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はじめに

『Sun ZFS Storage 7000システム管理ガイド』には、Oracle社の Sun ZFS Storage 7000シ
リーズのNASアプライアンス向けの管理および構成ドキュメントが含まれていま
す。

このドキュメントは、アプライアンスのブラウザユーザーインタフェースの使用中
にヘルプボタンからアクセスできます。アプライアンスのドキュメントは、システ
ムサービスマニュアルに記載されているシステム更新手順を使用して更新できま
す。

本書の対象読者
これらの注意事項は、Sun ZFS Storage 7000アプライアンスを設置して使用する
ユーザーおよびシステム管理者を対象としています。

関連ドキュメント
設置の指示、ハードウェアの概要、サービス手順、およびソフトウェア更新の注意
事項については、次のドキュメントを参照してください。

■ 設置ガイド、Analyticsガイド、サービスマニュアル (http://www.oracle.com/
technetwork/documentation/)

サードパーティーのWebサイトの参照
このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテン
ツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することが
あります。
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注 –オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関し
て一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連
会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損
失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

Oracleサポートへのアクセス
Oracleのお客様は、My Oracle Supportを通して電子サポートにアクセスできます。詳
細については、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoまたは聴
覚に障害をお持ちの場合は http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs

を参照してください。

はじめに
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はじめに

概要

はじめに
Sun ZFS Storage 7000製品ファミリは、ネットワーク経由のクライアントに対して効果
的なファイルサービスおよびブロックデータサービスを提供し、システムに保存さ
れたデータに対して適用できる豊富な一連のデータサービスを提供します。

コントローラ
■ 7120
■ 7320
■ 7420

レガシープラットフォーム: 7110 | 7210 | 7310 | 7410

拡張ストレージ
■ ディスクシェルフ

レガシープラットフォーム: J4400/J4500

1第 1 章

21



プロトコル
Sun ZFS Storageアプライアンスには、業界標準のさまざまなクライアントプロトコル
へのサポートが含まれています。

■ SMB
■ NFS
■ HTTPおよびHTTPS
■ WebDAV
■ iSCSI
■ FC
■ SRP
■ iSER
■ FTP
■ SFTP

主な機能
Sun ZFS Storageシステムには、最高クラスのストレージ価格性能比と、本番ワーク
ロードに対する過去に例を見ない可観測性を実現するために、次の新しいテクノロ
ジーも組み込まれています。

■ Analyticsは、システムの動作をリアルタイムで動的に観察し、データをグラ
フィカルに表示するためのシステムです。

■ ZFSハイブリッドストレージプールは、読み書きを高速化するオプションのフ
ラッシュメモリーデバイス、低消費電力で高容量のディスク、およびDRAMメモ
リーで構成され、これらすべてが単一のデータ階層として透過的に管理されま
す。

データサービス
これらのプロトコルを使用してエクスポートするデータを管理するために、組み込
み済みの高度なデータサービスのコレクションを使用して、Sun ZFS Storageシステム
を構成できます。

ライセンスについて:リモートレプリケーションとクローニングは無償で評
価することが許可されていますが、本稼動環境で使用するには、各機能の
ライセンスを個別に購入する必要があります。評価期間を過ぎたら、これ
らの機能のライセンスを購入するか、機能を非アクティブ化する必要があ
ります。オラクル社は、ライセンスが遵守されているかどうかをいつでも
監査する権利を保持しています。詳細については、オラクル社のソフト
ウェアライセンス契約書 (SLA)およびハードウェアシステムと組み込みのソ
フトウェアオプションの権利書を参照してください。

■ RAID-Z (RAID-5およびRAID-6)、ミラー化、およびストライプ化の各ディスク構
成

概要
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■ 無制限の読み取り専用および読み書き用スナップショット (スナップショットの
スケジュール機能付き)

■ データ複製解除

■ 組み込みのデータ圧縮

■ 障害回復のためのデータのリモートレプリケーション

■ 高可用性を実現するアクティブ/アクティブクラスタ化
(7310、7320、7410、7420、および 7720)

■ iSCSI LUNsのシンプロビジョニング
■ ウイルススキャンと隔離

■ NDMPバックアップと復元

可用性
本番データの可用性を最大限に高めるために、Sun ZFS Storageアプライアンスに
は、スタックの各レベルでの冗長性など、データの完全性のための完全なエンド
ツーエンドアーキテクチャーが組み込まれています。主な機能は次のとおりです。

■ CPU、DRAM、I/Oカード、ディスク、ファン、電源など、すべてのシステム
ハードウェアの障害に対する予測的自己修復および診断

■ すべてのデータおよびメタデータについての ZFSエンドツーエンドのデータ
チェックサムにより、スタック全体でデータを保護

■ RAID-6 (ダブルパリティーおよびトリプルパリティー)およびオプションのディス
クシェルフ全体でのRAID-6

■ 高可用性を実現するアクティブ/アクティブクラスタ化
(7310、7320、7410、7420、および 7720)

■ ネットワーク障害からの保護のためのリンクアグリゲーションおよび IPマルチパ
ス

■ コントローラとディスクシェルフの間の I/Oマルチパス
■ すべてのシステムソフトウェアサービスの統合ソフトウェア再起動

■ すべてのソフトウェアおよびハードウェア問題のフォンホームによる遠隔監視

■ リモート電源制御およびコンソールアクセスのための各システムの Lights-out管
理

ブラウザユーザーインタフェース (BUI)

概要
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ブラウザユーザーインタフェース

BUIは、アプライアンスの管理のためのグラフィカルツールです。BUIによって、管
理タスク、概念の視覚化、およびパフォーマンスデータの解析のための直感的な環
境が提供されます。

管理ソフトウェアは、さまざまなWebブラウザ上ですべての機能が完全に動作する
ように設計されています。

初期構成中にNET-0ポートに割り当てた IPアドレスまたはホスト名のいずれかを使
用して、ブラウザでシステムにアクセスしてください (例: https://ipaddress:215または
https://hostname:215)。ログイン画面が表示されます。

BUIの右上にリンクが表示されるオンラインヘルプは、コンテキストヘルプで
す。BUIのトップレベルとセカンドレベルの各画面でヘルプボタンをクリックする
と、関連するヘルプページが表示されます。

コマンド行インタフェース (CLI)
CLIは、BUIの機能をミラー化する一方で、繰り返しタスクを行うための強力なスク
リプト環境も提供するように設計されています。以降のセクションでは、CLIの詳細
について説明します。CLI内を移動する場合に注意する原則が 2つあります。

■ タブ補完が幅広く使用されます。特定のコンテキストで何を入力すればよいかわ
からない場合、Tabキーを押すと、入力可能なオプションが表示されます。ド
キュメント全体を通して、Tabキーを押す場合は「tab」という文字を太字の斜体
で表現します。

概要
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■ ヘルプは常に使用でき、ヘルプコマンドではコンテキストヘルプが表示されま
す。特定のトピックのヘルプは、たとえば help commandsのように、そのト
ピックをヘルプの引数として指定することによって表示できます。表示可能なト
ピックは、ヘルプコマンドをタブ補完するか、ヘルプトピックを入力することに
よって表示されます。

この 2つの原則を、次のように組み合わせることができます。

dory:> help tab

builtins commands general help properties script

ユーザーインタフェース

ブラウザユーザーインタフェース

ブラウザユーザーインタフェース (BUI)
BUIは、アプライアンスの管理のためのグラフィカルツールです。BUIによって、管
理タスク、概念の視覚化、およびパフォーマンスデータの解析のための直感的な環
境が提供されます。以降のセクションでは、BUIの概要について説明します。

ユーザーインタフェース
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■ メインウィンドウ - BUIの要素と設計の概要
■ アイコン -アイコンの参照
■ ブラウザ -サポートされるブラウザ

コマンド行インタフェース (CLI)
CLIは、BUIの機能をミラー化する一方で、繰り返しタスクを行うための強力なスク
リプト環境も提供するように設計されています。以降のセクションでは、CLIの詳細
について説明します。

■ CLI -使用法
■ コンテキスト -コンテキスト
■ プロパティー -プロパティー
■ スクリプト -スクリプト
■ ワークフロー -ワークフロー

ブラウザ

サポートされるブラウザ
このセクションでは、BUIのブラウザサポートを定義します。最適な結果を得るに
は、層 1のブラウザを使用します。

層1
BUIソフトウェアは、次の層 1のブラウザ上で完全に機能するように設計されていま
す。

■ Firefox 3.xおよび 5.x
■ Internet Explorer 7、8、9
■ Safari 3.1以降
■ WebKit 525.13以降

層2
層 2のブラウザでは、BUIの要素が見かけ上不完全になることがあるほか、必要な機
能はすべて正しく機能しますが、一部の機能が使用できない場合があります。次の
いずれかの層 2のブラウザを使用している場合は、ログイン中に警告メッセージが
表示されます。

■ Firefox 2.x
■ Solaris 10上のMozilla 1.7

ブラウザ
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■ Opera 9

サポートされていないブラウザ
Internet Explorer 6以前のバージョンはサポートされていません。問題があることがわ
かっているため、ログインが完了しません。

メインウィンドウ

ファイルシステムのプロパティーを、「Projects」サイドパネルを使用して別のプロ
ジェクトに移動することによって変更します。

概要
BUIによって、システム動作を視覚化したり、アプライアンスでのパフォーマンス
の問題を識別したりするための整理された環境が提供されます。

メインウィンドウ
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マストヘッド
マストヘッドには、ナビゲーションや通知のためのいくつかのインタフェース要
素、および主要な機能が含まれています。左側には、上から下に、Sunのロ
ゴ、ハードウェアのモデルバッジ、ハードウェアの電源切断および再起動ボタンが
配置されています。右側に移ると、ここでも上から下に、ログイン ID、ログアウ
ト、ヘルプ、メインナビゲーション、サブナビゲーションが配置されています。

ナビゲーション
BUIの「Configuration」、「Maintenance」、「Shares」、「Status」、およ
び「Analytics」領域間を移動して表示するには、メインナビゲーションリンクを使用
します。

各領域内の機能や関数にアクセスするには、サブナビゲーションリンクを使用しま
す。

警告
システム警告は、トリガーされたときにマストヘッドに表示されます。複数の警告
が連続してトリガーされた場合は、「Dashboard」画面に表示される最新の警告のリ
スト、または「Maintenance: Logs」画面に表示される完全なログを参照してくださ
い。

セッションの注釈
セッションの注釈を提供した場合、その注釈は、ログイン IDとログアウトコント
ロールの下に表示されます。ログアウトすることなく、以降の管理操作のために
セッションの注釈を変更するには、テキストリンクをクリックします。セッション
の注釈の詳細については、「Configuration: Users」を参照してください。

タイトルバー
タイトルバーはマストヘッドの下に表示され、ローカルナビゲーションや、現在の
ビューによって異なる機能を提供します。

メインウィンドウ
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たとえば、アイデンティティーマッピングサービスのタイトルバーは、次のものを
有効にします。

■ サイドパネルを通したサービスの完全なリストへのナビゲーション

■ アイデンティティーマッピングサービスを有効または無効にするためのコント
ロール

■ アイデンティティーマッピングの稼働時間のビュー

■ アイデンティティーマッピングサービスの「Properties」、「Rules」、およ
び「Logs」画面へのナビゲーション

■ 現在の画面で実行された構成の変更を適用するためのボタン

■ 現在の画面で適用された構成の変更を元に戻すためのボタン

サイドパネルとメニュータイトル
「Service」ビューと「Project」ビューの間をすばやく移動するには、タイトルまたは
展開 矢印をクリックして、サイドパネルを開いたり閉じたりします。

メインウィンドウのサイドパネルとメニュータイトル

プロジェクトの追加

プロジェクトを追加するには、サイドバーの「Add...」リンクをクリックします。

メインウィンドウ
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シェアの移動

プロジェクト間でシェアを移動するには、移動 アイコンをクリックし、ファイル
システムのシェアをサイドパネルにある適切なプロジェクトにドラッグします。

シェアを別のプロジェクトにドラッグすると、プロパティーが親プロジェクトから
継承されるように設定されている場合は、そのシェアのプロパティーが変更される
ことに注意してください。

オブジェクト名

シェア名を変更するには、そのシェアの強調表示されている表の行にある名前の変
更 アイコンをクリックします。

非標準のBUIコントロールのガイド
ほとんどの BUIコントロールは標準のWebフォーム入力を使用しますが、注意する
必要のある重要な例外がいくつか存在します。

BUIコントロールのサマリー

プロパティーを変更する
編集 アイコンをクリックし、ダイアログを完了する

リスト項目またはプロパティーエントリを追加する 追加 アイコンをクリックする

リスト項目またはプロパティーエントリを削除する 削除 アイコンをクリックする

変更を保存する 「Apply」ボタンをクリックする

保存された変更を元に戻す 「Revert」ボタンをクリックする

リストから項目を削除する
ごみ箱 アイコンをクリックする (マウスを項目の行の上に移動する
と、このアイコンが表示される)

リスト内の項目を検索する リストの右上にある検索 アイコンをクリックする

リストの見出しでソートする リストを再ソートするには、太字のサブ見出しをクリックする

項目を移動またはドラッグする 移動 アイコンをクリックする

項目の名前を変更する 名前の変更 アイコンをクリックする

システムに関する詳細を表示する 使用しているモデルの oracle.com Webページに移動するには、Oracleのロゴ
またはモデルバッジをクリックする

サイドパネルを自動的に開く 項目をサイドパネルにドラッグする

メインウィンドウ
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BUIコントロールのサマリー

BUIフィードバックを送信する インタフェースまたはアプライアンスのほかの任意の側面についての提案
を送信するには、すべての画面の右下にある「Let us know」リンクをク
リックする

アクセス権
アクセス権を設定する場合は、RWXボックスがクリック可能なターゲットになりま
す。アクセスグループのラベル (「User」、「Group」、「Other」)をクリックする
と、そのラベルのすべてのアクセス権のオン/オフが切り替わります。

シェアプロパティーの編集
シェアプロパティーを編集するには、「Inherit from project」チェックボックスの
チェックマークを外します。

リスト項目コントロールの表示
リスト内の項目のコントロールを表示するには、マウスをその行の上に移動しま
す。

メインウィンドウ
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モダルダイアログ
すべてのモダルダイアログでは、上に現在のアクションを識別するタイトルと、そ
のアクションのコミットまたは取り消しを行うためのボタンがあり、下にコンテン
ツが配置されています。モダルダイアログのコンテンツ領域はメインのコンテンツ
領域と同じインタフェース規約に従いますが、ほかのアクションを実行するに
は、その前にタイトルバーにあるボタンを使用して破棄する必要がある点が異なり
ます。

アイコン

一般的な使用法
アイコンはシステムのステータスを示し、機能へのアクセスを提供するほか、ほと
んどの場合は、クリックされたときにアクションを実行するボタンとして機能しま
す。マウスをインタフェースアイコンの上に移動してツールチップを表示すると役
立ちます。下の表は、ユーザーインタフェースの規約の基本を示しています。

ステータス
ステータスの光は、システムの健全性やサービスの状態の基本的なインジケータで
す。

アイコン
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アイコン 説明 アイコン 説明

オン 警告

オフ 無効

基本的な使用法
次のアイコンはユーザーインタフェース全体にわたって現れ、基本的な機能のほと
んどをカバーしています。

アイコン* 説明 アイコン* 説明

-- 名前の変更 (テキスト編集) -- 複製

-- 移動 -- ロールバック

編集 -- アプライアンス電源

破棄 -- アプライアンスの再起動

追加 -- 適用

削除 -- 元に戻す

取り消し/閉じる -- 情報

-- エラー -- リスト列のソート (下)

-- 警告 -- リスト列のソート (上)

オン/オフの切り替え 最初のページ

再起動 前のページ

-- 検索 次のページ

無効/オフライン 最後のページ

ロック -- 検索

-- 待機スピナ メニュー

-- 逆方向 パネル

アイコン
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アイコン* 説明 アイコン* 説明

-- 切断

*左側には無効になったアイコンが示されています。

ネットワーク
次のアイコンは、ネットワークデバイスの状態とネットワークデータリンクのタイ
プを示します。

アイコン 説明 アイコン 説明

アクティブなネットワークデバイス アクティブな Infinibandポート

アクティブでないネットワークデバイス アクティブでない Infinibandポート

ネットワークデータリンク ネットワークデータリンク

(IBパーティション)

ネットワークデータリンクVLAN

ネットワークデータリンクアグリゲーション

ネットワークデータリンクアグリゲーションVLAN

ダッシュボードしきい値
次のアイコンは、「Settings」内で設定されたユーザーが構成できるしきい値に関連
した、監視されている統計情報の現在の状態を示します。

アイコン 説明 アイコン 説明

快晴 ハリケーン

部分的に曇り ハリケーンクラス 2

曇り ハリケーンクラス 3

雨 ハリケーンクラス 4

嵐 ハリケーンクラス 5

アイコン
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Analytics
この一連のアイコンは、「Analytics」ワークシート内の情報の表示を操作するために
ツールバーで使用されます。

アイコン 説明 アイコン 説明

戻ります 最小値を表示

進めます 最大値を表示

現在まで進めます 折れ線グラフを表示します

一時停止 山型グラフを表示

ズームアウトします 外れ値を除外します

ズームインします ワークシートとこの統計を同期します

1分間を表示します ワークシートの統計の同期を解除します

1時間を表示します ドリルダウンします

1日を表示します 統計データをエクスポート (クライアントにダウンロード)します

1週間を表示します 統計データを保存します

1か月を表示します データセットをアーカイブします

ワークシートをサポートバンドルとともに送信します

アイデンティティーマッピング
次のアイコンは、WindowsとUNIXの間でユーザーとグループをマップするときに
適用される役割のタイプを示します。

アイコン* 説明 アイコン* 説明

WindowsからUNIXへを許可 UNIXからWindowsを許可

WindowsからUNIXを拒否 UNIXからWindowsを拒否

アイコン
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アイコン* 説明 アイコン* 説明

双方向を許可

*左側には無効になったアイコンが示されています。

その他のアイコン
次のアイコンは、異なるタイプのオブジェクトを区別するとともに、二次的に重要
な情報を提供するために使用されます。

アイコン 説明 アイコン 説明

許可 SAS

拒否 SASポート

ストレージプール

CLI

CLIの概要
コマンド行は、繰り返しの管理タスクをスクリプト化するためのきわめて効率的
で、強力なツールです。このアプライアンスは、シリアルコンソールまたは SSHか
ら使用可能なコマンド行インタフェースを提供します。システムとの推奨される対
話の方法がコマンド行である状況が、次に示すようにいくつか存在します。

■ ネットワークが使用不可 -ネットワークが使用できない場合、ブラウザベースの
管理は不可能です。テキストベースのインタフェースにしか対応していないシリ
アルコンソールが、管理のための唯一の手段になります

■ 便宜性 -システムの特定の側面を検査したり、構成をすばやく変更したりしたい
だけの場合は特に、ブラウザの起動に非常に長い時間がかかることがあります

■ 精度 -状況によっては、ブラウザで提供される情報がその性質上、定量的という
より定性的であることがあるが、より正確な答えを必要としている場合

■ 自動化 -ブラウザベースの対話は、容易には自動化できません。繰り返しのタス
クや厳密に定義されたタスクがある場合は、それらのタスクをスクリプト化しま
す

CLI
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CLIへのログイン
CLIを使用してリモートからログインするには、sshクライアントを使用します。こ
のアプライアンスを管理するほかのユーザーを構成していない場合は、rootとして
ログインする必要があります。ログインすると、次に示すように、ホスト名とそれ
に続くコロン、さらにそれに続く大なり記号で構成されるプロンプトがCLIに表示
されます。

% ssh root@dory

Password:

Last login: Mon Oct 13 15:43:05 2009 from kiowa.sf.fishpo

dory:>

CLI内を移動する場合に注意する原則が 2つあります。

■ タブ完了が広範囲にわたって使用されます。特定の任意のコンテキストで何を入
力したらよいかわからない場合は、Tabキーを押すと、入力可能なオプションが
表示されます。ドキュメント全体を通して、Tabキーを押す場合は「tab」という
文字を太字の斜体で表現します。

■ ヘルプは常に使用できます。helpコマンドによって、コンテキスト固有のヘルプ
が提供されます。特定のトピックに関するヘルプは、helpへの引数としてそのト
ピック (たとえば、help commands)を指定することによって表示できます。使用可
能なトピックは、helpコマンドをタブ完了するか、または help topicsを入力す
ることによって表示されます。

この 2つの原則を、次のように組み合わせることができます。

dory:> help tab

builtins commands general help properties script

コンテキスト

CLIコンテキスト
CLIにおける中心的な原則は、コマンドが実行されているコンテキストです。このコ
ンテキストによって、システムのどの要素を管理できるか、およびどのコマンドを
使用できるかが規定されます。コンテキストには、各コンテキスト自体に入れ子の
コンテキストが含まれている可能性のあるツリー構造があり、一般には、この構造
によって BUI内のビューの構造がミラー化されています。

ルートコンテキスト
ログイン時の初期コンテキストはルートコンテキストであり、すべてのコンテキス
トの親または上位コンポーネントとして機能します。コンテキストに移動するに

コンテキスト
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は、そのコンテキストの名前をコマンドとして実行します。たとえば、ブラウザ内
の「Configuration」ビューで使用可能な機能は、CLIの configurationコンテキスト
で使用できます。次のように、ルートコンテキストから直接入力してこのコンテキ
ストにアクセスできます。

dory:> configuration

dory:configuration>

プロンプト内のコロンと大なり記号の間にコンテキストが表示されており、プロン
プトがコンテキストを反映して変更されることに注意してください。

子コンテキスト
showコマンドは子コンテキストを表示します。たとえば、configurationコンテキス
トから実行すると、次のようになります。

dory:configuration> show

Children:

net => Configure networking

services => Configure services

version => Display system version

users => Configure administrative users

roles => Configure administrative roles

preferences => Configure user preferences

alerts => Configure alerts

storage => Configure Storage

これらの子コンテキストは、Network、Services、Users、Preferencesなどの、ブラウザ
内の「Configuration」ビューの下で使用可能なビューに対応しています。これらの子
コンテキストのいずれかを選択するには、その名前を入力します。

dory:configuration> preferences

dory:configuration preferences>

中間のコンテキストを空白で区切って指定することによって、上位コンテキストか
ら直接下位コンテキストに移動できます。たとえば、ルートコンテキストから直接
configuration preferencesに移動するには、単に次のように入力します。

dory:> configuration preferences

dory:configuration preferences>

動的な子コンテキスト
一部の子コンテキストは、ブラウザ内の固定されたビューにではなく、ユーザーま
たはシステムのどちらかによって作成された動的なエンティティーに対応している
という点で動的です。これらのコンテキストに移動するには、selectコマンドを使
用し、そのあとに動的コンテキストの名前を指定します。特定のコンテキスト内に
含まれている動的コンテキストの名前は、listコマンドを使用して表示されま
す。たとえば、usersコンテキストは静的コンテキストですが、各ユーザーは独自の
動的コンテキストです。

コンテキスト
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dory:> configuration users

dory:configuration users> list

NAME USERNAME UID TYPE

John Doe bmc 12345 Dir

Super-User root 0 Loc

bmcという名前のユーザーを選択するには、コマンド select bmcを発行します。

dory:configuration users> select bmc

dory:configuration users bmc>

一部のコンテキストでは selectと destroyを交互に使用すると、プロパティーに基
づいてエンティティーを選択できます。たとえば、次のコマンドを発行することに
よって、maintenance logs systemコンテキストで rebootモジュールによって発行さ
れたログエントリを選択できます。

dory:maintenance logs system> select module=reboot

dory:maintenance logs system entry-034> show

Properties:

timestamp = 2010-8-14 06:24:41

module = reboot

priority = crit

text = initiated by root on /dev/console syslogd: going down on signal 15

ほかのコマンドと同様に、selectをコンテキスト変更コマンドに追加することもで
きます。たとえば、ルートコンテキストから bmcという名前のユーザーを選択する
には、次のコマンドを実行します。

dory:> configuration users select bmc

dory:configuration users bmc>

以前のコンテキストに戻る
以前のコンテキストに戻るには、doneコマンドを使用します。

dory:configuration> done

dory:>

次に示すように、これによって戻る以前のコンテキストは、必ずしも親コンテキス
トではないことに注意してください。

dory:> configuration users select bmc

dory:configuration users bmc> done

dory:>

doneコマンドを複数回使用すると、以前のコンテキストに 1つずつ戻ることができ
ます。

dory:> configuration

dory:configuration> users

dory:configuration users> select bmc

コンテキスト
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dory:configuration users bmc> done

dory:configuration users> done

dory:configuration> done

dory:>

親コンテキストへの移動
親コンテキストに移動するには、cdコマンドを使用します。古典的なUNIXコマン
ドと同様に、親コンテキストへの移動を示すには、cdに「..」の引数を指定しま
す。

dory:> configuration users select bmc

dory:configuration users bmc> cd ..

dory:configuration users>

また、UNIXコマンドと同様に、「cd /」を指定するとルートコンテキストに移動し
ます。

dory:> configuration

dory:configuration> users

dory:configuration users> select bmc

dory:configuration users bmc> cd /

dory:>

さらに、UNIXコマンドと同様に、「cd ../..」を使用すると親の親のコンテキスト
に移動できます。

dory:> configuration

dory:configuration> users

dory:configuration users> select bmc

dory:configuration users bmc> cd ../..

dory:configuration>

コンテキストとタブ完了
コンテキスト名は、静的コンテキストか (通常のコマンド完了を介して)、または動
的コンテキストか (selectコマンドのコマンド完了を介して)にかかわらずタブ完了
します。次に示すのは、ルートコンテキストから bmcという名前のユーザーを、タ
ブ完了を使用しない場合に必要になる 31個ではなく、わずか 15個のキーストローク
で選択する例です。

dory:> configtab

dory:> configuration utab

dory:> configuration users setab

dory:> configuration users select tab

bmc root

dory:> configuration users select btab

dory:> configuration users select bmcenter

dory:configuration users bmc>

コンテキスト
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コンテキスト固有のコマンドの実行
コンテキスト内では、コンテキスト固有のコマンドを実行します。たとえば、現在
のユーザーの構成を取得するには、configuration preferencesコンテキストから get

コマンドを実行します。

dory:configuration preferences> get

locale = C

login_screen = status/dashboard

session_timeout = 15

session_annotation =

advanced_analytics = false

コンテキストを変更するコマンドのあとに入力が存在する場合は、ターゲットのコ
ンテキストでそのコマンドが実行されますが、制御は呼び出し側のコンテキストに
戻ります。たとえば、コンテキストを変更せずにルートコンテキストから設定を取
得するには、コンテキストナビゲーションコマンドに getコマンドを追加します。

dory:> configuration preferences get

locale = C

login_screen = status/dashboard

session_timeout = 15

session_annotation =

advanced_analytics = false

コミットされていないコンテキスト
システム内で新しいエンティティーを作成した場合は通常、新しいエン
ティティーに関連付けられたコンテキストが、コミットされていない状態で作成さ
れます。たとえば、configuration alerts thresholdコンテキストから createコマン
ドを実行することによってしきい値警告を作成します。

dory:> configuration alerts thresholds create

dory:configuration alerts threshold (uncommitted)>

プロンプト内の (uncommitted)は、これがコミットされていないコンテキストである
ことを示します。コミットされていないエンティティーは、commitコマンドを使用
してコミットされます。コミットされていないコンテキストから移動しようとする
と、確認を求めるプロンプトが表示されます。

dory:configuration alerts threshold (uncommitted)> cd /

Leaving will abort creation of "threshold". Are you sure? (Y/N)

コミットされていないエンティティーをコミットするときは、新しいエン
ティティーに関連付けられたプロパティーが検証され、エンティティーを作成でき
ない場合はエラーが生成されます。たとえば、新しいしきい値警告の作成には統計
名の指定が必要であり、これを設定できない場合はエラーが生成されます。

コンテキスト
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dory:configuration alerts threshold (uncommitted)> commit

error: missing value for property "statname"

この問題を解決するには、エラーに対処してコミットを再試行します。

dory:configuration alerts threshold (uncommitted)> set statname=cpu.utilization

statname = cpu.utilization (uncommitted)

dory:configuration alerts threshold (uncommitted)> commit

error: missing value for property "limit"
dory:configuration alerts threshold (uncommitted)> set limit=90

limit = 90 (uncommitted)

dory:configuration alerts threshold (uncommitted)> commit

dory:configuration alerts thresholds> list

THRESHOLD LIMIT TYPE STATNAME

threshold-000 90 normal cpu.utilization

プロパティー

CLIのプロパティー
プロパティーとは、コンテキストに関連付けられている、型付けされた名前と値の
ペアです。特定のコンテキストのプロパティーは、「help properties」コマンドを
実行することによって確認できます。ユーザーの設定に関連付けられたプロパ
ティーを取得する例を次に示します。

dory:configuration preferences> help properties

Properties that are valid in this context:

locale => Locality

login_screen => Initial login screen

session_timeout => Session timeout

session_annotation => Current session annotation

advanced_analytics => Make available advanced analytics statistics

プロパティーの取得
特定のコンテキストのプロパティーは、getコマンドを使用して取得できます。get

コマンドを使用してユーザーの設定を取得する例を次に示します。

dory:configuration preferences> get

locale = C

login_screen = status/dashboard

session_timeout = 15

session_annotation =

advanced_analytics = false

プロパティー
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1つのプロパティー値の取得
getコマンドは、引数として指定された任意のプロパティーを返します。たとえ
ば、login_screenプロパティーの値を取得するには、次のコマンドを実行します。

dory:configuration preferences> get login_screen

login_screen = status/dashboard

タブ完了
getコマンドは、使用可能なプロパティーの名前によってタブ完了します。たとえ
ば、iSCSIサービスの使用可能なプロパティーのリストを表示するには、次のコマン
ドを実行します。

dory:> configuration services iscsi get tab

<status> isns_server radius_secret target_chap_name

isns_access radius_access radius_server target_chap_secret

プロパティーの設定
setコマンドは、プロパティーを指定された値に設定します。ここで、プロパ
ティー名とその値は等号で区切られます。たとえば、login_screenプロパ
ティーを「shares」に設定するには、次のコマンドを実行します。

dory:configuration preferences> set login_screen=shares

login_screen = shares (uncommitted)

アプライアンス上の状態を構成するプロパティーの場合は、プロパティーを設定し
てもその値は変更されず、代わりに、設定された値が記録され、そのプロパ
ティーの値はコミットされていないことが示されます。

設定済みのプロパティー値のコミット
設定済みのプロパティー値を強制的に有効にするには、それらのプロパティー値を
明示的にコミットして、複数の値を 1つの整合性のある変更として変更できるよう
にする必要があります。いずれかのコミットされていないプロパティー値をコ
ミットするには、commitコマンドを使用します。

dory:configuration preferences> get login_screen

login_screen = shares (uncommitted)

dory:configuration preferences> commit

dory:configuration preferences> get login_screen

login_screen = shares

コミットされていないプロパティーを含むコンテキストから移動しようとする
と、この移動によって設定済みのプロパティー値が破棄される旨の警告が表示さ
れ、移動を確認するよう求められます。例:

プロパティー
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dory:configuration preferences> set login_screen=maintenance/hardware

login_screen = maintenance/hardware (uncommitted)

dory:configuration preferences> done

You have uncommitted changes that will be discarded. Are you sure? (Y/N)

暗黙のコミットによるプロパティー値の設定
コンテキスト内のプロパティーが別のコンテキストから設定された場合、つま
り、コンテキストを変更するコマンドに setコマンドが追加された場合、そのコ
ミットは暗黙的に行われ、制御が発信元のコンテキストに返される前に実行されま
す。例:

dory:> configuration preferences set login_screen=analytics/worksheets

login_screen = analytics/worksheets

dory:>

プロパティーの値のリストへの設定
一部のプロパティーには、値のリストを指定します。これらのプロパティーで
は、リストの要素をコンマで区切るべきです。たとえば、NTPの serversプロパ
ティーを、次のようにNTPサーバーのリストに設定できます。

dory:configuration services ntp> set servers=0.pool.ntp.org,1.pool.ntp.org

servers = 0.pool.ntp.org,1.pool.ntp.org (uncommitted)

dory:configuration services ntp> commit

プロパティーの特殊文字を含む値への設定
プロパティー値にコンマ、等号、引用符、または空白が含まれている場合は、値全
体を引用符で囲む必要があります。たとえば、デフォルトのプロジェクトの
sharenfsシェアプロパティーを読み取り専用にするが、ホスト「kiowa」には読み取
り/書き込み権を提供するように設定するには、次のコマンドを実行します。

dory:> shares select default

dory:shares default> set sharenfs="ro,rw=kiowa"

sharenfs = ro,rw=kiowa (uncommitted)

dory:shares default> commit

変更不可能なプロパティー
一部のプロパティーは変更不可能です。その値は取得できますが、設定することは
できません。変更不可能なプロパティーを設定しようとすると、エラーが生成され
ます。たとえば、デフォルトのプロジェクトの変更不可能な space_availableプロパ
ティーを設定しようとすと、次のようになります。

dory:> shares select default

dory:shares default> get space_available

space_available = 1.15T

プロパティー
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dory:shares default> set space_available=100P

error: cannot set immutable property "space_available"

ほかの一部のプロパティーは、特定の条件でのみ変更不可能です。これらのプロパ
ティーに対して、setコマンドは有効ではありません。たとえば、bmcという名前の
ユーザーがネットワークユーザーである場合、fullnameプロパティーは変更不可能
です。

dory:> configuration users select bmc set fullname="Rembrandt Q. Einstein"

error: cannot set immutable property "fullname"

スクリプト

コマンドのバッチ処理
もっとも単純なスクリプトのメカニズムは、アプライアンスのシェルコマンドを
バッチ処理することです。たとえば、プロジェクト「myproj」とファイルシステ
ム「myfs」内に「newsnap」と呼ばれるスナップショットを自動的に作成するに
は、ファイル内に次のコマンドを記述します。

shares

select myproj

select myfs

snapshots snapshot newsnap

次に、このファイルを標準入力としてリダイレクトして、アプライアンスに sshを
実行します。

% ssh root@dory < myfile.txt

多くのシェルでは、「ヒアドキュメント」を使用してこれを省略できます。この場
合は、トークンまでの入力が標準入力に送信されます。ヒアドキュメントを使用し
た場合の上の例を次に示します。

% ’’’ssh root@dory << EOF

shares

select myproj

select myfs

snapshots snapshot newsnap

EOF’’’

このメカニズムは、もっとも単純な種類の自動化には十分であり、またクライアン
ト上のより高レベルのシェルスクリプト言語のプログラムロジックでラップされて
いる場合は十分である可能性がありますが、一般にはかなり不十分な方法です。

スクリプト

第 1章 • はじめに 45



スクリプト
もっとも単純な操作にはコマンドのバッチ処理で十分ですが、プログラムロジック
でラップすることは面倒になる場合があります。たとえば、すべてのシェアの領域
使用状況に関する情報を取得したい場合は、特定のコマンドの出力を解析したクラ
イアント上のより高レベルの言語でラップされた、CLIのさまざまな呼び出しを行う
必要があります。これにより、低速で、脆弱な自動化インフラストラクチャーがも
たらされます。より高速で、もっとも堅牢な自動化を可能にするために、このアプ
ライアンスには ECMAScript 3に基づいた、機能の豊富なスクリプト環境が用意され
ています。ECMAScriptのチュートリアルはこのドキュメントの範囲を超えています
が、ECMAScriptはCに似た構文を持つ動的に型付けされる言語であり、次のことが
可能になります。

■ 条件付きコードフロー (if/else)
■ 繰り返しのコードフロー (while、forなど)
■ 優れたオブジェクト型および配列型による構造的なデータや配列データの操作
■ Perlに似た正規表現および文字列操作 (split()、join()など)
■ 例外
■ クロージャーなどの高度な言語機能

スクリプト環境
CLIで、scriptコマンドを使用してスクリプト環境に入ります。

dory:> script

("." to run)>

スクリプト環境のプロンプトが表示されたら、スクリプトを入力し、最後に 1行
に「.」だけを入力してそのスクリプトを実行できます。

dory:> script

("." to run)> for (i = 10; i > 0; i--)

("." to run)> printf("%d... ", i);

("." to run)> printf("Blastoff!\n");

("." to run)> .

