操作ワークフロー

■

Storage Insight SDK Add-onを使ったアレイ情報の検出について

Storage Insight SDK Add-onについて
Veritas Operations Manager は、複数ベンダーのストレージアレイに関する詳細な検出
情報を提供します。 この検出は、Storage Insight Add-onを通して有効にされます。 サ
ポート対象のエンクロージャの一覧については、『Veritas Operations Manager のハー
ドウェアとソフトウェアの互換性リスト(HSCL)』を参照してください。
アレイのストレージ検出が Storage Insight Add-onでサポートされていない場合、Storage
Insight SDK Add-on（Storage Insight SDK Add-on）を使って、Veritas Operations
Manager におけるそのアレイのサポートを追加できます。Storage Insight SDK Add-on
を使って、カスタマイズされたアレイ固有のアドオンを作成できます。カスタムアドオンは
Storage Insight プラグインと呼ばれています。Storage Insight プラグインが Veritas
Operations Manager 管理サーバーにインストールされると、Veritas Operations Manager
でアレイの詳細検出を実行できます。
p.185 の 「 Storage Insight プラグインの作成」 を参照してください。
p.196 の 「 Storage Insight プラグインの編集」 を参照してください。
p.197 の 「Storage Insight プラグインのテスト」 を参照してください。
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Storage Insight プラグインによって検出されるアレイオ
ブジェクト
Storage Insight プラグインを使って、以下のアレイオブジェクトを検出できます。
■

物理ディスク

■

論理ディスク

■

物理ディスクから論理ディスクへのマッピング

■

RAID グループとシンプール

■

物理レベル、RAID グループレベル、論理レベルでの容量の集計

■

エージェントレスホストと仮想ホストとの関連付け。これは論理ディスクとホストのマッピ
ング情報を模倣することで有効化されます。

■

エージェントホストとの関連付け。これはデバイス識別子の定義によって有効化されま
す。

■

ローカルレプリケーションとリモートレプリケーションのサポート

■

SAN はサポートされていますが、NAS の検出についてはサポートされません。

■

Storage Insight Add-onがサポートするその他すべての機能。たとえば、Veritas
Operations Manager による階層化、Symantec Storage Foundation の詳細スト
レージ認識が該当します。

エンクロージャオブジェクトの Veritas Operations Manager コンソールでの表現:
Storage Insight プラグインにより検出されたエンクロージャオブジェクトは、Veritas
Operations Manager コンソールに表示されます。検出されたオブジェクトは、Storage
Insight SDK Add-onコンソールでオブジェクト用語として登録したタブ名の下に表示され
ます。Veritas Operations Manager 管理サーバーコンソールの［ストレージ（Storage）］
パースペクティブで設定されたエンクロージャに関する詳細情報を表示できます。
p.155 の 「Storage Insight SDK Add-onについて」 を参照してください。
p.157 の 「Storage Insight SDK Add-onを使ったアレイ情報の検出について」 を参照し
てください。

Storage Insight プラグインを作成する操作ワークフロー
Storage Insight SDK Add-onの配備と Storage Insight プラグインの作成の 2 つは、
Storage Insight プラグインを使用したエンクロージャの情報を検出するための必須プロ
セスです。
Storage Insight SDK Add-onを管理対象ホストに配備し、Storage Insight SDK Add-on
コンソールを使用して、アレイ固有の Storage Insight プラグインを作成します。Veritas
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Operations Manager 管理サーバーに Storage Insight プラグインをアップロードおよび
インストールします。Storage Insight プラグインを正常にインストールしたら、Storage
Insight Add-onを使用してエンクロージャプロパティを検出します。
p.157 の 「Storage Insight SDK Add-onを使ったアレイ情報の検出について」 を参照し
てください。
p.158 の 「Storage Insight プラグインの作成について」 を参照してください。
p.185 の 「 Storage Insight プラグインの作成」 を参照してください。
p.196 の 「 Storage Insight プラグインの編集」 を参照してください。
p.197 の 「Storage Insight プラグインのテスト」 を参照してください。

Storage Insight SDK Add-onを使ったアレイ情報の検出
について
この処理は次の手順で行います。
■

Storage Insight SDK Add-onをダウンロードします。

■

管理対象ホストに Storage Insight SDK Add-onをインストールします。
p.160 の 「 Storage Insight SDK Add-onのインストールについて」 を参照してくださ
い。

■

検出スクリプトと追加のスクリプトを作成、検出するエンクロージャの機能を入力、デバ
イス識別子を選択し、他のエンクロージャの詳細を入力して、Storage Insight プラグ
インを作成します。
p.158 の 「Storage Insight プラグインの作成について」 を参照してください。

■

Veritas Operations Manager 管理サーバーに Storage Insight プラグインをアップ
ロードします。

■

Storage Insight Add-onを使って、アレイプロパティを設定および検出します。

p.155 の 「Storage Insight SDK Add-onについて」 を参照してください。
p.185 の 「 Storage Insight プラグインの作成」 を参照してください。
p.196 の 「 Storage Insight プラグインの編集」 を参照してください。
p.197 の 「Storage Insight プラグインのテスト」 を参照してください。
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この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Insight プラグインの作成について

■

Storage Insight プラグインの作成

■

Storage Insight プラグインの編集

■

Storage Insight プラグインのテスト

Storage Insight プラグインの作成について
Storage Insight SDK Add-onを使って、検出するアレイに関するメタデータを入力し、そ
のアレイ固有のプラグインを作成できます。このトピックでは Storage Insight プラグイン
を開発する手順を示します。
■

検出するアレイオブジェクトと、Veritas Operations Manager での表現を確認しま
す。たとえば、物理デバイス、論理デバイス、物理デバイスから論理デバイスへのマッ
ピング、RAID グループ、シンプールなどです。

■

アレイオブジェクトの検出に使用できるアレイの製造元 CLI を確認します。

■

製造元 CLI を呼び出す機構を確認します。製造元 CLI は、製造元 CLI がインストー
ルされている検出ホストから直接呼び出されますが、アレイへのログオンが必要にな
ることがあります。たとえば、Secure Shell（SSH）を使って CLI を呼び出します。

■

アレイの製造元 CLI が提供するデータを使って、オブジェクトのグローバル一意識別
子を生成する機構を定義します。
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■

検出スクリプトを作成します。検出スクリプトは、製造元 CLI を呼び出してアレイとアレ
イオブジェクトを検出します。検出スクリプトが準備されたら、Storage Insight SDK
Add-onコンソールを使って Storage Insight プラグインを作成できます。Storage
Insight SDK Add-onコンソールを起動して、［SI プラグインの作成（Create SI
plug-in）］オプションを選択します。
p.160 の 「検出スクリプトについて」 を参照してください。

■

検出スクリプトとともに、追加のヘルパースクリプトをアップロードすることもできます。
p.183 の 「追加のスクリプトについて」 を参照してください。

■

SCSI ページとバイト数について数式を作成し、アレイと論理ディスク（LUN）の一意
識別子を作成します。

■

ホストから、次の URL を起動します。
https://SDK-hostname:5634/admin/htdocs/sisdk.html
ここで、SDK-hostname には、Storage Insight SDK Add-onをインストールしたホス
トを指定します。

■

Storage Insight プラグインの作成: Storage Insight プラグインを作成するには、
Storage Insight SDK Add-onパネルで［SI プラグインの作成（Create SI plug-in）］
オプションを選択します。 Storage Insight プラグインを作成するとき、検出スクリプト
をアップロードし、その検出スクリプトで必要となる実行時引数を指定する必要があり
ます。
また、検出するアレイの特性と、その特性が Veritas Operations Manager でどのよ
うに表されるかを指定する必要もあります。指定済み検出スクリプトは、選択された特
性の検出を実装します。
エージェントホストが検出したストレージと、Storage Insight プラグインにより帯域外
で検出されたストレージとのエンドツーエンドの相関をサポートするには、アレイと論
理ディスクオブジェクトの識別子を作成するのに使用される特定の数式を提供する必
要もあります。Storage Insight プラグインは、Veritas Operations Manager のアドオ
ンとして配備されます。
メモ: プラグインは、製造元の名前、製品、検出方法の組み合わせによって一意に識
別されます。製造元と製品が同じでも、検出機構を変えて異なるプラグインを作成す
ることができます。
p.185 の 「 Storage Insight プラグインの作成」 を参照してください。
p.161 の 「検出スクリプトの引数について」 を参照してください。
p.162 の 「コマンドの例」 を参照してください。
p.163 の 「エンクロージャオブジェクトの検出順序」 を参照してください。
p.164 の 「エンクロージャ検出コマンドの出力について」 を参照してください。
p.183 の 「デバイス識別子について」 を参照してください。

■

Storage Insight プラグインをテストします。
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p.197 の 「Storage Insight プラグインのテスト」 を参照してください。
■

Storage Insight プラグインをインストールします。プラグインは Veritas Operations
Manager 管理サーバーにのみインストールできます。Veritas Operations Manager
コンソールの［配備の管理（Deployment Management）］ビューに移動し、プラグイ
ンのアップロード、インストールができます。
Storage Insight プラグインをアップロードする前に Storage Insight Add-onが Veritas
Operations Manager 管理サーバーにすでにインストールされていることを確認して
ください。 Storage Insight Add-onのバージョンは 5.0 以上でなければなりません。
Storage Insight プラグインを正常にインストールした後は、Storage Insight Add-on
コンソールを使ってアレイを検出できます。アレイ製造元、製品、検出機構は、Storage
Insight Add-onの［デバイス設定（Device Configuration）］ウィザードに表示されま
す。
p.51 の 「Storage Insight Add-on について」 を参照してください。

Storage Insight SDK Add-onのインストールについて
Storage Insight SDK Add-onは、管理対象ホストにのみインストールできます。 Veritas
Operations Manager のコンソール上で、［設定（Settings）］、［配備（Deployment）］の
順に移動して、アドオンをインストールします。
p.185 の 「 Storage Insight プラグインの作成」 を参照してください。
p.155 の 「Storage Insight SDK Add-onについて」 を参照してください。

検出スクリプトについて
検出スクリプトは Veritas Operations Manager によって使われ、アレイの特性、物理機
能、および論理機能に関する情報を検出します。
検出スクリプトは検出ホストにインストールされます。Veritas Operations Manager では、
Storage Insight アドオンを使ってアレイ情報を検出するには、管理対象ホストを検出ホ
ストとして指定する必要があります。検出ホストは、検出ホストにインストールされている検
出スクリプトによって使用される、製造元別のアレイ管理ツールを備えている必要がありま
す。Storage Insight Add-onの［デバイス設定（device configuration）］パネルでこの検
出ホストを選択する必要があります。
p.51 の 「Storage Insight Add-on について」 を参照してください。
また、検出スクリプトは実行時引数を必要とします。たとえば、アレイホスト名、IP アドレス、
ユーザー名、パスワードです。Storage Insight SDK Add-onの［設定パラメータ
（configuration parameters）］パネルにこれらの引数を入力する必要があります。引数を
追加すると、ユーザー定義引数を取るコマンドの一部が作成されます。必要であればイ
ンタープリタを含むこともあります。
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メモ: Veritas Operations Manager 管理サーバーに Storage Insight プラグインが正常
にインストールされると、Storage Insight Add-onを使ってエンクロージャの詳細検出を
設定するウィザードパネルでこれらの引数を表示できます。
1 つの Storage Insight プラグインに対して 1 つの検出スクリプトのみを追加できます。
任意のプログラミング言語を使って検出スクリプトを作成できます。ただし、その言語はア
レイからのオブジェクトの特定の種類を検出するために、定義済みの引数をサポートして
いる必要があります。検出スクリプトは任意のインタープリタを使って呼び出すことができ
ます。たとえば、JAVA、Perl、シェル、バッチ、Windows PowerShell などです。各アレ
イオブジェクトの種類を検出するためのコマンドオプションを、検出スクリプトに実装する
必要があります。
検出スクリプトがパフォーマンスチェックや Storage Insight プラグインに関する情報取得
のようなタスクに使用する、追加のスクリプトを指定することもできます。
メモ: すべての追加スクリプトが検出スクリプトによって直接使用されるわけではありませ
ん。たとえば、定義済みスクリプト(check_evn.pl)は検出スクリプトにより使用されません。
事前定義済みのスクリプトは Veritas Operations Manager によって、検出ホストがイン
ストール要件を満たすかどうかをチェックするために使われます。同様に、Readme.html
も検出スクリプトにより使用されません。これらのスクリプト以外であれば、検出スクリプトに
より直接使用することができるその他のスクリプトを追加できます。
p.183 の 「追加のスクリプトについて」 を参照してください。
p.185 の 「 Storage Insight プラグインの作成」 を参照してください。
p.196 の 「 Storage Insight プラグインの編集」 を参照してください。
p.197 の 「Storage Insight プラグインのテスト」 を参照してください。

検出スクリプトの引数について
検出スクリプトの実行時引数は、アレイオブジェクトを検出するために Storage Insight プ
ラグインのエージェントレットが検出スクリプトを実行したときに検出スクリプトに渡されま
す。［設定パラメータ（Configuration Parameters）］ウィザードパネルで、これらのパラメー
タを入力できます。実行時引数はコマンドを形成します。
引数の 2 つの種類は次のとおりです。
■

ユーザー定義: これらはアレイにアクセスするために検出スクリプトによって呼び出さ
れる、基本的な製造元 CLI に必要な引数です。
たとえば、discover-array.pl --ip ${ip} --user ${user} --password
${password} コマンドには 3 つの実行時引数があります。ip、user、password で
す。
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Storage Insight プラグインが正常にインストールされたら、Storage Insight Add-on
の［デバイス設定（Device Configuration）］ウィザードパネルで、これらの引数を表示
できます。これらの引数の値を入力する必要があります。
■

事前定義済み: 事前定義済み引数はアレイオブジェクトの種類を検出するコマンドラ
インオプションです。
たとえば、discover-array.pl --list pdevs です。この例では、--list pdevs
が検出スクリプトに実装する必要があるコマンドオプションです。コマンドは設定済み
アレイから検出されるすべての物理ディスクのレコードを表示します。レコードの出力
形式は事前定義済みです。

前述のコマンドが実行されると、ユーザー定義の引数もコマンドに渡されます。この例で
は、物理ディスクを検出するためにエージェントレットによって呼び出される完全なコマン
ドラインを示します。
"discover-array.pl --ip 10.2.1.0 --user admin --password adminpassword
--list pdevs"

p.160 の 「検出スクリプトについて」 を参照してください。
p.162 の 「コマンドの例」 を参照してください。
p.163 の 「エンクロージャオブジェクトの検出順序」 を参照してください。

コマンドの例
このトピックでは Storage Insight SDK Add-onを使ったコマンドの作成方法を説明しま
す。
■

Perl を使って検出スクリプト discover-array.pl を作成します。

■

実行時引数として、ユーザー名、IP アドレス、パスワードを入力し、次の CLI オプショ
ンを入力します。
■

ユーザー名: username

■

パスワード: pwd

■

IP アドレス: IP

作成されるコマンドは次のとおりです。
"discover-array.pl --username ${username} --pwd ${pwd} --IP ${IP}"
■

［エンクロージャ機能（Enclosure Capabilities）］パネルで［物理ディスクの検出
（Discover Physical Disks）］オプションを選択します。

処理の最後に、次のコマンドが作成されます。
"discover-array.pl --username ${username} --pwd ${pwd} --IP ${IP}
--list pdevs"
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ユーザー名、IP、パスワードの値が実行中にユーザーによって提供され、完全なコマンド
が作成されます。次に例を示します。
"discover-array.pl --username admin --pwd adminpassword --IP 10.2.1.0
--list pdevs"

上の例では、物理ディスクに関する情報が提供されます。ただし、論理デバイス、アレイ
ポート、アダプタ、レプリケーション、論理グループを検出オブジェクトとして選択できま
す。オプションごとに別のコマンドが作成されます。
メモ: 検出スクリプトが Perl スクリプトの場合、Veritas Operations Manager はそのスクリ
プトを VRTSsfmh パッケージが提供する Perl で暗黙のうちに呼び出します。スクリプトは
sfmh-install-dir/bin/perl にあります。
p.163 の 「エンクロージャオブジェクトの検出順序」 を参照してください。
p.160 の 「検出スクリプトについて」 を参照してください。
p.164 の 「エンクロージャ検出コマンドの出力について」 を参照してください。

エンクロージャオブジェクトの検出順序
Storage Insight SDK Add-onは、エンクロージャとエンクロージャオブジェクトを検出す
るための検出スクリプトを呼び出すエージェントレットを作成します。エージェントレットは
Storage Insight プラグインにバンドルされています。アレイオブジェクトは次の順序で検
出されます。
■

新規デバイスの設定中に、Veritas Operations Manager は check_env.pl スクリプ
トを実行します。その後、検出スクリプトが（-list encl オプションを使って）実行さ
れます。

■

--get-data コマンドが実行されます。

get-data コマンドの実装は省略可能です。get-data コマンドは検出スクリプトに対し
て提供されるフックのため、get-data コマンドを呼び出すときにアレイからのすべての
必須データをプリフェッチすることができます。以降のコマンドはアレイを再クエリーす
るのではなく、同じデータを使うことができます。
■

エンクロージャオブジェクトの検出: 最初のプローブが成功した後、詳細検出が有効
になったときに発生します。エンクロージャオブジェクトは次の順序で検出されます。
■

--list adapters

■

--list ports

■

--list pdevs

■

--list raidgroups

■

--list rgpdevmap
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■

■

--list ldevs

■

--list replications

■

--list meta-ldevs

■

--list thinpools

■

--list rgldevmap

■

--list tpldevmap

■

--list tpsourceldevmap

■

--list ldevpdevmap

■

--list ldevhostmap

■

--list capacities

--cleanup: クリーンアップを実行するために検出スクリプトに提供されるフックです。

前述のいずれかのオプションの機能を選択していない場合、対応するコマンドは呼び出
されません。
メモ: 検出スクリプトと check_env.pl スクリプトには、SI_PLUGIN_DIR と呼ばれる環境
変数も渡されます。SI_PLUGIN_DIR は、検出スクリプトまたは追加スクリプトがインストー
ルされている検出ホスト上の場所です。SI_PLUGIN_WORK_DIR は別の環境変数で、デー
タファイルを格納する作業領域として Storage Insight プラグインにより使用されます。た
とえば、get-data オプションが実装されている場合、フェッチされたデータはこの場所に
格納できます。
p.158 の 「Storage Insight プラグインの作成について」 を参照してください。
p.162 の 「コマンドの例」 を参照してください。
p.185 の 「 Storage Insight プラグインの作成」 を参照してください。
p.196 の 「 Storage Insight プラグインの編集」 を参照してください。
p.197 の 「Storage Insight プラグインのテスト」 を参照してください。

エンクロージャ検出コマンドの出力について
このセクションでは各検出コマンドが検出するデータの詳細と、表示されるデータの形式
について説明します。
各コマンドは検出オブジェクトのレコードを出力します。たとえば、--list pdev はエン
クロージャの各物理ディスクを別々のレコードとして表示します。レコードには属性と属性
値が表示されます。
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レコード 1

Attribute 1 : Value 1
Attribute 2 : Value 2
Attribute 3 : Value 3
Attribute N : Value N

レコード 2

Attribute 1 : Value 1
Attribute 2 : Value 2
Attribute 3 : Value 3
Attribute N : Value N