10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... Blastoff!

スクリプトが 1行の場合は、単にそのスクリプトを scriptコマンドへの引数として
指定できます。これは、スクリプトを調べるための簡単な方法になります。

dory:> script print("It is now " + new Date())

It is now Tue Oct 14 2009 05:33:01 GMT+0000 (UTC)

システムとの対話
当然ながら、システムと詳細に対話できないかぎり、スクリプトはほとんど役立ち
ません。スクリプトがシステムと対話できるようにするための組み込み関数がいく
つか存在します。

スクリプト
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機能 説明

get 指定されたプロパティーの値を取得します。この関数はネイティブ形式の
値を返すことに注意してください。たとえば、日付はDateオブジェクトと
して返されます。

list 現在のコンテキストの動的な子に対応するトークンの配列を返します。

run 指定されたコマンドをシェルで実行し、すべての出力を文字列として返し
ます。出力に複数の行が含まれている場合、返される文字列には、埋め込
まれた復帰改行が含まれることに注意してください。

props 現在のノードのプロパティー名の配列を返します。

set 2つの文字列引数を受け取り、指定されたプロパティーを指定された値に設
定します。

run関数

スクリプトがより大規模なシステムと対話するためのもっとも単純な方法
は、「run」関数を使用することです。この関数は、実行するコマンドを受け取
り、そのコマンドの出力を文字列として返します。例:

dory:> configuration version script dump(run(’get boot_time’))

’ boot_time = 2009-10-12 07:02:17\n’

組み込みの dump関数は、埋め込まれた復帰改行を展開することなく引数をダンプ出
力します。この出力を分割するために、ECMAScriptの文字列処理機能を使用できま
す。たとえば、空白に基づいて上の出力を分割すると、次のようになります。

dory:> configuration version script dump(run(’get boot_time’).split(/\s+/))

[&#39;’, ’boot_time’, ’=’, ’2009-10-12’, ’07:02:17’, &#39;’]

get関数

run関数は十分に強力であるため、システムに関する情報を取得するために、もっぱ
ら出力の解析に頼りたくなることがあります。しかしこれには、将来変更されるか
どうかわからない、人間が読める形式の出力をスクリプトがいつまでも解析し続け
るという決定的な欠点があります。システムに関する情報をより安定して収集する
には、組み込みの「get」関数を使用します。boot_timeプロパティーの場合は、こ
の関数によって文字列ではなく、ECMAScriptの Dateオブジェクトが返されるた
め、プログラムからプロパティー値を操作できます。たとえば、boot_timeプロパ
ティーを現在の時間と組み合わせて使用して、ブート時からの時間を特定すること
もできます。

script

run(’configuration version’);

now = new Date();

uptime = (now.valueOf() - get(’boot_time’).valueOf()) / 1000;

スクリプト
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printf(’up %d day%s, %d hour%s, %d minute%s, %d second%s\n’,

d = uptime / 86400, d < 1 || d >= 2 ? ’s’ : ’’,

h = (uptime / 3600) % 24, h < 1 || h >= 2 ? ’s’: ’’,

m = (uptime / 60) % 60, m < 1 || m >= 2 ? ’s’: ’’,

s = uptime % 60, s < 1 || s >= 2 ? ’s’: ’’);

上のスクリプトを「uptime.aksh」として保存したとすると、それを次の方法で実行
できます。

% ssh root@dory < uptime.aksh

Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal.

Password:

up 2 days, 10 hours, 47 minutes, 48 seconds

仮想端末の割り当てに関するメッセージは、sshクライアントによるものです。この
メッセージが示す問題は、sshに「-T」オプションを指定することによって対処でき
ます。

list関数

動的な子が存在するコンテキストでは、これらの子をプログラムから繰り返し処理
すると非常に有効です。これを行うには、動的な子の配列を返す list関数を使用し
ます。たとえば、すべてのプロジェクト内のすべてのシェアを繰り返し処理し、消
費されている容量と空きスペースを出力するスクリプトを次に示します。

script

run(’shares’);

projects = list();

for (i = 0; i < projects.length; i++) {

run(’select ’ + projects[i]);

shares = list();

for (j = 0; j < shares.length; j++) {

run(’select ’ + shares[j]);

printf("%s/%s %1.64g %1.64g\n", projects[i], shares[j],

get(’space_data’), get(’space_available’));

run(’cd ..’);

}

run(’cd ..’);

}

このスクリプトが「space.aksh」という名前のファイルに保存されたと仮定して、ス
クリプトを実行した出力を次に示します。

% ssh root@koi < space.aksh

Password:

admin/accounts 18432 266617007104

admin/exports 18432 266617007104

admin/primary 18432 266617007104

admin/traffic 18432 266617007104

admin/workflow 18432 266617007104
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aleventhal/hw_eng 18432 266617007104

bcantrill/analytx 1073964032 266617007104

bgregg/dashbd 18432 266617007104

bgregg/filesys01 26112 107374156288

bpijewski/access_ctrl 18432 266617007104

...

この結果の「きれいに出力された」バージョン (ただし、プログラムの処理はより困
難になる)が欲しい場合は、getコマンドの出力を直接解析することもできます。

script

run(’shares’);

projects = list();

printf(’%-40s %-10s %-10s\n’, ’SHARE’, ’USED’, ’AVAILABLE’);

for (i = 0; i < projects.length; i++) {

run(’select ’ + projects[i]);

shares = list();

for (j = 0; j < shares.length; j++) {

run(’select ’ + shares[j]);

share = projects[i] + ’/’ + shares[j];

used = run(’get space_data’).split(/\s+/)[3];

avail = run(’get space_available’).split(/\s+/)[3];

printf(’%-40s %-10s %-10s\n’, share, used, avail);

run(’cd ..’);

}

run(’cd ..’);

}

このスクリプトが「prettyspace.aksh」という名前であると仮定して、この新しいスク
リプトを実行した出力の一部を次に示します。

% ssh root@koi < prettyspace.aksh

Password:

SHARE USED AVAILABLE

admin/accounts 18K 248G

admin/exports 18K 248G

admin/primary 18K 248G

admin/traffic 18K 248G

admin/workflow 18K 248G

aleventhal/hw_eng 18K 248G

bcantrill/analytx 1.00G 248G

bgregg/dashbd 18K 248G

bgregg/filesys01 25.5K 100G

bpijewski/access_ctrl 18K 248G

...

children関数

静的な子が存在するコンテキストであっても、これらの子をプログラムから繰り返
し処理すると有効です。これを行うには、静的な子の配列を返す children関数を使
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用します。たとえば、すべてのサービスを繰り返し処理し、そのサービスのス
テータスを出力するスクリプトを次に示します。

configuration services

script

var svcs = children();

for (var i = 0; i < svcs.length; ++i) {

run(svcs[i]);

if (props().length !== 0)

printf("%-10s %s\n", svcs[i], get(’<status>’));

run("done");
}

.

このスクリプトが「svcinfo.aksh」という名前のファイルに保存されたと仮定し
て、スクリプトを実行した出力を次に示します。

% ssh root@koi < space.aksh

Password:

cifs disabled

dns online

ftp disabled

http disabled

identity online

idmap online

ipmp online

iscsi online

ldap disabled

ndmp online

nfs online

nis online

ntp online

scrk online

sftp disabled

smtp online

snmp disabled

ssh online

tags online

vscan disabled

出力の生成
システムの状態を報告するには、出力を生成する必要があります。出力を生成する
ために、スクリプトで使用可能な組み込み関数がいくつか存在します。

機能 説明

dump 埋め込まれた復帰改行を展開することなく、指定された引数を端末にダン
プします。オブジェクトは、JSONに似た形式で表示されます。デバッグに
有効です。

スクリプト
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機能 説明

print 指定されたオブジェクトを文字列として出力し、そのあとに復帰改行を出
力します。そのオブジェクトに toStringメソッドがない場合は、不透明に
出力されます。

printf Cの printf(3C)と同様に、指定された引数を指定された書式設定文字列に
従って出力します。

エラーの処理
エラーが生成されると、例外がスローされます。この例外は一般に、次のメン
バーを含むオブジェクトです。

■ code -エラーに関連付けられた数値コード
■ message -エラーに関連付けられた、人間が読める形式のメッセージ

例外はキャッチして処理できます。または、スクリプト環境からスローされる可能
性があります。スクリプト環境にキャッチされていない例外がある場合は、CLIにそ
の詳細が表示されます。例:

dory:> script run(’not a cmd’)

error: uncaught error exception (code EAKSH_BADCMD) in script: invalid command

"not a cmd" (encountered while attempting to run command "not a cmd")

例外をキャッチしてダンプすることによって、例外に関するより詳細な情報を表示
できます。

dory:> script try { run(’not a cmd’) } catch (err) { dump(err); }

{

toString: <function>,

code: 10004,

message: ’invalid command "not a cmd" (encountered while attempting to

run command "not a cmd")’
}

また、これにより、豊富なエラー処理も可能になります。次に例を示します。

#!/usr/bin/ksh -p

ssh -T root@dory <<EOF

script

try {

run(’shares select default select $1’);

} catch (err) {

if (err.code == EAKSH_ENTITY_BADSELECT) {

printf(’error: "$1" is not a share in the ’ +

’default project\n’);

exit(1);

}

throw (err);

}
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printf(’"default/$1": compression is %s\n’, get(’compression’));

exit(0);

EOF

このスクリプトが「share.ksh」という名前であり、無効なシェア名で実行された場合
は、次のような豊富なエラーメッセージが生成されます。

% ksh ./share.ksh bogus

error: "bogus" is not a share in the default project

アクセスの自動化
バッチ処理されたコマンドまたはスクリプト (あるいは何らかの組み合わせ)のどれ
を使用している場合も、自動化されたインフラストラクチャーには、アプライアン
スへの自動化されたアクセスが必要です。これを行うには、ユーザーの作成、その
ユーザーへの必要な承認の許可、および SSHキーのアップロードを行います。

ワークフロー

はじめに
ワークフローとは、アプライアンスにアップロードされ、そのアプライアンス自体
で管理されるスクリプトのことです。ワークフローは、ブラウザインタフェースま
たはコマンド行インタフェースのどちらからも優れた方法でパラメータ化し、実行
することができます。ワークフローはまた、オプションで警告アクションとして実
行したり、指定された時間に実行したりすることもできます。そのため、ワークフ
ローを使用すると、特定のポリシーや手順を取り込むような方法でアプライアンス
を拡張できます。また、たとえば、特定の組織またはアプリケーションのベストプ
ラクティスを正式にエンコードすることもできます。

ワークフローは、1つの大域変数 workflowが含まれている、有効な ECMAscript
ファイルに組み込まれています。これは、少なくとも次の 3つのメンバーを含む必
要のあるオブジェクトです。

必須メンバー 種別 説明

name 文字列 ワークフローの名前

description 文字列 ワークフローの説明

execute 機能 ワークフローを実行する関数

次に、標準的な簡単なワークフローを示します。

ワークフロー
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var workflow = {

name: ’Hello world’,

description: ’Bids a greeting to the world’,

execute: function () { return (’hello world!’) }

};

このワークフローをアップロードすると「Hello world」という名前の新しいワークフ
ローが作成され、このワークフローを実行すると「hello world!」が出力されます

ワークフローの実行コンテキスト
ワークフローは、アプライアンスのシェル内で非同期に (デフォルトでは)その
ワークフローを実行しているユーザーとして実行されます。そのため、ワークフ
ローはアプライアンスのスクリプト機能を自由に使用でき、さらにアプライアンス
のシェルのほかの任意のインスタンスと同じようにアプライアンスと対話できま
す。つまり、ワークフローはコマンドを実行したり、出力を解析したり、状態を変
更したりすることができます。run関数を使用して現在のCPU使用率を返す、より
複雑な例を次に示します。

var workflow = {

name: ’CPU utilization’,

description: ’Displays the current CPU utilization’,

execute: function () {

run(’analytics datasets select name=cpu.utilization’);

cpu = run(’csv 1’).split(’\n’)[1].split(’,’);

return (’At ’ + cpu[0] + ’, utilization is ’ + cpu[1] + ’%’);

}

};

ワークフローのパラメータ
入力に従って動作しないワークフローのスコープは限られます。有効に使用するに
は、多くのワークフローをパラメータ化する必要があります。これを行うには、グ
ローバルな workflowオブジェクトに parametersメンバーを追加します。この
parametersメンバーがさらに、パラメータごとにメンバーを持つことが想定される
オブジェクトになっています。各 parametersメンバーには、次のメンバーが必要で
す。

必須メンバー 種別 説明

label 文字列 ワークフローパラメータの入力を飾るためのラベル

type 文字列 ワークフローパラメータの型

typeメンバーは、次の型のいずれかに設定されている必要があります。
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型名 説明

Boolean ブール値

ChooseOne いくつかの指定された値のいずれか

EmailAddress 電子メールアドレス

File アプライアンスに転送されるファイル

Host 有効なホスト (名前またはドット区切り 10進数のどちらか)

HostName 有効なホスト名

HostPort 有効な、使用可能なポート

Integer 整数

NetAddress ネットワークアドレス

NodeName ネットワークノードの名前

NonNegativeInteger 0以上の整数

Number 任意の数値 (浮動小数点を含む)

Password パスワード

Permissions POSIXアクセス権

Port ポート番号

Size サイズ

String 文字列

StringList 文字列のリスト

指定された型に基づいて、ワークフローの実行時に適切な入力フォームが生成され
ます。たとえば、ビジネス単位の名前 (プロジェクトとして使用される)と、シェア
の名前 (シェア名として使用される)の 2つのパラメータを持つワークフローを次に
示します。

var workflow = {

name: ’New share’,

description: ’Creates a new share in a business unit’,

parameters: {

name: {

label: ’Name of new share’,

type: ’String’

},

unit: {

label: ’Business unit’,

type: ’String’

}

},

ワークフロー
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execute: function (params) {

run(’shares select ’ + params.unit);

run(’filesystem ’ + params.name);

run(’commit’);

return (’Created new share "’ + params.name + ’"’);
}

};

このワークフローをアップロードして実行すると、シェアとビジネス単位の名前を
入力するためのダイアログボックスが表示されます。シェアが作成されると、それ
を示すメッセージが生成されます。

制約付きのパラメータ

パラメータによっては、任意の文字列は許可せず、入力を少数の候補のいずれかに
制限したい場合があります。これらのパラメータは型 ChooseOneとして指定する必要
があり、そのパラメータを含むオブジェクトには次の 2つの追加のメンバーが必要
です。

必須メンバー 種別 説明

options 配列 有効なオプションを指定する文字列の配列

optionlabels 配列 optionsで指定されたオプションに関連付けられているラベルを

指定する文字列の配列

ChooseOneパラメータ型を使用すると、前の例を、ビジネス単位が少数の定義済みの
値のいずれかに制限されるように拡張できます。

var workflow = {

name: ’Create share’,

description: ’Creates a new share in a business unit’,

parameters: {

name: {

label: ’Name of new share’,

type: ’String’

},

unit: {

label: ’Business unit’,

type: ’ChooseOne’,

options: [ ’development’, ’finance’, ’qa’, ’sales’ ],

optionlabels: [ ’Development’, ’Finance’,

’Quality Assurance’, ’Sales/Administrative’ ],

}

},

execute: function (params) {

run(’shares select ’ + params.unit);

run(’filesystem ’ + params.name);

run(’commit’);

return (’Created new share "’ + params.name + ’"’);
}

};
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このワークフローが実行されたときに、unitパラメータは手動では入力されず、可
能性のあるオプションの指定されたリストから選択されます。

オプションのパラメータ

一部のパラメータは、ワークフローの実行を許可するためにそのパラメータがいず
れかの値に設定されていることがUIによって義務付けられないという点で、オプ
ションと見なすことができます。このようなパラメータは、parametersメンバーの
optionalフィールドによって示されます。

オプションメンバー 種別 説明

optional ブール型 trueに設定されている場合は、このパラメータを設定する必要が

ないことを示します。このパラメータの値が指定されてなくても、

UIによってワークフローの実行が許可されます。

パラメータがオプションであり、未設定の場合、execute関数に渡される parameters
オブジェクト内のそのメンバーは undefinedに設定されます。

エラー処理
ワークフローの実行中にエラーが検出された場合は、例外がスローされます。例外
がワークフロー自体によってキャッチされない場合 (または、ワークフローが別の方
法ではキャッチされない例外をスローした場合)、ワークフローは失敗し、その例外
に関連した情報がユーザーに表示されます。エラーを正しく処理するには、例外を
キャッチして処理するべきです。たとえば、前の例では、存在しないプロジェクト
内にシェアを作成しようとすると、キャッチされない例外が発生します。この例
は、問題のあるエラーをキャッチし、プロジェクトが存在しない場合はそのプロ
ジェクトを作成するように変更できます。

var workflow = {

name: ’Create share’,

description: ’Creates a new share in a business unit’,

parameters: {

name: {

label: ’Name of new share’,

type: ’String’

},

unit: {

label: ’Business unit’,

type: ’ChooseOne’,

options: [ ’development’, ’finance’, ’qa’, ’sales’ ],

optionlabels: [ ’Development’, ’Finance’,

’Quality Assurance’, ’Sales/Administrative’ ],

}

},

execute: function (params) {
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try {

run(’shares select ’ + params.unit);

} catch (err) {

if (err.code != EAKSH_ENTITY_BADSELECT)

throw (err);

/*

* We haven’t yet created a project that corresponds to

* this business unit; create it now.

*/

run(’shares project ’ + params.unit);

run(’commit’);

run(’shares select ’ + params.unit);

}

run(’filesystem ’ + params.name);

run(’commit’);

return (’Created new share "’ + params.name + ’"’);
}

};

入力の検証
ワークフローは、そのワークフローのパラメータがメンバーとして含まれているオ
ブジェクトをパラメータとして受け取る validateメンバーを追加することに
よって、オプションでその入力を検証できます。validate関数からは、各メン
バーの名前が検証に失敗したパラメータの名前であり、各メンバーの値が
ユーザーに表示される検証失敗メッセージであるオブジェクトが返されます。前の
例を拡張して、ユーザーがすでに存在するシェアを作成しようとした場合は明確な
エラーを表示するには、次のようにします。

var workflow = {

name: ’Create share’,

description: ’Creates a new share in a business unit’,

parameters: {

name: {

label: ’Name of new share’,

type: ’String’

},

unit: {

label: ’Business unit’,

type: ’ChooseOne’,

options: [ ’development’, ’finance’, ’qa’, ’sales’ ],

optionlabels: [ ’Development’, ’Finance’,

’Quality Assurance’, ’Sales/Administrative’ ],

}

},

validate: function (params) {

try {

run(’shares select ’ + params.unit);

run(’select ’ + params.name);

} catch (err) {

if (err.code == EAKSH_ENTITY_BADSELECT)

return;

}
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return ({ name: ’share already exists’ });

},

execute: function (params) {

try {

run(’shares select ’ + params.unit);

} catch (err) {

if (err.code != EAKSH_ENTITY_BADSELECT)

throw (err);

/*

* We haven’t yet created a project that corresponds to

* this business unit; create it now.

*/

run(’shares project ’ + params.unit);

set(’mountpoint’, ’/export/’ + params.unit);

run(’commit’);

run(’shares select ’ + params.unit);

}

run(’filesystem ’ + params.name);

run(’commit’);

return (’Created new share "’ + params.name + ’"’);
}

};

実行の監査
ワークフローは、audit関数を呼び出すことによって監査レコードを発行できま
す。audit関数の唯一の引数は、監査ログに記録される文字列です。

実行の報告
実行にある程度の時間が必要な複雑なワークフローの場合は、そのワークフローを
実行しているユーザーに明確な進捗状況を表示すると有効です。ワークフローの実
行をこの方法で報告できるようにするには、executeメンバーが手順の配列を返す必
要があります。各配列要素には、次のメンバーが必要です。

必須メンバー 種別 説明

step 文字列 実行手順の名前を示す文字列

execute 機能 ワークフローの手順を実行する関数

全体としてのワークフロー上の execute関数と同様に、各手順の executeメン
バーは、そのワークフローへのパラメータを含むオブジェクトを引数として受け取
ります。例として、3つの手順で新しいプロジェクト、シェア、および監査レコード
を作成するワークフローを次に示します。

var steps = [ {

step: ’Checking for associated project’,

execute: function (params) {
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try {

run(’shares select ’ + params.unit);

} catch (err) {

if (err.code != EAKSH_ENTITY_BADSELECT)

throw (err);

/*

* We haven’t yet created a project that corresponds to

* this business unit; create it now.

*/

run(’shares project ’ + params.unit);

set(’mountpoint’, ’/export/’ + params.unit);

run(’commit’);

run(’shares select ’ + params.unit);

}

}

}, {

step: ’Creating share’,

execute: function (params) {

run(’filesystem ’ + params.name);

run(’commit’);

}

}, {

step: ’Creating audit record’,

execute: function (params) {

audit(’created "’ + params.name + ’" in "’ + params.unit);

}

} ];

var workflow = {

name: ’Create share’,

description: ’Creates a new share in a business unit’,

parameters: {

name: {

label: ’Name of new share’,

type: ’String’

},

unit: {

label: ’Business unit’,

type: ’ChooseOne’,

options: [ ’development’, ’finance’, ’qa’, ’sales’ ],

optionlabels: [ ’Development’, ’Finance’,

’Quality Assurance’, ’Sales/Administrative’ ],

}

},

validate: function (params) {

try {

run(’shares select ’ + params.unit);

run(’select ’ + params.name);

} catch (err) {

if (err.code == EAKSH_ENTITY_BADSELECT)

return;

}

return ({ name: ’share already exists’ });

},

execute: function (params) { return (steps); }

};
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バージョン管理
ワークフローに関しては、バージョン管理の 2つの側面があります。最初
は、ワークフローが依存するアプライアンスソフトウェアのバージョンの表現であ
り、2番目はワークフロー自体のバージョンの表現です。バージョン管理は、ワーク
フローへの次の 2つのオプションメンバーによって表されます。

オプションメンバー 種別 説明

required 文字列 このワークフローを実行するために必要なアプライアンスソフト

ウェアの最小のバージョン。最小の年、月、日、ビルド、および

ブランチを含みます。

version 文字列 ドット区切り 10進数 (major.minor.micro)形式での、

このワークフローのバージョン。

アプライアンスのバージョン管理

アプライアンスソフトウェアの最小限必要なバージョンを表すには、ワークフ
ローにオプションの requiredフィールドを追加します。このアプライアンスは、ソ
フトウェアがビルドされた年、月、日のあとにビルド番号とブランチ番号を付加し
た「year.month.day.build-branch」によってバージョン管理されます。たとえ
ば、「2009.04.10,12-0」は、2009年 4月 10日に最初にビルドされたソフトウェアの 12
番目のビルドです。現在のアプライアンスキットソフトウェアのバージョンを取得
するには、CLI コマンド「configuration version get version」を実行するか、また
は BUIのシステムビューにある「Version」フィールドを参照します。required

フィールドを使用した例を次に示します。

var workflow = {

name: ’Configure FC’,

description: ’Configures fibre channel target groups’,

required: ’2009.12.25,1-0’,

...

あるワークフローに、アプライアンス上に読み込まれているバージョンより新しい
バージョンのソフトウェアが必要な場合は、そのワークフローをアップロードしよ
うとすると失敗し、不一致を説明したメッセージが表示されます。

ワークフローのバージョン管理

アプライアンスソフトウェアの必要なバージョンの指定に加えて、ワークフロー自
体も versionフィールドでバージョン管理できます。この文字列は、ワークフローの
バージョンのメジャー、マイナー、およびマイクロ番号を示し、同じワークフ
ローの複数のバージョンがマシン上に存在できるようにします。ワークフローを
アップロードするとき、同じワークフローの互換性がある、古いバージョンはすべ
て削除されます。ワークフローは、メジャー番号が同じ場合に互換性があると見な
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され、バージョン番号が低い場合に古いと見なされます。そのた
め、バージョン「2.1」のワークフローをアップロードすると、バージョン「2.0」(ま
たはバージョン「2.0.1」)の同じワークフローが削除されますが、「1.2」や「0.1」は
削除されません。

警告アクションとしてのワークフロー
ワークフローは、オプションで警告アクションとして実行できます。ワークフ
ローを警告アクションとして使用できるようにするには、その alertアクションが
trueに設定されている必要があります。

警告アクションの実行コンテキスト

警告アクションとして実行される場合、ワークフローは、そのワークフローを作成
したユーザーの識別情報を引き継ぎます。このため、警告アクションとして使用で
きるワークフローはすべて、setidが trueに設定されている必要があります。警告
アクションには、次のメンバーを持つ 1つのオブジェクトパラメータがあります。

必須メンバー 種別 説明

class 文字列 警告のクラス。

code 文字列 警告のコード。

items オブ
ジェクト

警告を記述したオブジェクト。

timestamp 日付 警告の時間。

parametersオブジェクトの itemsメンバーには、次のメンバーがあります。

必須メンバー 種別 説明

url 文字列 警告を記述したWebページのURL

action 文字列 警告に対応してユーザーが実行するべきアクション。

impact 文字列 警告の原因となったイベントの影響。

description 文字列 警告を記述した、人間が読める形式の文字列。

severity 文字列 警告の原因となったイベントの重要度。

警告アクションの監査

警告アクションとして実行されているワークフローは、audit関数を使用して監査ロ
グエントリを生成できます。関連するすべてのデバッグ情報を audit関数を経由して
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監査ログに生成することをお勧めします。たとえば、クラスタ化された状態にある
場合はフェイルオーバーを実行するが、リブートの失敗をすべて監査するワークフ
ローを次に示します。

var workflow = {

name: ’Failover’,

description: ’Fail the node over to its clustered peer’,

alert: true,

setid: true,

execute: function (params) {

/*

* To failover, we first confirm that clustering is configured

* and that we are in the clustered state. We then reboot,

* which will force our peer to takeover. Note that we’re

* being very conservative by only rebooting if in the

* AKCS_CLUSTERED state: there are other states in which it

* may well be valid to failback (e.g., we are in AKCS_OWNER,

* and our peer is AKCS_STRIPPED), but those states may also

* indicate aberrent operation, and we therefore refuse to

* failback. (Even in an active/passive clustered config, a

* FAILBACK should always be performed to transition the

* cluster peers from OWNER/STRIPPED to CLUSTERED/CLUSTERED.)

*/

var uuid = params.uuid;

var clustered = ’AKCS_CLUSTERED’;

audit(’attempting failover in response to alert ’ + uuid);

try {

run(’configuration cluster’);

} catch (err) {

audit(’could not get clustered state; aborting’);

return;

}

if ((state = get(’state’)) != clustered) {

audit(’state is ’ + state + ’; aborting’);

return;

}

if ((state = get(’peer_state’)) != clustered) {

audit(’peer state is ’ + state + ’; aborting’);

return;

}

run(’cd /’);

run(’confirm maintenance system reboot’);

}

};

スケジュールされたワークフローの使用
ワークフローは、ワークフローのスケジュールを設定し、タイマーイベント経由で
開始できます。プロパティー scheduledをワークフローオブジェクトに追加して true
に設定する必要があります。ワークフローがアプライアンスにロードされたあとで
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CLIを使用してスケジュールを作成することも、オブジェクトワークフローに配列型
のプロパティー scheduleをオブジェクトワークフローに追加することもできます。

CLIの使用

ワークフローがアプライアンスにロードされると、次のようにCLIインタフェース
を使用してスケジュールを定義できます。

dory:> maintenance workflows

dory:maintenance workflows> "select workflow-002’’’

dory:maintenance workflow-002> schedules

dory:maintenance workflow-002 schedules>create

dory:maintenance workflow-002 schedule (uncommitted)> set frequency=day

frequency = day (uncommitted)

dory:maintenance workflow-002 schedule (uncommitted)> set hour=10

hour = 10 (uncommitted)

dory:maintenance workflow-002 schedule (uncommitted)> set minute=05

minute = 05 (uncommitted)

dory:maintenance workflow-002 schedule (uncommitted)> commit

dory:maintenance workflow-002 schedules> list

NAME FREQUENCY DAY HH:MM

schedule-001 day - 10:05

dory:maintenance workflow-002 schedules> create

dory:maintenance workflow-002 schedule (uncommitted)> set frequency=week

frequency = week (uncommitted)

dory:maintenance workflow-002 schedule (uncommitted)> set day=Monday

day = Monday (uncommitted)

dory:maintenance workflow-002 schedule (uncommitted)> set hour=13

hour = 13 (uncommitted)

dory:maintenance workflow-002 schedule (uncommitted)> set minute=15

minute = 15 (uncommitted)

dory:maintenance workflow-002 schedule (uncommitted)> commit

dory:maintenance workflow-002 schedules> list

NAME FREQUENCY DAY HH:MM

schedule-001 day - 10:05

schedule-002 week Monday 13:15

dory:maintenance workflow-002 schedules>

各スケジュールエントリは、次のプロパティーで構成されています。

プロパティー 種別 説明

NAME 文字列 スケジュールの名前 (システムが生成)

frequency 文字列 minute、halfhour、hour、day、week、month

day 文字列 特定の曜日を指定します。設定できるのは
Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday、または Sunday
です。frequencyがweekまたはmonthに設定されているときに設定できます

hour 文字列 00 - 23の範囲でスケジュールの時間部分を指定します。frequencyが
day、week、またはmonthに設定されているときに設定できます。

minute 文字列 00 - 59の範囲で、スケジュールの分部分を指定します。
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スケジュールのコーディング

スケジュールは、オブジェクトワークフローのプロパティーとして、ワークフ
ローコードで指定することもできます。ここで使用されるプロパティーの構文
は、CLIでスケジュールを作成する場合と異なります。使用されるプロパティーを次
に示します。

プロパティー 種別 説明

offset 数値 定義された期間の開始位置を指定します

period 数値 スケジュールの頻度を定義します

unit 文字列 offsetおよび periodの定義で単位として秒と月のどちらを使用

するかを指定します

次のコード例は、プロパティーの使用方法を示しています。インライン演算を使用
することで、offsetや periodの宣言が読みやすくなっていることに注意してくださ
い。

// Example of using Schedule definitions within a workflow

var MyTextObject = {

MyVersion: ’1.0’,

MyName: ’Example 9’,

MyDescription: ’Example of use of Timer’,

Origin: ’Oracle’

};

var MySchedules = [

// half hr interval

{ offset: 0, period: 1800, units: "seconds" },

// offset 2 days, 4hr, 30min , week interval

{offset: 2*24*60*60+4*60*60+30*60, period: 604800,units: "seconds" }

];

var workflow = {

name: MyTextObject.MyName,

description: MyTextObject.MyDescription,

version: MyTextObject.MyVersion,

alert: false,

setid: true,

schedules: MySchedules,

scheduled: true,

origin: MyTextObject.Origin,

execute: function () {

audit(’workflow started for timer; ’);

}

}

};

オブジェクトMySchedulesのプロパティー unitsは、プロパティー offsetおよび period
で使用される単位の種類を指定します。これらは、secondsまたはmonthに設定でき
ます。プロパティー periodはイベントの頻度を指定し、offsetはその期間内の単位を
指定します。上記の例では、2番目のスケジュールの期間が 1週に設定されてい
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て、2日目の 4:30に開始します。プロパティー schedulesには複数のスケジュールを
定義できます。ここではちょっと変わった理由から、0日目が木曜日です。上記の
ワークフローがアプライアンスにロードされると、スケジュールがCLIインタ
フェースに一覧表示され、次のように表示されます。

dory:> maintenance workflows

dory:maintenance workflows>list

WORKFLOW NAME OWNER SETID ORIGIN

workflow-002 Example 9 root true Oracle

dory:maintenance workflows> select workflow-002

dory:maintenance workflow-002> schedules

dory:maintenance workflow-002 schedules> list

NAME FREQUENCY DAY HH:MM

schedule-000 halfhour - --:00

schedule-001 week Saturday 04:30

dory:maintenance workflow-002 schedules>

例:デバイスタイプの選択
指定されたドライブタイプに基づいてワークシートを作成するワークフローの例を
次に示します。

var steps = [ {

step: ’Checking for existing worksheet’,

execute: function (params) {

/*

* In this step, we’re going to see if the worksheet that

* we’re going to create already exists. If the worksheet

* already exists, we blow it away if the user has indicated

* that they desire this behavior. Note that we store our

* derived worksheet name with the parameters, even though

* it is not a parameter per se; this is explicitly allowed,

* and it allows us to build state in one step that is

* processed in another without requiring additional global

* variables.

*/

params.worksheet = ’Drilling down on ’ + params.type + ’ disks’;

try {

run(’analytics worksheets select name="’ +

params.worksheet + ’"’);

if (params.overwrite) {

run(’confirm destroy’);

return;

}

throw (’Worksheet called "’ + params.worksheet +

’" already exists!’);

} catch (err) {

if (err.code != EAKSH_ENTITY_BADSELECT)

throw (err);

}

}

}, {
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step: ’Finding disks of specified type’,

execute: function (params) {

/*

* In this step, we will iterate over all chassis, and for

* each chassis iterates over all disks in the chassis,

* looking for disks that match the specified type.

*/

var chassis, name, disks;

var i, j;

run(’cd /’);

run(’maintenance hardware’);

chassis = list();

params.disks = [];

for (i = 0; i < chassis.length; i++) {

run(’select ’ + chassis[i]);

name = get(’name’);

run(’select disk’);

disks = list();

for (j = 0; j < disks.length; j++) {

run(’select ’ + disks[j]);

if (get(’use’) == params.type) {

params.disks.push(name + ’/’ +

get(’label’));

}

run(’cd ..’);

}

run(’cd ../..’);

}

if (params.disks.length === 0)

throw (’No ’ + params.type + ’ disks found’);

run(’cd /’);

}

}, {

step: ’Creating worksheet’,

execute: function (params) {

/*

* In this step, we’re ready to actually create the worksheet

* itself: we have the disks of the specified type and

* we know that we can create the worksheet. Note that we

* create several datasets: first, I/O bytes broken down

* by disk, with each disk of the specified type highlighted

* as a drilldown. Then, we create a separate dataset for

* each disk of the specified type. Finally, note that we

* aren’t saving the datasets -- we’ll let the user do that

* from the created worksheet if they so desire. (It would

* be straightforward to add a boolean parameter to this

* workflow that allows that last behavior to be optionally

* changed.)

*/

var disks = [], i;
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run(’analytics worksheets’);

run(’create "’ + params.worksheet + ’"’);
run(’select name="’ + params.worksheet + ’"’);
run(’dataset’);

run(’set name=io.bytes[disk]’);

for (i = 0; i < params.disks.length; i++)

disks.push(’"’ + params.disks[i] + ’"’);

run(’set drilldowns=’ + disks.join(’,’));

run(’commit’);

for (i = 0; i < params.disks.length; i++) {

run(’dataset’);

run(’set name="io.bytes[disk=’ +

params.disks[i] + ’]"’);
run(’commit’);

}

}

} ];

var workflow = {

name: ’Disk drilldown’,

description: ’Creates a worksheet that drills down on system, ’ +

’cache, or log devices’,

parameters: {

type: {

label: ’Create a new worksheet drilling down on’,

type: ’ChooseOne’,

options: [ ’cache’, ’log’, ’system’ ],

optionlabels: [ ’Cache’, ’Log’, ’System’ ]

},

overwrite: {

label: ’Overwrite the worksheet if it exists’,

type: ’Boolean’

}

},

execute: function (params) { return (steps); }

};

BUI
ワークフローは、プラスアイコンをクリックすることによってアプライアンスに
アップロードされ、そのワークフローを指定する行をクリックすることによって実
行されます。

CLI
ワークフローは、CLIの maintenance workflowsセクションで操作されます。

ワークフロー
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ワークフローのダウンロード
ワークフローは、downloadコマンドを使用してアプライアンスにダウンロードされ
ます。これは、ソフトウェア更新に使用されるメカニズムと同様です。

dory:maintenance workflows> download

dory:maintenance workflows download (uncommitted)> get

url = (unset)

user = (unset)

password = (unset)

ワークフローのための有効なURLにするには、「url」プロパティーを設定する必要
があります。このURLはネットワークにローカル、またはインターネット経由のど
ちらでもかまいません。URLには、HTTP (「http://」で始まる)または FTP
(「ftp://」で始まる)のどちらかを指定できます。ユーザー認証が必要な場合は、URL
の一部にユーザー認証を含めることも (たとえ
ば、「ftp://myusername:mypasswd@myserver/export/foo」)、URLからユーザー名とパ
スワードを除き、代わりにユーザープロパティーとパスワードプロパティーを設定
することもできます。

dory:maintenance workflows download (uncommitted)> set url=

ftp://foo/example1.akwf

url = ftp://foo/example1.akwf

dory:maintenance workflows download (uncommitted)> set user=bmc

user = bmc

dory:maintenance workflows download (uncommitted)> set password

Enter password:

password = ********

dory:maintenance workflows download (uncommitted)> commit

Transferred 138 of 138 (100%) ... done

ワークフローの表示
ワークフローを一覧表示するには、maintenance workflowsコンテキストから listコ
マンドを使用します。

dory:maintenance workflows> list

WORKFLOW NAME OWNER SETID ORIGIN

workflow-000 Hello world root false <local>

ワークフローを選択するには、selectコマンドを使用します。

dory:maintenance workflows> select workflow-000

dory:maintenance workflow-000>

ワークフローのプロパティーを取得するには、選択されたワークフローのコンテキ
スト内から getコマンドを使用します。

dory:maintenance workflow-000> get

name = Hello world

description = Bids a greeting to the world

ワークフロー
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owner = root

origin = <local>

setid = false

alert = false

scheduled = false

ワークフローの実行
ワークフローを実行するには、選択されたワークフローのコンテキスト内から
executeコマンドを使用します。ワークフローがパラメータを取らない場合は、単純
に実行されます。

dory:maintenance workflow-000> execute

hello world!

ワークフローがパラメータを取る場合、コンテキストは、パラメータを指定する必
要のあるキャプティブコンテキストになります。

dory:maintenance workflow-000> execute

dory:maintenance workflow-000 execute (uncommitted)> get

type = (unset)

overwrite = (unset)

最初に必要なパラメータを設定しないでワークフローの実行をコミットしようとす
ると、常に明示的に失敗します。

dory:maintenance workflow-000 execute (uncommitted)> commit

error: cannot execute workflow without setting property "type"

ワークフローを実行するには、指定されたパラメータを設定したあと、commitコマ
ンドを使用します。

dory:maintenance workflow-000 execute (uncommitted)> set type=system

type = system

dory:maintenance workflow-000 execute (uncommitted)> set overwrite=true

overwrite = true

dory:maintenance workflow-000 execute (uncommitted)> commit

ワークフローに指定された手順がある場合は、それらの手順がCLIに表示されま
す。次に例を示します。

dory:maintenance workflow-000 execute (uncommitted)> commit

Checking for existing worksheet ... done

Finding disks of specified type ... done

Creating worksheet ... done

ワークフロー
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はじめに
「Status」セクションには、アプライアンスステータスおよび構成オプションのサマ
リーが表示されます。アプライアンスステータスのビューや関連するサービス構成
の概念的な情報および手続きに関する情報については、以降のセクションを参照し
てください。

「Status」>「Dashboard」画面には、ストレージ、メモリー、サービス、ハード
ウェア、アクティビティー、および最新の警告のビューが表示されます。

The「Status」>「Settings」画面を使用すると、ダッシュボードに表示されるグラフ
を変更したり、ダッシュボード上のグラフごとに示される天気アイコンに関連付け
られたしきい値設定をカスタマイズしたりすることができます。

「Status」>「NDMP」画面には、構成されているすべてのNDMPデバイス、および
NDMPセッションごとの最新のアクティビティーのビューが表示されます。

ダッシュボード

ダッシュボードにはアプライアンスステータスのサマリーが表示される

ダッシュボード
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リンク
ステータスダッシュボードには、ブラウザユーザーインタフェース (BUI)のすべての
メイン画面へのリンクが表示されます。

ダッシュボードに表示されている 100を超える項目が、マウスを上に移動すると表
示される枠または強調表示されたテキストによって示される関連付けられた BUI画
面にリンクされています。

以降のセクションでは、ダッシュボードの各領域について詳細に説明します。

Usage
ダッシュボードの「Usage」領域には、ストレージプールとメインメモリーの使用の
サマリーが表示されます。アプライアンス上に複数のプールが構成されている場合
は、プール名をクリックすると、ステータス画面に表示されているプールを変更で
きます。

Storage
「Usage」領域の右上には、プールの名前が表示されます。左側には、使用されてい
る領域と使用可能な領域の円グラフが表示されます。プールの「Shares」画面に移動
するには、「Storage」の円グラフをクリックします。

Memory
左側には、コンポーネントごとのメモリー使用量を示す円グラフが表示されま
す。アプリケーション名で分類された動的なメモリー使用量の「Analytics」ワーク
シートに移動するには、「Memory」の円グラフをクリックします。

プール使用状況のサマリー

Used このプールで使用されている領域 (データやスナップショットを含む)。

ダッシュボード
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プール使用状況のサマリー

Avail 使用可能な物理ディスクの容量。ファイルシステムメタデータの消費のた
めに、ファイルデータで使用できる容量 (「Shares」画面で報告される)はこ
れより少なくなります。

Compressionこのプールによって達成されている現在の圧縮率。圧縮が無効になってい
る場合は、1xと表示されます。

Dedupこのプールによって達成されている現在のデータ複製解除率。データ複製
解除が無効になっている場合は、1xと表示されます。

メインメモリー (RAM)使用量のサマリー

Cache パフォーマンスを向上させるためにファイルシステムキャッシュで使用さ
れているバイト数。

Unused 現在使用されていないバイト数。ブート後、領域がファイルシステム
キャッシュで使用されるに従ってこの値は減少します。

Mgmt アプライアンス管理ソフトウェアで使用されているバイト数。

Other その他のオペレーティングシステムソフトウェアで使用されているバイト
数。

Kernel オペレーティングシステムカーネルで使用されているバイト数。

メモリー使用量を表示するユーザーには、analytics/component create+read承認が
必要なことに注意してください。この承認がない場合、ダッシュボードにメモ
リーの詳細は表示されません。

Services
ダッシュボードのこの領域には、アプライアンス上のサービスのステータスが表示

され、光のアイコンが各サービスの状態を示を示します。
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アイコン

ほとんどのサービスは、サービスがオンラインであることを示す緑色か、または
サービスが無効になっていることを示す灰色です。

可能性のあるすべての状態とアイコンの色を参照するには、アイコンステータスの
セクションを参照してください。

リンク

関連付けられた構成画面に移動するには、サービス名をクリックします。

「Properties」画面が表示ます。ここには、構成可能なフィールド、再起動、有効
化、および無効化アイコン、このサービスに関連付けられた「Logs」画面へのリン
クが含まれています。

Hardware
ダッシュボードのこの領域には、アプライアンス上のハードウェアの概要が表示さ

れます。

フォルト

既知の障害が存在する場合は、オレンジ色の障害 アイコンが表示されます。

リンク

ハードウェアの状態の詳細を表示するために「Hardware Maintenance」画面に移動す
るには、ハードウェアコンポーネントの名前をクリックします。

アクティビティー
ダッシュボードのアクティビティー領域には、デフォルトでは 8つのパフォーマン
ス統計のグラフが表示されます。このセクションにある例は、1秒あたりのディスク
操作の数を示しています。統計の平均が青色でプロットされ、最大が明るい灰色で
表示されます。

ダッシュボード
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アクティビティーの「Analytics」ワークシートに移動するには、評価する統計の 4つ
のグラフ (日、時間、分、秒)のいずれかをクリックします。

グラフごとの平均を表示するには、マウスをグラフの上に移動すると、平均が
ツールチップに表示されます。左上にある天気アイコンは、「Status Settings」画面で
統計ごとにカスタマイズできるしきい値に従ったアクティビティーのレポートを示
します。

グラフ

統計グラフのサマリー

7日間グラフ (7d) 各棒が 1日を表す棒グラフ。

24時間グラフ (24h) 各棒が 1時間を表す棒グラフ。

60分間グラフ (60m) 1時間にわたるアクティビティーを表す折れ線グラフ (24時間グラフ内の最
初の 1時間の棒としても表示される)。

1秒間グラフ 瞬時のアクティビティーレポートを表す折れ線グラフ。

平均

選択されたプロットの平均が、グラフの上に数値で表示されます。表示される平均
を変更するには、目的の平均 (7d、24h、60mのいずれか)を選択します。

垂直スケール

すべてのグラフの垂直スケールが右上に出力され、すべてのグラフがこの同じ高さ
にスケーリングされます。高さは、選択されたグラフから計算されます (プラス余
白)。高さが 100%に固定されている使用率グラフを除き、高さは、選択されたグラ
フ内のアクティビティーに基づいて再スケーリングます。

高さは再スケーリングが可能なため、アイドル状態アクティビティーの 60分がビ
ジー状態アクティビティーの 60分と同様に表示される可能性があります。グラフが
意味する内容を解釈しようとする前に、グラフの高さを常に確認してください。

統計情報によっては、明白に理解できない場合があります。環境内の特定のアプラ
イアンスについて、毎秒 1000個のNFSv3操作をビジーまたはアイドル状態のどちら
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と見なせばいいか迷うことがあります。このような場合、比較のために現在のアク
ティビティーの横に履歴データを表示する 24時間と 7日間のプロットが役立ちま
す。

プロットの高さは、選択されたプロットから計算されます。デフォルトでは、60分
間のプロットが選択されます。そのため、高さは、その 60分間隔中の最大のアク
ティビティー (プラス余白)になります。すべてのプロットを前の 7日間のもっとも
高いアクティビティーにわたるように再スケーリングするには、7dを選択しま
す。これにより、現在のアクティビティーを前日または先週と容易に比較して確認
できます。

天気

天気アイコンは、何かが異常にビジーまたはアイドル状態にあるとき
に、ユーザーの注意を引き付けるように考慮されています。天気のしきい値の構成
ページに移動するには、天気アイコンをクリックします。良いしきい値や悪いしき
い値は存在せず、BUIによって、アクティビティー統計情報ごとのレベルのグラ
デーションが表示されます。天気アイコンの基になっている統計情報は、次に示す
ように、ワークロードに合わせてカスタマイズするべきアプライアンスパフォーマ
ンスに対する概略の理解を提供します。

■ 環境が異なれば許容可能なレベルのパフォーマンス (待ち時間)も異なり、1つで
すべてに間に合うしきい値は存在しません。

■ ダッシュボード上の統計情報は 1秒あたりの操作数や 1秒あたりのバイト数に基
づいているため、システム性能を正確に理解するには「Analytics」ワークシート
を使用してください。

最新の警告

このセクションには、最後の 4つのアプライアンス警告が表示されます。すべての
最新の警告を詳細に検査するには、「maintenance logs」画面に移動するボックスを
クリックします。

CLI
「Status」>「Dashboard」画面のテキストバージョンが、「status dashboard」と入
力することによってCLIから使用できます。

ダッシュボード
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walu:> status dashboard

Storage:

pool_0:

Used 10.0G bytes

Avail 6.52T bytes

State online

Compression 1x

Memory:

Cache 550M bytes

Unused 121G bytes

Mgmt 272M bytes

Other 4.10G bytes

Kernel 1.90G bytes

Services:

ad disabled smb disabled

dns online ftp disabled

http online identity online

idmap online ipmp online

iscsi online ldap disabled

ndmp online nfs online

nis online ntp online

routing online scrk maintenance

snmp online ssh online

tags online vscan online

Hardware:

CPU online Cards online

Disks faulted Fans online

Memory online PSU online

Activity:

CPU 1 %util Sunny

Disk 32 ops/sec Sunny

iSCSI 0 ops/sec Sunny

NDMP 0 bytes/sec Sunny

NFSv3 0 ops/sec Sunny

NFSv4 0 ops/sec Sunny

Network 13K bytes/sec Sunny

SMB 0 ops/sec Sunny

Recent Alerts:

2009-10-13 07:46: A cluster interconnect link has been restored.

BUIセクションにある前の説明が適用されますが、次の違いがあります。

■ アクティビティーのプロットはテキストでは描画されません (ただし、aalibの使
用について検討しました)。

■ CLIでは、ストレージ使用率のセクションに、使用可能なすべてのプールの詳細
が一覧表示されます。これに対して、BUIには 1つのサマリーを表示する余裕し
かありません。

別のビューも使用できます。たとえば、status activity show では次のようになりま
す。

ダッシュボード
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caji:> status activity show

Activity:

CPU 10 %util Sunny

Disk 478 ops/sec Partly Cloudy

iSCSI 0 ops/sec Sunny

NDMP 0 bytes/sec Sunny

NFSv3 681 ops/sec Partly Cloudy

NFSv4 0 ops/sec Sunny

Network 22.8M bytes/sec Partly Cloudy

SMB 0 ops/sec Sunny

caji:>

タスク

ダッシュボードのタスク

▼ ダッシュボードの連続実行
ブラウザで「Dashboard」画面を連続して (毎日 24時間)開いたままにすると、ブラ
ウザメモリーの問題が発生することがあります。ブラウザのサイズが増加するため
(メモリーリーク)、ブラウザを閉じて、ふたたび開く必要があります。ブラウザ
は、異なるWebサイトをブラウズしている (また、タブを開いたり閉じたりしてい
る)ときは、きわめて適切にメモリーを管理できます。問題は、「Dashboard」画面
が実行されたままで閉じられないと、アクティビティーのプロットのためにイ
メージを何回も開きなおす点にあります。

ブラウザメモリーの増加 (これにより、イメージ描画のパフォーマンスが低下する)
を減らすには、次のように、Firefoxのメモリーキャッシュを無効にします。

about:configを開きます

「memory」でフィルタリングします

browser.cache.memory.enable = falseを設定します

設定

はじめに
「Status」>「Settings」画面を使用すると、表示される統計情報や、天気アイコンを
通してアクティビティーを示すしきい値など、ステータスダッシュボードをカスタ
マイズできます。

1

2

3
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BUI

レイアウト
次の表で定義された、ダッシュボードアクティビティー領域に表示されるグラフを
選択するには、レイアウトタブを使用します。

名前 単位 説明

<empty> - この場所にグラフは表示されません。

SMB 操作数/秒 SMB操作の平均数。

CPU 使用率 アプライアンスCPUがビジー状態である平均サイクル数。CPUサイクルに
は、メモリー待機サイクルが含まれます。

Disk 操作数/秒 物理ストレージデバイスへの操作の平均数。

HTTP 操作数/秒 HTTP操作の平均数。

iSCSI 操作数/秒 iSCSI操作の平均数。

FC 操作数/秒 ファイバチャネル操作の平均数。

Network バイト数/秒 すべての物理的なネットワークインタフェースにわたる平均バイト数/秒。

NDMP バイト数/秒 平均のNDMPネットワークバイト数。

NFSv2 操作数/秒 NFSv2操作の平均数。

NFSv3 操作数/秒 NFSv3操作の平均数。

NFSv4 操作数/秒 NFSv4操作の平均数。

FTP バイト数/秒 FTPバイトの平均数。

SFTP バイト数/秒 SFTPバイトの平均数。

ダッシュボードをリフレッシュするために必要なネットワークトラフィックを削減
するには、一部のアクティビティーグラフを「<empty>」として構成してください。
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しきい値
ダッシュボードアクティビティーの天気アイコンを構成するには、「Thresholds」画
面を使用します。提供されるデフォルト値は負荷の高いワークロードに基づいてい
るため、実際の環境に適していないことがあります。

ダッシュボードに表示される天気アイコンは、現在のアクティビティーに対するし
きい値の設定にもっとも近い (60秒の平均として測定される)アイコンです。たとえ
ば、CPU使用率が 41%であった場合、デフォルトでは、しきい値が 40% (実際のアク
ティビティーにもっとも近い)である曇りの天気アイコンが表示されます。しきい値
を構成し、しかも必ず画面に表示される順番に構成するようにするに
は、「Custom」ラジオボタンを選択します。

CLI
現在、ダッシュボードをCLIから構成することはできません。BUIで保存された設定
は、CLIから表示されるダッシュボードに適用されます。

タスク
このトピックでのタスクの例を、手順を列挙して次に示します。

設定
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BUI

▼ 表示されるアクティビティー統計情報の変更

「Status」>「Settings」>「Layout」画面に移動します。

ドロップダウンメニューから、ダッシュボードに表示する統計情報を選択します。

選択を保存するには、「Apply」ボタンをクリックします。

▼ アクティビティーのしきい値の変更

「Status」>「Settings」>「Thresholds」画面に移動します。

ドロップダウンメニューから、構成する統計を選択します。

「Custom」ラジオボタンをクリックします。

リスト内の値を表示される順番にカスタマイズします。一部の統計情報で
は、「Kilo」/「Mega」/「Giga」を選択できるように「Units」ドロップダウンが表示
されます。

構成を保存するには、「Apply」ボタンをクリックします。

NDMP

BUI
NDMPサービスが構成されていて、アクティブである場合、このページにはNDMP
ステータスのサマリーが表示されます。バックアップデバイスと最新のクライアン
トアクティビティーの両方が表示されます。

デバイス
ここにはNDMPデバイスが一覧表示されます。

フィールド 説明 例

種別 NDMPデバイスのタイプ Robot、Tape drive

Path NDMPデバイスのパス /dev/rmt/0n

1

2

3

1

2

3

4

5

NDMP

Sun ZFS Storage 7000システム管理ガイド • 2012年 12月 E38994–0182



フィールド 説明 例

Vendor デバイスのベンダー名 STK

Product デバイスの製品名 SL500

最新のアクティビティー
このセクションには、最新のNDMPアクティビティーのサマリーが表示されます。

フィールド 説明 例

ID NDMPのバックアップ ID 49

Active 現在アクティブなバックアップ No

Remote Client NDMPクライアントのアドレスとポート 192.168.1.219:4760

Authenticated クライアントがすでに認証を完了したかどう
かを示す

Yes、No

Data State 「Data State」を参照 Active、Idle、...

Mover State 「Mover State」を参照 Active、Idle、...

Current Operation 現在のNDMP操作 Backup、Restore、None

Progress このバックアップのための進行状況の表示

NDMPデータの状態
このフィールドは、バックアップまたは復元操作の状態を示します。取り得る値は
次のとおりです。

■ 「Active」:データデータがバックアップまたは復元されています。
■ 「Idle」:バックアップまたは復元がまだ開始されていないか、あるいはすでに完
了しています。

■ 「Connected」:接続は確立されていますが、バックアップまたは復元がまだ開始
されていません。

■ 「Halted」:バックアップまたは復元が正常に完了したか、あるいは失敗または異
常終了しました。

■ 「Listen」:操作はリモート接続の受信を待機しています。

NDMPムーバーの状態
このフィールドは、NDMPデバイスサブシステムの状態を示します。テープデバイ
スの例を次に示します。
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■ 「Active」:データがテープから読み取られているか、またはテープに書き込まれ
ています。

■ 「Idle」:テープ操作がまだ開始されていないか、あるいはすでに完了していま
す。

■ 「Paused」:テープが最後に達したか、または変更されるのを待機しています。
■ 「Halted」:読み取り/書き込み操作が正常に完了したか、あるいは失敗または異
常終了しました。

■ 「Listen」:操作はリモート接続の受信を待機しています。

CLI
現在、NDMPステータスはCLIから使用できません。
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構成

構成

「Configure Network」画面

はじめに
このセクションでは、次に示すようなネットワークインタフェース、サービ
ス、ユーザーアカウントなどの、アプライアンスのさまざまなプロパティーの構成
方法について説明します。

■ 初期 -初期構成
■ ネットワーク -ネットワーク
■ サービス -データサービス

3第 3 章
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■ SAN - Storage Area Networkの構成
■ クラスタ -クラスタ化
■ ユーザー -ユーザーアカウントとアクセス制御
■ 設定 -ユーザー設定
■ 警告 -カスタム警告
■ ストレージ -ストレージデバイスの再構成

シェアの構成または管理の詳細については、シェアのセクションを参照してくださ
い。変更を行う前に現在の構成をバックアップするには、「Maintenance System」画
面にある「Backup」ボタンを使用します。

初期

初期構成
初期構成は次の 6つの手順で構成されます。

1. ネットワーク
2. DNS
3. Time
4. ネームサービス (NIS、LDAP、Active Directory)
5. ストレージ
6. 登録とサポート

前提条件
システムの初期構成は、設置のセクションに記載されているように、システムには
じめて電源を投入して接続を確立したあとに実行します。

注意:クラスタの初期構成を実行するオプションは、BUIでのみ使用できます。この
オプションを選択する場合、初期構成を開始する前にクラスタ化ドキュメントを読
み、クラスタを正しく設定するために必要な追加の詳細手順を調べてくださ
い。ネットワークのためのクラスタ化の考慮事項のセクションに十分注意してくだ
さい。あるいは、次の手順を使用して、クラスタ対応のアプライアンスを最初にス
タンドアロン動作用に構成し、あとでクラスタ動作用に再構成することができま
す。

サマリー
この手順では、スタンドアロン動作用のネットワーク接続、いくつかのクライアン
トネットワークサービス、およびストレージプールのレイアウトを構成します。完
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了すると、アプライアンスは使用できるようになりますが、リモートクライアント
がアクセスするためのシェアはまだ構成されていません。シェアを作成したり、ま
たは設定をやり直すには、「シェア」および「構成」のセクションを参照してくだ
さい。

この手順は「Maintenance」>「System」画面で「INITIAL SETUP」ボタンをクリック
するか、CLIの maintenance system setupコンテキストに入ることで、あとで繰り返
すことができます。

BUI
BUI初期構成は推奨される方式で、初期構成の手順ごとに画面が提供されていま

す。

「Start」をクリックすると、ネットワーク、時刻、ディレクトリ、およびサポート
サービスについての基本構成を開始します。「Commit」をクリックすると構成が保
存され、次の画面に進みます。「Commit」ボタンの下にある矢印を使用すると、前
の手順に戻り、必要な場合は構成を変更できます。

管理ポートの構成
すべてのスタンドアロンコントローラは、最低 1つのNICポートを管理インタ
フェースとして構成する必要があります。BUIで「Allow Admin」オプションを選択
すると、ポート 215で BUI接続、sshポート 22でCLI接続が有効になります。

上で説明したように、すべてのクラスタインストールでは、各コントローラの最低 1
つのNICポートを管理インタフェースとして構成する必要があります。さらに、各
コントローラのNICインスタンス番号は固有である必要があります。
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CLI
別の方法として、CLIを使用して初期構成セクションを順番に実行できます。各ス
テップはステップのヘルプを出力して開始し、ヘルプは helpと入力して出力し直す
ことができます。各ステップを完了するには doneコマンドを使用します。

CLIを使用して初期構成を実行する
設定で指定したパスワードを使用してログインします。

caji console login: root

Password:

Last login: Sun Oct 19 02:55:31 on console

To setup your system, you will be taken through a series of steps; as the setup

process advances to each step, the help message for that step will be

displayed.

Press any key to begin initial configuration ...

この例では、既存の設定 (DHCPサーバーから取得される)をチェックし、doneと入
力して受け入れます。この時点で設定をカスタマイズするには、各コンテキスト
(データリンク、デバイス、およびインタフェース)を開始して helpと入力し、その
コンテキストで使用できるアクションを表示します。追加のドキュメントについて
はネットワークのセクションを参照してください。クラスタを構成する場合
は、ネットワークのためのクラスタ化の考慮事項のセクションに十分注意してくだ
さい。

aksh: starting configuration with "net" ...

Configure Networking. Configure the appliance network interfaces. The first

network interface has been configured for you, using the settings you provided

at the serial console.

Subcommands that are valid in this context:

datalinks => Manage datalinks

devices => Manage devices

interfaces => Manage interfaces

help [topic] => Get context-sensitive help. If [topic] is specified,

it must be one of "builtins", "commands", "general",
"help" or "script".

show => Show information pertinent to the current context

abort => Abort this task (potentially resulting in a

misconfigured system)

done => Finish operating on "net"
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caji:maintenance system setup net> devices show

Devices:

DEVICE UP MAC SPEED

nge0 true 0:14:4f:8d:59:aa 1000 Mbit/s

nge1 false 0:14:4f:8d:59:ab 0 Mbit/s

nge2 false 0:14:4f:8d:59:ac 0 Mbit/s

nge3 false 0:14:4f:8d:59:ad 0 Mbit/s

caji:maintenance system setup net> datalinks show

Datalinks:

DATALINK CLASS LINKS LABEL

nge0 device nge0 Untitled Datalink

caji:maintenance system setup net> interfaces show

Interfaces:

INTERFACE STATE CLASS LINKS ADDRS LABEL

nge0 up ip nge0 192.168.2.80/22 Untitled Interface

caji:maintenance system setup net> done

DNSについての追加のドキュメントについては、DNSのセクションを参照してくだ
さい。

Configure DNS. Configure the Domain Name Service.

Subcommands that are valid in this context:

help [topic] => Get context-sensitive help. If [topic] is specified,

it must be one of "builtins", "commands", "general",
"help", "script" or "properties".

show => Show information pertinent to the current context

commit => Commit current state, including any changes

abort => Abort this task (potentially resulting in a

misconfigured system)

done => Finish operating on "dns"

get [prop] => Get value for property [prop]. ("help properties"
for valid properties.) If [prop] is not specified,

returns values for all properties.

set [prop] => Set property [prop] to [value]. ("help properties"
for valid properties.) For properties taking list

values, [value] should be a comma-separated list of

values.

caji:maintenance system setup dns> show

Properties:

<status> = online

domain = sun.com

servers = 192.168.1.4
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caji:maintenance system setup dns> set domain=sf.fishworks.com

domain = sf.fishworks.com (uncommitted)

caji:maintenance system setup dns> set servers=192.168.1.5

servers = 192.168.1.5 (uncommitted)

caji:maintenance system setup dns> commit

caji:maintenance system setup dns> done

aksh: done with "dns", advancing configuration to "ntp" ...

時間情報プロトコル (NTP)を構成して、アプライアンスのタイムクロックを同期し
ます。追加のドキュメントについてはNTPのセクションを参照してください。

Configure Time. Configure the Network Time Protocol.

Subcommands that are valid in this context:

help [topic] => Get context-sensitive help. If [topic] is specified,

it must be one of "builtins", "commands", "general",
"help", "script" or "properties".

show => Show information pertinent to the current context

commit => Commit current state, including any changes

abort => Abort this task (potentially resulting in a

misconfigured system)

done => Finish operating on "ntp"

enable => Enable the ntp service

disable => Disable the ntp service

get [prop] => Get value for property [prop]. ("help properties"
for valid properties.) If [prop] is not specified,

returns values for all properties.

set [prop] => Set property [prop] to [value]. ("help properties"
for valid properties.) For properties taking list

values, [value] should be a comma-separated list of

values.

caji:maintenance system setup ntp> set servers=0.pool.ntp.org

servers = 0.pool.ntp.org (uncommitted)

caji:maintenance system setup ntp> commit

caji:maintenance system setup ntp> done

aksh: done with "ntp", advancing configuration to "directory" ...

追加のドキュメントについては、NIS、LDAP、およびActive Directoryのセクション
を参照してください。

Configure Name Services. Configure directory services for users and groups. You

can configure and enable each directory service independently, and you can

configure more than one directory service.

Subcommands that are valid in this context:

nis => Configure NIS

初期

Sun ZFS Storage 7000システム管理ガイド • 2012年 12月 E38994–0190



ldap => Configure LDAP

ad => Configure Active Directory

help [topic] => Get context-sensitive help. If [topic] is specified,

it must be one of "builtins", "commands", "general",
"help" or "script".

show => Show information pertinent to the current context

abort => Abort this task (potentially resulting in a

misconfigured system)

done => Finish operating on "directory"

caji:maintenance system setup directory> nis

caji:maintenance system setup directory nis> show

Properties:

<status> = online

domain = sun.com

broadcast = true

ypservers =

caji:maintenance system setup directory nis> set domain=fishworks

domain = fishworks (uncommitted)

caji:maintenance system setup directory nis> commit

caji:maintenance system setup directory nis> done

caji:maintenance system setup directory> done

aksh: done with "directory", advancing configuration to "support" ...

ベースとなるデータ冗長性によって特徴付けされるストレージプールを構成し、す
べてのファイルシステムおよび LUNでシェアされるスペースを指定します。追加の
ドキュメントについてはストレージのセクションを参照してください。

Configure Storage.

Subcommands that are valid in this context:

help [topic] => Get context-sensitive help. If [topic] is specified,

it must be one of "builtins", "commands", "general",
"help", "script" or "properties".

show => Show information pertinent to the current context

commit => Commit current state, including any changes

done => Finish operating on "storage"

config <pool> => Configure the storage pool

unconfig => Unconfigure the storage pool

add => Add additional storage to the storage pool

import => Search for existing or destroyed pools to import
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scrub <start|stop> => Start or stop a scrub

get [prop] => Get value for property [prop]. ("help properties"
for valid properties.) If [prop] is not specified,

returns values for all properties.

set pool=[pool] => Change current pool

caji:maintenance system setup storage> show

Properties:

pool = pool-0

status = online

profile = mirror

log_profile = -

cache_profile = -

caji:maintenance system setup storage> done

aksh: done with "storage", advancing configuration to "support" ...

リモートサポート構成に関する追加のドキュメントについては、(フォンホーム)を
参照してください。

Remote Support. Register your appliance and configure remote monitoring.

Subcommands that are valid in this context:

tags => Configure service tags

scrk => Configure phone home

help [topic] => Get context-sensitive help. If [topic] is specified,

it must be one of "builtins", "commands", "general",
"help" or "script".

show => Show information pertinent to the current context

abort => Abort this task (potentially resulting in a

misconfigured system)

done => Finish operating on "support"

caji:maintenance system setup support> done

aksh: initial configuration complete!