レコード N

Attribute 1 : Value 1
Attribute 2 : Value 2
Attribute 3 : Value 3
Attribute N : Value N

値を伴う各属性は、異なる行に存在する必要があります。属性とその値はコロン（:）で区
切る必要があります。属性値が分からない場合は「-」を指定できます。
レコード内の属性順序には関連性はありません。レコード識別子属性は、各レコードの先
頭に設定する必要があります。詳しくは、Dell Compellent Storage Insight プラグインサ
ンプルのコマンド出力ファイルを参照してください。ファイルは管理対象ホスト上に格納さ
れます。
/opt/VRTSsfmh/etc/SISdk/samples/compellent/compellent_data.tar.gz

コマンドと属性の完全なリストについては、特定のコマンドセクションを参照してください。
p.155 の 「Storage Insight SDK Add-onについて」 を参照してください。

すべてのエンクロージャを検出する --list encls コマンド
--list encls コマンドはすべてのエンクロージャを表示します。各エンクロージャはレ

コード識別子の Id 属性から始まるレコードとして表示されます。
表 14-1

--list encls

属性

説明

データ コメント
の種類

Id

エンクロージャのグローバル
一意識別子です。

String

Storage Insight プラグイン作成中に
指定される、エンクロージャ識別子の
数式によって SCSI ページから取得
される識別子と一致します。
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属性

説明

データ コメント
の種類

Name

エンクロージャのインスタンス String
の名前です。

SerialNo

エンクロージャのシリアル番号 String
です。

FirmwareVersion エンクロージャのファームウェ String
アのバージョンです。
製造元（Vendor） エンクロージャ製造元の名前 String
です。

たとえば、EMC Symmetrix エンクロー
ジャの製造元は EMC です。

製品（Product）

製品の名前です。

String

たとえば、EMC Symmetrix アレイの
製品名は Symmetrix です。

Model

製品のモデルです。

String

たとえば、EMC Symmetrix アレイの
モデルは DMX と VMAX です。

IPAddress

ホストの IP アドレスです。

String

AutoComputeCaps 他の検出コマンドによって検 Boolean 期待値は、1 または 0 です。
出されるオブジェクトを使用し
容量集計の自動計算を有効にする場
て、Storage Insight プラグイ
合は、1 を指定します。
ンのエージェントレットが
0 ならば、-list capacities コマ
waterfall チャート内の容量集
ンドが実装されていることが予想され
計を自動的に計算するかどう
ます。
かを意味します。
AltId

エンクロージャの省略可能な String
代替一意識別子です。この識
別子はグローバルに一意で
ある必要があります。

これは省略可能な引数です。この引
数はレプリケーション対象のリモートエ
ンクロージャを識別するときに有用で
す。

エンクロージャのすべての物理ディスクを検出する --list pdevs
--encl enclosure Id コマンド
--list pdevs --encl enclosure Id コマンドは、-encl 引数で指定されたエンク

ロージャのすべての物理ディスクを表示します。enclosure Id は -list encls コマンド
によってレポートされるエンクロージャの識別子です。
各物理ディスクはレコード識別子の Id 属性から始まるレコードとして表示されます
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表 14-2

--list pdevs --encl enclosure Id

属性

説明

Id

物理ディスクのグロー String
バル一意識別子で
す。

Name

物理ディスクの名前
です。

PhysicalSize

未加工の物理ディス Decimal
クの合計サイズです。

MB で表されます。

AvailableSize

空きまたは利用可能 Decimal
な物理部分のサイズ
です。

MB で表されます。

SpareSize

エンクロージャで予備 Decimal
のサイズ（内部のハウ
スキーピングに使わ
れる）として使われる
物理部分のサイズで
す。

MB で表されます。

Shared

物理ディスクが RAID Boolean
グループのような複
数の物理グループの
一部かどうかを示しま
す。

物理ディスクが共有されている場合
の期待値は 1 で、共有されていな
い場合の期待値は 0 です。

RPM

物理ディスクの RPM Integer
です。

状態（State）

物理ディスクの状態 Integer
です。ディスクが正常
かどうかを示します。

物理ディスクが正常であれば期待
値は 0 で、正常でなければ期待値
は 1 です。

MediaType

物理ディスクのメディ String
アの種類です。

期待値は、次のいずれかです。

VendorMediaType メディアの種類の追
加の分類です。

データの種類 コメント
識別子を作成する方法の 1 つは、
物理ディスクの名前とエンクロージャ
の識別子を組み合わせることです。

String

String

HDD と SSD
許容値は SED、FC、SATA、BD、
SAS、NL-SAS、SAS （SED）です。
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エンクロージャのすべての論理ディスクを検出する --list ldevs
--encl enclosure Id コマンド
--list ldevs --encl enclosure Id コマンドは、-encl 引数で指定されたエンク

ロージャのすべての論理ディスクを表示します。enclosure Id は -list encls コマンド
によってレポートされるエンクロージャの識別子です。
各論理ディスクはレコード識別子の Id 属性から始まるレコードとして表示されます。
表 14-3

--list ldevs --encl enclosure Id

属性

説明

データの種 コメント
類

Id

論理ディスクのグロー String
バル一意識別子で
す。

Name

論理ディスクの名前
です。

String

LogicalSize

論理ディスクの論理
サイズです。

Decimal

RawSize

論理ディスクに割り当 Decimal
て済みの未加工の物
理ストレージです。

MB で表されます。

Thin

論理ディスクがシン Boolean
ディスクかどうかを示
します。

論理ディスクがシンディスクの場合
の期待値は 1 で、シックディスクの
場合は期待値は 0 です。

ThinConsumedSize

シン論理ディスクの論 Decimal
理的に使用されたサ
イズです。

MB で表されます。論理ディスクが
シンディスクの場合のみ適用でき
ます。シン論理ディスクについて
は、使用されているサイズであり、
予約済みのサイズではありません。

この識別子は Storage Insight プ
ラグイン作成中に指定される論理
ディスク識別子の数式を使用して
SCSI ページから取得される識別
子と一致します。

MB で表されます。シン論理ディス
クについては、予約済みのサイズ
であり、使用されているサイズでは
ありません。
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属性

説明

ThinConsumedRawSize シン論理ディスクに
よって使用される未
加工の物理ストレー
ジです。

データの種 コメント
類
Decimal

MB で表されます。この容量はシ
ン論理ディスクにのみ適用できま
す。論理ディスクによって使用され
る未加工の物理ストレージです。
論理ストレージに対応する物理ス
トレージの容量は、
ThinConsumedSize で表示され
ます。

RaidLevel

論理ディスクの RAID String
レベルです。

たとえば、RAID 5 です。

Layout

論理ディスクの製造
元別のレイアウトで
す。

Assigned

論理ディスクがホスト Boolean
または任意のフロント
エンドアレイに割り当
て済みかどうかを示し
ます。

論理ディスクが割り当て済みであ
れば期待値は 1 で、割り当て済み
でなければ期待値は 0 です。

Virtual

論理ディスクが任意 Boolean
のバックエンドアレイ
からのパススルーで
あるかどうかを示しま
す。

論理ディスクが仮想ディスクであれ
ば期待値は 1 で、仮想ディスクで
なければ期待値は 0 です。

Administrative

論理ディスクが管理 Boolean
上の目的で使われて
いるかどうかを示しま
す。

論理ディスクが管理用であれば期
待値は 1 で、管理用でなければ期
待値は 0 です。

FaultTolerant

論理ディスクが耐障 Boolean
害性かどうかを示しま
す。つまり、論理ディ
スクが RAID で保護
されているかどうかで
す。

論理ディスクが耐障害性であれば
期待値は 1 で、耐障害性でなけれ
ば期待値は 0 です。

String
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属性

説明

データの種 コメント
類

AltId

論理デバイスの省略 String
可能な代替一意識別
子です。この識別子
はグローバルに一意
である必要がありま
す。

省略可能な引数です。この引数は
リモートでレプリケートされた論理
デバイスの対象を識別するときに
有用です。
詳しくは、
--list-replications コマン
ドを参照してください。

エンクロージャのすべてのアダプタを検出する --list adapters
--encl enclosure Id コマンド
--list adapters --encl enclosure Id コマンドは、-encl 引数で指定されたエン

クロージャのすべてのアダプタを表示します。enclosure Id は -list encls コマンドに
よってレポートされるエンクロージャの識別子です。
各アダプタはレコード識別子の Id 属性から始まるレコードとして表示されます。
表 14-4

--list adapters --encl enclosure Id

属性

説明

データの種類

Id

アダプタのグローバル一意識
別子です。

String

Name

アダプタの名前です。

String

Type

アダプタの種類です。

String

コメント

期待値は FC、iSCSI、SAS、
FCoE です。

エンクロージャのすべてのポートを検出する --list ports --encl
enclosure Id コマンド
--list ports --encl enclosure Id コマンドは、-encl 引数で指定されたエンク

ロージャのすべてのポートを表示します。enclosure Id は -list encls コマンドによっ
てレポートされるエンクロージャの識別子です。
各ポートはレコード識別子の Id 属性から始まるレコードとして表示されます。
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表 14-5

--list ports --encl enclosure Id

属性

説明

データの種類 コメント

Id

ポートのグローバル一 String
意識別子です。

Name

ポートの名前です。

String

Type

ポートの種類です。

String

WWPN

ポートの WWPNで
す。

String

WWNN

ポートの WWNNで
す。

String

AdapterId

エンクロージャ上の
String
ポートのアダプタの識
別子です。

State

ポートの状態です。

Boolean

通常はポートの World Wide Port
Name（WWPN）です。

許容値は FC、iSCSI、SAS、FCoE で
す。

ポートが起動中の場合の期待値は 0
で、起動していない場合の期待値は
1 です。

エンクロージャの物理的容量、RAID グループの容量、論理的容
量の集計を検出する --list capacities --encl enclosure Id コマン
ド
--list capacities --encl enclosure Id コマンドは、-encl 引数で指定されたエ

ンクロージャの物理的容量、RAID グループの容量、論理的容量の集計を表示します。
enclosure Id は -list encls コマンドによってレポートされるエンクロージャの識別子
です。これらの容量は、Veritas Operations Manager コンソールのエンクロージャの概
要ページの waterfall チャートに表示されます。
このコマンドにより、以下に説明する容量の値がすべて列記された 1 つのレコードができ
ます。
表 14-6

--list capacities --encl enclosure Id

属性

説明

データ コメント
の種類

Id

エンクロージャのグローバル一 String
意識別子です。

レコードの識別子です。
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属性

説明

データ コメント
の種類

PhySize

エンクロージャの現在の未加
工の物理ストレージの合計で
す。

Decimal MB で表されます。

PhyConfigSize

設定されたエンクロージャの未 Decimal MB で表されます。
加工の物理ストレージの合計
です。これは RAID グループ
またはシンプールのようなある
種のアレイグループに割り当て
済みの容量、または論理ディス
クに直接割り当て済みの容量
です。

PhySpareSize

内部のハウスキーピングに使 Decimal MB で表されます。
われる物理ストレージの合計サ
イズです。

PhyUnConfigSize

未設定の物理ストレージの合 Decimal MB で表されます。
計です。予備の容量は含んで
いません。

RGSize

エンクロージャのすべての
RAID グループの論理サイズ
の合計です。

Decimal MB で表されます。
アレイが RAID グループ対
応の場合のみ適用できます。

RGFreeSize

空きでまだ論理ディスクに切り Decimal MB で表されます。
出されていない、エンクロー
アレイが RAID グループ対
ジャのすべての RAID グルー
応の場合のみ適用できます。
プの論理サイズの合計です。

RGAddrSize

エンクロージャのすべての
Decimal MB で表されます。
RAID グループの論理アドレス
アレイが RAID グループ対
指定可能な合計サイズです。
応の場合のみ適用できます。
つまり、論理ディスクに切り出さ
れた RAID グループの論理サ
イズです。

RGOverheadSize

エンクロージャのすべての
RAID グループのオーバー
ヘッドサイズの合計です。

LogicalSize

Decimal MB で表されます。
アレイが RAID グループ対
応の場合のみ適用できます。

エンクロージャの論理ストレー Decimal MB で表されます。
ジの合計サイズです。
アレイが RAID グループ対
応の場合のみ適用できます。
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属性

説明

データ コメント
の種類

LogicalAssignedSize

ホストまたは任意のフロントエン Decimal MB で表されます。
ドアレイに割り当てられたエン
クロージャの論理ストレージの
合計です。

LogicalUnassignedSize ホストまたは任意のフロントエン Decimal MB で表されます。
ドアレイに割り当てられていな
いエンクロージャの論理スト
レージの合計です。
LogicalAdminSize

管理目的に使われるエンクロー Decimal MB で表されます。
ジャの論理ストレージの合計で
す。

LogicalRepTargetSize レプリケーション先として使わ
れるエンクロージャの論理スト
レージの合計です。

Decimal MB で表されます。

p.164 の 「エンクロージャ検出コマンドの出力について」 を参照してください。
p.158 の 「Storage Insight プラグインの作成について」 を参照してください。
p.160 の 「検出スクリプトについて」 を参照してください。

エンクロージャにおける論理ディスクと物理ディスクのマッピングを
検出する --list ldevpdevmap --encl enclosure Id コマンド
--list ldevpdevmap --encl enclosure Id コマンドは、-encl 引数で指定され

たエンクロージャにおいて論理ディスクによりストレージが使われている物理ディスクを表
示します。enclosure Id は -list encls コマンドによってレポートされるエンクロージャ
の識別子です。
各レコードは論理ディスクと、その論理ディスクが使用するストレージが存在する物理ディ
スクを表示します。論理ディスクが複数の物理ディスクのストレージを使用する場合、同じ
論理ディスクに対して複数のレコードがあります。Id 属性はレコード識別子です。
表 14-7

--list ldevpdevmap --encl enclosure Id

属性

説明

データの種類

Ldev

論理ディスクのグローバル一意識別子です。 String

Pdev

対応する物理ディスクのグローバル一意識別 String
子です。
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p.164 の 「エンクロージャ検出コマンドの出力について」 を参照してください。
p.158 の 「Storage Insight プラグインの作成について」 を参照してください。
p.160 の 「検出スクリプトについて」 を参照してください。

エンクロージャにおける論理デバイスとホストのマッピングを検出
する --list ldevhostmap --encl enclosure Id コマンド
--list ldevhostmap --encl enclosure Id コマンドは、-encl 引数で指定され

たエンクロージャのマスク情報を表示します。enclosure Id は -list encls コマンドに
よってレポートされるエンクロージャの識別子です。
各レコードには以下に説明するようなマスク情報が表示されます。
表 14-8

--list ldevhostmap --encl enclosure Id

属性

説明

データ
の種類

Id

論理ディスクのグローバル一意 String
識別子です。

HbaPortWWPN

論理ディスクがマップされた
String
HBA ポートの World Wide Port
Name（WWPN）です。

ArrayPortWWPN

論理ディスクがマップされたアレ String
イポートの World Wide Port
Name（WWPN）です。

LunId

アレイポートのコンテキスト内に String
ある論理ディスクの SCSI LunId
です。

コメント

LunId は大文字の 16 進数
で表示されます。たとえば、
3C です。

p.164 の 「エンクロージャ検出コマンドの出力について」 を参照してください。
p.158 の 「Storage Insight プラグインの作成について」 を参照してください。
p.160 の 「検出スクリプトについて」 を参照してください。

エンクロージャにおけるメタ論理ディスクとセグメント論理ディスク
のマッピングを検出する --list meta-ldevs --encl enclosure Id コ
マンド
--list meta-ldevs --encl enclosure Id コマンドは、-encl で指定されたエン

クロージャにおけるメタ論理ディスクとそれに対応するセグメント論理ディスクのマッピング
を表示します。enclosure Id は -list encls コマンドによってレポートされるエンクロー
ジャの識別子です。
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各レコードには以下に説明するようなマッピング情報が表示されます。
表 14-9

--list meta-ldevs --encl enclosure Id

属性

説明

データの種類

Id

メタ論理ディスクのグローバル一意識別子 String
です。

SegmentId

セグメント論理ディスクのグローバル一意
識別子です。

String

p.164 の 「エンクロージャ検出コマンドの出力について」 を参照してください。
p.158 の 「Storage Insight プラグインの作成について」 を参照してください。
p.160 の 「検出スクリプトについて」 を参照してください。

エンクロージャの RAID グループを検出する --list raidgroups
--encl enclosure Id コマンド
--list raidgroups --encl enclosure Id コマンドは、-encl 引数で指定されたエ

ンクロージャのすべての RAID グループを表示します。enclosure Id は -list encls
コマンドによってレポートされるエンクロージャの識別子です。
各 RAID グループはレコード識別子の Id 属性から始まるレコードとして表示されます。
RAID グループの情報を以下に示します。
表 14-10

--list raidgroups --encl enclosure Id

属性

説明

データの種 コメント
類

Id

RAID グループのグローバル
一意識別子です。

String

Name

RAID グループの名前です。

String

State

RAID グループの状態です。

Integer

PdevCount

RAID グループを作成する物
理ディスクの合計数です。

Integer

RawSize

RAID グループの未加工の物 Decimal
理サイズの合計です。

RAID グループが正常であれ
ば値は 0 で、正常でない場合
は 1 です。

MB で表されます。
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属性

説明

データの種 コメント
類

OverheadSize

RAID グループがもたらす
RAID オーバーヘッドです。

Decimal

MB で表されます。

LogicalSize

RAID グループの論理サイズ
の合計です。

Decimal

MB で表されます。

LogicalUsedSize 論理ディスクとして切り出し済
みの論理サイズの合計です。

Decimal

MB で表されます。

LogicalFreeSize 論理ディスクとしてまだ切り出さ Decimal
れていない論理サイズの合計
です。

MB で表されます。

RaidLevel

RAID グループの RAID レベ
ルです。

LogicalSize = RawSize OverheadSize

String

LogicalFreeSize =
LogicalSize LogicalUsedSize
たとえば、RAID 5（6D+1P）や
RAID 0 です。

p.164 の 「エンクロージャ検出コマンドの出力について」 を参照してください。
p.158 の 「Storage Insight プラグインの作成について」 を参照してください。
p.160 の 「検出スクリプトについて」 を参照してください。

エンクロージャのすべてのシンプールを検出する --list thinpools
--encl enclosure Id コマンド
--list thinpools --encl enclosure Id コマンドは、-encl 引数で指定されたエ

ンクロージャのすべてのシンプールを表示します。enclosure Id は -list encls コマン
ドによってレポートされるエンクロージャの識別子です。
各シンプールはレコード識別子の Id 属性から始まるレコードとして表示されます。シン
プールの情報を以下に示します。
表 14-11

--list thinpools --encl enclosure Id

属性

説明

データの種 コメント
類

Id

シンプールのグローバル一意
識別子です。

String

Name

シンプールの名前です。

String

176

第 14 章 Veritas Operations Manager Storage Insight プラグインの管理
Storage Insight プラグインの作成について

属性

説明

データの種 コメント
類

State

シンプールの状態です。

Integer

シンプールが正常であれば値
は 0 で、正常でない場合は 1
です。

SourceDevCount シンプールを作成するソース物 Integer
理ディスクまたは論理ディスク
の合計数です。これらのデバイ
スは、シンプールのストレージ
容量の元となるデバイスで、シ
ンプールから切り出された実際
の論理ディスクではありません。
VolumeCount