Network
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ネットワークの構成

ネットワーク構成
ネットワーク構成機能を使用すると、物理的なネットワークポートから、リンクア
グリゲーション、仮想 LAN (VLAN)、マルチパスグループなどのさまざまな高度な
ネットワーク設定を作成できます。次に、システム上のさまざまなデータサービス
への接続で使用するために、これらの抽象化のための任意の数の IPv4および IPv6ア
ドレスを定義できます。

システムのネットワーク構成には、次の 4つのコンポーネントがあります。
■ デバイス -物理的なネットワークポート。デバイスは、物理的なネットワーク接
続または InfiniBand (IPoIB)パーティション上の IPに対応します。

■ データリンク -パケットを送受信するための基本的な構成体。データリンク
は、デバイス (つまり、物理的なネットワークポート)または IBパーティション
と 1:1に対応させることができます。または、ほかのデバイスとデータリンクで
構成されたアグリゲーションや VLANデータリンクを定義できます。

■ インタフェース - IPの構成およびアドレス指定のための基本的な構成体。各 IPイ
ンタフェースは 1つのデータリンクに関連付けられるか、またはほかのインタ
フェースで構成された IPマルチパス (IPMP)グループとして定義されます。

■ ルーティング - IPルーティングの構成。これにより、システムによる IPパケット
の転送方法が制御されます。

このモデルでは、ネットワークデバイスは使用可能なハードウェアを表し、構成可
能な設定を持っていません。データリンクはレイヤー 2のエンティティーであ
り、これらのネットワークデバイスに LACPなどの設定が適用されるように作成す
る必要があります。インタフェースは、IP設定が含まれたレイヤー 3のエン
ティティーです。これらの設定は、データリンクを介して使用可能になります。こ

Network

第 3章 • 構成 93



のモデルでは、ネットワークインタフェースの設定が、レイヤー 2の設定のための
データリンクと、レイヤー 3の設定のためのインタフェースという 2つの部分に分離
されています。

1つのポート上に 1つの IPアドレスがある場合 (一般的な構成)の例を次に示しま
す。

デバイス データリンク インタフェース

nge0 datalink1 deimos (192.168.2.80/22)

3ウェイリンクアグリゲーションのための次の構成を考えてみます。

デバイス データリンク インタフェース

nge1、nge2、nge3 aggr1 (LACPアグリ
ゲーション)

phobos (192.168.2.81/22)

データリンクエンティティー (名前を「aggr1」とします)によって、ネットワークデ
バイスが構成可能な方法 (LACPアグリゲーションポリシー)でグループ化されま
す。インタフェースエンティティー (名前を「phobos」とします)によって、構成可
能な IPアドレス設定が提供されます。これらの設定は、データリンクを介して
ネットワーク上で使用可能になります。ネットワークデバイス (システムが付けた名
前は「nge1」、「nge2」、...)には、直接の設定はありません。

ネットワークデバイスに特定の設定が適用されるかどうかにかかわらず、データリ
ンクは、ネットワーク構成を完了するために必要です。

デバイス
デバイスは、使用可能なネットワークまたは InfiniBandポートを表すために、システ
ムによって作成されます。独自の構成設定は持っていません。

データリンク
データリンクはデバイスを管理し、インタフェースによって使用されます。次のも
のをサポートします。

■ VLAN -ローカルネットワークのセキュリティーおよび分離を向上させるための
仮想 LAN。

■ LACP -複数のネットワークデバイスを束ねて 1つのネットワークデバイスとして
動作させるためのリンクアグリゲーション制御プロトコル。これにより、パ
フォーマンス (帯域幅が増加する)および信頼性 (ネットワークポートの障害を乗
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り切ることができる)が向上しますが、LACPをサポートし、これらのポートに対
して LACPが有効になっているスイッチにアプライアンスを接続する必要があり
ます。

■ IBパーティション -論理的に分離された IBファブリックドメインに接続するため
の InfiniBandパーティション。

次のデータリンク設定が使用できます。

プロパティー 説明

名前 データリンクのカスタム名。たとえ
ば、「internal」、「external」、「adminnet」などがあります。

Speed デバイスのデータリンク速度。有効な値は auto、10、100、1000、および
10000であり、それぞれ、自動ネゴシエーション、強制 10 Mbps、強制 100
Mbps、強制 1G bps、および強制 10 Gbpsを表します。速度と全二重/半二重
は、両方が特定の値に強制されるか、または両方が自動ネゴシエーション
に設定されるのどちらかである必要があります。すべてのネットワークデ
バイスが、速度と全二重/半二重の可能性のあるすべての組み合わせへの強
制をサポートしているわけではありません。自動ネゴシエーションを無効
にすることは決してお勧めできません。ただし、スイッチで自動ネゴシ
エーションが無効になっている場合は、データリンクが必ず予期された速
度と全二重/半二重で動作するように、速度 (および全二重/半二重)の強制が
必要になることがあります。

Duplex デバイスのデータリンクの全二重/半二重。有効なCLI値は auto、half、およ
び fullであり、それぞれ、自動ネゴシエーション、半二重、および全二重を
表します。速度と全二重/半二重は、両方が特定の値に強制されるか、また
は両方が自動ネゴシエーションに設定されるのどちらかである必要があり
ます。

VLAN VLANヘッダーを使用します

VLAN ID VLAN ID

MTU デフォルトの (および最小の) MTU値は 1500です。ネットワークパフォーマ
ンスを向上させるには、より大きなMTU (最大 9000バイト。ハードウェア
やデバイスドライバによる)を使用します。デフォルトのMTUが選択され
ている場合は、デバイスの最適なMTU値が示され、それをカスタムMTU
値として選択できます。同じ LAN 上のすべてのシステムおよびスイッチ
が、選択された MTU を使用して構成されている必要があります。MTU 値が
設定され、システムに対して新しいネットワーク構成がコミットされたあ
とは、ネットワーク画面に戻り、データリンクのステータスを表示し
て、選択された正確なMTU値をバイト単位で確認できます。VLANは、基
礎となるデータリンクより大きいMTU値では構成できないことに注意して
ください。MTUプロパティーは、Q3.2010以前のリリースにあ
る「jumbo」プロパティーの代替となるものです。ただし、既存のスクリプ
トとの互換性を保持するために、「jumbo」プロパティーはCLIで隠しプロ
パティーとして保持されています。
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プロパティー 説明

LACP Aggregation 複数のネットワークデバイスを集約します

LACP Policy アウトバウンドポートを選択するためのポリシー。L2は発信元と宛先の
MACアドレスをハッシュし、L3は発信元と宛先の IPアドレスを使用
し、L4は発信元と宛先のトランスポートレベルのポートを使用します

LACP Mode 通信モードを切り換えます。アクティブモードでは、接続のネゴシ
エーションを行うために LACPメッセージを送受信し、リンクステータス
を監視します。受動モードでは、LACPメッセージのみを待機します。オフ
モードでは、集合リンクを使用しますが、リンク障害やスイッチ構成の変
更を検出しません。Cisco Etherchannelを含む一部のネットワークスイッチ
構成では、LACPプロトコルは使用されません。ネットワーク内で LACP以
外のアグリゲーションを使用する場合は、LACPモードを「off」に設定して
ください。

LACP Timer アクティブモードの場合、これは LACPメッセージ間の間隔です

IB Partition IBパーティションを使用します

Partition Key このプロパティーは、基礎となるポートデバイスがメンバーである
パーティション (ファブリックドメイン)を指定します。パーティション
キー (pkey)はサブネットマネージャーによって検出され、構成されま
す。サブネットマネージャーを構成する前に pkeyを定義できますが、サブ
ネットパーティションがポートGUIDをメンバーとして使用して正しく構
成されるまで、データリンクは「ダウン」したままになります。HCA
ポートのパーティションメンバーシップを、サブネットマネージャー上の
IPMPやクラスタ化の規則と整合性がある状態に維持することが重要です。

インタフェース
インタフェースは、データリンクを介して IPアドレスを構成します。次のものをサ
ポートします。

■ IPv4および IPv6プロトコル。
■ IPMP - IPアドレスが、障害の発生したデータリンクから正常なデータリンクに自
動的に移行できるようにすることによってネットワークの信頼性を向上させる IP
マルチパス。

次のインタフェース設定が使用できます。

プロパティー 説明

名前 インタフェースのカスタム名

Allow Administration このインタフェースを介したアプライアンスの管理 BUIまたはCLIへの接
続を許可します。ネットワーク環境に個別の管理ネットワークが含まれて
いた場合は、セキュリティーを向上させるために、このプロパティーはそ
の管理ネットワークに対してのみ有効にできます
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プロパティー 説明

Enable Interface このインタフェースを IPトラフィックに使用できるようにします。あるイ
ンタフェースが無効になっている場合、アプライアンスはそのインタ
フェースを介して IPトラフィックを送受信しなくなるか、またはそのイン
タフェース上に構成されている任意の IPアドレスを使用します。現時点で
は、IPMPグループ内のアクティブ IPインタフェースを無効にしても、スタ
ンバイインタフェースのアクティブ化はトリガーされません。

IPv4 Configure with 手動で入力される「Static Address List」か、または動的にリクエストするた
めの「DHCP」のどちらか

IPv4 Address/Mask CIDR表記での 1つ以上の IPv4アドレス (192.168.1.1/24)

IPv6 Configure with 手動で入力される「Static Address List」か、または自動的に生成されたリン
クローカルアドレス (および、IPv6ルーターが応答する場合はサイトローカ
ル)を使用するための「IPv6 AutoConfiguration」のどちらか

IPv6 Address/Mask CIDR表記での 1つ以上の IPv6アドレス (1080::8:800:200C:417A/32)

IP MultiPathing Group 冗長性のためにデータリンクのプールを使用できる IPマルチパスを構成し
ます

IPマルチパス (IPMP)
IPマルチパスグループは、IPインタフェースの障害 (物理的な回線の切断や、ネット
ワークデバイスとスイッチの間の接続の障害など)が発生した場合、またはシステム
とネットワークゲートウェイの間のパスの障害が発生した場合でも引き続き使用で
きる IPアドレスを提供するために使用されます。システムは、下記で説明するよう
に、IPインタフェースの基礎となるデータリンクのリンクアップおよびリンクダウ
ン通知を監視したり、オプションでグループ内の各 IPインタフェースに割り当てる
ことができるテストアドレスを使用してプローブしたりすることによって障害を検
出します。IPMPグループには、すべてが同じリンク (LAN、IBパーティション、ま
たはVLAN)上に存在するかぎり任意の数の IPインタフェースを設定でき、また任意
の数の高可用性アドレスを割り当てられます。

IPMPグループ内の各 IPインタフェースは、<i>アクティブ</i>または<i>スタンバ
イ</i>のどちらかに指定されます。

■ アクティブ:この IPインタフェースは、IPMPによって正しく機能していると判断
されるかぎり、データを送受信するために使用されます。

■ スタンバイ:この IPインタフェースは、アクティブインタフェース (または、以前
にアクティブ化されたスタンバイ)が機能を停止した場合にのみ、データを送受
信するために使用されます。

アクティブおよびスタンバイ IPインタフェースは複数構成できますが、各 IPMPグ
ループには、少なくとも 1つのアクティブ IPインタフェースが構成されている必要
があります。IPMPは、構成された数のアクティブインタフェースを保持するため
に、必要な数のスタンバイをアクティブにしようとします。たとえば、IPMPグ
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ループに 2つのアクティブインタフェースと 2つのスタンバイインタフェースが構成
されており、すべてのインタフェースが正しく機能している場合は、2つのアク
ティブインタフェースのみがデータを送受信するために使用されます。アクティブ
インタフェースに障害が発生した場合は、いずれかのスタンバイインタフェースが
アクティブ化されます。ほかのアクティブインタフェースに障害が発生した (また
は、アクティブ化されたスタンバイに障害が発生した)場合は、2番目のスタンバイ
インタフェースがアクティブ化されます。その後、アクティブインタフェースが修
復された場合は、スタンバイインタフェースがもう一度非アクティブ化されます。

IPインタフェース上でプローブベースの障害検出が有効になっている (つまり、テス
トアドレスが構成されている)場合、システムは、プローブするターゲットシステム
を動的に決定します。最初に、IPインタフェースのテストアドレスと同じサブ
ネット上にゲートウェイ (ルーター)がないかどうかルーティングテーブルがス
キャンされ、最大 5つが選択されます。同じサブネット上にゲートウェイが見つか
らない場合、システムはマルチキャスト ICMPプローブを (IPv4の場合は
224.0.01、IPv6の場合は ff02::1に)送信し、同じサブネット上の応答した最初の 5つの
システムを選択します。そのため、IPMPを使用したネットワーク障害検出および修
復のために、各リンク上の少なくとも 1つの近傍ノードまたはデフォルトゲート
ウェイが ICMPエコーリクエストに応答することを確認してください。IPMP
は、IPv4と IPv6の両方のアドレス構成で動作します。IPv6の場合は、インタ
フェースのリンクローカルアドレスがテストアドレスとして使用されます。

システムは、選択されたターゲットシステムをラウンドロビン方式でプローブしま
す。5回のプローブに連続して応答がない場合、その IPインタフェースは障害が発
生していると見なされます。逆に、10回のプローブに連続して応答があった場
合、システムは、以前に障害が発生した IPインタフェースを修復されたと見なしま
す。システムの IPMPプローブ障害検出時間を「IPMP」画面から設定できます。こ
の時間によって、プローブの頻度と修復間隔が間接的に制御されます。たとえ
ば、障害検出時間が 10秒である場合、システムはおおよそ 2秒間隔でプローブを送
信すること、およびシステムがプローブベースのインタフェース修復を検出するに
は 20秒かかることを示します。システムが選択したターゲットシステムを直接制御
することはできませんが、ルーティングテーブルを介して間接的に制御することは
可能です。

システムはルーティングテーブルを監視し、必要に応じて、選択したターゲットシ
ステムを自動的に調整します。たとえば、システムではマルチキャスト検出
ターゲットを使用しているが、その後 IPインタフェースのテストアドレスと同じサ
ブネット上にゲートウェイを含むルートが追加された場合、システムはそのゲート
ウェイのプローブに自動的に切り替えます。同様に、マルチキャスト検出
ターゲットがプローブされている場合、システムは一連の選択されたターゲットを
定期的にリフレッシュします (たとえば、以前に選択されたターゲットの一部が応答
しなくなっているため)。

IPMPグループを構築するための手順については、下のタスクのセクションを参照し
てください。
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パフォーマンスと可用性
IPMPとリンクアグリゲーションは、ネットワークパフォーマンスの向上やネット
ワーク可用性の維持を実現するためにアプライアンスで使用可能な異なるテクノロ
ジです。一般に、リンクアグリゲーションはより優れたネットワークパフォーマン
スを得るために配備するのに対して、IPMPは高可用性を保証するために使用しま
す。

リンクアグリゲーションでは、受信したトラフィックは、アグリゲーションを構成
する複数のリンクにわたって分散されます。そのため、アグリゲーションにリンク
を追加するために多くのNICがインストールされている程、ネットワークパ
フォーマンスは向上します。IPMPのトラフィックは、使用可能なアクティブインタ
フェースにバインドされている IPMPインタフェースのデータアドレスを使用しま
す。たとえば、すべてのデータトラフィックが、必ずしも同じ接続上にはない 2つ
の IPアドレス間だけを転送される場合は、多くのNICを追加しても引き続き 2つの
IPアドレスだけが使用可能であるため、IPMPに関するパフォーマンスは向上しませ
ん。

この 2つのテクノロジは互いを補完するものであり、ネットワークパフォーマンス
と可用性の組み合わされた利点を実現するために一緒に配備できます。

ルーティング
システムは、ルーティングテーブルルエントリのコレクションから成る 1つの IP
ルーティングテーブルを提供します。IPパケットを特定の宛先に送信する必要があ
る場合、システムは、そのパケットの宛先アドレスに宛先がもっとも緊密に一致す
るルーティングエントリを選択します (システムのマルチホーミングポリシーに従い
ます。下を参照)。次に、そのルーティングエントリ内の情報を使用して、パケット
を送信するための IPインタフェースと、宛先に直接到達できない場合に使用する次
のホップのゲートウェイを決定します。宛先に一致するルーティングエントリがな
い場合、そのパケットはドロップされます。複数のルーティングエントリが同程度
のもっとも緊密な一致を示している (かつ、それ以外の場合はマルチホーミングポリ
シーによって優先付けされていない)場合、システムは、接続単位にこれらのエント
リにわたって負荷分散します。

システムは、ルーターとしては機能しません。

ルーティングエントリ

ルーティングテーブルは、それぞれが次のフィールドを含むルーティングエントリ
で構成されています。
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フィールド 説明 例

Destination ルートに一致する可能
性のある IP宛先アド
レス (CIDR表記)の範
囲

192.168.0.0/22

Gateway パケットの送信先のネ
クストホップ (IPアド
レス) (「システ
ム」ルートを除く。下
を参照)

192.168.2.80

Family インターネットプロト
コル

IPv4、IPv6

種別 ルートの起点 DHCP、静的、システム

インタ
フェース

パケットが送信される
ときの IPインタ
フェース

nge0

0.0.0.0/0の「Destination」フィールドを含むルーティングエントリは、すべてのパ
ケットに一致するため (より正確に一致するほかのルートがない場合)、「デフォル
ト」ルートと呼ばれます。BUIでは、デフォルトルートは、次の追加のプロパ
ティーによってデフォルト以外のルートと区別されます。

Kind ルートの種類 Default、Network

上に示すように、特定のパケットは、ルーティングエントリの「Interface」フィール
ドで指定された IPインタフェース上で送信されます。IPMPインタフェースが指定
されている場合は、IPMPグループ内のいずれかのアクティブ IPインタフェースが
接続単位にランダムに選択され、選択された IPインタフェースがその後使用不可に
なった場合は自動的にリフレッシュされます。逆に、特定の IPインタフェースが
IPMPグループに含まれている場合、このようなルートは可用性が高くないため、こ
の IPインタフェースを「Interface」フィールドで指定することはできません。

ルーティングエントリは、「Type」フィールドで識別された、いくつかの異なる起
点から来ています。ルーティングエントリの起点はシステムでのルーティングエン
トリの使用方法とは関係しませんが、各エントリの編集や削除が可能かどうか
や、その方法はこの起点によって制御されます。システムは、次のタイプのルート
をサポートしています。

種別 説明

Static アプライアンス管理者によって作成および管理されます。

Network

Sun ZFS Storage 7000システム管理ガイド • 2012年 12月 E38994–01100



種別 説明

System IPインタフェースの有効化の一部として、アプライアンスによって自動的
に作成されます。システムルートは、アプライアンスから直接到達できる
IPサブネットごとに作成されます。これらのルートは直接到達可能である
ため、代わりに「Gateway」フィールドが、そのサブネット上のアプライア
ンスの IPアドレスを識別します。

DHCP DHCPを使用するように構成されている IPインタフェースの有効化の一部
として、アプライアンスによって自動的に作成されます。DHCPルート
は、DHCPサーバーによって提供されるデフォルトルートごとに作成され
ます。

Dynamic RIPおよびRIPngダイナミックルーティングプロトコルを介して、アプラ
イアンスによって自動的に作成されます (これらのプロトコルが有効に
なっている場合)。

次の 1つの追加のタイプによって、現在使用できない静的ルートが識別されます。

無効 無効になっているか、またはオフラインの IPインタフェースに関連付けら
れた、以前に作成された静的ルート。

ルーティングのプロパティー

プロパティー 説明

Multihoming model 複数の IPインタフェースが同時に有効になっている場合に、IPパケットを
受け入れて送信するためのシステムポリシーを制御します。許可される値
は、「Loose」(デフォルト)、「Adaptive」、および「Strict」です。下の説明
を参照してください。

システムに複数の IPインタフェースが構成されている場合は、特定の宛先への等価
のルートが複数存在する可能性があるため、パケットを送信するための IPインタ
フェースをシステムが強制的に選択するようにします。同様に、パケットがある IP
インタフェースに到着したが、別の IPインタフェース上にホストされている IPアド
レスに転送される可能性もあります。このような状況でのシステムの動作は、選択
されたマルチホーミングポリシーによって決定されます。次の 3つのポリシーがサ
ポートされています。
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ポリシー 説明

Loose IPパケットと、その IPパケットを送受信するために使用される IPインタ
フェースの間にバインドを強制的に適用しません。1) IPパケットは、その
宛先 IPアドレスがアプライアンス上で有効であるかぎり、IPインタ
フェース上で受け入れられます。2) IPパケットは、IPパケットの宛先アド
レスにもっとも明確に一致するルートに関連付けられた IPインタフェース
を介して転送されます。その IPインタフェース上にホストされている IPア
ドレスはまったく考慮されません。使用可能なルートが存在しない場合
は、そのパケットをドロップします。

Adaptive パケットの発信元 IPアドレスと同じサブネット上にゲートウェイアドレス
を含むルートが優先される点を除き、「Loose」と同じです。1) IPパケット
は、その宛先 IPアドレスがアプライアンス上で有効であるかぎり、IPイン
タフェース上で受け入れられます。2) IPパケットは、IPパケットの宛先ア
ドレスにもっとも明確に一致するルートに関連付けられた IPインタ
フェースを介して転送されます。複数のルートが均等に一致する場合
は、パケットの発信元アドレスと同じサブネット上にゲートウェイアドレ
スを含むルートが優先されます。使用可能なルートが存在しない場合
は、そのパケットをドロップします。

Strict IPパケットと、その IPパケットを送受信するために使用される IPインタ
フェースの間に厳格なバインドが必要です。1) IPパケットは、その宛先 IP
アドレスがある IPインタフェース上で有効であるかぎり、その IPインタ
フェース上で受け入れられます。2) IPパケットは、その発信元 IPアドレス
がある IPインタフェース上で有効な場合にのみ、その IPインタフェースを
介して転送されます。このポリシーを強制的に適用するために、アプライ
アンスは使用可能なルートに対する一致を調べる場合、パケットの発信元
アドレスとは異なるサブネット上にゲートウェイアドレスを含むルートを
すべて無視します。使用可能なルートが残っていない場合は、そのパ
ケットをドロップします。

マルチホーミングポリシーを選択する場合は、アプライアンスのいずれかの IPイン
タフェースが管理専用に (たとえば、BUIアクセス専用に)使用され、そのために個
別の管理ネットワークを介してアクセスされるかどうかを考慮することが重要で
す。特に、管理ネットワークにリモートアクセスを提供するためにデフォルト
ルートが作成され、またストレージプロトコルにリモートアクセスを提供するため
に別のデフォルトルートが作成される場合は、「Loose」のデフォルトのシステムポ
リシーを選択すると、管理用のデフォルトルートがストレージトラフィックに使用
される可能性があります。ポリシーを「Adaptive」または「Strict」に切り換えること
により、アプライアンスは、リクエストに関連付けられた IPアドレスを応答のため
のルートの選択の一部として見なすようになります。同じ IPインタフェース上に
ルートを見つけることができない場合、「Adaptive」ポリシーでは使用可能な任意の
ルートが使用されるのに対して、「Strict」ポリシーではパケットがドロップされま
す。
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BUI
BUIを使用してネットワークを再構成する場合、システムは、ユーザーのブラウザ
への現在のネットワーク接続を保持するためにあらゆる努力を行います。ただ
し、ブラウザの接続先の特定のアドレスを削除する場合など、ネットワーク構成の
変更の中には、ブラウザが接続を失うことが避けられないものがあります。このた
め、管理者が使用するための特定の IPアドレスとネットワークデバイスを割り当て
ておき、常にそのアドレスを構成された状態に保つことをお勧めします。また、必
要に応じて、シリアルコンソールを介してCLIから特に複雑なネットワーク再構成
タスクを実行することもできます。

次のアイコンは、「Configuration」->「Network」セクションで使用されます。

アイコン 説明

新しいデータリンク/インタフェース/ルートの追加

データリンク/インタフェース/ルート設定の編集

編集無効

データリンク/インタフェース/ルートの破棄

破棄無効

ドラッグ&ドロップアイコン

接続されたネットワークポート

入出力動作により接続されたネットワークポート

切断されたネットワークポート (リンク停止、ケーブルの問題か)

アクティブな InfiniBandポート

入出力動作によりアクティブな InfiniBandポート

アクティブでない InfiniBandポート (停止、初期化、またはアラーム状態)

InfiniBandパーティションデバイスが稼働中

InfiniBandパーティションデバイスが停止中 (サブネットマネージャーの問
題)

ネットワークデータリンク

ネットワークデータリンクVLAN
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アイコン 説明

ネットワークデータリンクアグリゲーション

ネットワークデータリンクアグリゲーションVLAN

ネットワークデータリンク IBパーティション

インタフェースがパケットの送受信に使用されている (稼働中または縮退
のどちらか)

インタフェースがユーザーによって無効にされている

インタフェースがオフライン (クラスタピアによって所有されている)

インタフェースに障害が発生したか、または重複した IPアドレスが構成
されている

右上には「Configuration」、「Addresses」、「Routing」のためのローカルナビ
ゲーションが配置され、これらの構成ビューが交互に表示されます。

構成
デフォルトでは「Configuration」ページが表示され、「Devices」、「Datalinks」、お
よび「Interfaces」のリストが管理のためのボタンとともに表示されます。マウスを
エントリの上に移動すると追加の アイコンが表示され、任意のエントリをク
リックすると、そのエントリに関連付けられたほかのコンポーネントが強調表示さ
れます。

「Devices」リストには、右側にリンクステータスのほか、ネットワークポートの状
態が反映されたアイコンも表示されます。ポートの切断が表示される場合
は、ポートがネットワークに正しく接続されていることを確認してください。

ネットワークデバイスで IPアドレスを構成するには、最初にデータリンクを作成
し、次にそのデータリンクを使用するインタフェースを作成します。 アイコンを
使用するとその両方を実行することができ、データリンクプロパティーとインタ
フェースプロパティーのダイアログが表示されます。

ネットワークインタフェースの構成には複数の方法があります。デバイスの アイ
コンをクリックし、それをデータリンクテーブルにドラッグしてみてください。次
に、そのデータリンクをインタフェーステーブルにドラッグします。そのほかの移
動も可能です。この方法は、有効な移動が強調表示されている複雑な構成に役立つ
ことがあります。

Addresses
このページには、現在のネットワーク構成の一覧表が表示されます。次のフィール
ドがあります。
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フィールド 説明 例

Network Datalink データリンク名と詳細なサマリー datalink1 (nge0経由)

Network Interface インタフェース名と詳細なサマリー IPv4 DHCP、datalink1経由

Network Addresses このインタフェースでホストされているアドレス 192.168.2.80/22

Host Names ネットワークアドレスの解決されたホスト名 caji.sf.example.com

ルーティング
このページには、IPルーティングテーブルの構成と、上で説明した関連付けられた
プロパティーが表示されます。デフォルトでは、ルーティングテーブル内のすべて
のエントリが表示されますが、サブナビゲーションバーを使用すると、このテーブ
ルをタイプでフィルタ処理できます。

CLI
ネットワーク構成は、configuration netの下にあります。これに
は、devices、datalinks、interfaces、および routingのためのサブコマンドがあり
ます。各サブコマンドでは、showコマンドを使用して現在の構成を表示できます。

caji:> configuration net

caji:configuration net> devices show

Devices:

DEVICE UP SPEED MAC

nge0 true 1000 Mbit/s 0:14:4f:9a:b9:0

nge1 true 1000 Mbit/s 0:14:4f:9a:b9:1

nge2 true 1000 Mbit/s 0:14:4f:9a:b8:fe

nge3 true 1000 Mbit/s 0:14:4f:9a:b8:ff

caji:configuration net> datalinks show

Datalinks:

DATALINK CLASS LINKS LABEL

nge0 device nge0 datalink1

caji:configuration net> interfaces show

Interfaces:

INTERFACE STATE CLASS LINKS ADDRS LABEL

nge0 up ip nge0 192.168.2.80/22 caji

caji:configuration net> routing show

Properties:

multihoming = loose

Routes:

ROUTE DESTINATION GATEWAY INTERFACE TYPE
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route-000 0.0.0.0/0 192.168.1.1 nge0 dhcp

route-001 192.168.0.0/22 192.168.2.142 nge0 system

データリンク、インタフェース、およびルートの作成や構成のための関連コマンド
を表示するには、各セクションで helpを入力します。

次の例は、deviceコマンドを使用したデータリンクの作成と、ipコマンドを使用し
たインタフェースの作成を示しています。

caji:configuration net> datalinks

caji:configuration net datalinks> device

caji:configuration net datalinks device (uncommitted)> set links=nge1

links = nge1 (uncommitted)

caji:configuration net datalinks device (uncommitted)> set label=datalink2

label = datalink2 (uncommitted)

caji:configuration net datalinks device (uncommitted)> set mtu=9000

mtu = 9000 (uncommitted)

caji:configuration net datalinks device (uncommitted)> commit

caji:configuration net datalinks> show

Datalinks:

DATALINK CLASS LINKS LABEL

nge0 device nge0 datalink1

nge1 device nge1 datalink2

caji:configuration net datalinks> cd ..

caji:configuration net> interfaces

caji:configuration net interfaces> ip

caji:configuration net interfaces ip (uncommitted)> set label="caji2"

label = caji2 (uncommitted)

caji:configuration net interfaces ip (uncommitted)> set links=nge1

links = nge1 (uncommitted)

caji:configuration net interfaces ip (uncommitted)> set v4addrs=10.0.1.1/8

v4addrs = 10.0.1.1/8 (uncommitted)

caji:configuration net interfaces ip (uncommitted)> commit

caji:configuration net interfaces> show

Interfaces:

INTERFACE STATE CLASS LINKS ADDRS LABEL

nge0 up ip nge0 192.168.2.80/22 caji

nge1 up ip nge1 10.0.1.1/8 caji2

次の例は、新しい nge1 IPインタフェースを介した 10.0.1.2経由のデフォルトルート
の作成を示しています。

caji:configuration net routing> create

caji:configuration net route (uncommitted)> set family=IPv4

family = IPv4 (uncommitted)

caji:configuration net route (uncommitted)> set destination=0.0.0.0

destination = 0.0.0.0 (uncommitted)

caji:configuration net route (uncommitted)> set mask=0

mask = 0 (uncommitted)

caji:configuration net route (uncommitted)> set interface=nge1

interface = nge1 (uncommitted)

caji:configuration net route (uncommitted)> set gateway=10.0.1.2

gateway = 10.0.1.2 (uncommitted)

caji:configuration net route (uncommitted)> commit
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タスク

BUI

▼ シングルポートインタフェースの作成

データリンク アイコンをクリックします。

オプションで、名前を設定し、カスタムMTUのラジオボタンを選択します (テキスト
ボックスに「9000」と入力します)。

「Devices」リストからデバイスを選択します。

「APPLY」をクリックします。データリンクが「Datalinks」リストに表示されます。

インタフェース アイコンをクリックします。

目的のプロパティーを設定し、前に作成されたデータリンクを選択します。

「APPLY」をクリックします。インタフェースが「Interfaces」リストに表示されま
す。

実行中のアプライアンスネットワーク構成はまだ変更されていません。インタ
フェースの構成を完了したら、いちばん上にある「APPLY」をクリックして、この構
成をコミットします。

▼ インタフェースの変更

データリンクまたはインタフェースのどちらかにある編集アイコンをクリックしま
す。

設定を目的の値に変更します。

ダイアログにある「APPLY」をクリックします。

ページのいちばん上にある「APPLY」をクリックして、この構成をコミットします。

▼ シングルポートインタフェースの作成、ドラッグ&ドロップ

マウスをデバイスの上に移動し、ドラッグ&ドロップアイコン ( )をクリックしま
す。
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それを「Datalink」リストにドラッグして離します。

オプションで、名前とジャンボMTUを設定します。

「APPLY」をクリックします。

次に、データリンクを「Interfaces」リストにドラッグします。

目的のプロパティーを設定し、「APPLY」をクリックします。

画面のいちばん上にある「APPLY」をクリックして、この構成をコミットします。

▼ LACP集合リンクインタフェースの作成

データリンク アイコンをクリックします。

オプションで、データリンク名を設定します。

LACPアグリゲーションを選択します。

「Devices」リストから 2つ以上のデバイスを選択し、「APPLY」をクリックします。

インタフェース アイコンをクリックします。

目的のプロパティーを設定し、「Datalinks」リストから集合リンクを選択し
て、「APPLY」をクリックします。

いちばん上にある「APPLY」をクリックして、この構成をコミットします。

▼ プローブベースのリンク状態障害検出を使用した IPMPグループ
の作成

IPMPグループのコンポーネントとして使用される 1つ以上の「基礎となる」IPイン
タフェースを作成します。各インタフェースには、プローブのソースとして使用さ
れる IPアドレスが必要です (上のシングルポートインタフェースを作成するための個
別のタスクを参照)。

インタフェース アイコンをクリックします。

オプションで、インタフェースの名前を変更します。

「IP MultiPathing Group」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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「Use IPv4 Protocol」または「Use IPv6 Protocol」、あるいはその両方をクリック
し、IPMPインタフェースの IPアドレスを指定します。

「Interfaces」リストから、最初の手順で作成されたインタフェースを選択します。

選択した各インタフェースを、必要に応じて「Active」または「Standby」のどちら
かに設定します。

「APPLY」をクリックします。

▼ リンク状態のみの障害検出を使用した IPMPグループの作成

IPMPグループのコンポーネントとして使用される、IPアドレス 0.0.0.0/8を持つ 1つ以
上の「基礎となる」IPインタフェースを作成します (上のシングルポートインタ
フェースを作成するための個別のタスクを参照)。

インタフェース アイコンをクリックします。

オプションで、インタフェースの名前を変更します。

「IP MultiPathing Group」チェックボックスにチェックマークを付けます。

「Use IPv4 Protocol」または「Use IPv6 Protocol」、あるいはその両方をクリック
し、IPMPインタフェースの IPアドレスを指定します。

「Interfaces」リストから、最初の手順で作成されたインタフェースを選択します。

選択した各インタフェースを、必要に応じて「Active」または「Standby」のどちら
かに設定します。

「APPLY」をクリックします。

▼ LACPアグリゲーションの拡張

マウスを「Devices」リスト内のデバイスの上に移動します。

アイコンをクリックし、そのデバイスをアグリゲーションのデータリンクにド
ラッグして離します。

ページのいちばん上にある「APPLY」をクリックして、この構成をコミットします。
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▼ IPMPグループの拡張

マウスを「Interfaces」リスト内のインタフェースの上に移動します。

アイコンをクリックし、そのデバイスを IPMPインタフェースにドラッグして離し
ます。

ページのいちばん上にある「APPLY」をクリックして、この構成をコミットします。

▼ InfiniBandパーティションのデータリンクとインタフェースの作
成

データリンク アイコンをクリックします。

オプションで、名前を設定します。

「IB Partition」チェックボックスにチェックマークを付けます

「Partition Devices」リストからデバイスを選択します。

「APPLY」をクリックします。新しいパーティションデータリンクが「Datalinks」リ
ストに表示されます。

インタフェース アイコンをクリックします。

目的のプロパティーを設定し、前に作成されたデータリンクを選択します。

「APPLY」をクリックします。インタフェースが「Interfaces」リストに表示されま
す。

実行中のアプライアンスネットワーク構成はまだ変更されていません。インタ
フェースの構成を完了したら、いちばん上にある「APPLY」をクリックして、この構
成をコミットします。

▼ 静的ルートの追加

「Configuration」->「Network」->「Routing」に移動します

追加アイコンをクリックします。

先に説明したように、プロパティーを入力します。

「ADD」をクリックします。新しいルートがテーブルに表示されます。
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▼ 静的ルートの削除

「Configuration」->「Network」->「Routing」に移動します

マウスをルートエントリの上に移動し、右側にあるごみ箱アイコンをクリックしま
す。

CLI

▼ 静的ルートの追加

configuration net routing に移動します。

「create」と入力します。

「show」と入力して必要なプロパティーを一覧表示し、それぞれ「set」と入力しま
す。

「commit」と入力します。

▼ 静的ルートの削除

configuration net routing に移動します。

「show」と入力してルートとルート名 (たとえば、route-002)を一覧表示します。

「destroyルート名」と入力します。

▼ マルチホーミングプロパティーの厳格への変更

configuration net routing に移動します

「set multihoming=strict」と入力します

「commit」と入力します

InfiniBandのQ3.2010へのアップグレード手順
InfiniBandデータリンクパーティションの管理モデルが変更されました。Q3.2010に
アップグレードすると、InfiniBandのデータリンクやインタフェースは保持されませ
ん。Q3.2010へのアップグレードを開始する前に、InfiniBandベースのインタ
フェースとデータリンク (パーティション)をすべて分解する必要があります。シス
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テムがアップグレードされたあと、InfiniBandのデータリンクパーティションとイン
タフェースを再作成できます。サブネットマネージャーまたはスイッチでの操作は
必要ありません。インタフェースとデータリンクを分解できないと、データリンク
に障害が発生したり、インタフェースが機能しなくなったりします。

Storage

プールのストレージプロファイルの選択。

はじめに
ストレージは、基礎となるデータ冗長性によって特徴付けされるプール内に構成さ
れ、すべてのファイルシステムおよび LUNでシェアされるスペースを指定しま
す。ストレージプールが個々のファイルシステムまたは LUNにどのように関連して
いるかの詳細については、シェアのセクションを参照してください。

各ノードに任意の数のプールを含めることができ、各プールには、クラスタ内で独
立して所有権を割り当てることができます。任意の数のプールがサポートされてい
ますが、同じクラスタヘッドによって所有される同じ冗長性特性を持つ複数の
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プールを作成することはお勧めできません。それを行うと、パフォーマンスの低
下、最善でないリソース割り当て、ストレージの人為的なパーティション分割、管
理の一層の複雑さなどがもたらされます。同じホスト上での複数のプールの構成
は、たとえば、ミラー化されたプールとRAID-Zプールのように、まったく異なる冗
長性またはパフォーマンス特性が望ましい場合にのみ推奨されます。ログおよび
キャッシュデバイスへのアクセスをシェア単位に制御できる機能を持つ、推奨され
る動作モードは 1つのプールです。

プールは、新しいプールを構成したり、または既存のプールをインポートしたりす
ることによって作成できます。既存のプールのインポートは、以前に Sun Storage
7000アプライアンス上で構成されたプールをインポートするためにのみ使用さ
れ、偶発的な再構成、ヘッドノード間でのプールの移動、致命的なヘッド障害など
の場合に有効です。

プールに rawストレージを割り当てる場合、特にシェアまたは LUNに書き込むとき
は、プールを完全にいっぱいにするとパフォーマンスが大幅に低下することに注意
してください。これらの影響は通常、プールが 80%を超えていっぱいになると顕著
になり、さらにプールが 90%を超えていっぱいになると重大になります。そのた
め、約 20%過剰にプロビジョニングすることにより最適な結果が得られま
す。「Shares UI」を使用すると、現在どれだけの領域が使用されているかを判定で
きます。

構成
この操作によってストレージプールが構成されます。BUIでこれを行うに
は、プールのリストの横にある ボタンをクリックします。ここに、新しいプール
の名前を入力するように求められます。CLIでこれを行うには、configコマンドを使
用します。このコマンドは、プールの名前を引数として受け取ります。

タスクが開始されると、ストレージ構成は、検証と構成という 2つの異なる
フェーズに入ります。

構成の規則とガイドライン

パフォーマンスを最適化するため、次の点に注意してください。
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規則 1 --ヘッドノードまたは JBOD内に含まれるすべての「データ」ディスク
は、回転数 (メディアの回転速度)が同じである必要があります。ZFSSAソフト
ウェアは、構成の誤りを検出し、条件に対する障害を生成します。

推奨 1 -- 予期しないパフォーマンスの問題のため、同じプール内で回転数が異なる
ディスクが混在しないようにします。

推奨 2 --パフォーマンスを最適化するため、同じ SASファブリック (HBA接続)内で
回転数が異なるディスクを JBODと結合しないようにします。そのように混在させて
も正しく動作しますが、高速なデバイスのパフォーマンスが低下する可能性があり
ます。

推奨 3 -- 容量が異なるデータディスクが含まれるストレージプールを構成するとき
に、場合によっては ZFSが容量がもっとも小さいディスクのサイズをストレージ
プール内の一部またはすべてのディスクに対して使用するため、想定される全体の
容量が小さくなることがあります。使用されるサイズは、デバイスのストレージプ
ロファイル、配置、および組み合わせに依存します。同じプール内で容量が異なる
ディスクを混在しないようにします。

検証

検証フェーズでは、すべてのストレージが接続され、動作していることを確認する
とともに、シャーシ内のディスクを割り当てることできます。スタンドアロンシス
テムでは、これにより使用可能なすべてのストレージとドライブタイプのリスト
が、新しいプールに割り当てるディスクの数を変更する機能とともに提供されま
す。デフォルトでは、ディスクの最大数が割り当てられますが、複数のプールが作
成されることを想定してこの数を削減できます。

拡張可能なシステムでは、JBODがヘッドノードとともにリストに表示され、各
JBOD内で割り当てを制御できます。この動作は、ヘッドノードまたは JBODのモデ
ルによって若干異なります。デバイスが欠けているか、または障害が発生したデバ
イスを含むシャーシを使用してこの手順をコミットしようとすると、警告が表示さ
れます。この方法でストレージプールを構成したあとは、欠けているディスクや障
害が発生したディスクをあとで追加することはできません。そのため、検証手順を
終了して次の手順に進む前に、すべてのデバイスが確実に接続され、動作している
ことが重要です。

デフォルトでは、すべてのデータディスクが同じ回転数を共有し、使用可能なデバ
イスの最大数が割り当て用に選択されます。シャーシ内のデバイスの回転数が異な
る場合、意図しない構成の誤りを避けるために、デフォルトで選択されるディスク
はゼロです。サイズおよび回転数が同じデバイスでプールを構成することを強くお
勧めします。
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SAS-1システムでの割り当て

JBOD (具体的には J4400および J4500)ごとに、使用可能なディスクをインポートする
必要があります (JBODの台数および構成によっては膨大な時間がかかる処理で
す)。システムシャーシ内のディスクは (キャッシュデバイスと同様に)個別に割り当
てることができますが、JBODは「全体」または「半分」のどちらかとして割り当て
る必要があります。一般に、ストレージの管理に推奨される単位は JBOD全体です
が、ストレージの必要性が少ない場合や、より小規模な構成でNSPFが必要な場合は
JBODの半分を使用できます。

SAS-2システムでの割り当て

シャーシ全体のドライブを個別に割り当てることができますが、JBODからディスク
を割り当てるときは、最適なプール構成になるように注意する必要があります。管
理が簡素化され、使用可能な全体の容量の割合が高まるため、一般に、プール数を
少なくし、プールあたりのディスク数を多くすることが推奨されます。システムは
必要に応じて任意の増分でストレージを割り当てることができますが、各割り当て
にはすべての JBODに分散するようにして少なくとも 8台のディスクを含めるこ
と、理想的にはもっと多くを含めることをお勧めします。

プロファイル構成

検証が完了したら、次の手順では、設定でのRASとパフォーマンスの目標が反映さ
れたストレージプロファイルを選択します。提供される一連の可能性のあるプロ
ファイルは、使用可能なストレージによって異なります。次の表は、可能性のある
すべてのプロファイルとその説明を示しています。
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データプロファイ
ル 説明

デュアルパリ
ティーオプ
ション

トリプルミ
ラー化

データが 3つにミラー化され、非常に信頼性の高い高速なシステム (たとえ
ば重要なデータベース用のストレージ)がもたらされます。この構成は、最
大のパフォーマンスと可用性の両方が必要な状況に向いています。双方向
ミラー化と比較すると、3方向ミラー化では、格納ブロックあたりの IOPS
の増加と障害に対する保護レベルの向上を実現します。

ダブルパリ
ティーRAID

各ストライプに 2つのパリティーディスクが含まれているRAID。トリプル
ミラー化に比べて、高可用性がもたらされ、2つのディスクで障害が発生し
てもデータは使用可能のままです。ダブルパリティーRAIDは、ミラー化オ
プションよりも容量が増加するオプションであり、高スループットで
シーケンシャルアクセスのワークロード (バックアップなど)の場合やラン
ダム読み取り性の低いコンポーネントに大量のデータを格納する場合に向
いています。

シングルパリ
ティーオプ
ション

ミラー化 データがミラー化されるため、容量は半分に減少しますが、高信頼性で高
パフォーマンスのシステムがもたらされます。領域には十分な余裕がある
と考えられるがパフォーマンスに余裕がない場合 (データベースストレージ
など)に推奨されます。

シングルパリ
ティー
RAID、ナ
ローストライプ

各ストライプに 3つのデータディスクと 1つのパリティーディスクが含まれ
ているRAID。シングルパリティーによる保護で十分な場合は、シングルパ
リティーRAIDのほうが単純なミラー化よりも得られる容量が多くなるオプ
ションです。ミラー化オプションよりも低くなるランダム読み取り性能と
容量増加とのバランスを取る必要があります。シングルパリティーRAID
は、適度なランダム読み取りコンポーネントを使用する重要ではないアプ
リケーションに向いていると考えることができます。純粋なストリーミン
グワークロードの場合は、容量とスループットが高くなるダブルパリ
ティーRAIDオプションを選択してください。

その他

ストライプ化 データは、ディスクに対してストライプ化され、冗長性はありません。パ
フォーマンスと容量が最大化されますが、1つのディスクに障害が発生する
とデータが失われます。この構成は推奨されません。純粋なストリーミン
グワークロードの場合は、ダブルパリティーRAIDの使用を検討してくださ
い。

Storage

Sun ZFS Storage 7000システム管理ガイド • 2012年 12月 E38994–01116



データプロファイ
ル 説明

トリプルパリ
ティー
RAID、ワイド
ストライプ

各ストライプに 3つのパリティー用ディスクが含まれているRAID。このオ
プションは、ストライプデータを別にするともっとも容量が高くなりま
す。ワイドストライプと低いランダム入出力パフォーマンスのため、1つ以
上のドライブ障害のあとでデータを再同期化する場合は、かかる時間が大
幅に長くなることがあります。その他のRAID構成と同様に、キャッシュが
存在するため、読み取りパフォーマンスの影響を軽減できます。この構成
は一般には推奨されません。

拡張可能なシステムでは、一部のプロファイルを「NSPF」オプションで使用できま
す。NSPFは「No Single Point of Failure」の略でシングルポイント障害がないことを表
し、深刻な JBOD障害によってデータ損失が発生しないように、データがミラーまた
はRAIDストライプで構造化されていることを示します。システムではすでに、ほぼ
すべてのコンポーネントにわたって冗長性が構成されていることに注意してくださ
い。各 JBODは、冗長パス、冗長コントローラ、冗長電源装置およびファンを備えて
います。NSPFによる保護の対象となる唯一の障害は、ディスクバックプレーン障害
(ほぼ受動的なコンポーネント)、または全体的な管理ミス (両方のパスの 1つの JBOD
への切り離し)です。一般に、NSPFを採用すると、ストライプの幅に関する要件が
より厳格になるため、容量は少なくなります。

ログデバイスは、ストライプ化またはミラー化という 2つの異なるプロファイルの
どちらかのみを使用して構成できます。ログデバイスはノード障害が発生した場合
にのみ使用されるため、ミラー化されていないログによってデータが失われるに
は、デバイスに障害が発生することと、そのあとにノードがただちにリブートする
ことの両方が必要です。このほとんどありそうにない状況が二重の障害を構成しま
すが、ログデバイスをミラー化すると、2つの同時デバイス障害とノード障害が非常
に短い時間帯に発生することが必要になるため、これを事実上不可能にできます。

ホットスペアは合計プールサイズの割合として割り当てられ、選択されたプロ
ファイルには関係ありません (ホットスペアをサポートしていないストライプ化を除
く)。ホットスペアはストレージの構成手順ごとに割り当てられるため、小さい単位
でストレージを追加するより、ストレージを全体として構成する方がはるかに効率
的です。

クラスタでは、キャッシュデバイスは、ストレージプールがインポートされている
ノードのみから使用できます。クラスタでは、両方のノードでキャッシュデバイス
を構成して、同じプールの一部にできます。これを行うには、パッシブノード上の
プールを引き継いだあと、ストレージを追加し、キャッシュデバイスを選択しま
す。これには、常に、構成されているグローバルキャッシュデバイスの半分を保持
するという効果があります。キャッシュデバイス上のデータはフェイルオーバーで
失われますが、新しいノード上では新しいキャッシュデバイスを使用できます。

注:以前のソフトウェアバージョンでは、ワイドストライプによるダブルパリ
ティーがサポートされていました。このオプションは、信頼性を大幅に向上させ
る、ワイドストライプによるトリプルパリティーに置き換えられました。以前のソ
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フトウェアバージョンの下でワイドストライプによるダブルパリティーとして構成
されたプールも引き続きサポートされますが、新しく構成または再構成される
プールではそのオプションを選択できません。

インポート
この操作によって、既存のストレージプールのほか、誤って構成解除された任意の
プールをインポートできます。この操作は、出荷時設定へのリセットまたはサービ
ス操作のあとにユーザーデータを回復するために使用できます。プールをイン
ポートするには、接続されているすべてのストレージデバイスを繰り返し処理
し、既存の状態をすべて検出することが必要です。これには膨大な時間がかかる場
合があり、この間、ほかのストレージ構成操作は実行できません。BUIでプールを
インポートするには、ストレージ構成画面にある「IMPORT」ボタンをクリックしま
す。CLIでプールをインポートするには、「import」コマンドを使用します。

検出フェーズが完了すると、いくつかの識別特性を含む、使用可能なプールのリス
トが表示されます。ストレージが破棄されているか、または不完全な場合は、その
プールをインポートできません。ストレージ構成とは異なり、プール名は開始時で
はなく、プールを選択するときに指定されます。デフォルトでは、以前のプール名
が使用されますが、BUIで名前をクリックしたり、CLIで「name」プロパティーを設
定したりすることによってプール名を変更できます。

追加
この操作は、既存のプールにストレージを追加するために使用します。この検証手
順は、初期構成中の検証手順と同じです。ストレージは、最初にプールを構成する
ために使用したのと同じプロファイルを使用して追加する必要があります。現在の
プロファイルでシステムを構成するためにストレージが不足している場合は、一部
の属性が犠牲になることがあります。たとえば、ダブルパリティーRAID-Z NSPF構
成に 1つの JBODを追加すると、NSPF特性を保持することが不可能になります。た
だし、引き続き JBODを追加し、JBOD内にRAIDストライプを作成することによ
り、その過程でNSPFを犠牲にできます。

構成解除
この操作では、アクティブなファイルシステムと LUNをすべて削除し、ストレージ
プールを構成解除することにより、rawストレージを将来のストレージ構成に使用で
きるようにします。この処理は、それ以降に rawストレージがアクティブなスト
レージプールの一部として使用されていないかぎり、構成解除されたストレージ
プールをインポートすることによって取り消すことができます。

スクラブ
この操作によって、すべてのコンテンツでエラーがないかどうか確認する、スト
レージプールのスクラブ処理が開始されます。何らかの回復不可能なエラーが見つ

Storage

Sun ZFS Storage 7000システム管理ガイド • 2012年 12月 E38994–01118



かった場合は、スクラブ操作または通常動作のどちらかを使用して、影響を受けて
いるファイルが BUIに表示されます。また、必要に応じてスクラブを停止すること
もできます。

タスク

BUI

▼ ストレージプールの構成
このタスクに到達する場合としては、アプライアンスの初期構成中か、また
は「Configuration」->「Storage」画面での構成時の 2つがあります。

ストレージプールの一覧の上にある ボタンをクリックします

ストレージプールの名前を入力します

「Allocate and verify storage」画面で、ストレージプールの JBOD割り当てを構成しま
す。JBODの割り当ては、なし、半分、または全体のいずれかです。JBODが検出され
ない場合は、JBODの配線や電源を確認してください。

「COMMIT」をクリックします。

「Configure Added Storage」画面で、目的のデータプロファイルを選択します。ビジ
ネスニーズにとって最適な構成が見つかるように、各プロファイルが可用性、パ
フォーマンス、および容量の点から評価されます。

「COMMIT」をクリックします。

SAN

SAN
SAN構成画面により、アプライアンスを SAN (Storage Area Network)に接続できま
す。SANは、次の 3つの基本コンポーネントで構成されています。

■ ネットワーク上のストレージにアクセスするクライアント
■ ネットワーク上のストレージを提供するストレージアプライアンス
■ クライアントをストレージにリンクするためのネットワーク

1

2

3

4

5

6
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これらの 3つのコンポーネントは、ネットワーク上で使用されているプロトコルに
は関係なく同じです。場合によっては、ネットワークがイニシエータとターゲット
の間のケーブルであることもありますが、ほとんどの場合は、何らかの種類の切り
換えが使用されます。

用語
アプライアンスを SAN上で動作するように構成するには、次のいくつかの基本的な
用語を理解することが不可欠です。

用語 説明

論理ユニット ストレージシステム内のコンポーネントを説明するために使用される用
語。一意に番号付けされ、LUN (Logicial Unit Number)と呼ばれる番号が作成
されます。高度な構成が可能なストレージシステムには、多数の LUNを含
めることができます。これらの LUNを 1つ以上の SCSIターゲットに関連付
けることにより、1つ以上の SCSIイニシエータからアクセスできるデバイ
スである一意の SCSIデバイスが形成されます。

ターゲット イニシエータからの SCSIコマンドと入出力リクエストを処理するための
サービスを提供するストレージシステムエンドポイント。ターゲットはス
トレージシステムの管理者によって作成され、一意のアドレス指定方法に
よって識別されます。構成済みのターゲットは、0個以上の論理ユニットで
構成されています。

ターゲットグループ ターゲットのセット。LUNは、1つの特定のターゲットグループ内のすべて
のターゲットにエクスポートされます。

イニシエータ SCSIコマンドと入出力リクエストを送信することによって SCSIセッション
を開始できるアプリケーションまたは運用システムエンドポイント。イニ
シエータもまた、一意のアドレス指定方法によって識別されます。

イニシエータグループ イニシエータのセット。イニシエータグループが LUNに関連付けられてい
る場合は、そのグループからのイニシエータだけがその LUNにアクセスで
きます。

さらに、次の SCSIトランスポートプロトコルを認識しておくことが重要です。

用語 説明

FC ファイバチャネル。光ファイバケーブル、FCスイッチ、およびHBAで構成
される SAN (Storage Area Network)を経由して SCSIベースのストレージを
シェアするためのプロトコル。

iSCSI インターネット SCSI。IPネットワークを経由して SCSIベースのストレージ
をシェアするためのプロトコル。
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用語 説明

iSER RDMAのための iSCSI拡張機能。RDMAサービスを提供するネットワーク
(つまり、InfiniBand)を経由して iSCSIプロトコルをマップするプロトコ
ル。iSERプロトコルは、正しく構成された IBハードウェアの存在に基づい
て、iSCSIサブシステムによって透過的に選択されます。CLIおよび BUIで
は、iSERに対応したすべてのコンポーネント (ターゲットとイニシエータ)
が iSCSIコンポーネントとして管理されます。

SRP SCSI RDMAプロトコル。RDMAサービスを提供するネットワーク (つま
り、InfiniBand)を経由して SCSIベースのストレージをシェアするためのプ
ロトコル。

ターゲットとイニシエータ
ターゲットとイニシエータは、プロトコルによって構成されます。詳細について
は、特定のプロトコル (FC、iSCSI、または SRP)に関するドキュメントを参照してく
ださい。

ターゲットグループとイニシエータグループ
ターゲットグループとイニシエータグループによって、LUNに関連付けることがで
きるターゲットとイニシエータのセットが定義されます。ターゲットグループに関
連付けられた LUNは、そのグループ内のターゲットからのみ表示できます。LUNが
ターゲットグループに明示的に関連付けられていない場合は、デフォルトの
ターゲットグループ内にあり、プロトコルには関係なく、すべてのターゲットから
アクセスできます。同様に、イニシエータグループに関連付けられた LUNは、その
グループ内のイニシエータからのみ表示できます。LUNがイニシエータグループに
明示的に関連付けられていない場合は、デフォルトのイニシエータグループ内にあ
り、すべてのイニシエータからアクセスできます。デフォルトのイニシエータグ
ループの使用は評価の目的には有効な場合がありますが、不要なイニシエータまた
は競合するイニシエータに LUNが公開される可能性があるため、その使用はお勧め
できません。

BUI
次のスクリーンショットは、「Configuration」>「SAN」画面を示していま
す。「Target」および「Initiator」リンクを使用して移動します。次に、「Fibre
Channel Ports」、「iSCSI Targets」、または「SRP Targets」リンクをクリックし
て、プロトコルタイプごとにターゲットに対して操作します。
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上のスクリーンショットは、検出されたターゲットをファイバチャネルターゲット
リストに移動することによって新しい FCターゲットグループを作成するようすを示
しています。

次のスクリーンショットは、「Shares」>「Shares」>「Protocols」画面を示していま
す。「Target Group」または「Initiator Group」メニューを使用して LUNを関連付け
ます。
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CLI
CLIの configuration sanコンテキストを使用して、プロトコルタイプごとに
ターゲットとイニシエータに対して操作します。次に、sharesのCLIコンテキスト
を使用して LUNを作成し、それをターゲットグループとイニシエータグループに関
連付けます。

用語

SANの用語
このセクションの目的は、読者に SAN (Storage Area Network)の構成に関連するさま
ざまな概念に精通してもらうことです。アプライアンス上でブロックストレージを
構成および管理する方法の詳細に進む前に、いくつかの用語を理解しておくと役立
ちます。

用語
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用語 説明

SCSIターゲット SCSIターゲットは、イニシエータからの SCSIコマンドと入出力リクエスト
を処理するためのサービスを提供するストレージシステムエンドポイント
です。SCSIターゲットはストレージシステムの管理者によって作成さ
れ、一意のアドレス指定方法によって識別されます。構成済みの SCSI
ターゲットは、0個以上の論理ユニットで構成されています。

SCSIイニシエータ SCSIイニシエータは、SCSIコマンドと入出力リクエストを送信することに
よって SCSIセッションを開始できるアプリケーションまたは運用システム
エンドポイントです。SCSIイニシエータもまた、一意のアドレス指定方法
によって識別されます (「SCSIターゲット」を参照)。

論理ユニット 論理ユニットは、ストレージシステム内のコンポーネントを説明するため
に使用される用語です。一意に番号付けされ、LUN (Logicial Unit Number)と
呼ばれる番号が作成されます。高度な構成が可能なストレージシステムに
は、多数の LUNを含めることができます。これらの LUNを 1つ以上の SCSI
ターゲットに関連付けることにより、1つ以上の SCSIイニシエータからア
クセスできるデバイスである一意の SCSIデバイスが形成されます。

iSCSI インターネット SCSI。IPネットワークを経由して SCSIベースのストレージ
をシェアするためのプロトコル。

iSER RDMAのための iSCSI拡張機能。RDMAサービスを提供するネットワーク
(つまり、InfiniBand)を経由して iSCSIプロトコルをマップするプロトコ
ル。iSERプロトコルは、正しく構成された IBハードウェアの存在に基づい
て、iSCSIサブシステムによって透過的に選択されます。CLIおよび BUIで
は、iSERに対応したすべてのコンポーネント (ターゲットとイニシエータ)
が iSCSIコンポーネントとして管理されます。

FC ファイバチャネル。光ファイバケーブル、FCスイッチ、およびHBAから成
る SAN (Storage Area Network)を経由して SCSIベースのストレージをシェア
するためのプロトコル。

SRP SCSI RDMAプロトコル。RDMAサービスを提供するネットワーク (つま
り、InfiniBand)を経由して SCSIベースのストレージをシェアするためのプ
ロトコル。

IQN iSCSI修飾名。iSCSIネットワーク内のデバイスの一意の識別子。iSCSIで
は、IQNに対して iqn.date.authority:uniqueidの形式が使用されます。たとえ
ば、アプライアンスは、iSCSIターゲットの 1つを識別するために IQN:
iqn.1986-03.com.sun:02:c7824a5b-f3ea-6038-c79d-ca443337d92cを使用する可能
性があります。この名前は、これが 1986年 3月に登録された、ある企業に
よって構築された iSCSIデバイスであることを示します。名前の authority
は、単にその企業のDNS名を逆にしただけのものです (この場合
は、「com.sun」)。それ以降のすべては、Sunがそのターゲットを識別する
ために使用している一意の IDです。

ターゲットポータル iSCSIプロトコルを使用している場合、ターゲットポータルは、イニシ
エータがターゲットに接続するときに使用できる IPアドレスとTCPポート
番号の一意の組み合わせを指します。

用語

Sun ZFS Storage 7000システム管理ガイド • 2012年 12月 E38994–01124



用語 説明

ターゲットポータルグ
ループ

iSCSIプロトコルを使用している場合、ターゲットポータルグループ
は、ターゲットポータルのコレクションです。ターゲットポータルグ
ループは透過的に管理されます。各ネットワークインタフェースには、そ
のインタフェースのアクティブなアドレスを含む、対応するターゲット
ポータルグループがあります。ターゲットをインタフェースにバインドす
ると、その iSCSIターゲットが、そのインタフェースに関連付けられた
ポータルグループを使用して通知されます。

CHAP チャレンジハンドシェーク認証プロトコル。イニシエータに対する
ターゲット、ターゲットに対するイニシエータ、またはその両方を認証で
きるセキュリティープロトコル。

RADIUS ストレージノードに代わって、集中管理されたサーバーを使用してCHAP
認証を実行するためのシステム。

ターゲットグループ ターゲットのセット。LUNは、1つの特定のターゲットグループ内のすべ
てのターゲットにエクスポートされます。

イニシエータグループ イニシエータのセット。イニシエータグループが LUNに関連付けられてい
る場合は、そのグループからのイニシエータだけがその LUNにアクセスで
きます。

各 LUNには、ボリュームのエクスポート方法を制御するためのいくつかのプロパ
ティーがあります。詳細については、プロトコルのセクションを参照してくださ
い。

FC

ファイバチャネル
ファイバチャネル (FC)は、ほぼ SCSIのためのトランスポートとしてのみ使用される
ギガビット速度のネットワークテクノロジです。FCは、アプライアンスでサポート
されるいくつかのブロックプロトコルのうちの 1つです。FCを経由して LUNを
シェアするには、アプライアンスにオプションの FCカードが 1枚以上装着されてい
る必要があります。

ターゲットの構成
デフォルトでは、バックアップの目的でテープ SANに接続するために、すべての FC
ポートがアプライアンスによって使用されます。FCを経由したシェアを有効にする
には、1つ以上の FCポートがターゲットモードに構成されている必要がありま
す。ポートをターゲットモードに構成するにはアプライアンスをリセットする必要
がありますが、複数のポートを同時にターゲットモードに構成できます。ポートの
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モードは、それ以降のリブートまたはアップグレードのあとも保持されま
す。ポートのモードを変更するには、rootアクセス権が必要です。

各 FCポートにはWWN (World Wide Name)が割り当てられます。また、ほかのブ
ロックプロトコルと同様に、FCターゲットをターゲットグループにグループ化
し、ポートの帯域幅を特定の LUNまたは LUNのグループ専用に割り当てることがで
きます。FCポートがターゲットとして構成されたあとは、リモートで検出された
ポートを検証したり、確認したりすることができます。

Sun ZFS Storageアプライアンスを使用した FC SANブートソリューションの詳細につ
いては、http://www.oracle.com/technetwork/articles/servers-storage-admin/
fbsanboot-365291.html (http://www.oracle.com/
technetwork/articles/servers-storage-admin/fbsanboot-365291.html) Oracle Sun ZFS
Storage Applianceアプライアンスを使用した FC SANブートの実装に関するホワイト
ペーパーを参照してください。

クラスタ化に関する注意事項

クラスタでは、イニシエータには各 LUNへの 2つのパス (またはパスのセット)があ
ります。1つのパス (またはパスのセット)は、その LUNに関連付けられたスト
レージをインポートしたヘッドになり、もう一方のパス (またはパスのセット)
は、そのヘッドのクラスタ化されたピアになります。最初のパス (またはパスの
セット)はアクティブであり、2番目のパス (またはパスのセット)はスタンバイで
す。テイクオーバーが発生した場合は、アクティブパスが使用不可になり、スタン
バイパスが (短時間のあとに)アクティブに移行されたあと、入出力が続行されま
す。このマルチパスへのアプローチは、非対称論理ユニットアクセス (ALUA)と呼ば
れます。これをALUA対応イニシエータと組み合わせると、クラスタテイク
オーバーをより高レベルのアプリケーションに対して透過的にすることができま
す。

イニシエータの構成
イニシエータは、それぞれのWWNで識別されます。また、ほかのブロックプロト
コルと同様に、イニシエータに対して別名を作成できます。FCイニシエータに対す
る別名を作成しやすくするために、検出されたポートのWWNからWWNを選択で
きます。さらに、ほかのブロックプロトコルと同様に、イニシエータをグループに
収集できます。LUNが特定のイニシエータグループに関連付けられている場合、そ
の LUNは、そのグループ内のイニシエータからのみ表示できます。ほとんどの FC
SANでは、LUNは常に、その LUNが作成されたシステムに対応するイニシエータグ
ループに関連付けられています。

FC

Sun ZFS Storage 7000システム管理ガイド • 2012年 12月 E38994–01126

http://www.oracle.com/technetwork/articles/servers-storage-admin/fbsanboot-365291.html
http://www.oracle.com/technetwork/articles/servers-storage-admin/fbsanboot-365291.html
http://www.oracle.com/technetwork/articles/servers-storage-admin/fbsanboot-365291.html


クラスタ化に関する注意事項

ターゲットのクラスタ化に関する注意事項で説明したように、アプライアンスは
ALUAに準拠したアレイです。ALUA環境で FCイニシエータを正しく構成するには
ALUA対応ドライバが必要であり、さらにイニシエータ固有のチューニングが必要に
なる可能性があります。

パフォーマンスの考慮事項
FCのパフォーマンスは、分析を通して監視できます。その場合、操作またはス
ループットをイニシエータ、ターゲット、または LUNごとに分解できます。

また、操作の場合は、オフセット、待ち時間、サイズ、および SCSIコマンドごとに
も分解できます。これにより、FC操作の内容だけでなく、その方法や理由について
も理解できます。

FC
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トラブルシューティング

待ち行列のオーバーラン

このアプライアンスは、各ヘッド上の LUNを提供するためにリソースのグローバル
なセットを利用するように設計されています。アプライアンス内の FCポートは多数
の並行リクエストを処理できるため、一般には、クライアント上の待ち行列の深さ
を制限することは必要ありません。そうであったとしても、これらの待ち行列が
オーバーランして、SCSIトランスポートエラーが発生する可能性がわずかに存在し
ます。このような待ち行列のオーバーランは多くの場合、次の状態の 1つ以上に関
連しています。

■ フロントエンド上の多重定義されたポート。1つの FCポートに関連付けられたホ
ストが多すぎるか、または 1つの FCポートを経由してアクセスされる LUNが多
すぎる場合

■ 縮退したアプライアンス動作モード。アクティブ/アクティブのクラスタ構成に
なるように設計されている環境でのクラスタテイクオーバーなど

待ち行列のオーバーランの可能性はわずかですが、待ち行列の深さをクライアント
単位に積極的に制限すれば、この可能性を完全に解消できます。待ち行列の適切な
深さの制限を決定するには、ターゲットポートの数を求め、それにポートあたりの
並行コマンドの最大数 (2048)を掛け、さらにその積をプロビジョニングされる LUN
の数で割るべきです。縮退した動作モードに対応するには、クラスタピアにまたが
る LUNの数を合計して LUNの数を決定するべきですが、ターゲットポートの数には
2つのクラスタピアのうちの少ない方を取ります。たとえば、アクティブ/アク
ティブ構成の 7410デュアルヘッドクラスタで、1つのヘッドが 2つの FCポートと
100個の LUNを備え、もう一方のヘッドが 4つの FCポートと 28個の LUNを備えて
いる場合は、最悪の事態を考慮した待ち行列の最大の深さを 2つのポートに 2048コ
マンドを掛けて 100 + 28の LUNで割った値、つまり LUNあたり 32コマンドにするべ
きです。