シンプールから切り出されたシ Integer
ン論理ディスクの合計数です。

RawSize

シンプールの未加工の物理サ Decimal
イズの合計です。

MB で表されます。

OverheadSize

シンプールがもたらす RAID
オーバーヘッドです。

Decimal

MB で表されます。

LogicalSize

シンプールの論理サイズの合
計です。

Decimal

MB で表されます。

LogicalUsedSize 論理ディスクとして切り出し済
みの論理サイズの合計です。

Decimal

MB で表されます。

LogicalFreeSize 論理ディスクとしてまだ切り出さ Decimal
れていない論理サイズの合計
です。

MB で表されます。

RaidLevel

該当する場合、シンプールの
RAID レベルです。

LogicalSize = RawSize OverheadSize

String

SubscribedSize シンプールの予約済みサイズ Decimal
です。

LogicalFreeSize =
LogicalSize LogicalUsedSize
たとえば、RAID 5（6D+1P）や
RAID 0 です。
シンプールの予約済み論理サ
イズです。これはシンプールか
ら切り出されるすべてのシン論
理ディスクの予約済みサイズの
合計です。

p.164 の 「エンクロージャ検出コマンドの出力について」 を参照してください。
p.158 の 「Storage Insight プラグインの作成について」 を参照してください。
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p.160 の 「検出スクリプトについて」 を参照してください。

エンクロージャにおける RAID グループと物理ディスクのマッピン
グを検出する --list rgpdevmap --encl enclosure Id コマンド
--list rgpdevmap --encl enclosure Id コマンドは、-encl 引数で指定されるエ

ンクロージャにおける RAID グループと、RAID グループを構成する物理ディスクのマッ
ピングを表示します。enclosure Id は -list encls コマンドによってレポートされるエン
クロージャの識別子です。
各レコードには以下に説明するようなマッピング情報が表示されます。
表 14-12

--list rgpdevmap --encl enclosure Id

属性

説明

データの種類

Rg

RAID グループのグローバル一意識別子です。

String

Pdev

物理ディスクのグローバル一意識別子です。

String

p.164 の 「エンクロージャ検出コマンドの出力について」 を参照してください。
p.158 の 「Storage Insight プラグインの作成について」 を参照してください。
p.160 の 「検出スクリプトについて」 を参照してください。

エンクロージャにおける RAID グループと論理デバイスのマッピン
グを検出する --list rgldevmap --encl enclosure Id コマンド
--list rgldevmap --encl enclosure Id コマンドは、-encl 引数で指定されるエ

ンクロージャにおける RAID グループと、RAID グループから切り出される論理ディスクの
マッピングを表示します。
enclosure Id は -list encls コマンドによってレポートされるエンクロージャの識別子
です。各レコードには以下に説明するようなマッピング情報が表示されます。
表 14-13

--list rgldevmap --encl enclosure Id

属性

説明

データの種類

Rg

RAID グループのグローバル一意識別子です。

String

Ldev

論理ディスクのグローバル一意識別子です。

String

p.164 の 「エンクロージャ検出コマンドの出力について」 を参照してください。
p.158 の 「Storage Insight プラグインの作成について」 を参照してください。
p.160 の 「検出スクリプトについて」 を参照してください。

178

第 14 章 Veritas Operations Manager Storage Insight プラグインの管理
Storage Insight プラグインの作成について

エンクロージャにおけるシンプールとソース論理デバイスのマッピ
ングを検出する --list tpsrcldevmap --encl enclosure Id コマンド
--list tpsrcldevmap --encl enclosure Id コマンドは、シンプールと -encl 引

数により指定されるエンクロージャのシンプールを構成するソース論理ディスクのマッピン
グを表示します。
enclosure Id は -list encls コマンドによってレポートされるエンクロージャの識別子
です。
メモ: 論理ディスクはシンプールのストレージ容量の元であり、シンプールから切り出され
た実際の論理ディスクではありません。このコマンドはシンプールがシック論理ディスク（物
理ディスクではない）によってバックアップされるアレイに適用できます。
各レコードには以下に説明するようなマッピング情報が表示されます。
表 14-14

--list tpsrcldevmap --encl enclosure Id

属性

説明

データの種類

Tp

シンプールのグローバル一意識別子です。

String

Ldev

ソース論理ディスクのグローバル一意識別子で
す。

String

p.164 の 「エンクロージャ検出コマンドの出力について」 を参照してください。
p.158 の 「Storage Insight プラグインの作成について」 を参照してください。
p.160 の 「検出スクリプトについて」 を参照してください。

エンクロージャにおけるシンプールと論理デバイスのマッピングを
検出する --list tpldevmap --encl enclosure Id コマンド
--list tpldevmap --encl enclosure Id コマンドは、-encl 引数により指定され

たエンクロージャにおけるシンプールとシンプールから切り出されたソースディスクのマッ
ピングを表示します。
enclosure Id は -list encls コマンドによってレポートされるエンクロージャの識別子
です。
各レコードには以下に説明するようなマッピング情報が表示されます。
表 14-15

--list tpldevmap --encl enclosure Id

属性

説明

データの種類

Tp

シンプールのグローバル一意識別子です。

String
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属性

説明

データの種類

Ldev

シン論理ディスクのグローバル一意識別子です。

String

p.164 の 「エンクロージャ検出コマンドの出力について」 を参照してください。
p.158 の 「Storage Insight プラグインの作成について」 を参照してください。
p.160 の 「検出スクリプトについて」 を参照してください。

エンクロージャのレプリケーションを検出する --list replications
--encl enclosure Id コマンド
--list replications --encl enclosure Id コマンドは -encl 引数で指定され

たエンクロージャのレプリケーションに関する情報を表示します。
enclosure Id は -list encls コマンドによってレポートされるエンクロージャの識別子
です。
各レプリケーションはレコード識別子の Id 属性から始まるレコードとして表示されます。
レプリケーションのレプリケーション元とレプリケーション先のペアに対して、1 つのレコー
ドがレポートされます。
各レコードには以下に説明するようなマッピング情報が表示されます。
表 14-16

--list replications --encl enclosure Id

属性

説明

Id

レプリケーション元とレプリケー String
ション先の論理ディスクのグ
ローバル一意識別子です。

Designation

Id 属性によって指定される論 Integer
理ディスクがレプリケーション元
かレプリケーション先かを示し
ます。

PartnerId

Id がレプリケーション元である String
場合のレプリケーション先のグ
ローバル一意識別子です。
そして PartnerId は、Id がレ
プリケーション先を示す場合、
レプリケーション元のグローバ
ル一意識別子です。

データの コメント
種類

Id がレプリケーション元の場
合の値は 0 で、レプリケー
ション先の場合の値は 1 で
す。
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属性

説明

データの コメント
種類

PartnerName

PartnerId に対応する論理 String
ディスクの名前です。

AcrossEncls

レプリケーションをエンクロー Boolean
ジャ全体で行うことを示します。
つまり、レプリケーション元また
はレプリケーション先が、異な
るエンクロージャにあることを意
味します。

レプリケーションがローカル
の場合の値は 0 で、レプリ
ケーションがリモートの場合
の値は 1 です。

RemoteEnclId

リモートエンクロージャのグロー String
バル一意識別子です。これは
リモートレプリケーションのみに
適用できます。

RemoteEnclId は、3 つの属
性 RemoteEnclName、
RemoteEnclVendor、
RemoteEnclModel がす
べて指定済みの場合は省略
可能です。

RemoteEnclName

リモートエンクロージャの名前 String
です。 これはリモートレプリケー
ションのみに適用できます。

RemoteEnclVendor

リモートエンクロージャ製造元 String
の名前です。 これはリモートレ
プリケーションのみに適用でき
ます。

レプリケーションがリモートで
行われ、リモートエンクロー
ジャの製造元が指定されて
いない場合、ローカルのエン
クロージャ（enclosure Id
で参照される）のレプリケー
ションと同じであるとみなされ
ます。

RemoteEnclModel

リモートエンクロージャの製品
名です。これはリモートレプリ
ケーションのみに適用できま
す。

String

レプリケーションがリモートで
行われ、リモートエンクロー
ジャの製品が指定されてい
ない場合、ローカルのエンク
ロージャ（enclosure Id
で参照される）のレプリケー
ションと同じであるとみなされ
ます。

RepMode

レプリケーションモードです。同 String
期（Sync）または非同期
（Async）です。

期待値は同期レプリケーショ
ンの場合は Sync、非同期レ
プリケーションの場合は
Async です。
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属性

説明

データの コメント
種類

RepType

レプリケーションの種類です。

String

たとえば、スナップショット
（Snapshot）、クローン
（Clone）、ミラー（Mirror）で
す。

RepState

レプリケーションの状態です。

String

期待値は次のとおりです。
Split、Synchronized、
CopyOnWrite、Copied、
Inactive、
ReverseSynchronizing、
ReverseOutofSync、
Synchronizing、
OutofSync、Consistent、
Active、Suspended、
FailedOver、Initialization、
Unsynchronized、
Partitioned、PreCopy、
CopyInProgress、
CopyOnAccess

AccessMode

レプリケーション先のアクセス
モードです。

String

期待値は次のとおりです。
Rdonly: レプリケーション先
のアクセスモードが読み取り
専用の場合です。
Rdwrite: レプリケーション先
のアクセスモードが読み書き
の場合です。

PartnerAltId

レプリケーション先の論理デバ String
イスの代替グローバル一意識
別子です。この識別子は対象
の論理デバイスに対して報告
される AltId フィールドと一致す
る必要があります。

省略可能。これはソースエン
クロージャからのレプリケー
ションの検出中に
PartnerId も
PartnerName も既知でな
いときに有用です。
PartnerId または
PartnerName が指定済み
の場合には、このフィールド
を指定しないでください。
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属性

説明

データの コメント
種類

RemoteEnclAltId

リモートエンクロージャの代替 String
グローバル一意識別子です。
この識別子はターゲットエンク
ロージャに対して指定された
AltId のプロパティと一致する
必要があります。

省略可能。これはソースエン
クロージャからのレプリケー
ションの検出中に
RemoteEnclName も
RemoteEnclId も既知で
ないときに有用です。
RemoteEnclName や
RemoteEnclId が指定済
みの場合には、このフィール
ドを指定しないでください。

追加のスクリプトについて
Storage Insight プラグインで使われる追加のスクリプトを複数追加できます。追加のスク
リプトは Veritas Operations Manager または検出スクリプトによって使われることがあり
ます。事前定義済みの 2 種類の追加のスクリプトを以下に示します。これらは Veritas
Operations Manager によって使われます。
■

check_env.pl スクリプト: このスクリプトは、検出スクリプトが検出ホストにインストール

される前に、検出ホストで特定の確認を行うために実行されます。たとえば、必要なイ
ンタープリタが検出ホストにインストールされているかどうかや、製造元 CLI の正しい
バージョンは使われているかどうかが確認されます。このスクリプトは Perl スクリプト言
語を使って作成し、VRTSsfmh の Perl を使って呼び出す必要があります。スクリプト
名は check_env.pl である必要があります。
これらのチェックは、新規デバイスの［設定ウィザード（Configuration Wizard）］パネ
ルを使って新規デバイスを設定するときに検出ホストで実行されます。check_env.pl
スクリプトは検出ホストのすべての検証が正常の場合、戻りコード 0 で終了します。検
証が失敗した場合は、0 以外の戻りコードで終了します。
■

Readme.html: アレイ製造元、Storage Insight プラグインが検出するアレイ製品、検

出機構、検出スクリプトに必要な製造元 CLI の情報を提供します。検出ホストプラット
フォーム、検出したアレイの機能、Storage Insight プラグインが検出しない機能に関
する情報も提供します。
p.158 の 「Storage Insight プラグインの作成について」 を参照してください。
p.160 の 「検出スクリプトについて」 を参照してください。

デバイス識別子について
アレイと論理ディスクに対して一意のデバイス識別子を作成することは、LUN（ホストから
参照される）からストレージアレイへのエンドツーエンドの相関を有効にするために必要
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です。デバイス識別子の作成では、製造元の SCSI ページ、読み込むバイト数、数式を
指定します。
デバイス識別子の数式
次の表に、SCSI ページとバイト数として指定するサンプル値を示します。Storage Insight
SDK Add-onの［デバイス識別子（Device Identifier）］パネルに値を入力する必要があり
ます。デフォルトでは、このページには 1 つのフィールドのみが表示され、選択された
フィールド値はありません。追加フィールドを追加できます。最大 4 つのフィールドを追
加できます。
フィール SCSI
ド名
ページ
番号

開始バ
イト

バイト数

83 ページ ID のタイプ
（Page 83 Id Type）

フィールド形
式

Field1

0x80

0

8

SCSI ページ番号が 0x80 とし バイナリ
て選択されるので適用されませ
ん。

Field2

0x80

0

16

SCSI ページ番号が 0x80 とし バイナリ
て選択されるので適用されませ
ん。

［エンクロージャ識別子の数式（Enclosure Identifier Formula）］: 上の例の Field 1 で
は、SCSI ページ 0x80 の最初の 8 バイトがバイナリ形式で読み込まれます。数式は次
のとおりです。
%s${VENDOR}_%s${PRODUCT}_%s${Field1}

エンクロージャ識別子の数式は vendor、product、Field1 を使って作成され、SCSI
ページ 0x80 からの最初の 8 バイトです。書式指定子の %s が書式指定子に続くフィー
ルドは、そのフィールドに指定子を適用することによって取得されます。
メモ: エンクロージャ識別子の数式はエンクロージャ ID を生成する限定的な数式ではな
く、エンクロージャ ID を生成するために可能な数式の 1 つです。
p.162 の 「コマンドの例」 を参照してください。
p.160 の 「検出スクリプトについて」 を参照してください。
p.185 の 「 Storage Insight プラグインの作成」 を参照してください。
p.196 の 「 Storage Insight プラグインの編集」 を参照してください。
p.197 の 「Storage Insight プラグインのテスト」 を参照してください。
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Storage Insight プラグインのサンプル
Dell Compellent エンクロージャのサンプル設定ファイルは Storage Insight SDK Add-on
と一緒に提供されます。Storage Insight SDK Add-onをインストールすると、samples
ディレクトリが作成されます。ディレクトリは VRTSsfmh/etc/SISdk/samples/compellent
に作成されます。
samples ディレクトリには Dell Compellent エンクロージャの Storage Insight プラグイ

ンファイル、追加のスクリプト、Readme ファイル、Dell Complellent エンクロージャの検
出スクリプトが格納されます。これらのファイルを以下に示します。
■

SI_DELL_COMPELLENT_POWERSHELL-1.0.0.sfa は、Dell Compellent エンクロー

ジャの Storage Insight プラグインのファイルです。
■

dellcompcli.psl は検出スクリプトです。検出スクリプトは Windows PowerShell

を使います。
■

compellent_data.tar.gz は検出コマンドが出力する tar ファイルです。収集した

データでのテストオプションの実行に使うことができます。
■

check_env.pl は追加のスクリプトです。

■

Readme.html は Storage Insight プラグインについての情報が含まれた Readme

ファイルです。
メモ: また、SI_DELL_COMPELLENT_POWERSHELL-1.0.0.sfa ファイルを編集して Storage
Insight SDK Add-onコンソールのさまざまなウィザードパネルのサンプル入力情報を参
照することができます。このファイルを使って、新規の Storage Insight プラグインの開発
を開始することができます。
p.155 の 「Storage Insight SDK Add-onについて」 を参照してください。
p.185 の 「 Storage Insight プラグインの作成」 を参照してください。
p.196 の 「 Storage Insight プラグインの編集」 を参照してください。
p.197 の 「Storage Insight プラグインのテスト」 を参照してください。

Storage Insight プラグインの作成
Storage Insight SDK Add-onを使うと、Storage Insight Add-onで現在サポートされて
いないアレイ用のアレイプラグインを作成できます。
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Storage Insight プラグインを作成するには

1

ホストにログオンし、Web ブラウザに以下のような URL を入力して Storage Insight
SDK Add-onコンソールを起動します。
https://<SDK-hostname>:5634/admin/htdocs/sisdk.html

2

［SI プラグインの作成（Create SI Plug-in）］オプションを選択し、［次へ（Next）］をク
リックします。
p.186 の 「［Storage Insight プラグインの作成、編集、テスト（Create, edit, and test
Storage Insight plug-in）］パネルのオプション」 を参照してください。

3

［プラグインの重要情報（Plug-in Vitals）］パネルでプラグイン関連の詳細を入力し、
［次へ（Next）］をクリックします。
p.187 の 「 Storage Insight の［プラグインの重要情報（Plug-in Vitals）］パネルのオ
プション」 を参照してください。

4

［設定パラメータ（Configuration Parameters）］パネルで構成パラメータを入力し、
［次へ（Next）］をクリックします。
p.188 の 「［設定パラメータ（Configuration Parameters）］パネルのオプション」 を参
照してください。

5

検出する物理機能と論理機能を［エンクロージャ機能（Enclosure Capabilities）］パ
ネルで入力し、［次へ（Next）］をクリックします。
p.190 の 「［エンクロージャ機能（Enclosure Capabilities）］パネルのオプション」 を
参照してください。

6

［デバイス識別子（Device Identifier）］パネルでデバイス識別子関連の情報を入力
し、［次へ（Next）］をクリックします。
p.194 の 「［デバイス識別子（Device Identifier）］パネルのオプション」 を参照してく
ださい。

7

プラグインを作成するために指定した情報を［確認（Confirmation）］パネルで確認
し、［アドオンの作成（Create Add-on）］をクリックします。
p.195 の 「［確認（Confirmation）］パネルのオプション」 を参照してください。

p.155 の 「Storage Insight SDK Add-onについて」 を参照してください。
p.158 の 「Storage Insight プラグインの作成について」 を参照してください。

［Storage Insight プラグインの作成、編集、テスト（Create, edit, and test
Storage Insight plug-in）］パネルのオプション
このウィザードパネルを使うと、新しい Storage Insight プラグインを作成できます。また、
このウィザードパネルを使って、既存のプラグインを編集およびテストすることもできます。
p.185 の 「 Storage Insight プラグインの作成」 を参照してください。

186

第 14 章 Veritas Operations Manager Storage Insight プラグインの管理
Storage Insight プラグインの作成

p.196 の 「 Storage Insight プラグインの編集」 を参照してください。
p.197 の 「Storage Insight プラグインのテスト」 を参照してください。

Storage Insight の［プラグインの重要情報（Plug-in Vitals）］パネルのオ
プション
このウィザードパネルでは、新しい Storage Insight プラグインの情報を追加したり、既存
の Storage Insight プラグインのパラメータを編集できます。
表 14-17

［プラグインの重要情報（Plug-in Vitals）］パネルのオプション

フィールド

説明

SI プラグインの概略（Plug-in Summary）
SI プラグインの名前（SI Plug-in Name）

Storage Insight プラグインの名前を編集または
更新します。名前は、Storage Insight プラグイ
ンのアップロード後に、Veritas Operations
Manager コンソールの［配備の管理
（Deployment Management）］ビューに表示さ
れます。

SI プラグインのバージョン（SI Plug-in Version） Storage Insight プラグインのバージョンを編集
または更新します。Storage Insight プラグイン
のバージョンがサポートする形式は x.x、x.x.x、
x.x.x.x です。
たとえば 1.0、1.0.1 です。
エンクロージャ製造元（Enclosure Vendor）