待ち行列の最大の深さのチューニングはイニシエータに固有の作業ですが、Solaris
では、大域変数 ssd_max_throttleを調整することによってこれが実現されます。

リンクレベルの問題

光学部品の破損や変形、不安定なケーブル配線などのリンクレベルの問題をトラブ
ルシューティングするには、FCポートごとのエラー統計情報を調べます。いずれか
の数値が 0から大幅に外れているか、または増加している場合は、リンクレベルの
問題が発生していて、リンクレベルの診断の実行が必要なことを示している可能性
があります。
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BUI

FCポートのモードの変更
FCポートを使用するには、BUIの「Configuration」>「SAN」画面で、下のスク
リーンショットに示されているドロップダウンメニューを使用して FCポート
を「Target」モードに構成します。この操作を実行するには、rootアクセス権が必要
です。クラスタ構成では、各ヘッドノードで個別にポートを「Target」モードに設定
することに注意してください。クラスタ化に関する注意事項のセクションを参照し
てください。

目的のポートを「Target」に設定したら、「Apply」ボタンをクリックします。アプ
ライアンスがただちにリブートすることを通知する確認メッセージが表示されま
す。リブートすることを確認します。

アプライアンスがブートすると、アクティブな FCターゲットが アイコンととも
に表示され、マウスをその上に移動すると、移動 アイコンが表示されます。

検出された FCポートの表示
リンクエラーをトラブルシューティングできる「Discovered Ports」ダイアログを表示
するには、情報 アイコンをクリックします。「Discovered Ports」ダイアログ
で、リスト内のWWNをクリックして関連するリンクエラーを表示します。
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FCイニシエータグループの作成
イニシエータグループの作成と管理は、「Initiators」画面で行います。別名化されて
いないポートを表示するには、追加 アイコンをクリックしま
す。「Alias」フィールドで意味のある別名を追加するには、リスト内のWWNをク
リックします。

「Initiators」画面で、イニシエータを「FC Initiator Groups」リストにドラッグして新
しいグループを作成するか、または既存のグループに追加します。
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「Apply」ボタンをクリックして、新しいイニシエータグループをコミットしま
す。これで、クライアントのイニシエータグループへの排他的アクセス権を持つ
LUNを作成できます。

LUNと FCイニシエータグループとの関連付け
LUNを作成するには、イニシエータグループをロールオーバーし、LUNの追加
アイコンをクリックします。「Create LUN」ダイアログが表示され、関連付けら

れたイニシエータグループが選択された状態になります。名前とサイズを設定
し、「Apply」をクリックして LUNをストレージプールに追加します。

CLI

FCポートのモードの変更
dory:configuration san targets fc> set targets="wwn.2101001B32A11639"

targets = wwn.2101001B32A11639 (uncommitted)

dory:configuration san targets fc> commit

検出された FCポートの表示
dory:configuration san targets fc> show

Properties:

targets = wwn.2100001B32811639,wwn.2101001B32A12239
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Targets:

NAME MODE WWN PORT SPEED

target-000 target wwn.2100001B32811639 PCIe 5: Port 1 4 Gbit/s

target-001 initiator wwn.2101001B32A11639 PCIe 5: Port 2 0 Gbit/s

target-002 initiator wwn.2100001B32812239 PCIe 2: Port 1 0 Gbit/s

target-003 target wwn.2101001B32A12239 PCIe 2: Port 2 0 Gbit/s

dory:configuration san targets fc> select target-000

dory:configuration san targets fc target-000> show

Properties:

wwn = wwn.2100001B32811639

port = PCIe 5: Port 1

mode = target

speed = 4 Gbit/s

discovered_ports = 6

link_failure_count = 0

loss_of_sync_count = 0

loss_of_signal_count = 0

protocol_error_count = 0

invalid_tx_word_count = 0

invalid_crc_count = 0

Ports:

PORT WWN ALIAS MANUFACTURER

port-000 wwn.2100001B3281A339 longjaw-1 QLogic Corporation

port-001 wwn.2101001B32A1A339 longjaw-2 QLogic Corporation

port-002 wwn.2100001B3281AC39 thicktail-1 QLogic Corporation

port-003 wwn.2101001B32A1AC39 thicktail-2 QLogic Corporation

port-004 wwn.2100001B3281E339 <none> QLogic Corporation

port-005 wwn.2101001B32A1E339 <none> QLogic Corporation

FCイニシエータグループの作成
dory:configuration san initiators fc groups> create

dory:configuration san initiators fc group (uncommitted)> set name=lefteye

dory:configuration san initiators fc group (uncommitted)>

set initiators=wwn.2101001B32A1AC39,wwn.2100001B3281AC39

dory:configuration san initiators fc group (uncommitted)> commit

dory:configuration san initiators fc groups> list

GROUP NAME

group-001 lefteye

|

+-> INITIATORS

wwn.2101001B32A1AC39

wwn.2100001B3281AC39

LUNと FCイニシエータグループとの関連付け
次の例は、leftyという名前の LUNを作成し、それを feraイニシエータグループに
関連付ける方法を示しています。

dory:shares default> lun lefty

dory:shares default/lefty (uncommitted)> set volsize=10

volsize = 10 (uncommitted)

dory:shares default/lefty (uncommitted)> set initiatorgroup=fera

initiatorgroup = default (uncommitted)

dory:shares default/lefty (uncommitted)> commit
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イニシエータとイニシエータグループの別名のスクリプト作成
次のスクリプト例を変更したり使用したりする方法については、CLIの使用法および
単純なCLIスクリプトとコマンドのバッチ処理のセクションを参照してください。

script

/*

* This script creates both aliases for initiators and initiator

* groups, as specified by the below data structure. In this

* particular example, there are five initiator groups, each of

* which is associated with a single host (thicktail, longjaw, etc.),

* and each initiator group consists of two initiators, each of which

* is associated with one of the two ports on the FC HBA. (Note that

* there is nothing in the code that uses this data structure that

* assumes the number of initiators per group.)

*/

groups = {

thicktail: {

’thicktail-1’: ’wwn.2100001b3281ac39’,

’thicktail-2’: ’wwn.2101001b32a1ac39’

},

longjaw: {

’longjaw-1’: ’wwn.2100001b3281a339’,

’longjaw-2’: ’wwn.2101001b32a1a339’

},

tecopa: {

’tecopa-1’: ’wwn.2100001b3281e339’,

’tecopa-2’: ’wwn.2101001b32a1e339’

},

spinedace: {

’spinedace-1’: ’wwn.2100001b3281df39’,

’spinedace-2’: ’wwn.2101001b32a1df39’

},

fera: {

’fera-1’: ’wwn.2100001b32817939’,

’fera-2’: ’wwn.2101001b32a17939’

}

};

for (group in groups) {

initiators = [];

for (initiator in groups[group]) {

printf(’Adding %s for %s ... ’,

groups[group][initiator], initiator);

try {

run(’select alias=’ + initiator);

printf(’(already exists)\n’);

run(’cd ..’);

} catch (err) {

if (err.code != EAKSH_ENTITY_BADSELECT)

throw err;

run(’create’);

set(’alias’, initiator);

set(’initiator’, groups[group][initiator]);

run(’commit’);

printf(’done\n’);

}

run(’select alias=’ + initiator);

initiators.push(get(’initiator’));
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run(’cd ..’);

}

printf(’Creating group for %s ... ’, group);

run(’groups’);

try {

run(’select name=’ + group);

printf(’(already exists)\n’);

run(’cd ..’);

} catch (err) {

if (err.code != EAKSH_ENTITY_BADSELECT)

throw err;

run(’create’);

set(’name’, group);

run(’set initiators=’ + initiators);

run(’commit’);

printf(’done\n’);

}

run(’cd ..’);

}

FCMPxIO

FCクライアントのマルチパスの構成
Sun ZFS Storage 7000シリーズは、FCターゲットのマルチパスサポートを提供するた
めに非対称論理ユニットアクセス (ALUA)を使用します。詳細情報が必要な場合
は、http://www.t10.org (http://www.t10.org)にある t10の SCSI Primary Commands
(SPC)の定義を参照してください。

次の手順は、FCターゲットが有効になっているクラスタ化されたアプライアンスに
接続された FCホストクライアントを設定するためのガイドを提供します。

Solarisイニシエータの構成
MPxIOは、Solaris x86プラットフォームでは有効になっていますが、SPARCではデ
フォルトで無効になっています。mpathadm show LU コマンドは、アクティブからスタ
ンバイ、またはスタンバイからアクティブへのパス状態の変更を表示します。ある
いは、luxadm displayを使用してパス状態を表示することもできます。

stmsbootユーティリティーは、MPxIOを有効または無効にします。例:

1. MPxIO を有効にするには、stmsboot -D fp -e を実行します
2. MPxIO を無効にするには、stmsboot -D fp -d を実行します
3. 状態を確認するには、mpathadm show LU を実行します
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Windowsイニシエータの構成
ALUAマルチパスは、ネイティブなWindows 2008/R2 MPIOでのみサポートされま
す。クラスタのフェイルオーバーやテイクオーバー中の問題を回避するには、R2が
必要です。SP2はサポートされていません。

1. FC HBAのWindowsドライバがインストールされ、HBAが稼働していることを確
認します。

2. Windows Server 2008 MPIOオプションコンポーネントをインストールするか、ま
たはそのインストールを確認します。Windowsコマンドプロンプトで
mpclaim.exe -r -i -a "" コマンドを発行することによって、SS7000 のマルチパス
サポートを構成します。これはシステムを強制的にリブートさせるものであ
り、MPIOの設定を完了し、パスと LUNの正しい検出を保証するために必要で
す。

3. クライアントがリブートされたら、Windowsクライアントが SS7000 LUNを検出
してアクセスすることができ、パスの正しい数とパス状態が表示されることを確
認します。これらはWindowsディスク管理ユーティリティーを使用して確認でき
ます。SS7000上の各 LUNについて、ディスク管理のGUIで使用可能な対応する
ディスクが 1つだけ存在します。

4. SS7000のノード障害が発生した場合、入出力が中断なく続行されることを保証す
るには、デフォルトのMicrosoft DSMタイマーカウンタでは不足する可能性があ
ります。この状況を緩和するために、ディスクの「Multi-Path Disk Device」プロパ
ティーのDSMの詳細セクションで、次のタイマーカウンタ値を設定することを
お勧めします。

Windowsチューニング可能パラメータ - Microsoft DSMの詳細

Windowsチューニング可能

パラメータ 説明 デフォルト値 推奨される値

PathVerifyEnabled すべてのパスでN秒おきのMPIOによる

パス検証を有効にします。

Nは、PathVerificationPeriodに設定されて

いる値によって異なります。

無効 有効

PathVerificationPeriod MPIOがパス検証を実行するようにリクエスト

された周期 (秒単位)を示すために使用

されます。このフィールドは、

PathVerifyEnabled = TRUEの場合にのみ

使用されます。

30秒 5秒
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Windowsチューニング可能

パラメータ 説明 デフォルト値 推奨される値

RetryInterval 失敗したリクエストが再試行されるまでの

時間間隔を指定します (DSMが再試行する

ことを決定したあとで、かつ入出力が再試行

された回数がRetryCount未満の場合)。

1秒 5秒

RetryCount DSMが失敗したリクエストを再試行する

必要があると判断するまでに入出力の

失敗が発生する回数を指定します。

3 300

PDORemovePeriod デバイスへのすべてのパスが失われたあと

であっても、マルチパス疑似 LUNが

システムメモリー内に残る時間 (秒単位)

を制御します。

20秒 1500秒

修正事項:

■ Emulex HBAおよび Windows Server 2008: Emulex HBAが装着されたWindows Server
2008クライアントを使用している場合は、HBAドライバパラメータへの変更が必
要です。クラスタのフェイルオーバーやフェイルバック操作中の中断のない入出
力を保証するには、Emulex HBA NodeTimeout値を変更して 0に設定する必要があ
ります。このパラメータを調整するには、http://www.emulex.com (http://
www.emulex.com)から入手できる Emulex OCManagerユーティリティーを使用しま
す。

Linuxイニシエータの構成
ここでは次の手順について説明します。

■ Oracle Enterprise Linux 5.4 (OEL 5.4)
■ Oracle Enterprise Linux 5.5 (OEL 5.5)
■ SUSE Linux 11 SP 1

1. 正しいデバイスマッパーがインストールされていることを確認します。
2. multipathdサービスを停止します。

service multipathd stop

Stopping multipathd daemon: [ OK ]
3. 次に示すように適切な行を /etc/multipath.confに追加して、PRODUCT;を次の

CLIスクリプトの出力で置き換えます。
run(’cd /’);
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run(’configuration version’);

printf(get(’product’).replace(/^Sun /,"") + ’\n’);

例:
spadefish:> script

("." to run)> run(’cd /’);

("." to run)> run(’configuration version’);

("." to run)> printf(get(’product’).replace(/^Sun /,"") + ’\n’);

("." to run)> .

ZFS Storage 7420

OEL 5.4の場合:

device

{

vendor "SUN"
product "PRODUCT"
getuid_callout "/sbin/scsi_id -g -u -s /block/%n"
prio_callout "/sbin/mpath_prio_alua /dev/%n"
hardware_handler "0"
path_grouping_policy group_by_prio

failback immediate

no_path_retry queue

rr_min_io 100

path_checker tur

rr_weight uniform

}

OEL 5.5の場合:

defaults {

find_multipaths yes

user_friendly_names yes

}

devices {

device {

vendor "SUN"
product "PRODUCT"
getuid_callout "/sbin/scsi_id -g -u -s /block/%n"
prio alua

hardware_handler "1 alua"
path_grouping_policy group_by_prio

failback immediate

no_path_retry 600

rr_min_io 100

path_checker tur

rr_weight uniform features "0"
}

}

SUSE Linux 11 SP 1の場合:
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defaults {

multipath_tool "/sbin/multipath -v0"
udev_dir /dev

polling_interval 100

default_selector "round-robin 0"
default_path_grouping_policy group_by_prio

default_getuid_callout "/lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/%n"
default_prio_callout "/bin/true"
prio "alua"
default_features "0"
rr_min_io 100

failback immediate

user_friendly_names yes

path_checker tur

no_path_retry 1000

}

device {

vendor "SUN"
product "PRODUCT"

}

4.マルチパスを有効にし、multipathdサービスを起動することによって確認しま
す。

#service multipathd start

Starting multipathd daemon: [ OK ]

5. SCSIバスの再スキャンが完了したら multipathコマンドを実行して、マルチパス
I/Oが有効になっていることを確認します。既知の Linuxバグのために、スタンバイ
パスが表示されることに注意してください。このため、ユーザーはシステムを本稼
働に移行する前に、パスが実際に稼働していることを確認するようお勧めしま
す。詳細は、下のトラブルシューティングのセクションを参照してください。

#multipath –ll

sdd: checker msg is "tur checker reports path is down"
mpath1 (3600144f094f0bd0300004b31c88f0001) dm-2 SUN,Sun Storage 7410 (or 7310)

[size=20G][features=1 queue_if_no_path][hwhandler=0][rw]

\_ round-robin 0 [prio=50][active]

\_ 2:0:0:0 sdb 8:16 [active][ready]

\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]

\_ 2:0:1:0 sdd 8:48 [failed][faulty]

VMware ESXイニシエータの構成
VMware ESX HCL

http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php (http://www.vmware.com/
resources/compatibility/search.php)

ESX 4.1 サーバーの場合:

規則を追加する必要はありません。デフォルトのドライバはALUAに対応していま
す。
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ESX 4.0 サーバーの場合:

1. esx nmp device list コマンドを発行することによって、使用されている現在の
SATPプラグインを確認します

# esxcli nmp device list

naa.600144f0ed81720500004bb3c1f60002

Device Display Name: SUN Fibre Channel Disk (naa.600144f0ed81720500004bb3c1f60002)

Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA

Storage Array Type Device Config:

Path Selection Policy: VMW_PSP_FIXED

Path Selection Policy Device Config: {preferred=vmhba0:C0:T1:L0;current=vmhba0:C0:T1:L0}

Working Paths: vmhba0:C0:T1:L0

VMW_SATP_DEFAULT_AAがデフォルトのプラグインです。このプラグインは
ALUAに対応していません。

2. esxcli nmp satp addruleコマンドを使用して、ZFS Storage 7000アレイのALUAプラグ
インを有効にするための規則を追加します。

# esxcli nmp satp addrule -s VMW_SATP_ALUA -e "Sun Storage 7000" -V "SUN" -M "Sun Storage 7110" -c "tpgs_on"

# esxcli nmp satp addrule -s VMW_SATP_ALUA -e "Sun Storage 7000" -V "SUN" -M "Sun Storage 7210" -c "tpgs_on"

# esxcli nmp satp addrule -s VMW_SATP_ALUA -e "Sun Storage 7000" -V "SUN" -M "Sun Storage 7310" -c "tpgs_on"

# esxcli nmp satp addrule -s VMW_SATP_ALUA -e "Sun Storage 7000" -V "SUN" -M "Sun Storage 7410" -c "tpgs_on"

# esxcli nmp satp addrule -s VMW_SATP_ALUA -e "ZFS Storage 7000" -V "SUN" -M "ZFS Storage 7120" -c "tpgs_on"

# esxcli nmp satp addrule -s VMW_SATP_ALUA -e "ZFS Storage 7000" -V "SUN" -M "ZFS Storage 7320" -c "tpgs_on"

# esxcli nmp satp addrule -s VMW_SATP_ALUA -e "ZFS Storage 7000" -V "SUN" -M "ZFS Storage 7420" -c "tpgs_on"

3.規則が正しく追加されたことを確認します。

# esxcli nmp satp listrules | grep SUN

VMW_SATP_ALUA SUN Sun Storage 7110 tpgs_on Sun Storage 7000 VMW_SATP_ALUA
SUN Sun Storage 7310 tpgs_on Sun Storage 7000 VMW_SATP_ALUA SUN Sun Storage 7410
tpgs_on Sun Storage 7000 VMW_SATP_ALUA SUN Sun Storage 7210 tpgs_on Sun Storage
7000 VMW_SATP_ALUA SUN ZFS Storage 7120 tpgs_on ZFS Storage 7000
VMW_SATP_ALUA SUN ZFS Storage 7320 tpgs_on ZFS Storage 7000 VMW_SATP_ALUA
SUN ZFS Storage 7420 tpgs_on ZFS Storage 7000

4. VMware ESXサーバーをリブートします。サーバーがリブートされたら、esxcli

nmp device list コマンドを使用して、正しいプラグインが現在有効になっているこ
とを確認します。

# esxcli nmp device list

naa.600144f0ed81720500004bb3c1f60002

Device Display Name: SUN Fibre Channel Disk (naa.600144f0ed81720500004bb3c1f60002)

Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA

Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;explicit_support=off;

explicit_allow=on;alua_followover=on;{TPG_id=0,TPG_state=STBY}{TPG_id=1,TPG_state=AO}}

Path Selection Policy: VMW_PSP_MRU

Path Selection Policy Device Config: Current Path=vmhba1:C0:T1:L0

Working Paths: vmhba1:C0:T1:L0
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トラブルシューティング
このセクションでは、既知の問題のトラブルシューティングについて説明します。

OEL 5.4 にバンドルされているマルチパスツールバージョン 0.4.7 が、ALUA スタン
バイアクセス状態にあるパスを認識できない

SCSI仕様では、スタンバイ状態にあるターゲットポートはTest Unit Readyコマンド
に応答しないため、multipathコマンドの出力にスタンバイパスが表示されます。

この問題の修正は、2009-04-21のマルチパスツールソースツリー (これは 0.4.8正式リ
リースよりあとのバージョン)にコミットされています。ユーザーは、マルチパス
ツールソースコードの最新バージョンを http://christophe.varoqui.free.fr/ (http://
christophe.varoqui.free.fr/)から入手する必要があります

ユーザーは、最新のソースコードを gitリポジトリから入手してくださ
い。multipath-tools-0.4.8.tar.bz2 tarballには、この修正が含まれていません。

最後に、multipathコマンドの出力に表示されるステータスは入出力やフェイル
オーバー/フェイルバックなどの機能には影響を与えないため、パッケージの更新は
必須ではありません。

関連項目
■ fcinfoのマニュアルページ

http://docs.sun.com/app/docs/doc/816-5166/fcinfo-1m (http://docs.sun.com/app/docs/
doc/816-5166/fcinfo-1m)?l=en&a=view&q=fcinfo

■ Solarisファイバチャネルおよびストレージマルチパス管理に関するガイド

http://docs.sun.com/source/819-0139-12/ (http://docs.sun.com/source/819-0139-12/)

■ Microsoft MPIO付きのWindows Serverの高可用性 (HA)

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx (http://www.microsoft.com/downloads/
details.aspx)?FamilyID=CBD27A84-23A1-4E88-B198-6233623582F3&displaylang=en

■ Device-Mapper Multipath - Red Hatの使用

http://www.redhat.com/docs/manuals/csgfs/browse/4.6/DM_Multipath/index.html (http://
www.redhat.com/docs/manuals/csgfs/browse/4.6/DM_Multipath/index.html)
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iSCSI

はじめに
インターネット SCSIは、SCSIベースのストレージをシェアするためにアプライアン
スでサポートされるいくつかのブロックプロトコルのうちの 1つです。

ターゲットの構成
iSCSIプロトコルを使用している場合、ターゲットポータルは、イニシエータが
ターゲットに接続するときに使用できる IPアドレスとTCPポート番号の一意の組み
合わせを指します。

iSCSIプロトコルを使用している場合、ターゲットポータルグループは、ターゲット
ポータルのコレクションです。ターゲットポータルグループは透過的に管理されま
す。各ネットワークインタフェースには、そのインタフェースのアクティブなアド
レスを含む、対応するターゲットポータルグループがあります。ターゲットをイン
タフェースにバインドすると、その iSCSIターゲットが、そのインタフェースに関連
付けられたポータルグループを使用して通知されます。

IQN (iSCSI修飾名)は、iSCSIネットワーク内のデバイスの一意の識別子です。iSCSI
では、IQNに対して iqn.date.authority:uniqueidの形式が使用されます。たとえば、ア
プライアンスは、iSCSIターゲットの 1つを識別するために IQN:
iqn.1986-03.com.sun:02:c7824a5b-f3ea-6038-c79d-ca443337d92cを使用する可能性があり
ます。この名前は、これが 1986年 3月に登録された、ある企業によって構築された
iSCSIデバイスであることを示します。名前の authorityは、単にその企業のDNS名を
逆にしただけのものです (この場合は、「com.sun」)。それ以降のすべては、Sunが
そのターゲットを識別するために使用している一意の IDです。

ターゲットのプロパティー 説明

Target IQN このターゲットの IQN。IQNは手動で指定することも、自動生成すること
もできます。

Alias このターゲットの人間が読める形式のニックネーム。

Authentication mode None、CHAP、またはRADIUSのいずれか。

CHAP name CHAP認証が使用されている場合は、CHAPユーザー名。

CHAP secret CHAP認証が使用されている場合は、CHAPシークレット。

Network interfaces ターゲットポータルがこのターゲットをエクスポートするために使用され
るインタフェース。
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これらのプロパティーに加えて、BUIでは、ターゲットがオンラインまたはオフラ
インのどちらであるかが示されます。

アイコン 説明

ターゲットはオンライン

ターゲットはオフライン

クラスタ化に関する注意事項

クラスタ化されたプラットフォームでは、そのクラスタノード上に少なくとも 1つ
のアクティブインタフェースが存在するターゲットはオンラインになりま
す。ターゲットにインタフェースを割り当てる場合は注意してくださ
い。ターゲットは、不連続なヘッドノード上のポータルグループを使用するように
構成されている可能性があります。その状況では、ターゲットは両方のヘッド上で
オンラインになりますが、各ヘッドノードによって所有されているストレージに応
じて異なる LUNをエクスポートします。ネットワークインタフェースは、テイク
オーバーやフェイルバックまたは所有者変更の一部としてクラスタヘッド間で移行
するため、iSCSIターゲットは、対応するネットワークインタフェースがインポート
およびエクスポートされるに従ってオンラインおよびオフラインに移動します。

IPMPインタフェースにバインドされたターゲットは、その IPMPグループのアドレ
スを介してのみ通知されます。そのターゲットに、そのグループのテストアドレス
を介して到達することはできません。LACPアグリゲーションの上に構築されたイン
タフェースにバインドされたターゲットは、そのアグリゲーションのアドレスを使
用します。LACPアグリゲーションが IPMPグループに追加された場合は、そのアド
レスが IPMPテストアドレスになるため、ターゲットはそのアグリゲーションのイン
タフェースを使用できなくなります。

イニシエータの構成
iSCSIイニシエータには、次の構成可能なプロパティーがあります。

プロパティー 説明

Initiator IQN このイニシエータの IQN。

Alias このイニシエータの人間が読める形式のニックネーム。

Use CHAP CHAP認証を有効または無効にします

CHAP name CHAP認証が使用されている場合は、CHAPユーザー名。

CHAP secret CHAP認証が使用されている場合は、CHAPシークレット。
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クライアント構成の計画
iSCSIクライアント構成を計画する場合は、次の情報が必要になります。

■ どのイニシエータ (およびその IQN)が SANにアクセスするか。
■ CHAP認証の使用を計画している場合、各イニシエータはどのCHAP資格を使用
するか。

■ iSCSIディスク (LUN)はいくつ必要で、どれだけの大きさにするべきか。
■ LUNを複数のイニシエータ間でシェアする必要があるか。

アプライアンスがRADIUSを使用してCHAP認証を実行できるようにするには、次
の情報が一致する必要があります。

■ アプライアンスは、RADIUSサーバーのアドレスと、このRADIUSサーバーと通
信するときに使用するシークレットを指定する必要があります

■ RADIUSサーバー (たとえば、クライアントファイル内)には、このアプライアン
スのアドレスを提供し、かつ上と同じシークレットを指定するエントリが含まれ
ている必要があります

■ RADIUSサーバー (たとえば、ユーザーファイル内)には、CHAP名を提供し、か
つ各イニシエータのCHAPシークレットに一致するエントリが含まれている必要
があります

■ イニシエータがCHAP名として自身の IQN名を使用する場合 (推奨される構成)
は、アプライアンスに、イニシエータボックスごとに個別のイニシエータエント
リは必要ありません。RADIUSサーバーは、すべての認証手順を実行できます。

■ イニシエータが個別のCHAP名を使用する場合は、アプライアンスに、IQN名か
らCHAP名へのマッピングを指定する、そのイニシエータのためのイニシエータ
エントリが存在する必要があります。このイニシエータエントリが、そのイニシ
エータのCHAPシークレットを指定する必要はありません。

Solaris iSCSI/iSERおよびMPxIOに関する注意事項
MPxIOは、iSCSIイニシエータ上でターゲットあたり複数のセッション (Multiple
Sessions per Target、MS/T)を構成する Solaris iSCSI構成でのターゲットのポートアグ
リゲーションと可用性をサポートしています。

■ 2枚以上のNICのアグリゲーションとフェイルオーバーには IPMPを使用しま
す。

■ iSCSIホストの基本的な構成は、iSCSIトラフィック専用の 2枚のNICを備えた
サーバーです。これらのNICは、IPMPを使用して構成されます。パフォーマン
スを最適化するために、iSCSI以外のトラフィックのための追加のNICが提供さ
れます。

■ アクティブなマルチパスは、Solaris iSCSI MS/T機能、および IPMP構成のフェイ
ルオーバーと冗長性を使用した場合にのみ実現できます。
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■ *IPMP構成で 1枚のNICに障害が発生した場合は、IPMPがフェイルオーバーを
処理します。MPxIOドライバは障害を認識しません。IPMP以外の構成で
は、MPxIOドライバで障害が発生し、パスをオフラインにします。

■ *IPMP構成で 1つのターゲットポートに障害が発生した場合は、MPxIOドライバ
が障害を認識し、フェイルオーバーを処理します。IPMP以外の構成で
は、MPxIOドライバが障害を認識し、フェイルオーバーを処理します。

■ Solaris iSCSI MS/T機能を IPMPおよびマルチパスとともに使用する方法の詳細に
ついては、SunSolve Infodoc 207607「Understanding an iSCSI MS/T multi-path
configuration」を参照してください。

■ ターゲットあたり複数のセッションを構成する方法については、http://
download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/817-5093/gcawf (http://
download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/817-5093/gcawf)の文書にある「How to
Enable Multiple iSCSI Sessions for a Target」を参照してください

■ IPMPの構成については、http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/816-4554/
ipmptm-1 (http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/816-4554/ipmptm-1)の
文書にあるシステム管理ガイド: IPサービスのパートVI、IPMPを参照してくださ
い

トラブルシューティング
iSCSIの一般的な構成の誤りをトラブルシューティングする場合のヒントについて
は、iSCSIのセクションを参照してください。

パフォーマンスの監視
iSCSIのパフォーマンスは、分析を通して監視できます。その場合、操作またはス
ループットをイニシエータ、ターゲット、または LUNごとに分解できます。

BUI

Analyticsワークシートの作成
イニシエータによる動作を監視するための分析ワークシートを作成するには、次の
手順を実行します。

1.「Analytics」画面に移動します。

2.「Add Statistic」用の 追加アイコンをクリックします。

すべての統計情報のメニューが表示されます。

3.メニューの「Protocols」セクションの下にある「iSCSI operations」>「Broken down
by initiator」を選択します。
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イニシエータによる現在の動作のグラフが表示されます。

4.より詳細な分析を監視するには、グラフの左側にあるフィールドからイニシ

エータを選択し、 アイコンをクリックします。

詳細な分析のメニューが表示されます。

CLI

自動生成された IQNによる iSCSIターゲットの追加
ahi:configuration san targets iscsi> create

ahi:configuration san targets iscsi target (uncommitted)> set alias="Target 0"

ahi:configuration san targets iscsi target (uncommitted)> set auth=none

ahi:configuration san targets iscsi target (uncommitted)> set interfaces=nge1

ahi:configuration san targets iscsi target (uncommitted)> commit

ahi:configuration san targets iscsi> list

TARGET ALIAS

target-000 Target 0

|

+-> IQN

iqn.1986-03.com.sun:02:daf0161f-9f5d-e01a-b5c5-e1efa9578416

特定の IQNとRADIUS認証による iSCSIターゲットの追加
ahi:configuration san targets iscsi> create

ahi:configuration san targets iscsi target (uncommitted)> set alias="Target 1"

ahi:configuration san targets iscsi target (uncommitted)>

set iqn=iqn.2001-02.com.acme:12345

ahi:configuration san targets iscsi target (uncommitted)> set auth=radius

ahi:configuration san targets iscsi target (uncommitted)> set interfaces=nge1

ahi:configuration san targets iscsi target (uncommitted)> commit

ahi:configuration san targets iscsi> list

TARGET ALIAS

target-000 Target 0

|

+-> IQN

iqn.1986-03.com.sun:02:daf0161f-9f5d-e01a-b5c5-e1efa9578416

target-001 Target 1

|

+-> IQN

iqn.2001-02.com.acme:12345

CHAP認証を使用する iSCSIイニシエータの追加
ahi:configuration san initiators iscsi> create

ahi:configuration san initiators iscsi initiator (uncommitted)>

set initiator=iqn.2001-02.com.acme:initiator12345

ahi:configuration san initiators iscsi initiator (uncommitted)> set alias="Init 0"

ahi:configuration san initiators iscsi initiator (uncommitted)>

set chapuser=thisismychapuser

ahi:configuration san initiators iscsi initiator (uncommitted)>
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set chapsecret=123456789012abc

ahi:configuration san initiators iscsi initiator (uncommitted)> commit

ahi:configuration san initiators iscsi> list

NAME ALIAS

initiator-000 Init 0

|

+-> INITIATOR

iqn.2001-02.com.acme:initiator12345

iSCSIターゲットグループの追加
ahi:configuration san targets iscsi groups> create

ahi:configuration san targets iscsi group (uncommitted)> set name=tg0

ahi:configuration san targets iscsi group (uncommitted)>

set targets=iqn.2001-02.com.acme:12345,

iqn.1986-03.com.sun:02:daf0161f-9f5d-e01a-b5c5-e1efa9578416

ahi:configuration san targets iscsi group (uncommitted)> commit

ahi:configuration san targets iscsi groups> list

GROUP NAME

group-000 tg0

|

+-> TARGETS

iqn.2001-02.com.acme:12345

iqn.1986-03.com.sun:02:daf0161f-9f5d-e01a-b5c5-e1efa9578416

iSCSIイニシエータグループの追加
ahi:configuration san initiators iscsi groups> create

ahi:configuration san initiators iscsi group (uncommitted)> set name=ig0

ahi:configuration san initiators iscsi group (uncommitted)>

set initiators=iqn.2001-02.com.acme:initiator12345

ahi:configuration san initiators iscsi group (uncommitted)> commit

ahi:configuration san initiators iscsi groups> list

GROUP NAME

group-000 ig0

|

+-> INITIATORS

iqn.2001-02.com.acme:initiator12345

SRP

はじめに
SCSI RDMAプロトコルは、RDMAサービスを提供するネットワーク (つま
り、InfiniBand)を経由して SCSIベースのストレージをシェアするためにアプライア
ンスでサポートされるプロトコルです。

ターゲットの構成
SRPポートは、IPoIBやRDMAなどのほかの IBポートサービスとシェアされま
す。SRPサービスは、ターゲットモードでのみ動作できます。SRPターゲットに
は、次の構成可能なプロパティーがあります。
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プロパティー 説明

Target EUI このターゲットの EUI (Extended Unique Identifier)。EUIはシステムによって
自動的に割り当てられ、SRPポートサービスが実行されているHCA GUID
と同じです。

Alias このターゲットの人間が読める形式のニックネーム。

これらのプロパティーに加えて、BUIでは、ターゲットがオンラインまたはオフラ
インのどちらであるかが示されます。

アイコン 説明

ターゲットはオンライン

ターゲットはオフライン

クラスタ化に関する注意事項

クラスタ化されたプラットフォームでは、可用性の高い (マルチパス)構成にするた
めに、ピアターゲットは同じターゲットグループに構成するべきです。SRPのマル
チパス I/Oは、イニシエータ側の構成オプションです。

イニシエータの構成
SRPイニシエータには、次の構成可能なプロパティーがあります。

プロパティー 説明

Initiator EUI このイニシエータの EUI。

Alias このイニシエータの人間が読める形式のニックネーム。

パフォーマンスの監視
SRPのパフォーマンスは、分析を通して監視できます。その場合、操作またはス
ループットをイニシエータまたはターゲットごとに分解できま
す。{{Server}}/wiki/images/cfg_san_srp.png

マルチパスに関する注意事項
以降のセクションは、ホストクライアントを設定するためのガイドを提供します。

OFED SRPイニシエータを含む Linux
次の手順は、OFEDを設定する方法を説明しています。
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1. Linux OFEDパッケージを http://www.openfabrics.org/download_linux.htm (http://
www.openfabrics.org/download_linux.htm)からダウンロードします

2. install.plスクリプトを --allオプションを指定して実行します。allオプション
によって、SRPおよび関連するツールがインストールされます。このコマンドが
パッケージの依存関係のために失敗した場合は、結果を確認し、必要なすべての
パッケージ (一覧表示されている場合は「gcc」を含む)をインストールします。

3.インストールが完了したら、次に示すすべての SRPリリースノートを読みます。

■ http://www.openfabrics.org/downloads/OFED/ofed-1.4/OFED-1.4-docs/
srp_release_notes.txt (http://www.openfabrics.org/
downloads/OFED/ofed-1.4/OFED-1.4-docs/srp_release_notes.txt)

4.これらのリリースノートでは、すべての srp_daemon呼び出しに -nフラグを使用す
ることを推奨しています。

■ SRPデーモンをデーモンとして実行するには、run_srp_daemonを実行できま
す。そのとき、srp_daemonを実行するときに使用したのと同じオプションを指定
します。このスクリプトは、/usr/local/ofed/sbin/または <接頭辞>/sbin/の下
にあります。ポートあたり run_srp_daemonの 1つのインスタンスだけが実行され
るようにしてください。

■ すべてのポート上で SRPデーモンをデーモンとして実行するに
は、srp_daemon.sh (/usr/local/ofed/sbin/または <接頭辞>/sbin/の下にありま
す)を実行します。srp_daemon.shはログを /var/log/srp_daemon.logに送信するこ
とに注意してください。

5.このスクリプトを InfiniBandドライバが起動されたときに自動的に実行されるよう
に構成するには、いずれかの値を次のように変更します。

■ /etc/infiniband/openib.conf内の SRP_DAEMON_ENABLEの値を「yes」に変更
します。

または

■ /etc/infiniband/openib.conf内の SRPHA_ENABLEの値を「yes」に変更しま
す。後者のオプションは SRPの高可用性も有効にすることに注意してください。

6.「高可用性 -自動」モードを使用するには、次の手順を実行します。

■ /etc/infiniband/openib.confを編集し、SRPHA_ENABLEを「yes」に設定しま
す。

■ multipathdとOpenIBを再起動するか、または次のようにイニシエータシステム
をリブートします。

service restart multipathd

/etc/init.d/openibd stop

/etc/init.d/openibd start
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7.イニシエータ側の各 IB HCAとポートの一般的な特性を表示するには、次のコマン
ドを使用します。

ibstat

8.ネットワーク上の使用可能なすべての SRPターゲット入出力コントローラを表示
するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

srp_daemon -a -o -v

ibsrpdm

9.特定のターゲットに対応する SCSIデバイスを追加するには、適切なデバイス
ディレクトリに接続します。

cd /sys/class/infiniband_srp/srp-mthca0-1

10.次のいずれかのコマンドを使用して、リモート入出力コントローラを add_target

で予測される形式で列挙します。イニシエータの拡張機能を自動的に設定する場合
は、下の -nを使用します。

srp_daemon -o -c

または

ibsrpdm -c

11.出力の適切な行をシステムファイル add_targetにエコーします。

echo id_ext=0003ba0001002eac,ioc_guid=0003ba0001002eac,\

dgid=fe800000000000000003ba0001002ead,\

pkey=ffff,service_id=0003ba0001002eac > add_target

12. /var/log/messagesの内容を使用して、追加された各ターゲットにどの SCSIデバ
イスが対応しているかを判断します

■ 一部の Linuxでは、lsscsiで、新しく作成されたデバイスが表示されます。-Hお
よび -vオプションを使用すると、さらに多くのデバイス情報が表示されます。ま
たは、次のコマンドを実行します。

cat /proc/scsi/scsi

13.これで、デバイスを操作できます。次に例を示します。

mkfs /dev/sdd

詳細については、Linuxイニシエータの構成を参照してください

OFED 1.5の問題
■ スタンバイパスをアクティブ化すると、パフォーマンスの低下が認められる。
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この問題は、アクティブなターゲットへの入出力パスが、リンク障害またはクラス
タテイクオーバーによって中断された場合に発生します。

回避方法:パフォーマンスを取り戻すには、イニシエータ上の入出力を停止
し、ターゲットへの新しいセッションを確立してください。その時点から、入出力
が開始され、引き続き元のレベルのスループットが得られる可能性があります。

■ Linux SRPイニシエータによって、クラスタテイクオーバーやマルチパスフェイ
ルオーバーのあともセッションが開いたままになることがある。

入出力は続行されますが、srp_daemonがテイクオーバーターゲットに接続していな
いことを報告します。この問題は、次のコマンドの実行によって発生する場合があ
ります。

srp_daemon -o -c -n -i <ib-device> -p <port-num>

srp_daemonは、まだ接続していない相手のターゲットを報告します。srp_daemonの
動作として、障害が発生したコントローラを表示することが予測されます。

回避方法: srp_daemonを再起動します。

■ クラスタテイクオーバー中にセッションがハングアップすることがある。

クライアントのメッセージログは、/var/log/messagesで SRPの障害と入出力エ
ラーを報告します。

Jan 27 11:57:03 ib-client-2 kernel: host11: SRP abort called

Jan 27 11:57:37 ib-client-2 kernel: host11: ib_srp: failed send status 12

Jan 27 11:57:37 ib-client-2 kernel: ib_srp: host11: add qp_in_err timer

Jan 27 11:57:37 ib-client-2 kernel: host11: ib_srp: failed send status 5

Jan 27 11:57:38 ib-client-2 kernel: host11: SRP abort called

Jan 27 11:57:38 ib-client-2 kernel: host11: SRP reset_device called

Jan 27 11:57:38 ib-client-2 kernel: host11: ib_srp: SRP reset_host called state 0 qp_err 1

Jan 27 11:57:58 ib-client-2 kernel: host11: SRP abort called

Jan 27 11:57:58 ib-client-2 kernel: host11: SRP reset_device called

Jan 27 11:57:58 ib-client-2 kernel: host11: ib_srp: SRP reset_host called state 0 qp_err 1

Jan 27 11:58:02 ib-client-2 kernel: host11: ib_srp: srp_qp_in_err_timer called

Jan 27 11:58:02 ib-client-2 kernel: host11: ib_srp: srp_qp_in_err_timer flushed reset - done

Jan 27 11:58:02 ib-client-2 kernel: host11: ib_srp: Got failed path rec status -22

Jan 27 11:58:02 ib-client-2 kernel: host11: ib_srp: Path record query failed

Jan 27 11:58:02 ib-client-2 kernel: host11: ib_srp:

reconnect failed (-22), removing target port.

Jan 27 11:58:08 ib-client-2 kernel: scsi 11:0:0:0: scsi:

Device offlined - not ready after error recovery

Jan 27 11:58:08 ib-client-2 multipathd: sdc: tur checker reports path is down

Jan 27 11:58:08 ib-client-2 multipathd: checker failed path 8:32 in map mpath148

Jan 27 11:58:08 ib-client-2 multipathd: mpath148: Entering recovery mode: max_retries=200

Jan 27 11:58:08 ib-client-2 multipathd: mpath148: remaining active paths: 0

Jan 27 11:58:08 ib-client-2 multipathd: sdc: remove path (uevent)

Jan 27 11:58:08 ib-client-2 multipathd: mpath148: map in use

Jan 27 11:58:08 ib-client-2 multipathd: mpath148: can’t flush

Jan 27 11:58:08 ib-client-2 multipathd: mpath148: Entering recovery mode: max_retries=200

Jan 27 11:58:08 ib-client-2 multipathd: dm-2: add map (uevent)

SRP

Sun ZFS Storage 7000システム管理ガイド • 2012年 12月 E38994–01150



Jan 27 11:58:08 ib-client-2 multipathd: dm-2: devmap already registered

Jan 27 11:58:08 ib-client-2 kernel: scsi 11:0:0:0: scsi:

Device offlined - not ready after error recovery

Jan 27 11:58:08 ib-client-2 last message repeated 49 times

Jan 27 11:58:08 ib-client-2 kernel: scsi 11:0:0:0: rejecting I/O to dead device

Jan 27 11:58:08 ib-client-2 kernel: device-mapper: multipath: Failing path 8:32.

Jan 27 11:58:08 ib-client-2 kernel: scsi 11:0:0:0: rejecting I/O to dead device

回避方法: SRPサービスを回復するには、クライアントをリブートする必要がありま
す。

■ デバイスマッパー状態が期限切れになるために、デバイスがマップテーブルに追
加されなくなることがある。

この問題が発生した場合、/var/log/messagesログに次の内容が表示されます。

device-mapper: table: 253:2: multipath: error getting device

device-mapper: ioctl: error adding target to table

multipathコマンドのクエリーは正しい状態を報告します。

ib-client-1:~ # multipath -d

reload: maguro2LUN (3600144f08068363800004b6075db0001)

n/a SUN,Sun Storage 7310

[size=40G][features=0][hwhandler=0][n/a]

\_ round-robin 0 [prio=50][undef]

\_ 18:0:0:1 sde 8:64 [undef][ready]

\_ round-robin 0 [prio=1][undef]

\_ 17:0:0:1 sdc 8:32 [failed][ghost]

回避方法:期限切れのデバイスマッパー状態をクリアーするには、クライアントをリ
ブートする必要があります。

■ SRPイニシエータが無限大のターゲット再試行ループに入ることがある。

クラスタテイクオーバーが発生したとき、マルチパスデバイスが、想定どおりにス
タンバイパスに切り替わらない場合があります。この問題は SRPイニシエータにあ
ります。イニシエータは、write、fail、abort、reset device、reset target操作で無限大
ループに入ります。この問題が発生した場合、/var/log/messagesログに次の
メッセージが記録されます。

Jan 26 17:42:12 mysystem kernel: sd 13:0:0:0: [sdd]

Device not ready: Sense Key : Not Ready [current]

Jan 26 17:42:12 mysystem kernel: sd 13:0:0:0: [sdd]

Device not ready: Add. Sense: Logical unit not accessible, target port in standby state

Jan 26 17:42:12 mysystem kernel: end_request: I/O error, dev sdd, sector 512248

Jan 26 17:42:12 mysystem kernel: scsi host13: SRP abort called

Jan 26 17:42:12 mysystem kernel: scsi host13: SRP reset_device called

Jan 26 17:42:12 mysystem kernel: scsi host13: ib_srp: SRP reset_host called state 0 qp_err 0

Jan 26 17:42:21 mysystem multipathd: 8:48: mark as failed

回避方法:デバイスを削除して再スキャンします。
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VMWare 4.0
VMwareネイティブマルチパスプラグイン (nmp)には、デバイス、パス、またはアレ
イ単位に変更できる 2つのコンポーネントがあります。

パス選択プラグイン (psp)

入出力にどの物理パスを使用するかを制御します

# esxcli nmp psp list

Name Description

VMW_PSP_MRU Most Recently Used Path Selection

VMW_PSP_RR Round Robin Path Selection

VMW_PSP_FIXED Fixed Path Selection

ストレージアレイタイププラグイン (satp)

フェイルオーバーの動作を制御します

基本フェイルオーバーモードをデフォルトのアクティブ/アクティブタイプのアレイ
からALUAに変更するには、SATPをアレイベンダーまたはモデル文字列を認識する
ように構成する必要があります。

Sun Storage 7000クラスタは、デフォルトで、アクティブ/アクティブアレイのみとし
て検出されました。

これを手動で変更するには、ESX CLIを使用して、ALUAプラグインが 7000の LUN
を取り込むようにするための規則を追加する必要があります。

# esxcli nmp satp addrule -s VMW_SATP_ALUA -e "Sun Storage 7000" -V "SUN" -M "Sun Storage 7110" -c "tpgs_on"

# esxcli nmp satp addrule -s VMW_SATP_ALUA -e "Sun Storage 7000" -V "SUN" -M "Sun Storage 7210" -c "tpgs_on"

# esxcli nmp satp addrule -s VMW_SATP_ALUA -e "Sun Storage 7000" -V "SUN" -M "Sun Storage 7310" -c "tpgs_on"

# esxcli nmp satp addrule -s VMW_SATP_ALUA -e "Sun Storage 7000" -V "SUN" -M "Sun Storage 7410" -c "tpgs_on"

# esxcli nmp satp addrule -s VMW_SATP_ALUA -e "ZFS Storage 7000" -V "SUN" -M "ZFS Storage 7120" -c "tpgs_on"

# esxcli nmp satp addrule -s VMW_SATP_ALUA -e "ZFS Storage 7000" -V "SUN" -M "ZFS Storage 7320" -c "tpgs_on"

# esxcli nmp satp addrule -s VMW_SATP_ALUA -e "ZFS Storage 7000" -V "SUN" -M "ZFS Storage 7420" -c "tpgs_on"

options are:

-s VMW_SATP_ALUA - for the ALUA SATP

-e description of the rule

-V Vendor

-M Model

-c claim option for Target Portal Group (7000 seems to support implicit)

LUNがスキャンまたは検出されない場合は、単純にアダプタを再スキャンして新し
い LUNを検索できます。これらの LUNは、ALUAプラグインによって取り込まれま
す。LUNがすでに存在する場合は、ESXホストをリブートします。

リブートのあと、VMW_SATP_ALUEアレイタイプの下に LUNが表示されているこ
とを確認できます。
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# esxcli nmp device list

naa.600144f096bb823800004b707f2d0001

Device Display Name: Local SUN Disk (naa.600144f096bb823800004b707f2d0001)

Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA

Storage Array Type Device Config:

{implicit_support=on;explicit_support=off;explicit_allow=on;

alua_followover=on; {TPG_id=0,TPG_state=AO}{TPG_id=1,TPG_state=STBY}}

Path Selection Policy: VMW_PSP_MRU

Path Selection Policy Device Config: Current Path=vmhba_mlx4_1.1.1:C0:T1:L0

Working Paths: vmhba_mlx4_1.1.1:C0:T1:L0

関連する LUNパスリストに、アクティブパスとスタンバイパスが表示されます

# esxcli nmp path list

gsan.80fe53553e0100282100-gsan.80fe8f583e0100282100

-naa.600144f096bb823800004b707f2d0001

Runtime Name: vmhba_mlx4_1.1.1:C0:T2:L0

Device: naa.600144f096bb823800004b707f2d0001

Device Display Name: Local SUN Disk (naa.600144f096bb823800004b707f2d0001)

Group State: standby

Storage Array Type Path Config:

{TPG_id=1,TPG_state=STBY,RTP_id=256,RTP_health=UP}

Path Selection Policy Path Config: {non-current path}

gsan.80fe53553e0100282100-gsan.80fe73583e0100282100

-naa.600144f096bb823800004b707f2d0001

Runtime Name: vmhba_mlx4_1.1.1:C0:T1:L0

Device: naa.600144f096bb823800004b707f2d0001

Device Display Name: Local SUN Disk (naa.600144f096bb823800004b707f2d0001)

Group State: active

Storage Array Type Path Config:

{TPG_id=0,TPG_state=AO,RTP_id=2,RTP_health=UP}

Path Selection Policy Path Config: {current path}

VMWare ESX 4.0の問題
■ スタンバイパスとアクティブパスが検出されないことがある

esxcl nmp path listコマンドでは、クラスタ構成内の SRPターゲットごとにアク
ティブパスとスタンバイパスが報告されます。

[root@ib-client-5 vmware]# esxcli nmp path list

gsan.80fe53553e0100282100-gsan.80fe8f583e0100282100-

naa.600144f096bb823800004b707f2d0001

Runtime Name: vmhba_mlx4_1.1.1:C0:T2:L0

Device: naa.600144f096bb823800004b707f2d0001

Device Display Name: Local SUN Disk

(naa.600144f096bb823800004b707f2d0001)

Group State: standby

Storage Array Type Path Config:

{TPG_id=1,TPG_state=STBY,RTP_id=256,RTP_health=UP}

Path Selection Policy Path Config: {non-current path}
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gsan.80fe53553e0100282100-gsan.80fe73583e0100282100-

naa.600144f096bb823800004b707f2d0001

Runtime Name: vmhba_mlx4_1.1.1:C0:T1:L0

Device: naa.600144f096bb823800004b707f2d0001

Device Display Name: Local SUN Disk

(naa.600144f096bb823800004b707f2d0001)

Group State: active

Storage Array Type Path Config:

{TPG_id=0,TPG_state=AO,RTP_id=2,RTP_health=UP}

Path Selection Policy Path Config: {current path}

この問題が発生した場合、esxcli nmp path list の出力にアクティブパスまたはスタ
ンバイパスが表示されないことがあります。

回避方法:ありません

■ クラスタテイクオーバー中にVMWare VM Linuxゲストがハングアップすること
がある

この問題が発生した場合、Linuxゲストのシステムログは、/var/log/messagesログ
で次の内容を報告します。

Feb 10 16:10:00 ib-client-5 vmkernel: 1:21:41:36.385 cpu3:4421)<3>ib_srp:

Send tsk_mgmt target[vmhba_mlx4_1.1.1:2] out of TX_IU head 769313 tail 769313 lim 0

回避方法:ゲストVMをリブートします

BUI
このセクションでは、BUIを使用して iSERと SRPのターゲットとイニシエータを構
成する手順について説明します。

iSERターゲットの構成
BUIでは、iSERターゲットは、「Configuration」>「SAN」画面で iSCSIターゲットと
して管理されます。

1. ibdインタフェースを構成するには、「Configuration」>「Network」画面で ibdイ
ンタフェース (または ipmp)を選択し、それを「Datalinks」リストにドラッグして
データリンクを作成します。次に、そのデータリンクを「Interfaces」リストにド
ラッグして新しいインタフェースを作成します。
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2. iSERターゲットを作成するには、「Configuration」>「SAN」画面に移動しま
す。「iSCSI Targets」リンクをクリックしてから、 追加アイコンをクリックし
て、新しい iSERターゲットを別名とともに追加します。

3.ターゲットグループを作成するには、今作成したターゲットを「iSCSI Target
Group」リストにドラッグします。
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4.イニシエータを作成するにはには、「Initiator」リンクをクリックしてか
ら、「iSCSI initiators」リンクをクリックします。 追加アイコンをクリックし
て、新しいイニシエータを追加します。イニシエータ IQNと別名を入力
し、「OK」をクリックします。

イニシエータグループの作成はオプションですが、グループを作成しない
と、ターゲットに関連付けられた LUNがすべてのイニシエータから使用可能になり
ます。グループを作成するには、イニシエータを「iSCSI Initiator Groups」リストに
ドラッグします。

5. LUNを作成するには、「Shares」画面に移動し、「LUN」リンクをクリックしま
す。次に、 追加アイコンをクリックし、「Target Group」および「Initiator
Groups」メニューを使用して、新しい LUNをすでに作成したターゲットまたはイニ
シエータグループに関連付けます。
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6. RedHat 4と SUSE 11の 2つのクライアントイニシエータがサポートされていま
す。いずれかの方法を使用してクライアント上の iSER LUNを検出します。

SRPターゲットの構成
ここでは、SRPターゲットを構成するための手順について説明します。

1. HCAポートを IBインタフェースに接続します。

アプライアンスによってターゲットが自動的に検出されます。

2.ターゲットグループを作成するには、「Configuration」>「SAN」画面に移動しま
す。

3.「Target」リンクをクリックしてから、SRPターゲットをクリックします

SRPターゲットのページが表示されます。

4.ターゲットグループを作成するには、 移動アイコンを使用してターゲット
を「Target Groups」リストにドラッグします。

5.(オプション)「Initiators」画面でイニシエータとイニシエータグループを作成する
には、 アイコンをクリックし、イニシエータからGUIDを収集し、それに名前を
割り当ててから、イニシエータグループにドラッグします。

6. LUNを作成し、それを前の手順で作成した SRPターゲットとイニシエータに関連
付けるには、「Shares」画面に移動します。

7.「LUN」リンクをクリックしてから、LUNの アイコンをクリックしま
す。「Create LUN」ダイアログにある「Target Group」および「Initiator Group」メ
ニューを使用して、LUNに関連付ける SRPグループを選択します。

次の SRPイニシエータがテスト済みで、動作することがわかっています。

■ VMWare ESX
■ RedHat 5.4
■ SUSE11
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CLI
次の例では、CLI configuration san targets srp groups コンテキストを使用し
て、targetSRPgroupという SRPターゲットグループを作成する方法を示します。

swallower:configuration san targets srp groups> create

swallower:configuration san targets srp group (uncommitted)> set name=targetSRPgroup

name = targetSRPgroup (uncommitted)

swallower:configuration san targets srp group (uncommitted)>

set targets=eui.0002C903000489A4

targets = eui.0002C903000489A4 (uncommitted)

swallower:configuration san targets srp group (uncommitted)> commit

swallower:configuration san targets srp groups> list

GROUP NAME

group-000 targetSRPgroup

|

+-> TARGETS

eui.0002C903000489A4

次の例では、CLI shares CLIコンテキストを使用し、LUNを作成して targetSRPgroup
に関連付ける方法を示します。

swallower:shares default> lun mylun

swallower:shares default/mylun (uncommitted)> set targetgroup=targetSRPgroup

targetgroup = targetSRPgroup (uncommitted)

swallower:shares default/mylun (uncommitted)> set volsize=10

volsize = 10 (uncommitted)

swallower:shares default/mylun (uncommitted)> commit

swallower:shares default> list

Filesystems:

NAME SIZE MOUNTPOINT

test 38K /export/test

LUNs:

NAME SIZE GUID

mylun 10G 600144F0E9D19FFB00004B82DF490001

ユーザー

はじめに
このセクションでは、アプライアンスを管理できるユーザー、ユーザーに付与され
た承認を管理するロール、および BUIまたはCLIを使用してこれらをシステムに追
加する方法について説明します。

ユーザーは次のいずれかになります。

■ ローカルユーザー -すべてのアカウント情報がアプライアンスに保存されます。
■ ディレクトリユーザー -既存のNISまたは LDAPアカウントを使用して、補足の
承認設定をアプライアンスに保存します。これにより、既存のNISまたは LDAP
ユーザーにアプライアンスにログインして管理する権限を付与できます。
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ユーザーに権限を付与するには、カスタムロールを割り当てます。

ロール
ロールとは、ユーザーに割り当てることができる権限のコレクションです。さまざ
まな承認レベルを持つ管理者およびオペレータロールを作成することが望ましい場
合があります。スタッフメンバーには、不要な権限を割り当てずに、必要に応じて
適切なロールを割り当てることができます。

シェアの管理者パスワードを使用する (たとえば、rootパスワードをすべての
ユーザーに割り当てる)よりも、ロールを使用した方が大幅にセキュアであると考え
られています。ロールは、必要な承認だけにユーザーを制限し、監査ログでは
ユーザーのアクションが個々のユーザー名に帰属すると見なします。

デフォルトでは、非常に基本的な承認が含まれる「Basic administration」という
ロールが存在します。

承認
承認を使用すると、ユーザーはシェアの作成、アプライアンスのリブート、システ
ムソフトウェアの更新などの特定のタスクを実行できます。承認はスコープに分類
され、各スコープには承認のスコープを狭くするオプションのフィルタセットがあ
る場合があります。たとえば、すべてのサービスを再起動する承認の代わりに
フィルタを使用すると、この承認でHTTPサービスだけを再起動できます。

使用可能なスコープは次のとおりです。スコープごとに承認とフィルタ (使用可能な
場合)の例を 1つずつ示します。

スコープ 承認の例 フィルタの例

Active Directory Active Directoryドメインへの参加 ドメイン名

警告 警告フィルタとしきい値の構成 .

Analytics このドリルダウンが存在する統計の読み取り ドリルダウン

クラスタ化 クラスタピアへのリソースのフェイルバック .

データセット Analyticsデータセットのさまざまな面の管理 構成

Hardware オンラインおよびオフラインのディスク .

ネットワーク ネットワークデバイス、データリンク、およびインタフェースの構成 .

プロジェクトおよび
シェア

プロジェクトおよびシェアの一般プロパティーの変更 プール、プロジェクト、

シェア
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スコープ 承認の例 フィルタの例

ロール ロールへの承認の構成 ロール名

Services サービスの再起動 サービス名

プロパティースキーマ
のシェア

プロパティースキーマの変更 .

System アプライアンスのリブート アプライアンス名

更新 システムソフトウェアの更新 .

ユーザー パスワードの変更 ユーザー名

ワークシート ワークシートの変更 ワークシート名

BUIでスコープを参照して、その他の承認が存在することを確認します。現在、50
種類以上の承認が使用可能で、今後のアプライアンスソフトウェアの更新では承認
が追加される可能性もあります。

プロパティー
ユーザーおよびロールを管理する際は、次のプロパティーを設定できます。

ユーザー
ユーザーの追加時には次のプロパティーのすべての設定でき、ユーザーの編集時に
はこれらのサブセットを設定できます。

プロパティー 説明

種別 ディレクトリ (NISまたは LDAPから資格にアクセス)、またはローカル (こ
のアプライアンス上にユーザーを保存)

ユーザー名 ユーザーの一意の名前

Full Name ユーザーの説明

Password/Confirm ローカルユーザーの場合は、これらのフィールドの両方に初期パスワード
を入力します

Require session
annotation

有効にした場合、ユーザーがアプライアンスにログインするときに、ログ
インの目的について説明するテキストを入力する必要があります。この注
釈は、チケットシステムでのリクエストで実行される作業を追跡する際に
使用される場合があり、セッション注釈としてチケット IDを使用できま
す。セッション注釈は監査ログに表示されます。
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プロパティー 説明

Kiosk user 有効にした場合、ユーザーは「Kiosk screen」設定の画面のみを表示できま
す。たとえば、これを使用すると、ダッシュボードのみを表示するように
ユーザーを制限できます。キオスクユーザーは、CLI経由でアプライアンス
にアクセスできなくなります。

Kiosk screen 「Kiosk user」を有効にした場合に、このキオスクユーザーに許可される画
面

ロール このユーザーによって所有されるロール

例外 これらの承認は、選択したロールによって、通常は使用可能な承認から除
外されます

ロール
ロールの管理時には、次のプロパティーを設定できます。

プロパティー 説明

名前 一覧に表示されるロールの名前

説明 ロールの詳細な説明 (必要な場合)

承認 このロールへの承認

BUI
「BUI Users」ページには、ユーザーとグループの両方が管理用のボタンとともに一
覧表示されます。エントリの上にマウスを置くと、クローン、編集、および削除ボ
タンが表示されます。エントリをダブルクリックすると、編集画面が表示されま
す。ボタンは次のとおりです。

アイコン 説明

新規ユーザー/ロールを追加します。これにより、必要なプロパティーを入
力できる新しいダイアログが表示されます。

検索ボックスを表示します。検索文字列を入力して Enterボタンを押す
と、ユーザー/ロール一覧で該当するテキストが検索され、一致するエント
リのみが表示されます。このアイコンを再度クリックするか、「Show
All」をクリックすると、完全な一覧に戻ります。

ユーザー/ロールのクローンを作成します。このエントリの値に基づいた
フィールドで始まる新規ユーザー/ロールを追加します

ユーザー/ロールを編集します
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アイコン 説明

ユーザー/ロール/承認を削除します

ユーザー、ロール、および承認を追加するために必要な手順については、「タス
ク」を参照してください。

CLI
BUIで使用可能なアクションは、CLIでも使用可能です。ユーザー、ロール、および
承認の管理をナビゲートするときに「help」と入力すると、使用可能なコマンドの
一覧が表示されます。

CLIユーザーおよびロールのインタフェースを実演するために、次の例で
は「brendan」というNISユーザーをシステムに追加し、HTTPサービスを再起動す
るための承認を付与します。これには、この承認へのロールの作成も含まれます。

「webadmin」というロールの作成から開始します。

caji:> configuration roles

caji:configuration roles> role webadmin

caji:configuration roles webadmin (uncommitted)> set

description="web server administrator"

description = web server administrator (uncommitted)

caji:configuration roles webadmin (uncommitted)> commit

caji:configuration roles> show

Roles:

NAME DESCRIPTION

basic Basic administration

webadmin web server administrator

webadminロールが作成されたので、HTTPサービスを再起動するための承認を追加
します。この例では、有効な入力を一覧表示するタブ補完の出力も表示します。こ
れは、有効なスコープおよびフィルタオプションを決定する際に役立ちます。

caji:configuration roles> select webadmin

caji:configuration roles webadmin> authorizations

caji:configuration roles webadmin authorizations> create

caji:configuration roles webadmin auth (uncommitted)> set scope=tab

ad cluster net schema update

alert hardware replication stat user

appliance nas role svc worksheet

caji:configuration roles webadmin auth (uncommitted)> set scope=svc

scope = svc

caji:configuration roles webadmin auth (uncommitted)> show

Properties:

scope = svc

service = *
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allow_administer = false

allow_configure = false

allow_restart = false

caji:configuration roles webadmin auth (uncommitted)> set service=tab

* ftp ipmp nis ssh

ad http iscsi ntp tags

smb identity ldap routing vscan

datalink:nge0 idmap ndmp scrk

dns interface:nge0 nfs snmp

caji:configuration roles webadmin auth (uncommitted)> set service=http

service = http (uncommitted)

caji:configuration roles webadmin auth (uncommitted)> set allow_restart=true

allow_restart = true (uncommitted)

caji:configuration roles webadmin auth (uncommitted)> commit

caji:configuration roles webadmin authorizations> list

NAME OBJECT PERMISSIONS

auth-000 svc.http restart

ロールが作成されたので、ユーザーセクションに移動してユーザー「brendan」を作
成し、ロール「webadmin」を割り当てることができます。

caji:configuration roles webadmin authorizations> cd ../../..

caji:configuration> users

caji:configuration users> netuser brendan

caji:configuration users> show

Users:

NAME USERNAME UID TYPE

Brendan Gregg brendan 130948 Dir

Super-User root 0 Loc

caji:configuration users> select brendan

caji:configuration users brendan> show

Properties:

logname = brendan

fullname = Brendan Gregg

initial_password = *************

require_annotation = false

roles = basic

kiosk_mode = false

kiosk_screen = status/dashboard

Children:

exceptions => Configure this user’s exceptions

preferences => Configure user preferences

caji:configuration users brendan> set roles=basic,webadmin

roles = basic,webadmin (uncommitted)

caji:configuration users brendan> commit

この時点で、ユーザー brendanはNISパスワードを使用してログインし、アプライア
ンスでHTTPサービスを再起動できます。
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タスク
次の例は、ユーザーおよびロール管理用のタスクです。CLIを使用する場合は、ま
ず、BUIでこれらのタスクを実施すると役立つことがあります。BUIの方が直感的
で、概念を伝えることができます。

BUI

▼ 管理者の追加

「Roles」一覧に、適切な管理者ロールが表示されているかチェックします。表示さ
れていない場合は、ロールを追加します (個々のタスクを参照)。

「Users」の横にある 追加アイコンをクリックします。

ユーザープロパティーを設定します。

管理者ロールのチェックボックスにチェックマークを付けます。

ダイアログの最上部にある「Add」ボタンをクリックします。「Users」一覧に新規
ユーザーが表示されます。

▼ ロールの追加

「Roles」の横にある 追加アイコンをクリックします。

ロールの名前および説明を設定します。

ロールに承認を追加します (個々のタスクを参照)。

ダイアログの最上部にある「Add」ボタンをクリックします。「Roles」一覧に新規
ロールが表示されます。

▼ ロールへの承認の追加

「Scope」を選択します。このスコープでフィルタが使用可能の場合
は、「Scope」セレクタの下にフィルタが表示されます。

適宜、フィルタを選択します。

追加するすべての承認のチェックボックスにチェックマークを付けます。

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3
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「Authorization」セクションの「Add」ボタンをクリックします。ダイアログ下部の
一覧に承認が追加されます。

▼ ロールからの承認の削除

「Roles」一覧のロール上にマウスを置いて、 編集アイコンをクリックします。

最下部の一覧の承認上にマウスを置いて、 右側のごみ箱アイコンをクリックしま
す。

ダイアログの最上部にある「Apply」ボタンをクリックします。

CLI

▼ 管理者の追加

configuration rolesに移動します。

showと入力します。各ロールで select、authorizations showの順に実行して、適切
な管理承認を持つロールを検索します。適切なロールが存在しない場合は、ロール
の作成から開始します (個々のタスクを参照)。

configuration usersに移動します。

ディレクトリユーザー (NIS、LDAP)の場合、netuserに続いて追加する既存の
ユーザー名を入力します。ローカルユーザーの場合は、userに続いて追加する
ユーザー名を入力します。次に、showと入力して、設定する必要があるプロパ
ティーを確認し、setコマンドで設定してから、commitと入力します。

この時点で、ユーザーは作成されていますが、すべてのプロパティーがカスタマイ
ズされているとは限りません。selectに続いてユーザー名を入力します。

ここで、showと入力すると、設定の完全な一覧が表示されます。この時点
で、ユーザー設定のほかにも、ロールおよび承認の例外が追加される場合もありま
す。

▼ ロールの追加

configuration rolesに移動します。

roleに続いて、作成するロール名を入力します。

説明を設定してから、ロールを commitコマンドでコミットします。
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ロールに承認を追加します (個々のタスクを参照)。