エンクロージャ製造元の名前を入力または更新
します。たとえば、EMC Symmetrix の製造元は
EMC です。

エンクロージャ製品（Enclosure Product）

エンクロージャの製品名を入力または更新しま
す。これは製造元から提供されるアレイ製品名
です。たとえば、Symmetrix です。

検出方法（Discovery Method）

検出スクリプトがエンクロージャの検出に使う検
出方法を入力または更新します。たとえば、EMC
Symmetrix の SymCLI、EMC CLARiiON の
Navisphere など。
検出方法の名前に空白を含めることはできませ
ん。

検出スクリプトと追加のスクリプトのアップロード（Upload Discovery scripts and additional scripts）
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フィールド

説明

検出スクリプト（Discovery Script）

Storage Insight プラグインの検出スクリプトを
アップロードします。1 つのプラグインにつき 1
つの検出スクリプトのみをアップロードできます。

追加のスクリプト（Additional Scripts）

1 つ以上の追加のスクリプトをアップロードしま
す。これはオプションです。

スクリプトの詳細（Scripts details）
ファイル名（File name）

アップロードした検出スクリプトと追加のスクリプ
トの名前を表示します。

ファイルタイプ（File type）

スクリプトのファイルの種類を表示します。

メモ: この 3 つのパラメータ（製造元、製品、検出方法）の組み合わせにより、Storage
Insight プラグインが一意に識別されます。製造元と製品が同じでも、検出方法を変えて
異なるプラグインを作成することができます。
p.185 の 「 Storage Insight プラグインの作成」 を参照してください。
p.196 の 「 Storage Insight プラグインの編集」 を参照してください。

［設定パラメータ（Configuration Parameters）］パネルのオプション
このウィザードパネルを使って、検出スクリプトがアレイとの通信に必要なユーザー定義
引数を指定します。たとえば、アレイ IP アドレスとホスト名などです。エージェントレットが
検出スクリプトを呼び出し、検出スクリプトにユーザー定義引数の値を渡します。各値に
使われる CLI の引数名はユーザーが定義します。
編集操作では、既存のパラメータを修正し、別バージョンの Storage Insight プラグイン
を作成することができます。
表 14-18

［構成パラメータ（Configuration Parameters）］パネルのオプション

フィールド

説明

設定可能なパラメータなし（No Configurable
Parameters）

設定可能なパラメータを指定するオプションを無
効にするには、このチェックボックスにチェック
マークを付けます。
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フィールド

説明

表示名（Display Name）

パラメータの表示名を入力または更新します。
Veritas Operations Manager 管理サーバーに
Storage Insight プラグインが正常にインストー
ルされると、このフィールドが Storage Insight
Add-onの［デバイスの設定（Device
Configuration）］パネルに表示されます。このパ
ラメータは CLI に渡されるので、パラメータに対
応する CLI オプションを指定する必要がありま
す。

CLI オプション（CLI Option）

パラメータの CLI オプション名を入力または更
新します。この CLI オプションを使って、パラメー
タが検出スクリプトに渡されます。

デフォルト値（Default Value）

パラメータのデフォルト値を入力または更新しま
す。これはオプションです。

データ型（Data Type）

パラメータのデータ型を選択します。たとえば、
文字列、整数、パスワード、ブール値などです。

必須（Mandatory）

パラメータが必須かどうかを指定します。

デバイス検出のために実行されるコマンドライン 設定可能なパラメータを追加すると、コマンドが
（Command line to be executed for device
動的に作成されます。検出コマンドラインのユー
discovery）
ザー定義部は自動的に作成されます。Storage
Insight プラグインにより作成されるエージェント
レットによって検出スクリプトを実行するときに、
特定の種類のオブジェクトを検出するための定
義済みコマンドオプションにユーザー定義部が
付加されます。
各オブジェクトの種類を検出するため、検出スク
リプトはさまざまなコマンドオプションで呼び出さ
れます。しかしコマンドのユーザー定義部は変
化しません。

メモ: また、コマンドを編集することもできます。
たとえば、必要に応じてインタープリタをコマンド
に追加できます。

p.185 の 「 Storage Insight プラグインの作成」 を参照してください。
p.196 の 「 Storage Insight プラグインの編集」 を参照してください。
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［エンクロージャ機能（Enclosure Capabilities）］パネルのオプション
このウィザードパネルを使って、Storage Insight プラグインを使って検出するアレイの物
理機能と論理機能を追加または更新します。
表 14-19

［エンクロージャ機能（Enclosure Capabilities）］パネルのオプション

フィールド

説明

物理特性（Physical Characteristics）
物理ディスクの検出（Discover Physical Disks） エンクロージャの物理ディスクを検出するには、
このチェックボックスにチェックマークを付けます。
物理ディスクの用語（Terminology for Physical 検出された物理ディスクに使う用語を入力また
Disks）
は更新します。デフォルトでは、値は Physical
Disk に設定されます。
アレイが正常に検出されると、検出された物理
ディスクは Veritas Operations Manager コン
ソールの［物理ディスク（Physical Disk）］タブの
下に表示されます。
このフィールドは、［物理ディスクの検出
（Discover Physical Disks）］チェックボックスに
チェックマークを付けたときにのみ使うことができ
ます。
アレイポートの検出（Discover Array Ports）

エンクロージャのアレイポートを検出するには、
このチェックボックスにチェックマークを付けます。

アダプタの検出（Discover Adapters）

エンクロージャのアダプタを検出するには、この
チェックボックスにチェックマークを付けます。

RAID グループの検出（Discover RAID
Groups）

エンクロージャの RAID グループを検出するに
は、このチェックボックスにチェックマークを付け
ます。
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フィールド

説明

用語（Terminology）

検出された RAID グループに使う用語を入力ま
たは更新します。デフォルトでは、この値は Raid
Group に設定されます。検出された RAID グ
ループは Veritas Operations Manager コンソー
ルの［Raid グループ（Raid Group）］タブの下に
表示されます。
このフィールドは、［RAID グループの検出
（Discover RAID Groups）］チェックボックスに
チェックマークを付けたときにのみ使うことができ
ます。
ソース物理ディスクマッピングに対する RAID グ
ループを検出するには、［ソース物理ディスクマッ
ピングに対する Raid グループの検出（Discover
raid group to source physical disk mapping）］
チェックボックスにチェックマークを付けます。

論理特性（Logical Characteristics）
論理ディスクの検出（Discover Logical Disks）

エンクロージャの論理ディスク（LUN）を検出する
には、このチェックボックスにチェックマークを付
けます。

論理ディスクの用語（Terminology for Logical
Disks）

検出された論理ディスクに使う用語を入力また
は更新します。デフォルトでは、この値は論理
ディスクに設定されます。検出された論理ディス
クは Veritas Operations Manager コンソール
の［論理ディスク（Logical Disk）］タブの下に表
示されます。
このフィールドは、［論理ディスクの検出
（Discover Logical Disks）］チェックボックスに
チェックマークを付けたときにのみ使うことができ
ます。
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フィールド

説明

ホストマッピングに対する論理ディスクの検出
（Discover Logical Disk to Host Mapping）

エンクロージャのホストマッピングに対する論理
ディスクを検出するには、このチェックボックスに
チェックマークを付けます。このフィールドは、［論
理ディスクの検出（Discover Logical Disks）］
チェックボックスにチェックマークを付けたときに
のみ使うことができます。このオプションにより、
エージェントレスホストにより検出されたストレー
ジと Storage Insight プラグインにより帯域外で
検出されたストレージを関連付けることができま
す。また検出されたアレイが仮想化アレイの場
合、バックエンドのエンクロージャとも関連付ける
ことができます。

論理ディスクから物理ディスクへのマッピングの エンクロージャの物理ディスクマッピングに対す
検出（Discover Logical to Physical Disk
る論理ディスクを検出するには、このチェックボッ
Mapping）
クスにチェックマークを付けます。このフィールド
は、［論理ディスクの検出（Discover Logical
Disks）］チェックボックスにチェックマークを付け
たときにのみ使うことができます。
論理ディスクマッピングに対する RAID グルー 論理ディスクマッピングに対する RAID グルー
プの検出（Discover RAID group to logical disk プを検出するには、このチェックボックスにチェッ
mapping）
クマークを付けます。このフィールドは、［論理
ディスクの検出（Discover Logical Disks）］チェッ
クボックスにチェックマークを付けたときにのみ使
うことができます。
メタ論理ディスクの検出（Discover meta logical メタ論理ディスクを検出するには、このチェック
disks）
ボックスにチェックマークを付けます。このフィー
ルドは、［論理ディスクの検出（Discover Logical
Disks）］チェックボックスにチェックマークを付け
たときにのみ使うことができます。
メタ論理ディスクの用語（Terminology for meta 検出されたメタ論理ディスクに使う用語を入力ま
logical disks）
たは更新します。デフォルトでは、この値は Meta
Head に設定されます。検出されたメタ論理ディ
スクは Veritas Operations Manager コンソール
のこのタブの下に表示されます。
このフィールドは、［メタ論理ディスクの検出
（Discover meta logical disks）］チェックボック
スにチェックマークを付けたときにのみ使うことが
できます。

192

第 14 章 Veritas Operations Manager Storage Insight プラグインの管理
Storage Insight プラグインの作成

フィールド

説明

レプリケーションの検出（Discover Replications） エンクロージャのレプリケーションを検出するに
は、このチェックボックスにチェックマークを付け
ます。
リモートレプリケーションを検出するには、［リモー
トレプリケーションの検出（Discover remote
replication）］チェックボックスにチェックマークを
付けます。このフィールドは、［レプリケーション
の検出（Discover Replications）］チェックボック
スにチェックマークを付けたときにのみ使うことが
できます。
シンプールの検出（Discover thin pools）

エンクロージャからシンプールを検出するには、
このチェックボックスにチェックマークを付けます。

用語（Terminology）

検出されたシンプールに使う用語を入力または
更新します。デフォルトでは、値は Thin Pool に
設定されます。検出されたシンプールは Veritas
Operations Manager コンソールの［シンプール
（Thin Pool）］タブの下に表示されます。

ソース物理ディスクマッピングに対するシンプー ソースデバイスマッピングに対するシンプールを
ルの検出（Discover thin pool to source device 検出するには、このオプションを選択します。こ
mapping）
のオプションは、［シンプールの検出（Discover
thin pools）］チェックボックスにチェックマークを
付けたときにのみ使うことができます。
［ソース物理ディスクマッピングに対するシンプー
ルの検出（Discover thin pool to source device
mapping）］チェックボックスにチェックマークを
付けると、［シンプールのバックアップデバイス
（Device to back up the thin pools）］オプション
も利用できるようになります。シンプールをバック
アップするデバイスの種類（論理デバイスまたは
物理デバイス）を選択します。
論理ディスクマッピングに対するシンプールの検 論理ディスクマッピングに対するシンプールを検
出（Discover thin pool to logical disk mapping） 出するには、このオプションを選択します。この
オプションは、［シンプールの検出（Discover thin
pools）］チェックボックスにチェックマークを付け
たときにのみ使うことができます。

p.185 の 「 Storage Insight プラグインの作成」 を参照してください。
p.196 の 「 Storage Insight プラグインの編集」 を参照してください。
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［デバイス識別子（Device Identifier）］パネルのオプション
このパネルを使うと、エンクロージャ識別子と論理ディスク識別子を作成する数式を追加
または編集できます。この数式が必要なのは、エージェントが論理ディスクとストレージア
レイをエンドツーエンドで関連付けできるようにするためです。このパネルでは、指定され
た SCSI ページからプルされるフィールドから数式を作成する方法を指定できます。
表 14-20

［デバイス識別子（Device Identifier）］パネルのオプション

フィールド

説明

デバイス識別子の定義なし（No Device Identifier デバイス識別子の定義を入力するオプションを
Definition(s)）
無効にするには、このチェックボックスにチェック
マークを付けます。
SCSI 製造元 ID（SCSI Vendor Id）

SCSI 製造元 ID を入力または更新します。

SCSI プロダクト ID（SCSI Product Id）

SCSI プロダクト ID を入力または更新します。

フィールド名（Field Name）

SCSI フィールドの名前を表示します。

SCSI ページ番号（SCSI Page No）

ドロップダウンリストから読み込む SCSI ページ
番号を選択します。

開始バイト（Start Byte）

読み込む SCSI ページの開始バイトを入力また
は更新します。

バイト数（No of Byte(s)）

SCSI ページで読み込まれるバイト数を入力ま
たは更新します。SCSI ページからの開始バイト
から始まるバイト数は、フィールドのデータを定
義します。

83 ページ ID のタイプ（Page 83 Id Type）

SCSI 83 ページ ID では、明示的に開始バイト
やバイト数を指定する代わりに、論理ディスク識
別子を表す識別子 ID を指定できます。
数式を識別するには、アレイの SCSI 仕様を参
照する必要があります。SCSI 仕様は、エンクロー
ジャと論理ディスクを一意識別するためにどの
SCSI ページとバイトが使用できるかを定義しま
す。

フィールド形式（Field Format）

このフィールドを読み込む形式を指定します。た
とえば、バイナリ、16 進数、整数などです。

エンクロージャ識別子の数式（Enclosure
Identifier Formula）

複数のフィールドを使ったエンクロージャ識別子
を作成する数式を入力または更新します。

論理ディスク識別子の数式（Logical Disk
Identifier Formula）

複数のフィールドを使った論理ディスク識別子を
作成する数式を入力または更新します。
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p.185 の 「 Storage Insight プラグインの作成」 を参照してください。
p.196 の 「 Storage Insight プラグインの編集」 を参照してください。
p.183 の 「デバイス識別子について」 を参照してください。

［確認（Confirmation）］パネルのオプション
このウィザードパネルを使用して、Storage Insight プラグインで検出するエンクロージャ
のパラメータ、物理機能、論理機能を確認します。
表 14-21

［確認（Confirmation）］パネルのオプション

フィールド

説明

プラグインの概略（Plug-in Summary）
SI プラグインの名前（SI Plug-in Name）:

Storage Insight プラグインの名前を表示します。

SI プラグインのバージョン（SI Plug-in Version）: Storage Insight プラグインのバージョンを表示
します。
エンクロージャ製造元（Enclosure Vendor）:

Storage Insight プラグインの作成対象となるエ
ンクロージャ製造元を表示します。

エンクロージャ製品（Enclosure Product）:

Storage Insight プラグインの作成対象となるエ
ンクロージャ製品を表示します

検出方法（Discovery Method）:

アレイ情報の検出に使われる検出方法を表示し
ます。

物理特性（Physical Characteristics）

検出することを選択した物理特性を表示します。
たとえば、物理ディスク、論理ディスク、アレイポー
ト、アダプタなどです。
表示されたコマンドは、エージェントレットがアレ
イオブジェクトの種類を検出するのに使う正確な
コマンドラインです。

論理特性（Logical Characteristics）

検出することを選択した論理特性を表示します。
たとえば、論理ディスク、論理ディスクからホスト
へのマッピング、レプリケーション、論理グループ
などです。
表示されたコマンドは、エージェントレットがアレ
イオブジェクトの種類を検出するのに使う正確な
コマンドラインです。

デバイス識別子を作成するために使われる数式 エンクロージャと論理ディスク識別子の数式を表
（Formula to be used for constructing device 示します。
identifier(s)）
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フィールド

説明

設定パラメータ（Configuration Parameters）

新しいデバイスの設定に必要となる設定可能な
パラメータを表示します。たとえば、表示名、該
当する CLI オプション、デフォルト値、パラメー
タの型などです。

p.185 の 「 Storage Insight プラグインの作成」 を参照してください。
p.196 の 「 Storage Insight プラグインの編集」 を参照してください。

Storage Insight プラグインの編集
編集オプションにより、既存の Storage Insight プラグインに変更を加えることができま
す。最初に、既存のプラグインファイル（.sfa ファイル）をホストにアップロードする必要が
あります。 Storage Insight SDK Add-onは、編集用ファイルから必要な情報を抽出しま
す。情報を編集し、Storage Insight プラグインの次のバージョンを作成できます。
Storage Insight プラグインを編集するには

1

ホストにログオンし、Web ブラウザに以下のような URL を入力して Storage Insight
SDK Add-onコンソールを起動します。
https://<SDK-hostname>:5634/admin/htdocs/sisdk.html

2

［SI プラグインの編集（Edit SI Plug-in）］オプションを選択し、［次へ（Next）］をクリッ
クします。
p.186 の 「［Storage Insight プラグインの作成、編集、テスト（Create, edit, and test
Storage Insight plug-in）］パネルのオプション」 を参照してください。

3

編集する Storage Insight プラグインをアップロードし、［編集（Edit）］をクリックしま
す。
p.197 の 「［Storage Insight プラグインのアップロード（Upload Storage Insight
Plug-in）］パネルのオプション」 を参照してください。

4

［プラグインの重要情報（Plug-in Vitals）］パネルでプラグイン関連の詳細を編集し、
［次へ（Next）］をクリックします。
p.187 の 「 Storage Insight の［プラグインの重要情報（Plug-in Vitals）］パネルのオ
プション」 を参照してください。

5

［設定パラメータ（Configuration Parameters）］パネルで設定パラメータを編集し、
［次へ（Next）］をクリックします。
p.188 の 「［設定パラメータ（Configuration Parameters）］パネルのオプション」 を参
照してください。
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6

［エンクロージャ機能（Enclosure Capabilities）］パネルで検出する物理機能または
論理機能を編集し、［次へ（Next）］をクリックします。
p.190 の 「［エンクロージャ機能（Enclosure Capabilities）］パネルのオプション」 を
参照してください。

7

［デバイス識別子（Device Identifier）］パネルでデバイス識別子関連の情報を編集
し、［次へ（Next）］をクリックします。
p.194 の 「［デバイス識別子（Device Identifier）］パネルのオプション」 を参照してく
ださい。

8

編集した情報を［確認（Confirmation）］パネルで確認し、［アドオンの作成］をクリッ
クします。プラグインが正常に作成されたら、［アドオンのダウンロード（Download
Add On）］をクリックしてプラグインをダウンロードします。
p.195 の 「［確認（Confirmation）］パネルのオプション」 を参照してください。

p.197 の 「Storage Insight プラグインのテスト」 を参照してください。
p.158 の 「Storage Insight プラグインの作成について」 を参照してください。

［Storage Insight プラグインのアップロード（Upload Storage Insight
Plug-in）］パネルのオプション
このウィザードパネルを使って、編集する既存の Storage Insight プラグインをアップロー
ドします。アップロードが正常に完了すると、Storage Insight SDK Add-on はプラグイン
から関連する情報を抽出します。この情報を編集してプラグインを作成できます。［参照
（Browse）］をクリックして Storage Insight プラグインファイルに移動し、［アップロード
（Upload）］をクリックします。
p.196 の 「 Storage Insight プラグインの編集」 を参照してください。

Storage Insight プラグインのテスト
Storage Insight プラグインを配備する前に、プラグインが正しく機能するかどうかを確認
できます。
メモ: テスト中に検出されるデータは Veritas Operations Manager 管理サーバーにレ
ポートされないため、Veritas Operations Manager コンソールでは利用できません。
次のようなデータソースオプションに基づき、プラグインをテストできます。
■

ライブデータを使ってテストします。このオプションを選択する場合は、製造元 CLI ま
たは検出スクリプトにより使用されるツールが、SDK ホスト自体にインストールされて
いることが求められます。Storage Insight プラグインは SDK ホストの検出スクリプト
を実行し、アレイデータを取得します。
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■

収集されたデータでテストします。このオプションは製造元 CLI や SDK ホストにイン
ストールされたツールがない場合、または検出されたアレイに接続されていない場合
に便利です。製造元 CLI がインストールされ、アレイに接続されている別のホストで
検出スクリプトを実行できます。検出コマンドの出力を次のファイルにコピーします:.txt
ファイル。txt ファイルは tar.gz ファイルに追加でき、tar.gz ファイルはテストデー
タソースとしてアップロードできます。検出スクリプトを直接呼び出す代わりに、エー
ジェントレットはこのファイルを使ってアレイを検出します。
メモ: 各コマンド出力に対応する異なる txt ファイルがあります。txt ファイルの名前は
Command.txt です。たとえば、--list pdevs コマンドは、出力を pdevs.txt ファ
イルに格納します。

Storage Insight プラグインをテストするには

1

ホストにログオンし、Web ブラウザに以下のような URL を入力して Storage Insight
SDK Add-onコンソールを起動します。
https://<SDK-hostname>:5634/admin/htdocs/sisdk.html

2

［SI プラグインのテスト（Test SI Plug-in）］オプションを選択し、［次へ（Next）］をク
リックします。
p.186 の 「［Storage Insight プラグインの作成、編集、テスト（Create, edit, and test
Storage Insight plug-in）］パネルのオプション」 を参照してください。

3

テストするプラグインを選択し、［アップロード（Upload）］をクリックします。
p.199 の 「［Storage Insight プラグインのアップロード（Upload Storage Insight
Plug-in）］パネルのオプション」 を参照してください。

4

［テスト（Test）］をクリックします。

5

テストのデータソースを選択します。ライブテスト、または収集されたデータを使った
テストを選択できます。

6

■

ライブデータを使ったテスト。ライブデータオプションについては、実行時設定パ
ラメータを入力します。たとえば、ユーザー名とパスワードなどです。

■

収集されたデータを使ったテスト。収集されたデータのテストのために、必要な
ファイルをアップロードします。アドオンの現在のバージョンは tar.gz ファイルの
みサポートします。

［テストの実行（Run Test）］をクリックします。

p.185 の 「 Storage Insight プラグインの作成」 を参照してください。
p.196 の 「 Storage Insight プラグインの編集」 を参照してください。
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［Storage Insight プラグインのアップロード（Upload Storage Insight
Plug-in）］パネルのオプション
このウィザードパネルを使って、テストする既存の Storage Insight プラグインをアップロー
ドします。［参照（Browse）］をクリックして Storage Insight プラグインファイルに移動し、
［アップロード（Upload）］をクリックします。
p.197 の 「Storage Insight プラグインのテスト」 を参照してください。
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15
ストレージのプロビジョン
この章では以下の項目について説明しています。
■

ストレージのプロビジョンについて

■

ストレージテンプレートの作成について

■

VxFS ファイルシステムを使ってのストレージテンプレートの作成

■

NTFS ファイルシステムによるストレージテンプレートの作成

■

ボリュームによるストレージテンプレートの作成

■

ストレージテンプレートの更新

■

ストレージのプロビジョニング

■

ストレージテンプレートのアップロード

■

ストレージテンプレートのダウンロード

■

ストレージテンプレートの削除

■

ストレージテンプレートのロック

■

ストレージテンプレートのロック解除

ストレージのプロビジョンについて
ストレージプロビジョンとは、SAN（Storage Area Network）のパフォーマンスを最適化す
るために、ストレージを割り当てる（通常はサーバーディスクドライブ領域の形で）処理の
ことです。ストレージテンプレートは、テンプレートに示された設定に基づいてストレージ
をすばやく作成する効率的な方法です。このしくみを使うと、ストレージの属性と条件を指
定し、ストレージオペレータがそのテンプレートを使ってストレージを割り当てることができ
ます。これにより、割り当てられたストレージにはテンプレートに示された属性が確実に含
まれ、テンプレートで指定された条件が忠実に守られます。
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Veritas Operations Manager のストレージプロビジョンでは、ボリュームやファイルシス
テムなどの既存の仮想ストレージデバイスからストレージテンプレートを作成できます。こ
れにより、仮想ストレージデバイスのすべてのプロパティが抽出され、スタック全体が再作
成されます。サポート対象のファイルシステムは Veritas File System（VxFS）と NTFS
です。
Veritas Operations Manager のストレージプロビジョンでは、ファイルシステム、ボリュー
ムマネージャ、オペレーティングシステムユーティリティを使ってストレージオブジェクトの
仮想デバイス特性を判断し、この情報に基づいてストレージテンプレートを作成できます。
ストレージテンプレートを使って、既存の仮想デバイスを、異なるプロパティを持つ新しい
仮想デバイスに移行できます。たとえば、ファット LUN からシン LUN にボリュームを移行
できます。
管理サーバーコンソールを使ってストレージテンプレートを作成し、ストレージをプロビジョ
ニングできます。
また Veritas Operations Manager Web サービス API バージョン 6.1 以降を使って、前
に作成したストレージテンプレートでストレージをプロビジョニングすることもできます。
Veritas Operations Manager Web サービス API の使い方については詳しくは、『Veritas
Operations Manager 管理サーバーユーザーガイド』を参照してください。
アドオンの互換性があるのバージョンについて詳しくは、 Veritas Operations Manager
のハードウェアとソフトウェアの互換性リスト（HSCL）を参照してください。
p.202 の 「ストレージテンプレートの作成について」 を参照してください。

ストレージテンプレートの作成について
次の方法の 1 つを使ってストレージテンプレートを作成できます。
■

既存の VxFS ファイルシステムを模倣する
p.203 の 「 VxFS ファイルシステムを使ってのストレージテンプレートの作成」 を参照
してください。

■

既存の NTFS ファイルシステムを模倣する
p.210 の 「 NTFS ファイルシステムによるストレージテンプレートの作成」 を参照してく
ださい。

■

既存の Storage Foundation ボリュームを模倣する
p.211 の 「ボリュームによるストレージテンプレートの作成」 を参照してください。
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VxFS ファイルシステムを使ってのストレージテンプレー
トの作成
管理サーバーコンソールでは、VxFS ファイルシステムを使って新しいストレージテンプ
レートを作成できます。ただし、RAID 5 ボリュームのファイルシステムはサポートされませ
ん。
このタスクを実行するには、ホストまたはサーバーパースペクティブでユーザーグループ
に管理者ロールが割り当てられている必要があります。ホストの権限は、親組織から明示
的に割り当てまたは継承されている可能性があります。
VxFS ファイルシステムを使ってストレージテンプレートを作成するには

1

管理サーバーコンソールで、［サーバー（Server）］パースペクティブに移動して左ペ
インの［ソリューション（Solutions）］を展開し、［ストレージのプロビジョン（Storage
Provisioning）］をクリックします。

2

［操作（Actions）］ペインで、［テンプレートの作成（Create Template）］をクリックしま
す。

3

［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ウィザードで、［NTFS
または VxFS ファイルシステムの使用（Using NTFS or VxFS file systems）］を選
択し、［次へ（Next）］をクリックします。

4

ホスト、ディスクグループ、VxFS ファイルシステムを選択し、［次へ（Next）］をクリック
します。

5

［概略（Summary）］タブで、一意のストレージのテンプレート名と、省略可能なオプ
ションとしてオペレーティングシステムおよび説明を入力します。

6

左側のナビゲーションツリーからファイルシステムオブジェクトを選択し、［FS の概略
（FS Summary）］タブでファイルシステムテンプレートの一意の名前と、省略可能な
オプションとして説明を入力します。ファイルシステムテンプレートのパラメータを表
示して更新するには、［パラメータ（Parameters）］タブ、［拡張（Advanced）］タブの
順にクリックします。
p.204 の 「［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ファイル
システムパラメータ（File system parameters）］パネルのオプション」 を参照してく
ださい。
p.205 の 「［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ファイル
システムの拡張（File system advanced）］パネルのオプション」 を参照してくださ
い。
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7

左側のナビゲーションツリーからボリュームオブジェクトを選択し、[概略（Summary）]、
[パラメータ（Parameters）]、[拡張（Advanced）]タブの順にクリックして、ボリューム
名、説明、パラメータを表示または更新します。
p.207 の 「［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ボリュー
ムパラメータ（Volume parameters）］パネルのオプション」 を参照してください。
p.209 の 「［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ボリュー
ムの拡張（Volume advanced）］パネルのオプション」 を参照してください。

8

［完了（Finish）］をクリックします。結果が表示されます。［閉じる（Close）］をクリックし
ます。これで、テンプレートを使ってストレージをプロビジョニングできるようになりまし
た。
p.214 の 「ストレージのプロビジョニング」 を参照してください。

［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ファイ
ルシステムパラメータ（File system parameters）］パネルのオプション
このウィザードパネルでは、ストレージテンプレートを作成または更新するときに、ストレー
ジテンプレートのファイルシステムパラメータのフィールドを表示または更新します。
表 15-1

［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ファ
イルシステムパラメータ（File system parameters）］

フィールド

説明

サイズ（Size）

ファイルシステムのサイズです。

要求（Ask）

ストレージのプロビジョンを行うときに値を変更で
きます。

ファイルシステムの作成（Create File System） ストレージのプロビジョンを行うときにファイルシ
ステムを作成する場合は、このチェックボックス
にチェックマークを付けます。
マウントポイントの接頭辞（Mount point prefix）

ファイルシステムのマウントポイントの接頭辞を入
力します。

要求（Ask）

ストレージのプロビジョンを行うときにマウントポイ
ントの接頭辞を設定できます。

ブロックサイズ（Block size）

ファイルシステムのブロックサイズ（バイト単位）。

Windows NTFS パラメータ
ボリュームラベル（Volume Label）

Windows NTFS のボリュームラベルを入力しま
す。
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フィールド

説明

クイックフォーマット（Quick Format）

ボリュームでクイックフォーマットを許可するかど
うかを指定します。

圧縮（Compression）

ボリュームでデータ圧縮を許可するかどうかを指
定します。

アロケーションユニットサイズ（Allocation Unit
Size）

ボリュームのアロケーションユニットサイズを選択
します。

p.203 の 「 VxFS ファイルシステムを使ってのストレージテンプレートの作成」 を参照して
ください。
p.211 の 「ボリュームによるストレージテンプレートの作成」 を参照してください。
p.212 の 「ストレージテンプレートの更新」 を参照してください。

［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ファイ
ルシステムの拡張（File system advanced）］パネルのオプション
このウィザードパネルでは、ストレージテンプレートを作成または更新するときに、ストレー
ジテンプレートのファイルシステムの拡張フィールドを表示または更新します。これらのパ
ラメータは mount コマンドと vxtunefs コマンドの実行に適用されます。
メモ: Veritas File System (VxFS) に基づいてストレージのテンプレートを作成する場合
は、すべてのパラメータを設定できます。ただし、これらのパラメータのいくつかは特定の
プラットフォームでサポートされません。
表 15-2

[ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）] - ［チュー
ニングパラメータのパフォーマンス（Performance Tunables）］タブ

フィールド

説明

インテントログサイズ（バイト）（Intent log size
(bytes)）

サイズバイトの倍数でインテントログのサイズを入
力します。

インテントログの動作（マウントオプション）（Intent VxFS インテントログとその他のメタデータをディ
log behavior (mount option)）
スクにフラッシュするタイミングを制御する場合
に、オプションを選択します。これは、システム障
害の発生後でも、操作が維持されることが保証
される場合に影響します。
I/O 機能（マウントオプション）（I/O feature
(mount option)）

必要なマウント I/O 機能を選択します。
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フィールド

説明

先読み（Read ahead）

必要なオプションを選択します。これは単純な順
次読み取りに加えて、複雑なパターン（読み取り
オフセットの増減、またはマルチスレッドファイル
アクセスなど）を検出するために先読みできるア
ルゴリズムを実装します。

アロケーションユニットサイズ（バイト）（Allocation アロケーションユニットのサイズを入力します。
unit size (bytes)）
初期エクステントサイズ（ブロック）（Initial extent 初期エクステントの値を入力します。
size (blocks)）
最大エクステントサイズ（バイト）（Maximum
extent size (bytes)）

エクステントの最大サイズを入力します。

HSM 書き込みの事前割り当て（HSM write
preallocation）

必要なオプションを選択します。階層ストレージ
管理（HSM）アプリケーションによって管理され
るファイルの場合、このオプションはデータがファ
イルシステムに再び移行される前にディスクブ
ロックを事前割り当てします。

最大ディスクキュー（バイト）（Maximum disk
queue (bytes)）

単一ファイルによって生成される最大ディスク
キューの値を入力します。

書き込み抑制（Write throttle）

ファイルシステムがディスクへ書き込む前に生成
するファイルあたりのダーティページ数を少なく
するための値を入力します。

表 15-3

［FLC チューニングパラメータ（File Change Log Tunables）］タブ

フィールド

説明

FCL 保持時間（FCL keep time）

VxFS FCL のログでレコードを保持する値を入
力します。

FCL 最大割り当て領域（FCL maximum
allocated space）

VxFS FCL に割り当てることができる最大の領
域を入力します。

FCL オープン間隔（FCL open interval）

以降のファイルのオープンによって、追加の FCL
レコードを生成しない間隔を秒単位で入力しま
す。

FCL 書き込み間隔（FCS write interval）

VxFS FCL がファイルのデータの上書き、デー
タの拡張書き込み、データの切り詰めを記録す
るまでの時間を秒単位で入力します。
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表 15-4

［その他のオプション（Other Options）］タブ

フィールド

説明

自動マウント（Auto mount）

オプションを選択します。ファイルシステムを明
示的にマウントします。

優先読み取り要求サイズ（Preferred read
request size）

優先読み取り要求サイズを入力します。

並列読み取り要求の数（Number of parallel
read request）

一度に発行可能なサイズ read_pref_io の並列
読み取り要求の数を入力します。

優先書き込み要求サイズ（Preferred write
request size）

優先書き込み要求サイズを入力します。

並列書き込み要求の数（Number of parallel
write requests）

一度に発行可能なサイズ write_pref_io の並列
書き込み要求の数を入力します。

inode エージングの最大数（Maximum inode
aging count）

inode エージングリストに配置する inode の最
大数を入力します。

inode の最小サイズ（Minimum inode size）

inode エージングのために削除される inode を
特定する最小サイズを入力します。

大規模ファイルが有効（Large files enabled）

ファイルシステムを大規模ファイル対応にする場
合に、オプションを選択します。

p.203 の 「 VxFS ファイルシステムを使ってのストレージテンプレートの作成」 を参照して
ください。
p.211 の 「ボリュームによるストレージテンプレートの作成」 を参照してください。
p.212 の 「ストレージテンプレートの更新」 を参照してください。

［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ボリュー
ムパラメータ（Volume parameters）］パネルのオプション
このウィザードパネルでは、ストレージテンプレートを作成または更新するときに、ストレー
ジテンプレートのボリュームパラメータを定義または更新します。
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表 15-5

［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ボ
リュームパラメータ（Volume parameters）］のオプション

フィールド

説明

レイアウト（Layout）

［連結（Concat）］、 ［連結ミラー（Concat
Mirror）］、 ［ミラー連結（Mirror Concat）］、 ［ス
トライプ（Striped）］、 ［ストライプミラー（Stripe
Mirror）］、 ［ミラーストライプ（Mirror Stripe）］な
どのボリュームレイアウト。

カラム数（Columns）

カラムの数（ストライプボリュームの場合）。

ミラー数（# Mirrors）

ミラーの数（ミラーボリュームの場合）。

名前の接頭辞（Name prefix）

ボリューム名の接頭辞。

パスの最小数（Minimum number of paths）

ボリュームが作成されるディスクの DMP パスの
最小数。

高速再同期（Fast Resync）

Storage Foundation FastResync オプションの
オンとオフを切り替えます。

［LUN 選択のルール（Rules for selecting LUNs）］エリアでは、LUN を選択するための
ルールを表示、追加、編集できます。 指定済みのミラー化レイアウトオプションがある場
合は、指定したミラー数に対応するタブが表示されます。
ミラーごとに、ミラーをホストする LUN を選択する際に Veritas Operations Manager で
使用できるルールを定義します。
■

ルールを追加するには、ルールリストの一番下のプラス（+）アイコンをクリックします。

■

ルールを削除するには、マイナス（-）アイコンをクリックします。

■

既存のルールを編集するには、編集するルールをダブルクリックします。 ［LUN の特
性を選んでください（Select LUN Characteristics）］ダイアログボックスが表示されま
す。
p.209 の 「［LUN 特性の選択（Select LUN Characteristics）］オプション」 を参照して
ください。

複数のエンクロージャにミラープレックスを作成するには、［エンクロージャ間でミラー化
（Mirror across enclosures）］チェックボックスを選択します。
複数のエンクロージャにストライプボリュームを作成するには、［エンクロージャ全体にスト
ライプを作成する（Stripe across enclosures）］チェックボックスを選択します。
p.203 の 「 VxFS ファイルシステムを使ってのストレージテンプレートの作成」 を参照して
ください。
p.211 の 「ボリュームによるストレージテンプレートの作成」 を参照してください。
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p.212 の 「ストレージテンプレートの更新」 を参照してください。

［LUN 特性の選択（Select LUN Characteristics）］オプション
このダイアログボックスを使用して、ストレージテンプレートの必要な LUN 特性を表示ま
たは編集します。
表 15-6
フィールド

［LUN 特性の選択（Select LUN Characteristics）］オプション
説明

エンクロージャ
エンクロージャ VDID を表示します。
VDID（Enclosure
VDID）
製造元（Vendor） エンクロージャ製造元を選択します。
製品（Product）

エンクロージャの製品名を選択します。

LUN 種類（LUN
Type）

必要な種類、たとえば ［シン（Thin）］、［シック（Thick）］、または［任意（Any）］
（デフォルト）を選択します。

ティア（Tier）

事前定義済みの LUN 分類を選択します。LUN 分類はストレージ管理者が
［ストレージ（Storage）］パースペクティブで定義します。
p.108 の 「LUN 分類について」 を参照してください。

メディア（Media）

メディアの種類、たとえば SSD （ソリッドステートドライブ）、HDD （ハードディス
クドライブ）、［任意（Any）］（デフォルト）を選択します。

レプリケート済み
（Replicated）

レプリケートされた LUN を使うかどうかを選択します。

p.203 の 「 VxFS ファイルシステムを使ってのストレージテンプレートの作成」 を参照して
ください。
p.211 の 「ボリュームによるストレージテンプレートの作成」 を参照してください。
p.212 の 「ストレージテンプレートの更新」 を参照してください。

［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ボリュー
ムの拡張（Volume advanced）］パネルのオプション
このウィザードパネルでは、ストレージテンプレートを作成または更新するときに、ストレー
ジテンプレートのボリュームの拡張フィールドを表示または更新します。
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表 15-7

［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ボ
リュームの拡張（Volume advanced）］オプション

フィールド

説明

モード（Mode）

ボリュームの読み取りまたは書き込みアクセス権
を設定する値を入力します。

排他（Exclusive）

既存のボリュームを一度に開くことができるのは、
クラスタの 1 つのノードだけであることを指定す
る場合は、［オン（On）］を選択します。
クラスタの複数のノードが同時にノードボリューム
を開くことができることを指定する場合は、［オフ
（Off）］を選択します。

p.203 の 「 VxFS ファイルシステムを使ってのストレージテンプレートの作成」 を参照して
ください。
p.211 の 「ボリュームによるストレージテンプレートの作成」 を参照してください。
p.212 の 「ストレージテンプレートの更新」 を参照してください。

NTFS ファイルシステムによるストレージテンプレートの
作成
管理サーバーコンソールでは、NTFS ファイルシステムを使って新しいストレージテンプ
レートを作成できます。
このタスクを実行するには、ホストまたはサーバーパースペクティブでユーザーグループ
に管理者ロールが割り当てられている必要があります。ホストの権限は、親組織から明示
的に割り当てまたは継承されている可能性があります。
NTFS ファイルシステムを使ってストレージテンプレートを作成するには

1

管理サーバーコンソールで、［サーバー（Server）］パースペクティブに移動して左ペ
インの［ソリューション（Solutions）］を展開し、［ストレージのプロビジョン（Storage
Provisioning）］をクリックします。

2

［操作（Actions）］ペインで、［テンプレートの作成（Create Template）］をクリックしま
す。

3

［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ウィザードで、［NTFS
または VxFS ファイルシステムの使用（Using NTFS or VxFS file systems）］を選
択し、［次へ（Next）］をクリックします。

4

ホスト、ディスクグループ、NTFS ファイルシステムを選択し、［次へ（Next）］をクリッ
クします。
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5

［概略（Summary）］タブで、一意のストレージテンプレート名と、省略可能なオプショ
ンとしてオペレーティングシステムと説明を入力します。

6

左のナビゲーションツリーからファイルシステムオブジェクトを選択します。［概略
（Summary）］タブ、［パラメータ（Parameters）］タブの順にクリックし、ファイルシステ
ムの名前、説明、パラメータを表示または更新します。
p.204 の 「［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ファイル
システムパラメータ（File system parameters）］パネルのオプション」 を参照してく
ださい。

7

左側のナビゲーションツリーからボリュームオブジェクトを選択し、［概略（Summary）］
タブ、［パラメータ（Parameters）］タブの順にクリックし、ボリュームの名前、説明、パ
ラメータを表示または更新します。
p.207 の 「［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ボリュー
ムパラメータ（Volume parameters）］パネルのオプション」 を参照してください。

8

［完了（Finish）］をクリックします。結果が表示されます。［閉じる（Close）］をクリックし
ます。これで、テンプレートを使ってストレージをプロビジョニングできるようになりまし
た。
p.214 の 「ストレージのプロビジョニング」 を参照してください。

ボリュームによるストレージテンプレートの作成
管理サーバーコンソールでは、ボリュームを使って新しいストレージテンプレートを作成
できます。ストレージテンプレートでは、ボリュームの設定情報をテンプレートの形式で保
存し、他のボリュームでそれらを使うことができます。
Storage Provisioning and Enclosure Migration Add-onは Storage Foundation ボ
リュームのみをサポートします。RAID5 ボリュームはサポートされません。
メモ: ホストのテーブルには VxFS ボリュームを持つホストのみが表示されます。選択した
ホストによって、ディスクグループの選択肢は変わります。ディスクグループのテーブルに
は Storage Foundation ボリュームを持つディスクグループのみが表示されます。選択し
たホストとディスクグループによって、ボリュームの選択肢は変わります。
このタスクを実行するには、ホストまたはサーバーパースペクティブでユーザーグループ
に管理者ロールが割り当てられている必要があります。ホストの権限は、親組織から明示
的に割り当てまたは継承されている可能性があります。
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ボリュームを使用してストレージテンプレートを作成するには

1

管理サーバーコンソールで、［サーバー（Server）］パースペクティブに移動して左ペ
インの［ソリューション（Solutions）］を展開し、［ストレージのプロビジョン（Storage
Provisioning）］をクリックします。

2

［操作（Actions）］ペインで、［テンプレートの作成（Create Template）］をクリックしま
す。

3

［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ウィザードで、［ボリュー
ムの使用（Using volumes）］を選択します。［次へ（Next）］をクリックします。

4

ホスト、ディスクグループ、ボリュームを選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

5

［概略（Summary）］タブで、一意のストレージテンプレート名と、省略可能なオプショ
ンとしてオペレーティングシステムおよび説明を入力します。

6

左のナビゲーションツリーからファイルシステムオブジェクトを選択します。［概略
（Summary）］タブ、［パラメータ（Parameters）］タブ、［拡張（Advanced）］タブの順
にクリックし、ファイルシステムの名前、説明、パラメータを表示または更新します。
p.204 の 「［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ファイル
システムパラメータ（File system parameters）］パネルのオプション」 を参照してく
ださい。
p.205 の 「［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ファイル
システムの拡張（File system advanced）］パネルのオプション」 を参照してくださ
い。

7

左側のナビゲーションツリーからボリュームオブジェクトを選択し、[概略（Summary）]、
[パラメータ（Parameters）]、[拡張（Advanced）]タブの順にクリックして、ボリューム
名、説明、パラメータを表示または更新します。
p.207 の 「［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ボリュー
ムパラメータ（Volume parameters）］パネルのオプション」 を参照してください。
p.209 の 「［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ボリュー
ムの拡張（Volume advanced）］パネルのオプション」 を参照してください。

8

［完了（Finish）］をクリックします。結果が表示されます。［閉じる（Close）］をクリックし
ます。

ストレージテンプレートの更新
管理サーバーコンソールでは、ストレージテンプレートを更新または表示できます。
更新タスクを実行するには、ユーザーグループにホストパースペクティブまたはサーバー
パースペクティブで管理者ロールを割り当てる必要があります。ホストの権限は、親組織
から明示的に割り当てまたは継承されている可能性があります。
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ストレージテンプレートを更新するには

1

管理サーバーコンソールで、［サーバー（Server）］パースペクティブに移動して左ペ
インの［ソリューション（Solutions）］を展開し、［ストレージのプロビジョン（Storage
Provisioning）］をクリックします。

2

テーブルでストレージテンプレートを右クリックし、［テンプレートの更新（Update
Template）］を選択します。

3

［テンプレートの更新（Update Template）］ウィザードで、省略可能なオプションとし
て［概略（Summary）］タブのテンプレート情報を修正します。ストレージテンプレー
ト名は必須で、一意である必要があります。

4

関連付けられているボリュームとファイルシステムを表示するには左のナビゲーショ
ンのストレージテンプレートを展開します。

5

左のナビゲーションツリーからファイルシステムを選択します。次のタブでファイルシ
ステムに関係する情報を表示または更新できます。

6

7

■

［FS の概略（FS Summary）］タブ
名前および説明を更新できます。

■

［パラメータ（Parameters）］タブ
p.204 の 「［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ファ
イルシステムパラメータ（File system parameters）］パネルのオプション」 を参
照してください。

■

［拡張（Advanced）］タブ: このタブは、［パラメータ（Parameters）］タブで［ファイ
ルシステムの作成（Create File System）］チェックボックスにチェックマークを付
けた場合のみ表示されます。
p.205 の 「［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ファ
イルシステムの拡張（File system advanced）］パネルのオプション」 を参照して
ください。

左のナビゲーションツリーからボリュームを選択します。次のタブでボリュームに関係
する情報を表示または更新できます。
■

［ボリュームの概略（Volume Summary）］タブ

■

［パラメータ（Parameters）］タブ
p.207 の 「［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ボ
リュームパラメータ（Volume parameters）］パネルのオプション」 を参照してくだ
さい。

■

［拡張（Advanced）］タブ
p.209 の 「［ストレージテンプレートの作成（Create Storage Template）］ - ［ボ
リュームの拡張（Volume advanced）］パネルのオプション」 を参照してください。

更新したストレージテンプレート情報を保存するには、［完了（Finish）］をクリックしま
す。結果が表示されます。［閉じる（Close）］をクリックします。
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ストレージのプロビジョニング
管理サーバーコンソールでは、ストレージテンプレートを使ってストレージをプロビジョニ
ングできます。
このタスクを実行するには、ホストまたはサーバーパースペクティブでユーザーグループ
に管理者ロールが割り当てられている必要があります。ホストの権限は、親組織から明示
的に割り当てまたは継承されている可能性があります。
ストレージをプロビジョニングするには

1

管理サーバーコンソールで、［サーバー（Server）］パースペクティブに移動して左ペ
インの［ソリューション（Solutions）］を展開し、［ストレージのプロビジョン（Storage
Provisioning）］をクリックします。

2

［操作（Actions）］ペインで、［ストレージのプロビジョン（Provision Storage）］をクリッ
クします。

3

ストレージのプロビジョンを行うホストとディスクグループを選択します。（ホストを選択
すると、選択に応じて関連付けられたディスクグループが表示されます。）［次へ
（Next）］をクリックします。

4

ストレージテンプレートを選択します。
サイズまたはマウントポイントのストレージテンプレートで［要求（Ask）］が選択されて
いる場合は、対応するフィールドを編集できます。

5

［完了（Finish）］をクリックし、ストレージをプロビジョニングします。タスクの情報が表
示されるため、［タスク（Tasks）］ペインでタスクを追跡できます。［閉じる（Close）］を
クリックします。

ストレージテンプレートのアップロード
管理サーバーコンソールでは、コンピュータから Veritas Operations Manager リポジト
リにストレージテンプレートをアップロードできます。一度に 1 つのテンプレートをアップ
ロードできます。
このタスクを実行するには、ホストまたはサーバーパースペクティブでユーザーグループ
に管理者ロールが割り当てられている必要があります。ホストの権限は、親組織から明示
的に割り当てまたは継承されている可能性があります。
ストレージテンプレートを更新するには

1

管理サーバーコンソールで、［サーバー（Server）］パースペクティブに移動して左ペ
インの［ソリューション（Solutions）］を展開し、［ストレージのプロビジョン（Storage
Provisioning）］をクリックします。

2

［操作（Actions）］ペインで、［テンプレートのアップロード（Upload Template）］をク
リックします。
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3

［テンプレートのアップロード（Upload Templates）］パネルで、［テンプレートファイ
ルのロード（Load template file）］をクリックしてアップロードするテンプレートまで移
動し、［開く（Open）］をクリックします。

4

［アップロード（Upload）］をクリックし、Veritas Operations Manager リポジトリにテ
ンプレートをアップロードします。

p.215 の 「ストレージテンプレートのダウンロード」 を参照してください。

ストレージテンプレートのダウンロード
管理サーバーコンソールでは、ストレージをダウンロードできます。複数のストレージテン
プレートを選択して同時にダウンロードできます。複数のストレージテンプレートをダウン
ロードすると、コンピュータの単一のファイルに保存されます。ダウンロードされたファイル
には .json （JavaScript Object Notation）拡張子が付けられます。たとえば、2 つのス
トレージテンプレートをダウンロードすると、アプリケーションによってそれらが組み合わせ
られたダウンロードファイル（2tmpls.json）が作成されるため、そのファイルをコンピュー
タに保存する必要があります。
このタスクを実行するには、ホストまたはサーバーパースペクティブでユーザーグループ
に管理者ロールが割り当てられている必要があります。ホストの権限は、親組織から明示
的に割り当てまたは継承されている可能性があります。
1 つ以上のストレージテンプレートをダウンロードするには

1

管理サーバーコンソールで、［サーバー（Server）］パースペクティブに移動して左ペ
インの［ソリューション（Solutions）］を展開し、［ストレージのプロビジョン（Storage
Provisioning）］をクリックします。

2

［操作（Actions）］ペインで、［テンプレートのダウンロード（Download Template）］を
クリックします。

3

［テンプレートのダウンロード（Download Templates）］パネルで、ダウンロードする
テンプレートを選択して［ダウンロード（Download）］をクリックします。

p.214 の 「ストレージテンプレートのアップロード」 を参照してください。

ストレージテンプレートの削除
管理サーバーコンソールでは、作成したストレージテンプレートを削除できます。
このタスクを実行するには、ホストまたはサーバーパースペクティブでユーザーグループ
に管理者ロールが割り当てられている必要があります。ホストの権限は、親組織から明示
的に割り当てまたは継承されている可能性があります。
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1つ以上のストレージテンプレートを削除するには

1

管理サーバーコンソールで、［サーバー（Server）］パースペクティブに移動して左ペ
インの［ソリューション（Solutions）］を展開し、［ストレージのプロビジョン（Storage
Provisioning）］をクリックします。

2

ストレージテンプレートを右クリックし、[ストレージテンプレートの削除（Delete
Template）]を選択します。

3

[ストレージテンプレートの削除（Delete Storage Template）]パネルで、操作を確認
します。編集可能であり、かつ自分が作成したストレージテンプレートのみを削除で
きます。

ストレージテンプレートのロック
管理サーバーコンソールでは、作成したストレージテンプレートをロックできます。
このタスクを実行するには、ホストまたはサーバーパースペクティブでユーザーグループ
に管理者ロールが割り当てられている必要があります。ホストの権限は、親組織から明示
的に割り当てまたは継承されている可能性があります。
1 つ以上のストレージテンプレートをロックするには

1

管理サーバーコンソールで、［サーバー（Server）］パースペクティブに移動して左ペ
インの［ソリューション（Solutions）］を展開し、［ストレージのプロビジョン（Storage
Provisioning）］をクリックします。

2

ストレージテンプレートを右クリックし、[ストレージテンプレートのロック（Lock Storage
Template）]を選択します。

3

[ストレージテンプレートのロック（Lock Storage Template）]パネルで、［はい（Yes）］
をクリックして、ストレージテンプレートをロックします。 ストレージテンプレートを作成
したユーザーだけがそのストレージテンプレートをロックできます。

p.216 の 「ストレージテンプレートのロック解除」 を参照してください。

ストレージテンプレートのロック解除
管理サーバーコンソールでは、作成したストレージテンプレートのロックを解除できます。
このタスクを実行するには、ホストまたはサーバーパースペクティブでユーザーグループ
に管理者ロールが割り当てられている必要があります。ホストの権限は、親組織から明示
的に割り当てまたは継承されている可能性があります。
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1 つ以上のストレージテンプレートをロック解除するには

1

管理サーバーコンソールで、［サーバー（Server）］パースペクティブに移動して左ペ
インの［ソリューション（Solutions）］を展開し、［ストレージのプロビジョン（Storage
Provisioning）］をクリックします。

2

ストレージテンプレートを右クリックし、［ストレージテンプレートのロックの解除（Unlock
Storage Template）］を選択します。

3

［ストレージテンプレートのロックの解除（Unlock Storage Template）］パネルで、［は
い（Yes）］をクリックして、ストレージテンプレートをロック解除します。自分で作成し
たストレージテンプレートのみをロック解除できます。

p.216 の 「ストレージテンプレートのロック」 を参照してください。
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16
ボリュームの移行
この章では以下の項目について説明しています。
■

ボリューム移行について

■

ボリュームの移行に関する影響分析レポートについて

■

ホスト別のボリュームの移行

■

［LUN 特性の選択（Select LUN Characteristics）］のオプション

■

［レイアウトの変更（Change layout）］のオプション

■

エンクロージャ別のボリュームの移行

■

ディスクグループごとにボリュームを移行する

■

ボリュームの移行の一時停止または再開

■

スケジュール設定済みのボリューム移行の削除

ボリューム移行について
企業では、ストレージボリュームを新しいディスクエンクロージャに移動（移行）しなければ
ならない場合が多くなっています。ボリューム移行には時間がかかり、複雑である場合も
あります。Storage Provisioning and Enclosure Migration Add-onによって、複雑さが
簡素化され、ディスクエンクロージャ間のボリューム移行が簡単になります。
管理サーバーコンソールを使用して、ボリュームを次のように移行できます。
p.220 の 「ホスト別のボリュームの移行」 を参照してください。
p.223 の 「エンクロージャ別のボリュームの移行」 を参照してください。
p.225 の 「ディスクグループごとにボリュームを移行する」 を参照してください。
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メモ: ボリューム移行は Veritas Operations Manager （VRTSsfmh パッケージ） 5.x 以
降を実行する管理対象ホストに対してサポートされます。
1 つのエンクロージャから別のエンクロージャのターゲットディスクにボリュームを移行す
る前に、次の要因を考慮してください。
■

移行するボリューム
Storage Provisioning and Enclosure Migration Add-onで移行できるのは、Storage
Foundation で管理されたボリュームだけです。
ストレージアレイには、Storage Foundation 以外のボリューム管理ツールによって管
理されるボリュームが含まれることがあります。また、ホストによって直接使用されるディ
スクが含まれることもあります。このアドオンでは、そのようなボリュームを移行できない
ものとして無視します。

■

ターゲットエンクロージャ
ターゲットエンクロージャが、ソースボリュームが接続しているホストに接続しているこ
とを確認します。移行するボリュームを含むディスクとターゲットディスクの両方が、同
じホストからアクセスできる必要があります。

■

ボリュームを移行するターゲットディスク
選択したボリュームのサイズとレイアウトによって、必要なターゲットディスク数が決定
されます。ターゲットディスクのサイズと数が、選択したボリュームを移行するのに適切
であることを確認します。確実にディスクグループにディスクを追加します。ディスクグ
ループの移行ウィザードを使ってディスクを追加できます。

選択したボリュームを指定したターゲットディスクへ移行しているときにホストがシャットダ
ウンした場合、ボリュームの移行は停止します。ただし、データは失われません。新しいボ
リューム移行ケースを開始して、残りのボリュームを移行させることができます。
Veritas Operations Manager によって、ストレージ管理者は LUN の分類を定義できま
す。LUN の分類によって、ボリュームを使用しているアプリケーションの SLA と一致する
LUN の特性（RAID レベルやレプリケーションなど）を指定できます。LUN の分類が定義
済みの場合は、ストレージの移行を設定するときにその分類を使ってターゲット LUN を
特定することができます。
p.108 の 「LUN 分類について」 を参照してください。

ボリュームの移行に関する影響分析レポートについて
Storage Provisioning and Enclosure Migration Add-onを使ってボリュームを移行する
際、移行ウィザードでは、ウィザードに表示される移行概略に加えて影響分析レポートを
生成できます。影響分析は、移行するボリュームに関連付けられているオブジェクトの追
加情報を示します。ボリューム移行の予想結果を分析し、ボリューム移行を実行する前に
選択したオプションを必要に応じて変更できます。
次のような情報を表示できます。
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■

ボリュームを移行すると影響を受ける可能性があるデータベースについての詳細

■

ボリュームを移行すると影響を受ける可能性があるビジネスアプリケーションについて
の詳細

p.218 の 「ボリューム移行について」 を参照してください。

ホスト別のボリュームの移行
エンクロージャ上に存在するボリュームを 1 つ以上のほかのエンクロージャに移行できま
す。このトピックでは、ホスト別の移行について説明します。エンクロージャ別またはディス
クグループ別にも移行できます。ディスクグループの移行は UNIX/Linux ホストでのみ利
用可能です。
このタスクを実行するには、ホストまたはサーバーパースペクティブでユーザーグループ
に管理者ロールが割り当てられている必要があります。ホストの権限は、親組織から明示
的に割り当てまたは継承されている可能性があります。
ボリュームを移行する前に、次の計画情報を見直してください。
p.218 の 「ボリューム移行について」 を参照してください。
さらに、次も確認します。
■

ボリュームがスナップショットの作成用に設定されている場合は、それらのボリューム
の準備を解除する必要があります。

■

ディスクが新しいエンクロージャでプロビジョニングされ、ディスクグループに追加され
ること確認します。

■

エンクロージャが Veritas Operations Manager に追加されていること確認します。

ボリュームをホスト別に移行するには

1

管理サーバーコンソールで、［サーバー（Server）］パースペクティブに移動して左ペ
インの［ソリューション（Solutions）］を展開し、［ストレージの移行（Storage Migration）］
をクリックします。

2

［操作（Actions）］ペインで、［ホスト別のボリュームの移行（Migrate Volumes By
Host）］をクリックします。

3

［ホスト別のボリュームの移行（Migrate Volumes By Host）］ウィザードで、タスクの
状態を追跡できるように移行タスクの名前と説明を指定します。［次へ（Next）］をク
リックします。

4

ホストを選択し、次に移行元のエンクロージャを選択します。［次へ（Next）］をクリッ
クします。
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5

ボリュームの移行先として 1 つ以上のエンクロージャを選択します。
［LUN 特性の選択（Select LUN Characteristics）］の下で LUN の要件を指定しま
す。
p.222 の 「［LUN 特性の選択（Select LUN Characteristics）］のオプション」 を参照
してください。
［次へ（Next）］をクリックします。

6

移行するボリュームを選択します。移行元と移行先のレイアウトを確認します。移行
先のレイアウトを変更する場合は、ボリュームをダブルクリックし、［レイアウトの変更
（Change Layout）］ウィンドウで新しいレイアウトを選択します。
p.222 の 「［レイアウトの変更（Change layout）］のオプション」 を参照してください。
また、次のオプションからも選択できます。
■

ボリュームへのパス数は同じままにする（デフォルト）か、最小パス数を設定しま
す。

■

オプションで、移行先エンクロージャにボリュームを正常に移行した後で、元の
ボリュームを削除するチェックボックスにチェックマークを付けます。

［次へ（Next）］をクリックします。

7

次のいずれかを選択します。
■

移行時刻のスケジュールを設定します。

■

すぐに実行するには、［今すぐ実行（Run Now）］を選択します。
警告: 移行を開始する前に［移行の概要（Migration Summary）］の下で情報を
再確認します。詳しくは、［影響分析（Impact Analysis）］をクリックしてください。
別個のウィンドウが開いて、影響を受けるオブジェクトに関する影響分析の情報
が表示されます。

8

［移行の概要（Migration Summary）］と［影響分析（Impact Analysis）］の再確認が
完了したら、元に戻って変更を行う場合は［前へ（Previous）］をクリックします。また
は、［完了（Finish）］をクリックし、確認ウィンドウを閉じます。
スケジュール設定済みの移行は［移行の状態（スケジュール別）（Migration Status
(By Schedule)）］タブのリストに表示されます。［移行の状態（ボリューム別）（Migration
Status (By Volume)）］タブで特定のボリュームの状態で確認できます。

p.223 の 「エンクロージャ別のボリュームの移行」 を参照してください。
p.225 の 「ディスクグループごとにボリュームを移行する」 を参照してください。
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［LUN 特性の選択（Select LUN Characteristics）］のオ
プション
ボリュームを移行するときに、移行先のエンクロージャに必要な LUN 特性を指定できま
す。
表 16-1
フィールド

［LUN 特性の選択（Select LUN Characteristics）］オプション
説明

エンクロージャ
エンクロージャ VDID を表示します。
VDID（Enclosure
VDID）
製造元（Vendor） エンクロージャ製造元を選択します。デフォルトは選択したエンクロージャの製
造元です。
製品（Product）

エンクロージャの製品名を選択します。デフォルトは選択したエンクロージャの
製品名です。

LUN 種類（LUN
Type）

必要な種類、たとえば ［シン（Thin）］、［シック（Thick）］、または［任意（Any）］
（デフォルト）を選択します。

分類
（Classification）

オプションで、事前定義済みの LUN 分類を選択します。LUN 分類はストレー
ジ管理者が ［ストレージ（Storage）］パースペクティブで定義します。
p.108 の 「LUN 分類について」 を参照してください。

メディア（Media）

メディアの種類、たとえば SSD （ソリッドステートドライブ）、HDD （ハードディス
クドライブ）、［任意（Any）］（デフォルト）を選択します。

RAID 種類（Raid RAID の種類、たとえば、RAID0 を選択します。
Type）
レプリケート済み
（Replicated）

レプリケートされた LUN を使うかどうかを選択します。

p.220 の 「ホスト別のボリュームの移行」 を参照してください。
p.223 の 「エンクロージャ別のボリュームの移行」 を参照してください。

［レイアウトの変更（Change layout）］のオプション
このパネルを使って、移行するボリュームを選択するときに移行先ボリュームのボリューム
レイアウトを変更します。
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［ボリュームレイアウトの変更（Change Volume Layout）］のオプショ
ン

表 16-2
フィールド

説明

移行先のレイアウ 次のいずれかを選択します。
ト（Target
■ ［連結（concat）］ - 順次に連続して配列されたサブディスクを特徴とするレ
Layout）
イアウト様式。
■ ［連結ミラー（concat-mirror）］ - 連結とミラーの組み合わせ。ミラーはデー
タ保護用のデータのコピーを表します。
■ ［連結ミラー（mirror -concat）］ - ミラーと連結の組み合わせ。
■

■

[ストライプ（stripe）] - ストライプを使い複数の物理ディスクにわたってデー
タを分散するレイアウト技術。データは各プレックスのサブディスク内のスト
ライプに交互に割り当てられます。
［ストライプミラー（stripe-mirror）］ - ストライプとミラーの組み合わせ。

いいえミラーの数 ミラー化されたレイアウトのミラー数を選択します。デフォルト値は、2 です。
（No. of mirrors）
ストライプ幅
（Stripe width）

ストライプレイアウトのストライプの幅を選択します。デフォルト値は、128 です。

いいえ列数（No.
of columns）

ストライプレイアウトの列数を選択します。デフォルト値は、2 です。

p.220 の 「ホスト別のボリュームの移行」 を参照してください。
p.223 の 「エンクロージャ別のボリュームの移行」 を参照してください。
p.225 の 「ディスクグループごとにボリュームを移行する」 を参照してください。

エンクロージャ別のボリュームの移行
エンクロージャ上に存在するボリュームを 1 つ以上のほかのエンクロージャに移行できま
す。このトピックでは、エンクロージャ別の移行について説明します。また、ボリュームはホ
スト別またはディスクグループ別にも移行できます。ディスクグループの移行は UNIX/Linux
ホストでのみ利用可能です。
このタスクを実行するには、ホストまたはサーバーパースペクティブでユーザーグループ
に管理者ロールが割り当てられている必要があります。ホストの権限は、親組織から明示
的に割り当てまたは継承されている可能性があります。
ボリュームを移行する前に、次の計画情報を見直してください。
p.218 の 「ボリューム移行について」 を参照してください。
さらに、次も確認します。
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■

ボリュームがスナップショットの作成用に設定されている場合は、それらのボリューム
の準備を解除する必要があります。

■

ディスクが新しいエンクロージャでプロビジョニングされていることを確認します。

■

エンクロージャが Veritas Operations Manager に追加されていること確認します。

ボリュームをエンクロージャ別に移行するには

1

管理サーバーコンソールで、［サーバー（Server）］パースペクティブに移動して左ペ
インの［ソリューション（Solutions）］を展開し、［ストレージの移行（Storage Migration）］
をクリックします。

2

［操作（Actions）］ペインで、［エンクロージャ別のボリュームの移行（Migrate Volumes
By Enclosure）］をクリックします。

3

［エンクロージャ別のボリュームの移行（Migrate Volumes By Enclosure）］ウィザー
ドで、タスクの状態を追跡できるように移行タスクの名前と説明を指定します。［次へ
（Next）］をクリックします。

4

移行元エンクロージャを選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

5

ボリュームの移行先として 1 つ以上のエンクロージャを選択します。
［LUN 特性の選択（Select LUN Characteristics）］の下で LUN の要件を指定し、
［次へ（Next）］をクリックします。
p.222 の 「［LUN 特性の選択（Select LUN Characteristics）］のオプション」 を参照
してください。

6

ホストを選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

7

移行するボリュームを選択します。移行元と移行先のレイアウトを確認します。移行
先のレイアウトを変更する場合は、ボリュームをダブルクリックし、新しいレイアウトを
選択します。
p.222 の 「［レイアウトの変更（Change layout）］のオプション」 を参照してください。
また、次のオプションからも選択できます。
■

ボリュームへのパス数は同じままにする（デフォルト）か、最小パス数を設定しま
す。

■

オプションで、移行先エンクロージャにボリュームを正常に移行した後で、元の
ボリュームを削除するチェックボックスにチェックマークを付けます。

［次へ（Next）］をクリックします。

8

次のいずれかを選択します。
■

移行時刻のスケジュールを設定します。

■

すぐに実行するには、［今すぐ実行（Run Now）］を選択します。
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警告: 移行を開始する前に［移行の概要（Migration Summary）］の下で情報を
再確認します。詳しくは、［影響分析（Impact Analysis）］をクリックしてください。
別個のウィンドウが開いて、影響を受けるオブジェクトに関する影響分析の情報
が表示されます。

9

［移行の概要（Migration Summary）］と［影響分析（Impact Analysis）］の再確認が
完了したら、元に戻って変更を行う場合は［前へ（Previous）］をクリックします。また
は、［完了（Finish）］をクリックし、確認ウィンドウを閉じます。
スケジュール設定済みの移行は［移行の状態（スケジュール別）（Migration Status
(By Schedule)）］タブのリストに表示されます。［移行の状態（ボリューム別）（Migration
Status (By Volume)）］タブで特定のボリュームの状態で確認できます。

p.220 の 「ホスト別のボリュームの移行」 を参照してください。
p.225 の 「ディスクグループごとにボリュームを移行する」 を参照してください。

ディスクグループごとにボリュームを移行する
エンクロージャ上に存在するディスクグループを 1 つ以上のほかのエンクロージャに移
行できます。任意で、移行の設定中に空の、未初期化のディスクを対象エンクロージャか
らディスクグループに追加することができます。このディスクグループ操作は UNIX/Linux
ホストでのみ利用でき、Storage Provisioning and Enclosure Migration Add-onが必要
です。
このタスクを実行するには、ホストまたはサーバーパースペクティブでユーザーグループ
に管理者ロールが割り当てられている必要があります。ホストの権限は、親組織から明示
的に割り当てまたは継承されている可能性があります。
ディスクグループごとボリュームを移行する前に、次の計画情報を見直してください。
p.218 の 「ボリューム移行について」 を参照してください。
さらに、次も確認します。
■

ボリュームがスナップショットの作成用に設定されている場合は、それらのボリューム
の準備を解除する必要があります。

■

ディスクが新しいエンクロージャでプロビジョニングされていることを確認します。移行
ウィザードを使用して、ディスクグループにディスクを追加できます。

■

エンクロージャが Veritas Operations Manager に追加されていること確認します。
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ボリュームをディスクグループごとに移行するには

1

管理サーバーコンソールの［サーバー（Server）］パースペクティブの左ペインで［管
理（Manage）］を展開します。

2

［組織（Organization）］または［未分類のホスト（Uncategorized Hosts）］を展開して
ホストを見つけます。

3

ホストを展開し、［ディスクグループ（Disk Groups）］を展開してディスクグループを
見つけます。

4

ディスクグループを右クリックし、［ストレージの移行（Migrate Storage）］をクリックし
ます。

5

［ディスクグループごとのボリュームの移行（Migrate Volumes by Disk Group）］ウィ
ザードで、タスクの状態を追跡できるように移行タスクの名前と説明を指定します。
［次へ（Next）］をクリックします。

6

移行元と移行先のエンクロージャを選択します。オプションとして、ディスクをディス
クグループに追加するには、［空きディスクまたは未初期化ディスクをディスクグルー
プに追加する（Add free/uninitialized disks to the disk group）］チェックボックスに
チェックマークを付けます。［次へ（Next）］をクリックします。

7

ディスクを追加するオプションを選択した場合は、利用可能な空きディスク（初期化
済み）または未初期化ディスクのリストからディスクグループに追加するディスクを 1
つ以上選択します。［次へ（Next）］をクリックします。

8

移行するボリュームを選択します。移行元と移行先のレイアウトを確認します。移行
先のレイアウトを変更する場合は、ボリュームをダブルクリックし、［レイアウトの変更
（Change Layout）］ウィンドウで新しいレイアウトを選択します。
p.222 の 「［レイアウトの変更（Change layout）］のオプション」 を参照してください。
また、次のオプションからも選択できます。
■

選択したボリュームのディスクへのパス数を同じままにする（デフォルト）か、また
は最小パス数を設定します。

■

オプションで、移動先エンクロージャにボリュームを正常に移動した後で、元の
ボリュームを削除するチェックボックスにチェックマークを付けます。

［次へ（Next）］をクリックします。

9

次のいずれかを選択します。
■

移行時刻のスケジュールを設定します。

■

すぐに実行するには、［今すぐ実行（Run Now）］を選択します。
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警告: 移行を開始する前に［移行の概要（Migration Summary）］の下で情報を
再確認します。詳しくは、［影響分析（Impact Analysis）］をクリックしてください。
別個のウィンドウが開いて、影響を受けるオブジェクトに関する影響分析の情報
が表示されます。
［次へ（Next）］をクリックします。

10 ［移行の概要（Migration Summary）］と［影響分析（Impact Analysis）］の再確認が
完了したら、元に戻って変更を行う場合は［前へ（Previous）］をクリックします。また
は、［完了（Finish）］をクリックし、確認ウィンドウを閉じます。
スケジュール設定済みの移行は、［移行の状態（スケジュール別）（Migration Status
(By Schedule)）］ページの［ストレージの移行（Storage Migration）］ソリューション
の［ソリューション（Solutions）］領域に一覧表示されます。［移行の状態（ボリューム
別）（Migration Status (By Volume)）］タブで特定のボリュームの状態で確認できま
す。
p.220 の 「ホスト別のボリュームの移行」 を参照してください。
p.223 の 「エンクロージャ別のボリュームの移行」 を参照してください。

ボリュームの移行の一時停止または再開
ボリューム移行タスクが完了していない場合は、その移行を一時停止して、後で再開でき
ます。一時停止操作または再開操作は、Veritas Operations Manager のバージョン 6.0
以降を備えた UNIX/Linux 管理対象ホストでのみ利用できます。
このタスクを実行するには、ホストまたはサーバーパースペクティブでユーザーグループ
に管理者ロールが割り当てられている必要があります。ホストの権限は、親組織から明示
的に割り当てまたは継承されている可能性があります。
ボリュームの移行を一時停止するには

1

管理サーバーコンソールで、［サーバー（Server）］パースペクティブに移動して左ペ
インの［ソリューション（Solutions）］を展開し、［ストレージの移行（Storage Migration）］
をクリックします。

2

［移行の状態（スケジュール別）］タブで、スケジュール設定済みの移行タスクを右ク
リックし、［一時停止（Pause）］をクリックします。

3

［移行の一時停止（Pause Migration）］ウィザードで、一時停止するボリュームを選
択し、［完了（Finish）］をクリックします。
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ボリュームの移行を再開するには

1

管理サーバーコンソールで、［サーバー（Server）］パースペクティブに移動して左ペ
インの［ソリューション（Solutions）］を展開し、［ストレージの移行（Storage Migration）］
をクリックします。

2

［移行の状態（スケジュール別）］タブで、一時停止した移行タスクを右クリックし、［再
開（Resume）］をクリックします。

3

［移行の再開（Resume Migration）］ウィザードで、再開するボリュームを選択し、［完
了（Finish）］をクリックします。

スケジュール設定済みのボリューム移行の削除
スケジュール設定済みのボリューム移行が進行中でない場合は、その移行を削除できま
す。
このタスクを実行するには、ホストまたはサーバーパースペクティブでユーザーグループ
に管理者ロールが割り当てられている必要があります。ホストの権限は、親組織から明示
的に割り当てまたは継承されている可能性があります。
スケジュール設定済みのボリューム移行を削除するには

1

管理サーバーコンソールで、［サーバー（Server）］パースペクティブに移動して左ペ
インの［ソリューション（Solutions）］を展開し、［ストレージの移行（Storage Migration）］
をクリックします。

2

［移行の状態（スケジュール別）］タブで、スケジュール設定済みの移行タスクを右ク
リックし、［スケジュールの削除（Delete Schedule）］をクリックします。
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vSphere Web Client 用
Symantec HA プラグイン 6.1

■

第17章 Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientの概要

■

第18章 Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientのインストールとアンインス
トール

■

第19章 Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientの設定

17
Symantec HA Plug-in for
vSphere Web Clientの概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client について

■

サポートするプラットフォームとソフトウェア

■

Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientの制限事項

Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client につい
て
Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientでは、Symantec ApplicationHA 操作
のために VMware vSphere Web Client を使えます。シマンテックの Symantec
ApplicationHA には、VMware vCenter Server によって管理される仮想マシン内部で
動作するアプリケーションの監視機能があります。既存の Symantec ApplicationHA に
は、Symantec ApplicationHA ゲストコンポーネントと Symantec High Availability コン
ソールという 2 つの製品コンポーネントがあります。
Symantec High Availability コンソール（Symantec ApplicationHA のコンポーネントの
1 つ）をインストールした後、VMware vSphere Client を統合するための vCenter プラグ
インが提供されます。 このプラグインは、vSphere Desktop Client に、アプリケーション
監視のための新しいユーザーインターフェース要素（［高可用性（High Availability）］タ
ブなど）を提供します。
ただし、vSphere Web Client を使うには、Veritas Operations Manager 6.1 リリースで
利用可能な Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client を使う必要があります。 こ
れにより VMware vSphere Web Client の Symantec High Availability コンソールの機
能が有効になります。
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Veritas Operations Manager の 6.1 リリースを使うと、VMware vSphere Web Client
で［ダッシュボード（Dashboard）］と［アプリケーションの健全性表示（Application
HealthView）］を表示できます。
Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientは、管理サーバーの高可用性設定で
配備することもできます。
Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client は、Symantec ApplicationHA の新し
い（Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client で Veritas Operations Manager
を新規インストールした）お客様も、既存の（vSphere Desktop Client から VMware
vSphere Web Client に移行した）お客様も使えます。 ユーザーは必要であれば vSphere
Web Client も vSphere Desktop Client も使い続けることができることに注意してくださ
い。
p.231 の 「サポートするプラットフォームとソフトウェア」 を参照してください。
p.238 の 「Veritas Operations Manager 管理サーバー高可用性環境での Symantec
HA Plug-in for vSphere Web Clientの使用」 を参照してください。
p.236 の 「VMware vCenter Server での Symantec HA プラグインの登録」 を参照して
ください。
p.237 の 「VMware vCenter Server での Symantec HA プラグインの登録解除」 を参照
してください。

サポートするプラットフォームとソフトウェア
このセクションでは、Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client がサポートするプ
ラットフォームとアプリケーションについて説明します。
■

Veritas Operations Manager 管理サーバー: バージョン 6.1 以降。 Symantec HA
Plug-in for vSphere Web Client は、管理サーバーがサポートするすべてのプラット
フォームで利用できます。

■

VMware: VMware vSphere バージョン 5.1 以降。

■

Symantec ApplicationHA: Symantec ApplicationHA バージョン 6.1 以降。
メモ: Symantec ApplicationHA の以前のバージョン（5.1 SP2 または 6.0）を使用し
ている場合、Veritas Operations Manager 管理対象ホストパッケージ（VRTSsfmh）
をバージョン 5.0 以降にアップグレードする必要があります。

■

Symantec Cluster Server（VCS）:
■

Windows プラットフォーム用の VMware: バージョン 6.0.1 以降
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メモ: Veritas Operations Manager 管理対象ホストパッケージ（VRTSsfmh）をバー
ジョン 6.1 以降にアップグレードします。

■

Linux プラットフォーム用の VMware: バージョン 6.0.2 以降
メモ: Veritas Operations Manager 管理対象ホストパッケージ（VRTSsfmh）をバー
ジョン 6.1 以降にアップグレードします。

p.230 の 「Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client について」 を参照してくださ
い。

Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientの制限
事項
このセクションでは Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client の制限事項を示し
ます。
■

vSphere Web Client を介して ApplicationHA ゲストコンポーネントをインストールす
る機能: 仮想マシンに Symantec ApplicationHA ゲストコンポーネントをインストール
するために vSphere Web Client を使うことができません。 ApplicationHA ゲストコン
ポーネントをインストールするのに vSphere Desktop Client を使います。

■

Symantec High Availability ホームページは、vSphere Web Client では利用でき
ません。また Symantec High Availability License Management に関連する操作、
サイト間のシングルサインオン設定（VMware Site Recovery Manager 用）は利用で
きません。

■

Symantec Backup Exec との統合はサポートされません。

p.230 の 「Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client について」 を参照してくださ
い。
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Symantec HA Plug-in for
vSphere Web Clientのイン
ストールとアンインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientをインストールする前に

■

管理サーバーでの Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientのインストール

■

Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientをアンインストールする前に

■

Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientのアンインストール

Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientをインス
トールする前に
Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client をインストールするには、Veritas
Operations Manager の概念とマニュアルを理解しておく必要があります。
Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client をインストールする前に、次の考慮事
項を確認してください。
1.

Veritas Operations Manager 管理サーバーを環境にまだインストールしていない
場合はインストールします。
詳しくは、『Veritas Operations Manager インストール/設定ガイド』を参照してくだ
さい。

2.

Veritas Operations Manager 制御ホストのアドオンをインストールして設定します。

第 18 章 Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientのインストールとアンインストール
管理サーバーでの Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientのインストール

詳しくは、『Veritas Operations Manager インストール/設定ガイド』を参照してくだ
さい。
3.

アプリケーションの可用性を監視する仮想マシンに ApplicationHA ゲストコンポー
ネントまたは Symantec Cluster Server（VCS）をインストールします。 Veritas
Operations Manager の仮想化パースペクティブで、仮想マシンが可視であること
を確認してください。

管理サーバーでの Symantec HA Plug-in for vSphere
Web Clientのインストール
Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client のみをインストールするか、フルインス
トール（Veritas Operations Manager 管理サーバー、アドオンまたはプラグインのインス
トール）を実行できます。
メモ: Veritas Operations Manager 管理サーバーを高可用性（HA）モードで設定する場
合、Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client を Veritas Operations Manager
管理サーバーのプライマリノードとセカンダリノードの両方にインストールして設定する必
要があります。
管理サーバーを使って、Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientをインストール
できます。次のいずれかの方法により、プラグインをダウンロードして、インストールできま
す。
■

SORT（Symantec Operations Readiness Tools）Web サイトからプラグインをダウ
ンロードする。 管理サーバーコンソールで［ソリューションのアップロード（Upload
Solutions）］を使ってプラグインをリポジトリにアップロードしてからインストールする。

■

管理サーバーコンソール（［設定（Settings）］の［導入（Deployment）］セクション）を
使って、プラグインをダウンロードしてインストールする。

Veritas Operations Manager アドオンのダウンロード、アップロード、インストールにつ
いての詳しい手順は、『Veritas Operations Manager 管理サーバーインストール/設定
ガイド』を参照してください。
メモ: プラグインをインストールした後、Veritas Operations Manager Webサーバーを再
起動する必要があります。
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Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientをアンイ
ンストールする前に
Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientをアンインストールする前に、次の考慮
事項を確認してください。
■

Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client のアンインストールにより、Symantec
HA プラグインは vCenter Server から登録解除されません。 Symantec HA プラグ
インをまずすべての vCenter Server から登録解除してから、Symantec HA Plug-in
for vSphere Web Client をアンインストールします。
プラグインの登録解除に関する情報:
p.237 の 「VMware vCenter Server での Symantec HA プラグインの登録解除」 を
参照してください。

■

Veritas Operations Manager 管理サーバーを高可用性（HA）モードで設定した場
合、Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client を Veritas Operations Manager
管理サーバーのプライマリノードとセカンダリノードの両方からアンインストールする必
要があります。

Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientのアンイ
ンストール
管理サーバーから Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientをアンインストール
できます。
このタスクを実行するには、［管理サーバー（Management Server ）］パースペクティブ
でユーザーグループに管理者ロールが割り当てられている必要があります。
Veritas Operations Manager アドオン（プラグイン）のアンインストール手順について詳
しくは、『Veritas Operations Manager 管理サーバーインストール/設定ガイド』を参照し
てください。
リポジトリから Veritas Operations Manager アドオンを削除する手順について詳しくは、
『Veritas Operations Manager 管理サーバーインストール/設定ガイド』を参照してくださ
い。
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vSphere Web Clientの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

VMware vCenter Server での Symantec HA プラグインの登録

■

VMware vCenter Server での Symantec HA プラグインの登録解除

■

Veritas Operations Manager 管理サーバー高可用性環境での Symantec HA
Plug-in for vSphere Web Clientの使用

■

Veritas Operations Manager 管理サーバーへの管理対象ホストの追加

■

Veritas Operations Manager への仮想マシンの移行

VMware vCenter Server での Symantec HA プラグイン
の登録
Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client のインストールが正常に完了すると、管
理サーバーコンソールの［仮想化（Virtualization）］パースペクティブの［ソリューション
（Solutions）］セクションに Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client オプションが
リストされるのを確認できます。 Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client タブに、
Veritas Operations Manager 環境で現在検出されいる VMware vCenter Server が表
示されます。
必要な vCenter Server を選択し、［登録（Register）］オプションを使って、Symantec
HA プラグインをこの vCenter Server に登録します。 登録完了後、Symantec
ApplicationHA ユーザーインターフェース要素（［ダッシュボード（Dashboard）］と［アプ
リケーション（Application）］［健全性ビュー（HealthView）］）が vSphere Web Client に
表示されます。Veritas Operations Manager では、仮想化管理者のみがプラグインを
登録するために必要な権限を有します。
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VMware vCenter Server で Symantec HA プラグインを登録するには

1

管理サーバーコンソールで、［仮想化（Virtualization）］パースペクティブに移動し、
左側のペインで［ソリューション（Solutions）］を展開し、Symantec HA Plug-in for
vSphere Web Client をクリックします。

2

Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client タブで、Symantec HA プラグイン
を登録する必要な VMware vCenter Server を選択します。

3

右クリックして［登録（Register）］を選択します。プラグイン登録のために使われる
ユーザー詳細が Veritas Operations Manager 管理サーバーの VMware vCenter
Server 検出のために使われるユーザー詳細と同じであることに注意してください。
また、ユーザーは VMware プラグインの登録権限が必要です。

4

確認ウィザードパネルの［完了（Finish）］をクリックして、Symantec HA プラグインを
この VMware vCenter Server に登録します。

p.237 の 「VMware vCenter Server での Symantec HA プラグインの登録解除」 を参照
してください。
p.230 の 「Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client について」 を参照してくださ
い。

VMware vCenter Server での Symantec HA プラグイン
の登録解除
管理サーバーコンソールを使って、特定の VMware vCenter Server にすでに登録され
ている Symantec HA プラグインの登録を解除できます。
VMware vCenter Server で Symantec HA プラグインを登録解除するには

1

管理サーバーコンソールで、［仮想化（Virtualization）］パースペクティブに移動し、
左側のペインで［ソリューション（Solutions）］を展開し、Symantec HA Plug-in for
vSphere Web Client をクリックします。

2

Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientタブで、該当する VMware vCenter
Server を選択します。

3

右クリックし、［登録解除（Unregister）］を選択します。

4

Symantec HA プラグインを登録解除するには確認ウィザードパネルの［完了
（Finish）］をクリックします。

p.236 の 「VMware vCenter Server での Symantec HA プラグインの登録」 を参照して
ください。
p.230 の 「Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client について」 を参照してくださ
い。
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Veritas Operations Manager 管理サーバー高可用性
環境での Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client
の使用
このセクションは、既存の Veritas Operations Manager 管理サーバーの実装に応じて、
Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client の配備の 2 つのシナリオを説明しま
す。
■

Veritas Operations Manager 管理サーバーがすでに高可用性（HA）環境で設定済
みのとき: すでに Veritas Operations Manager を高可用性（HA）環境で設定してい
る場合は、Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client をプライマリノードとセカ
ンダリノードにインストールする必要があります。 Symantec HA Plug-in for vSphere
Web Client を正常にインストールした後、Veritas Operations Manager 管理サー
バー使って必要な VMware vCenter Server での登録操作を実行します。
p.236 の 「VMware vCenter Server での Symantec HA プラグインの登録」 を参照
してください。

■

Veritas Operations Manager 管理サーバーが高可用性（HA）環境で設定されない
場合: （非高可用性環境で設定された）Veritas Operations Manager 管理サーバー
がすでに Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client をインストール済みで
VMware vCenter Servers を設定済みの場合で、管理サーバーを高可用性環境に
移行する場合は、次の手順を実行する必要があります。
■

Veritas Operations Manager 管理サーバーを使用して VMware vCenter Server
の登録を解除します。 Veritas Operations Manager を使用した VMware vCenter
Server の定期的な検出はこの登録解除プロセスによって影響されません。
p.237 の 「VMware vCenter Server での Symantec HA プラグインの登録解除」
を参照してください。

■

Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client をアンインストールします。

■

高可用性（HA）環境で Veritas Operations Manager 管理サーバーを設定しま
す。

■

Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client を管理サーバーのプライマリノー
ドとセカンダリノードにインストールします。

■

Veritas Operations Manager 管理サーバーが高可用性環境で設定されている
ため、Symantec HA プラグインを必要な VMware vCenter Server で再登録し
ます。

p.230 の 「Symantec HA Plug-in for vSphere Web Client について」 を参照してくださ
い。
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Veritas Operations Manager 管理サーバーへの管理
対象ホストの追加
Symantec ApplicationHA または Symantec Cluster Server（VCS）で制御される仮想
マシン内で動作するアプリケーションを監視するには、仮想マシン（ゲスト）を管理対象ホ
ストとして Veritas Operations Manager 管理サーバーに追加する必要があります。
一度に 1 つの仮想マシンを追加するか、CSV ファイルを使って複数のホストを Veritas
Operations Manager に追加できます。
このセクションでは、管理対象ホストを追加する 2 つの方法について説明します。 次の
いずれかを選択します。
■

「管理サーバーコンソールを使って 1 つ以上の管理対象ホストを追加する方法 」

セットアップで、仮想マシンが Symantec HA Console に現在接続されている場合は、
すべての監視対象仮想マシンを Veritas Operations Manager に移行できます。 詳し
いステップは次のとおりです。
p.241 の 「Veritas Operations Manager への仮想マシンの移行」 を参照してください。
いずれかの方法を使って管理対象ホストの追加を開始する前に、次の前提条件を満た
していることを確かめてください。
■

管理対象ホストと Veritas Operations Manager 管理サーバー間が接続されている。

■

VRTSsfmh 5.0 以降が ApplicationHA ゲストにインストールされ、VRTSsfmh 6.1
が VCS ゲストにインストールされている。

■

Veritas Operations Manager 管理サーバー 6.1 がインストールされている。
メモ: この条件が満たされていない場合、Veritas Operations Manager にエラーは
表示されません。

■

ログオンユーザーが、仮想システムで ApplicationHA または VCS タスクを実行する
ための十分な管理者/ルート権限を持っている。

管理サーバーコンソールを使って 1 つ以上の管理対象ホストを追加する方法

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

次のいずれかを実行します。
■

［ホストの追加（Add Hosts）］、［エージェント（Agent）］の順にクリックします。

■

［設定（Settings）］タブで、［ホスト（Host）］をクリックし、［ホストの追加（Add
Hosts）］、［エージェント（Agent）］の順にクリックします。
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3

1 つ以上のホストを手動で指定するには、［エントリの追加（Add Entry）］をクリックし、
次のホストの詳細をホストごとに指定します。
■

ホスト名: 管理サーバーからホストに到達するために使うことができるホスト名また
は IP アドレスを指定します。

■

ユーザー名: 管理者権限またはルート権限を持つユーザー名を指定します。

■

パスワード: 指定されたユーザー名でログオンするためのパスワードを指定しま
す。

CSV を使って複数のホストを指定するには、［拡張（Advanced）］で CSV ファイル
を参照して複数のホストを次の形式で指定します。
メモ: 最初の行が次のとおりであることを確認します。
Host, User, Password
host1,user1,password1
host2, user2,password2
host3, user3,password3

4

［選択したファイルのインポート（Import selected file）］をクリックして、［完了（Finish）］
をクリックします。

5

［結果（Results）］パネルで、必要なすべての管理対象ホストが VOM に追加された
ことを確認します。

vSphere Web Client から管理対象ホストを追加する方法

1

Veritas Operations Manager 管理サーバーから gendeploy スクリプトをダウンロー
ドします。
メモ: Veritas Operations Manager の管理サーバーパースペクティブ上での管理
者ロールを持つユーザーだけがスクリプトを生成できます。

2

vSphere Web Client の［監視（Monitor）］タブで、管理対象ホストとして追加する仮
想マシンにナビゲートします。
仮想マシンが管理対象ホストとして追加されていない場合、［ホストの追加（Add
Host）］パネルが表示されます。

3

［ホストの追加（Add Host）］パネルで、仮想マシン上での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指定します。
同じパネルで、gendeploy スクリプトの場所も指定し、［設定（Configure）］をクリック
します。
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Veritas Operations Manager への仮想マシンの移行
現在 vSphere Desktop Client 使って Symantec ApplicationHA または Symantec
Cluster Server（Cluster Server）の操作を実行している場合、vSphere Web Client か
ら同じタスクを実行するためには、Symantec HA Plug-in for vSphere Web Clientを使っ
て必要なすべての仮想マシンを Symantec HA Console から Veritas Operations
Manager 管理サーバーに移行する必要があります。
次の手順で、実行する必要のある詳細なステップを説明します。
メモ: 既存の Symantec HA Console ユーザーでない場合は、この手順をスキップしてく
ださい。
仮想マシンを Veritas Operations Manager に移行する方法

1

管理者権限を持つユーザーとして Veritas Operations Manager 管理サーバーに
ログオンします。

2

hac_generate_csv.pl スクリプトにナビゲートし、次のコマンドを実行します。

Linux の場合:
# installdir/bin/perl installdir/adm/hac_generate_csv.pl --vc-name
vc-name [--vc-user vc-user --vc-password vc-password]
--ha-console-server ha-console-server

Windows の場合:
# "installdir¥bin¥perl.exe" "installdir¥adm¥hac_generate_csv.pl"
--vc-name vc-name [--vc-user vc-user --vc-password vc-password]
--ha-console-server ha-console-server

ここで、
■

「installdir」はインストールディレクトリです。

■

「vc-name」は、必要な仮想マシンを監視する vCenter Server の FQDN また
は IP アドレスです。

■

「vc-user」は、vCenter Server 上での管理者権限を持つユーザー名です。
これは省略可能なパラメータです。 vSphere Web Client 用 Symantec HA プ
ラグインを vCenter Server にすでに登録している場合、この値を指定する必要
はありません。
プラグインの登録について詳しくは、次を参照してください。
p.236 の 「VMware vCenter Server での Symantec HA プラグインの登録」 を
参照してください。
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■

「vc-password」は、vCenter Server 上での管理者権限を持つユーザーのパス
ワードです。 これも省略可能なパラメータです。 vc-user パラメータの値を指定
した場合にのみこの値を指定してください。

■

「ha-console-server」は、仮想マシンがすでに接続されている Symantec High
Availability Console サーバーの FQDN または IP アドレスです。

スクリプトでは、カンマ区切り（CSV）の次の 4 つのファイルが生成されます。
■

hostlist.csv: Symantec High Availability Console サーバーに接続されている
仮想マシンのホスト名のカンマ区切りリスト。 各仮想マシンの管理者権限を持つ
ユーザー名とパスワードを追加するにはこの CSV ファイルを編集する必要があ
ります。
詳しくは、ステップ 3 を参照してください。

■

MHalready-added.csv: Symantec High Availability Console サーバーと
Veritas Operations Manager 管理サーバーの両方に接続されている仮想マシ
ンのホスト名のカンマ区切りリスト。 移行タスクではこのリストは無視してください。

■

unsupported-MHversion.csv: VRTSsfmh パッケージのサポートされているバー
ジョンが存在しない仮想マシンのホスト名のカンマ区切りリスト。 VRTSsfmh パッ
ケージを、ApplicationHA ゲストではバージョン 5.0 以降、VCS ゲストではバー
ジョン 6.1 にアップグレードし、仮想マシンを移行して、ステップ 1 から開始しま
す。

■

unresolv-hostlist.csv: 次の 1 つ以上の状況が発生している、各仮想マシンの
ホスト名と IP アドレスのカンマ区切りリスト。
■

ホスト名が解決できない。

■

VRTSsfmh パッケージは存在せず、Veritas Messaging Service（xprtld）が
動作していない。

仮想マシンに複数の IP アドレスが関連付けられている場合は、その仮想マ
シンの複数のエントリがこのリストに表示されます。
前述のエラーを解決してから、仮想マシンを移行してください。
■

3

hostlist.csv を編集して各仮想マシンのユーザー名とパスワードを指定します。 次
の形式のみ使います。
Host, User, Password
host1,user1,password1
host2, user2,password2
host3, user3,password3

4

Veritas Operations Manager 管理サーバーコンソールの［ホーム（Home）］ページ
で、［設定（Settings）］をクリックします。
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5

次のいずれかを実行します。
［ホストの追加（Add Hosts）］、［エージェント（Agent）］の順にクリックします。
または
［設定（Settings）］タブで、［ホスト（Host）］をクリックし、［ホストの追加（Add Hosts］、
［エージェント（Agent）］の順にクリックします。

6

［拡張（Advanced）］で、ステップ 3 で編集した CSV を参照し、［選択項目のイン
ポート（Import Selected）］をクリックして、［完了（Finish）］をクリックします。

7

［結果（Results）］パネルで、必要なすべての仮想マシンが管理対象ホストとして
Veritas Operations Manager 管理サーバーに追加されたことを確認します。
メモ: 複数の Symantec HA Console サーバーに接続されている仮想マシンを移行
する場合は、すべての Symantec HA Console サーバーに対してこの手順を繰り
返す必要があります。
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