▼ ロールへの承認の追加

configuration rolesに移動します。

selectに続いてロール名を入力します。

authorizationsと入力します。

createと入力して承認を追加します

set scope=に続いてスコープ名を入力します。タブ補完を使用して、一覧を表示し
ます。

showと入力して、使用可能なフィルタと承認の両方を表示します。

目的の承認を setコマンドで trueにして、フィルタを設定します (使用可能な場
合)。タブ補完は、有効なフィルタ設定を表示する際に役立ちます。

commitと入力します。これで、承認が追加されました。

▼ ロールからの承認の削除

configuration rolesに移動します。

selectに続いてロール名を入力します。

authorizationsと入力します。

showと入力して、承認を一覧表示します。

destroyに続いて承認名 (例: "auth-001")を入力します。これで、承認が削除されまし
た。

一般

▼ ダッシュボードのみを表示できるユーザーの追加

ディレクトリユーザーまたはローカルユーザーを追加します (個々のタスクを参照)。

キオスクモードを trueに設定し、「Kiosk screen」が「status/dashboard」に設定され
ていることを確認します。
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これでユーザーはログインできますが、ダッシュボードしか表示できません。

設定

はじめに
このセクションでは、ロケール、セッションプロパティー、および SSHキーの設定
について説明します。

プロパティー 説明

Initial login screen 正常なログイン後に BUIでロードされる最初のページ。デフォルトで
は、「Status Dashboard」です。

Locality デフォルトではCです。Cおよび POSIXロケールでは、ASCII文字または標
準テキストのみがサポートされています。ISO 8859-1では、アフリカーンス
語、バスク語、カタロニア語、デンマーク語、オランダ語、英
語、フェロー語、フィンランド語、フランス語、ガリシア語、ドイツ
語、アイスランド語、アイルランド語、イタリア語、ノルウェー語、ポル
トガル語、スペイン語、およびスウェーデン語の各言語がサポートされて
います。

Session timeout BUIから離れたあとに、ブラウザが自動的にセッションをログアウトする時
間

Current session
annotation

監査ログに追加される注釈テキスト

Advanced analytics
statistics

これにより、Analyticsで追加の統計が使用可能になります

SSH Public Keys RSA/DSA公開鍵。テキストコメントを鍵に関連付けると、鍵が追加された
理由を管理者が追跡できます。BUIでは、これらの鍵は現在のユーザーにの
み適用されるため、ほかのユーザーの鍵を追加する場合はCLIを使用しま
す。

BUI
BUIにログインすると、自分のアカウントに上記の設定を行うことができます
が、ほかのユーザーのアカウント設定はできません。

CLI
構成は CLIの configuration usersで行うことができます。次の例で
は、「brendan」ユーザーアカウントで高度な分析を有効にする方法を示します。

3
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caji:> configuration users

caji:configuration users> select brendan

caji:configuration users brendan> preferences

caji:configuration users brendan preferences> show

Properties:

locale = C

login_screen = status/dashboard

session_timeout = 15

advanced_analytics = false

Children:

keys => Manage SSH public keys

caji:configuration users brendan preferences> set advanced_analytics=true

advanced_analytics = true (uncommitted)

caji:configuration users brendan preferences> commit

自分の構成を CLIの configuration preferencesで行います。次の例では、自分のア
カウントにセッション注釈を設定する方法を示します。

twofish:> configuration preferences

twofish:configuration preferences> show

Properties:

locale = C

login_screen = status/dashboard

session_timeout = 15

session_annotation =

advanced_analytics = false

Children:

keys => Manage SSH public keys

twofish:configuration preferences> set session_annotation="Editing my user preferences"

session_annotation = Editing my user preferences (uncommitted)

twofish:configuration preferences> commit

SSH Public Keys
ほかのホストからのCLIスクリプトの実行を自動化するときに、これらの鍵が必要
になる場合があります。次の例では、CLIから SSH鍵を追加する方法を示します。

caji:> configuration preferences keys

caji:configuration preferences keys> create

caji:configuration preferences key (uncommitted)> set type=DSA

caji:configuration preferences key (uncommitted)> set key="...DSA key text..."

key = ...DSA key text...== (uncommitted)

caji:configuration preferences key (uncommitted)> set comment="fw-log1"
comment = fw-log1 (uncommitted)

caji:configuration preferences key (uncommitted)> commit

caji:configuration preferences keys> show

Keys:

NAME MODIFIED TYPE COMMENT

key-000 10/12/2009 10:54:58 DSA fw-log1

設定
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鍵テキストは、空白のない鍵テキスト自体 (通常は数百文字)です。

警告

はじめに
このセクションでは、システムの警告、警告のカスタマイズ方法、および警告ログ
の検索場所について説明します。Analyticsから統計を監視するには、カスタムしき
い値警告を作成します。特定タイプの警告に応答するようにシステムを構成するに
は、警告アクションを使用します。

重要なアプライアンスイベントでは、ハードウェアおよびソフトウェアの障害など
の警告がトリガーされます。これらの警告は、「Maintenance Logs」に表示されま
す。また、警告アクションのいずれかを実行するように構成することもできます。

警告は次のカテゴリに分類されます。

カテゴリ 説明

クラスタ クラスタイベント (リンクの障害やピアのエラーなど)

カスタム カスタム警告の構成から生成されたイベント

ハードウェアイベント アプライアンスのブートおよびハードウェア構成の変更

ハードウェア障害 任意のハードウェア障害

NDMP操作 バックアップと復元、起動と完了のイベント。バックアップイベントのみ
または復元イベントのみの場合、このグループは「NDMP: backup only」お
よび「NDMP: restore only」として使用できます

Network ネットワークポート、データリンク、および IPインタフェースのイベント
と障害

フォンホーム バンドルのアップロードイベントをサポートします

リモートレプリ
ケーション

イベントおよび障害を送受信します。ソースイベントのみまたは
ターゲットイベントのみの場合、このグループは「Remote replication: source
only」および「Remote replication: target only」として使用できます

サービス障害 ソフトウェアサービス障害のイベント

しきい値 Analyticsの統計に基づくカスタム警告

ZFSプール ストレージプールのイベント (スクラブやホットスペースの起動など)

警告
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処理
次のアクションがサポートされています。

電子メールの送信
警告の詳細を示す電子メールを送信できます。構成には、電子メールアドレスおよ
び電子メール件名行が必要です。次のサンプルは、しきい値警告に基づいて送信さ
れた電子メールです。

From aknobody@caji.com Mon Oct 13 15:24:47 2009

Date: Mon, 13 Oct 2009 15:24:21 +0000 (GMT)

From: Appliance on caji <noreply@caji.com>

Subject: High CPU on caji

To: admin@hostname.com

SUNW-MSG-ID: AK-8000-TT, TYPE: Alert, VER: 1, SEVERITY: Minor

EVENT-TIME: Mon Oct 13 15:24:12 2009

PLATFORM: i86pc, CSN: 0809QAU005, HOSTNAME: caji

SOURCE: svc:/appliance/kit/akd:default, REV: 1.0

EVENT-ID: 15a53214-c4e7-eae4-dae6-a652a51ea29b

DESC: cpu.utilization threshold of 90 is violated.

AUTO-RESPONSE: None.

IMPACT: The impact depends on what statistic is being monitored.

REC-ACTION: The suggested action depends on what statistic is being monitored.

SEE: https://192.168.2.80:215/#maintenance/alert=15a53214-c4e7-eae4-dae6-a652a51ea29b

アプライアンスで電子メールを送信する方法についての詳細は、SMTPサービス画面
で構成できます。

SNMPトラップの送信
SNMPトラップの宛先が SNMPサービスに構成され、そのサービスがオンラインに
なっている場合、警告の詳細を示す SNMPトラップを送信できます。次の例
は、Net-SNMPツール snmptrapd -Pによって表示される SNMPトラップです。

# /usr/sfw/sbin/snmptrapd -P

2009-10-13 15:31:15 NET-SNMP version 5.0.9 Started.

2009-10-13 15:31:34 caji.com [192.168.2.80]:

iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (2132104431) 246 days, 18:30:44.31

iso.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.42.2.225.1.3.0.1

iso.3.6.1.4.1.42.2.225.1.2.1.2.36.55.99.102.48.97.99.100.52.45.51.48.

99.49.45.52.99.49.57.45.101.57.99.98.45.97.99.50.55.102.55.49.50.54.

98.55.57 = STRING: "7cf0acd4-30c1-4c19-e9cb-ac27f7126b79"
iso.3.6.1.4.1.42.2.225.1.2.1.3.36.55.99.102.48.97.99.100.52.45.51.48.

99.49.45.52.99.49.57.45.101.57.99.98.45.97.99.50.55.102.55.49.50.54.

98.55.57 = STRING: "alert.ak.xmlrpc.threshold.violated"
iso.3.6.1.4.1.42.2.225.1.2.1.4.36.55.99.102.48.97.99.100.52.45.51.

48.99.49.45.52.99.49.57.45.101.57.99.98.45.97.99.50.55.102.55.49.50.

54.98.55.57 = STRING: "cpu.utilization threshold of 90 is violated."

警告

Sun ZFS Storage 7000システム管理ガイド • 2012年 12月 E38994–01170



Syslogメッセージの送信
Syslogサービスが有効になっている場合は、警告の詳細を示す syslogメッセージを 1
つ以上のリモートシステムに送信できます。syslogペイロードの例およびほかのオペ
レーティングシステムで syslogレシーバを構成する方法についての詳細は、Syslogリ
レーサービスに関するドキュメントを参照してください。

データセットの復元再開/保存停止
Analyticsのデータセットは復元再開または保存停止が可能です。これは、散発的な
パフォーマンス課題を追跡するとき、およびこれらのデータセットを 24時間毎日有
効にすることが望ましくないときに特に役立ちます。

たとえば、CPUアクティビティーのスパイクが 1週間に 1回または 2回通知され、そ
の他の分析で関連するドロップがNFSパフォーマンスに表示されたとします。一部
の追加データセットを有効にしても、問題点を検証するには情報がまったく足りま
せん。ホスト名およびファイル名のデータセットでNFSを有効にした場合は、原因
をより深く理解できます。ただし、このような特定のデータセットは負荷が高くな
る可能性があります。24時間毎日有効なままにすると、すべてのユーザーのパ
フォーマンスが低下します。これは、データセットの復元再開/保存停止アクション
が役立つ可能性のある状況です。しきい値警告は、CPUアクティビティーのスパイ
クが検出されたときにのみ、ホスト名とファイル名のデータセットで一時停止中の
NFSを復元再開するように構成できます。2番目の警告は、短い間隔のデータが収集
されたあとに、これらのデータセットを保存停止するように構成できます。最終結
果として、課題発生時にのみ必要なデータが収集され、このデータ収集によるパ
フォーマンス影響は最小化されます。

ワークシートの復元再開/保存停止
これらのアクションでは、大量のデータセットが含まれる可能性のあるAnalytics
ワークシート全体を復元再開または保存停止します。これを行う理由は、データ
セットを復元再開および保存停止する理由と同様です。

ワークフローの実行
ワークフローは、オプションで警告アクションとして実行できます。ワークフ
ローを警告アクションとして使用できるようにするには、その alertアクションが
trueに設定されている必要があります。詳細は、警告アクションとしてのワークフ
ローを参照してください。

しきい値警告
Analyticsによる統計に基づく警告です。しきい値警告の作成時のプロパティーは次
のとおりです。
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プロパティー 説明

Threshold しきい値統計はAnalyticsで生成され、自己記述性があります (例:「Protocol:
NFSv4 operations per second」)

exceeds/falls below しきい値と現在の統計とを比較する方法を定義します

Timing: for at least 現在の統計値がしきい値を上回る、または下回る必要がある期間

only between/only during これらのプロパティーは、特定の時間帯 (勤務時間など)にのみしきい値が
送信されるように設定できます

Repost alert every ... this
condition persists.

有効にすると、しきい値違反が存在するときに、設定した間隔ごとに警告
アクション (電子メールの送信など)が再実行されます

Also post alert when this
condition clears for at
least ...

少なくとも設定した間隔でしきい値違反がクリアされた場合
に、フォローアップ警告を送信します

「Add Threshold Alert」ダイアログは、警告について説明したパラグラフとして参照
できるように構成されています。デフォルトでは次のようになります。

Threshold CPU: percent utilization exceeds 95 percent

Timing for at least 5 minutes only between 0:00 and 0:00 only during weekdays

Repost alert every 5 minutes while this condition persists.

Also post alert when this condition clears for at least 5 minutes

BUI
「Configuration」->「Alerts」ページの最上部には、「Alert Actions」およ
び「Threshold Alerts」のタブがあります。BUIでの構成方法についての段階的な指示
は、「タスク」を参照してください。

CLI
警告は CLIからでも構成できます。configuration alertsに移動して、helpと入力し
ます。
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タスク

BUI

▼ 警告アクションの追加

「Alert actions」の横にある追加アイコンをクリックします。

カテゴリを選択するか、すべて選択する場合は「All events」を選択します。

すべてのイベントまたはイベントのサブセットを選択します。サブセットを選択し
た場合は、目的の警告イベントと一致するようにチェックボックスリストをカスタ
マイズします。

「Alert actions」のドロップダウンメニューを使用して、警告タイプを選択します。

警告アクションの詳細を入力します。「TEST」ボタンをクリックすると、テスト警
告を作成し、この警告アクションを実行できます (電子メールや SNMPが正しく構成
されているかどうかのチェックに役立ちます)

「Alert actions」の横にある追加アイコンをクリックすると、複数の警告アクション
を追加できます。

右上にある「ADD」をクリックします。

▼ しきい値警告の追加

「Threshold alerts」の横にある追加アイコンをクリックします。

監視する統計を選択します。Analyticsを使用すると、適切かどうかをチェックする
統計を表示できます。

「exceeds/falls below」、および目的の値を選択します。

「Timing」の詳細を入力します。デフォルトでは、しきい値を 5分以上の間違反した
場合にのみ警告が送信され、5分ごとに再送信され、しきい値が 5分間クリアされた
あとに送信されます。

ドロップダウンメニューから警告アクションを選択し、右側にある必須フィールド
に入力します。
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必要に応じて、「Alert actions」の横にある追加アイコンをクリックして、警告アク
ションの追加を続行します。

ダイアログの最上部にある「APPLY」をクリックします。

クラスタ

クラスタ化
Sun ZFS Storage 7000では、アプライアンスの協調的なクラスタ化がサポートされてい
ます。この方針は、クライアント側の負荷分散、適切なサイト計画、プロアク
ティブおよびリアクティブな保守と修復、Sun ZFS Storage 7000シリーズアプライアン
スに組み込まれた単一アプライアンスのハードウェア冗長性などを含む可用性拡張
への統合的なアプローチの一部である場合もあります。クラスタ化機能はスト
レージリソースへのシェアアクセスに依存するため、Sun ZFS Storage 7310、7320、お
よび 7420でのみ使用可能です。ほかのアプライアンスモデルの場合や、2つの
ヘッドが同じモデルでない場合は、クラスタ化を構成できません。新しい 7420 (with
2GHzまたは 2.40GHz CPU)は、同じプラットフォームをベースにしているため、既
存の 7420 (1.86GHzまたは 2.00GHz CPU)とクラスタ化することができます。

このセクションでは、計画プロセスで役立つ背景資料から順に複数のセグメントに
分けて説明します。この資料を理解することは、後半のセグメントで説明する構成
および保守のタスクを実行する際、さらに一般的には正常に統合されたストレージ
配備を実現する際に重要になります。

機能と利点
重要なことは、Sun ZFS Storage 7000シリーズのクラスタ化実装のスコープを理解する
ことです。「クラスタ」とは、さまざまな目的を持った数多くの異なるテクノロジ
を呼ぶときに業界で使用される用語です。ここでは、2つのアプライアンスヘッドお
よびシェアストレージで構成されるメタシステムを意味し、ヘッドのどちらかで特
定のハードウェアまたはソフトウェアの障害が発生した場合に、改善された可用性
を提供するために使用されます。クラスタには、正確に 2つのアプライアンスまた
はストレージコントローラが含まれます。このドキュメント全体では、簡潔に
ヘッドと呼びます。各ヘッドには、クラスタで使用可能なセットからスト
レージ、ネットワーク、およびその他のリソースのコレクションを割り当てること
ができます。これにより、2つの主なトポロジのいずれかを構成できます。アク
ティブ/アクティブとは、クラスタに 2つ (以上)のストレージプールがあり、そのう
ちの 1つのプールに各ヘッドと、そのプールに格納されたデータにクライアントが
アクセスするときに使用されるネットワークリソースが割り当てられている状態を
表す用語です。アクティブ/パッシブとは、単一のストレージプールに、アクティブ
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と指定されたヘッドと、関連付けられたネットワークインタフェースが割り当てら
れている状態を表します。Sun ZFS Storage 7000システムでは、どちらのトポロジもサ
ポートされています。両者の区別は人為的です。つまり、両者の間にはソフト
ウェアまたはハードウェアの違いはなく、単にストレージプールを追加または削除
することによって任意に切り替えることができます。どちらの場合も、ヘッドに障
害が発生すると、他方 (そのピア)がすべての既知のリソースを制御し、これらのリ
ソースに関連付けられたサービスを提供します。

ヘッドの修復中に数時間または数日の停止時間が発生する代わりに、クラスタ化を
使用するとピアアプライアンスは修復または交換の実行中でもサービスを提供でき
ます。さらに、クラスタではソフトウェアの順次アップグレードもサポートされて
います。これにより、新しいソフトウェアへの移行に関連する業務の混乱を減らす
ことができます。一部のクラスタ化テクノロジには、可用性拡張機能を超える特定
の追加機能が備わっています。Sun ZFS Storage 7000シリーズのクラスタ化サブシステ
ムは、このような機能を提供するように設計されていません。特に、複数ヘッド間
における負荷分散の提供、ストレージ障害における可用性の改善、クライアントへ
の複数アプライアンス間における統合されたファイルシステム名前空間の提供、ま
たは障害回復目的での広範囲な領域におけるサービス責任の分割は行われませ
ん。これらの機能も同様に、このドキュメントの範囲外です。ただし、Sun ZFS
Storage 7000製品ファミリーおよびデータプロトコル (提供されている場合)では、次
のように可用性を改善できる数多くのその他の機能と方針がサポートされていま
す。

■ データのリモートレプリケーション。1つ以上の地理的に離れたサイトでの障害
回復で使用可能

■ クライアント側でのデータのミラー化。任意に配置された複数のストレージ
サーバーで提供される冗長 iSCSI LUNを使用して実行可能

■ 負荷分散。NFSプロトコルに組み込まれ、外部ハードウェアまたはソフトウェア
によってほかの一部のプロトコルに提供可能 (読み取り専用データに適用)

■ 冗長ハードウェアコンポーネント (電源装置を含む)、ネットワークデバイス、お
よびストレージコントローラ

■ 障害管理ソフトウェア。障害が発生したコンポーネントの特定、サービスからの
削除、および正常なハードウェアの修復または交換を行う技術者への指針の提供
が可能

■ ネットワークファブリック冗長性 (LACPおよび IPMP機能で提供)
■ 冗長ストレージデバイス (RAID)。

ほかの可用性機能についての追加情報は、このドキュメントの適切なセクションを
参照してください。
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障害
クラスタ化とスタンドアロンのどちらの Sun ZFS Storage 7000シリーズ構成を選択す
るのかを決定する際は、クラスタ化操作のコストと利点を比較検討することが重要
になります。クラスタ化を自動的な構造決定であると見なすことが IT業界全体の常
識ですが、この認識はこの業界の一部のベンダーによって広められた、クラスタ化
のリスクと利益の理想像を反映しています。クラスタ化では、2番目のヘッドに伴う
明らかに高い先行投資および現在進行中のハードウェアおよびサポートのコストに
加えて、技術上および運用上のリスクも課されます。このようなリスクの一部
は、すべての担当者にクラスタ化操作の訓練を徹底的に行うことによって軽減でき
ます。その他のリスクは、クラスタ化操作の概念に固有のものです。リスクには次
のものがあります。

■ テイクオーバー中のプロトコル依存の動作で、アプリケーションの耐性がなくな
る可能性がある

■ クラスタソフトウェア自体で障害が発生したり、スタンドアロン操作では発生し
ないような障害が別のサブシステムで発生したりする可能性がある

■ 管理の複雑さが増し、管理タスクの実行時にオペレータエラーが発生する可能性
が高い

■ 多重障害や重大なオペレータエラーにより、スタンドアロン構成では発生しない
ようなデータ損失や破損が発生する可能性がある

■ 予期しないソフトウェアやハードウェアの状態から回復することがより困難にな
る。

このようなコストやリスクは基本的なものであり、さまざまな方法で市場のすべて
のクラスタ化製品またはクラスタ対応製品 (Sun ZFS Storage 7000シリーズを含む)に
適用されるため、完全に除去したり軽減したりできません。ストレージ設計者
は、クラスタ化の主な利点 (まれに発生する壊滅的なハードウェアまたはソフト
ウェアの障害時に使用できなくなる期間を数時間から数分以下に削減できること)に
ついて比較検討する必要があります。コストと利点の分析において、Sun ZFS Storage
7000シリーズの配備でクラスタ化を使用することが優先されるかどうかは、SLA条
件などのローカル要素、対応可能なサポート担当者とその資格、予算の制約、さま
ざまな障害が発生する可能性、および可用性を拡張するための代替方針の適切性に
よって異なります。これらの要素はサイト、アプリケーション、および業務に大き
く依存するため、個別に評価する必要があります。このセクションの残りの資料に
ついて理解すれば、統合されたストレージインフラストラクチャーの設計および導
入時に適切な選択を行うことができます。

用語
ここで定義する用語は、ドキュメント全体で使用されます。ほとんどの場合は、従
来よりも広いコンテキストで詳細に説明されており、幅広い概念が含まれていま
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す。クラスタ状態およびリソースタイプについては、次のセクションで説明しま
す。必要に応じて、このセクションに戻って参照してください。

■ エクスポート:特定のヘッド上でリソースを非アクティブにするプロセス
■ フェイルバック: AKCS_OWNER状態からAKCS_CLUSTEREDに移行するプロセス

(すべての外部リソース (ピアに割り当てられたリソース)はエクスポートされて
から、そのピアによってインポートされる)

■ インポート:特定のヘッド上でリソースをアクティブにするプロセス
■ ピア:クラスタ内のその他のアプライアンス
■ 再結合:リソースマップをピアから取得して再同期すること
■ リソース: 1つまたは両方のヘッドに存在する物理または仮想オブジェクト (アク
ティブの可能性あり)

■ テイクオーバー: AKCS_CLUSTEREDまたはAKCS_STRIPPED状態から
AKCS_OWNERに移行するプロセス (すべてのリソースがインポートされる)

サブシステムの設計
Sun ZFS Storage 7000シリーズに組み込まれたクラスタ化サブシステムは、3つの主要
な構成単位で構成されています (図 1を参照)。クラスタ I/Oサブシステムおよび
ハードウェアデバイスは、クラスタ内でのヘッド間通信用のトランスポートを提供
し、ピアの状態の監視を受け持ちます。このトランスポートは、リソースマ
ネージャーによって使用されます。これにより、データサービスプロバイダおよび
ほかの管理サブシステムがクラスタ化システムと接続できます。最後に、クラスタ
管理ユーザーインタフェースは、設定タスク、リソースの割り当て、監視、および
テイクオーバーとフェイルバックの操作を提供します。これらの各構成単位につい
ては、次のセクションで詳細に説明します。

クラスタ相互接続 I/O
すべてのヘッド間通信は、CLUSTRONハードウェアで提供される 3つのクラスタ I/O
リンクのいずれかで転送される 1つ以上のメッセージで構成されます (次の図を参
照)。このデバイスは、2つの低速シリアルリンクと 1つの Ethernetリンクを提供しま
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す。シリアルリンクを使用すると、信頼性が高まります。極端に負荷が高い状態の
システムでは、Ethernetリンクが十分な速さでサービスを提供できない可能性があり
ます。不正な障害検出および不要なテイクオーバーは、クラスタ化されたシステム
が負荷に対応するための最悪の手段です。テイクオーバー中に、リクエストは処理
されず、代わりにクライアントによってキューに入れられます。これにより、すで
に高負荷な状態に加えて、テイクオーバー後に遅延したリクエストが大量に発生し
ます。Sun ZFS Storage 7000シリーズのアプライアンスで使用されるシリアルリンク
は、このような障害モードの影響を受けにくいです。Ethernetリンクは、再結合同期
などのハートビート以外のメッセージに対して、より高パフォーマンスのトランス
ポートを提供し、バックアップハートビートを提供します。

3つのリンクはすべて、通常の EIA/TIA-568B (8線式、ギガビット Ethernet)スト
レートケーブルを使用して形成されます。2つの同一コントローラ間でストレート
ケーブルを使用するには、下記の配線に関するセクションで示すように、ケーブル
を使用して 2つのコネクタの反対のソケットに接続する必要があります。

クラスタ化されたヘッドは、外部のサービスや管理ネット
ワークインタフェース、およびセキュアなプライベートネットワークからの相互接
続を使用して通信しません。メッセージは、リモートヘッドの障害を検出するとき
に使用される通常のハートビートと、リソースマネージャーおよびクラスタ管理サ
ブシステムに関連する、より高いレベルのトラフィックの 2つの一般的なカテゴリ
に分類されます。ハートビートは 3つのすべてのリンク上で送信 (および予期)され
ます。ハートビートは一定の間隔で継続的に転送され、すべてのハートビートが同
一であり、一意の情報が含まれないときは肯定応答も再転送も行われません。その
他のトラフィックは、任意のリンク (通常は転送時に最速のリンク)上に送信できま
す。このトラフィックでは、より高レベルのソフトウェアで信頼できる転送を保持
するために、必要に応じて肯定応答、検証、および再転送が行われます。

メッセージのタイプまたは送信元に関係なく、すべてのメッセージは単一の 128バ
イトパケットとして送信され、1 - 68バイトのデータペイロード、およびデータ整合
性を確認するための 20バイトの検証ハッシュが含まれます。シリアルリンクは
115200ビット/秒で動作し、9データビットおよび単一のスタートビットとストップ
ビットが含まれます。Ethernetは 1Gビット/秒で動作します。したがって、シリアル
リンクにおける効率的なメッセージ待ち時間は約 12.2ミリ秒です。Ethernetの待ち時
間は大幅に変動します。一般的な待ち時間は数マイクロ秒ですが、アプライアンス
管理ソフトウェアにとって効率的な待ち時間は、システム負荷のためにより大きく
なる可能性があります。

通常、ハートビートメッセージは、3つのすべてのクラスタ I/Oリンクで各ヘッドに
よって 50ミリ秒間隔で送信されます。メッセージ受信の失敗は、200ミリ秒 (シリア
ルリンク)または 500ミリ秒 (Ethernetリンク)後にリンク障害と見なされます。3つの
すべてのリンクで障害が発生した場合、ピアで障害が発生したと想定され、テイク
オーバーアービトレーションが実行されます。パニックの場合は、パニックが発生
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したヘッドが単一の通知メッセージを各シリアルリンク上に転送します。ほかのリ
ンクの状態に関係なく、そのピアではすぐにテイクオーバーが開始されます。この
ような特徴を考慮すると、通常、クラスタ化サブシステムは次の時間内にそのピア
に障害が発生したことを検出できます。

■ 550ミリ秒 (ピアが応答を停止した場合、または電源を喪失した場合)、または
■ 30ミリ秒 (ピアでオペレーティングシステムのパニックを引き起こす致命的なソ
フトウェアエラーが発生した場合)。

このセクションで説明する値はすべて固定値です。Sun ZFS Storage Systemはアプライ
アンスとして、これらのパラメータを調整する機能を提供しません (必要もありませ
ん)。これらの値は、実装の詳細と見なされており、ここでは情報目的でのみ提供さ
れます。いつでも通知なしで変更されることがあります。

リソース管理の概念
リソースマネージャーは、適切なネットワークインタフェースセットが plumbさ
れ、適切なストレージプールがアクティブであり、数多くの構成パラメータがクラ
スタ化された 2つのヘッド間で同期化された状態であることを確認する役割があり
ます。このサブシステムのアクティビティーの大部分は、管理者には表示されませ
ん。ただし、重要な側面が 1つ表示されます。リソースは、インポート (アクティブ
化)されるタイミングおよびインポート (アクティブ化)するかどうかによって複数の
タイプに分類されます。アクティブの定義は、リソースクラスによって異なること
に注意してください。たとえば、ネットワークインタフェースはネットクラスに属
し、インタフェースが起動したときにアクティブになります。もっとも重要な 3つ
のリソースタイプは、シングルトン、プライベート、およびレプリカです。

レプリカはもっとも単純です。管理者には表示されず、クラスタ構成画面にも表示
されません (図 4を参照)。レプリカは常に存在し、両方のヘッドで常にアクティブで
す。一般に、これらのリソースは単純に、2つのヘッド間で同期化する必要がある
サービスプロパティー用のコンテナとして動作します。

レプリカと同様に、シングルトンリソースでは状態が同期化されます。ただし、シ
ングルトンは正確に 1つのヘッドで常にアクティブになっています。管理者は、各
シングルトンが通常アクティブになっているヘッドを選択できます。該当ヘッドに
障害が発生すると、そのピアでシングルトンがインポートされます。シングルトン
は、クラスタ化の可用性特性にとって重要です。シングルトンは、障害が発生した
ヘッドから動作しているピアに移動すると一般に考えられているリソースであ
り、ネットワークインタフェースおよびストレージプールが含まれます。ネット
ワークインタフェースはクライアントが既知のストレージサービスセットを検索す
るときに使用する IPアドレスのコレクションであるため、該当するインタフェース
のアドレスへのアクセス時にクライアントに表示されるであろうストレージプール
と同じヘッドに、各インタフェースが割り当てられることが重要となります。図 4
では、PrimaryAインタフェースに関連付けられたすべてのアドレスは、常にイン
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ポート済みのプール 0を含むヘッドで提供されます。一方、PrimaryBインタ
フェースに関連付けられたすべてのアドレスは、常にプール 1と同じヘッドで提供
されます。

プライベートリソースは、割り当てられたヘッドにのみ認識され、障害発生時にテ
イクオーバーされません。一般に、これはネットワークインタフェースでのみ役立
ちます。特定のユースケースについては、次のセクションを参照してください。

リソースタイプは、ほかにも複数存在します。これらは、管理者には表示されない
実装の詳細です。このようなタイプの 1つがシンビオートです。このリソースで
は、インポートおよびエクスポートされたときに別のリソースに従うことができま
す。このリソースタイプのもっとも重要な使用法は、ストレージプールのディスク
およびフラッシュデバイスを表現するときです。このようなリソースはディスク
セットと呼ばれ、リソースが含まれる ZFSプールよりも前に常にインポートされる
必要があります。各ディスクセットは、外部ストレージ格納装置内のディスクの半
分で構成されます。クラスタ化されたストレージシステムには、任意の数のディス
クセットを接続でき (ハードウェアサポートによって異なる)、各 ZFSプールは 1つ以
上のディスクセット内のストレージデバイスで形成されます。ディスクセットには
ATAデバイスが含まれる場合があるため、マルチパス環境で使用されるATAデバイ
スに固有のアフィリエーション関連の動作を回避するには、明示的にインポートお
よびエクスポートする必要があります。ディスクをリソースとして表現すること
は、これらのアクティビティーを適切なときに実行するための簡単な方法です。管
理者がストレージプールの所有権を設定または変更すると、同時にこれに関連付け
られたディスクセットの所有権の割り当ても透過的に変更されます。すべてのシン
ビオート同様に、ディスクセットリソースはクラスタ構成ユーザーインタフェース
には表示されません。

リソース アイコン 偏在 障害時のテイクオーバー

シングルトン No はい

レプリカ なし はい 該当なし

プライベート No No
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リソース アイコン 偏在 障害時のテイクオーバー

シンビオート なし 親タイプと同じ 親タイプと同じ

新規リソースが作成されると、まずリソースが作成されるヘッドに割り当てられま
す。ヘッドがAKCS_OWNER状態でないかぎり、この所有権は変更できません。し
たがって、通常はリソースを所有するヘッド上にリソースを作成するか、またはリ
ソースの所有権を変更する前にテイクオーバーする必要があります。一般に、どち
らか一方のヘッドからリソースを削除できますが、エクスポートされたストレージ
プールを削除することはできません。通常、割り当てられた所有者がどちらの
ヘッドであるかに関係なく、現在管理されているヘッド上のリソースを削除すると
最適な結果が得られます。

大部分の構成設定 (サービスプロパティー、ユーザー、ロール、アイデン
ティティーマッピング規則、SMB自動ホーム、iSCSIイニシエータ定義など)は、両
方のヘッドで自動的にレプリケートされます。したがって、クラスタの状態に関係
なく、これらの設定を両方のヘッドで構成する必要はありません。構成が変更され
たときに一方のアプライアンスが停止した場合は、サービスを提供する前に、次の
ブートでクラスタが再結合されるときに他方のアプライアンスにレプリケートされ
ます。次のような例外が多少あります。

■ シェアおよび LUNの定義およびオプションは、そのプールが通常割り当てられ
ているヘッドに関係なく、基礎となるプールを制御するヘッドにのみ設定できま
す。

■ 「アイデンティティー」サービスの構成 (アプライアンス名や場所など)はレプリ
ケートされません。

■ シャーシに指定された名前は、割り当てられたヘッドにのみ表示されます。
■ 各ネットワークルートは、特定のインタフェースにバインドされます。各ヘッド
に特定のサブネット内のアドレスを持つインタフェースが割り当てられ、そのサ
ブネットにアプライアンスがトラフィックを制御するためのルーターが存在する
場合は、同じゲートウェイアドレスが使用されている場合でも、インタフェース
ごとにルートを作成する必要があります。これにより、基礎となるネットワーク
リソースが 2つのヘッド間をシフトするときに、各ルートが個別にアクティブに
なることが可能になります。詳細は、ネットワークの考慮点を参照してくださ
い。

■ SSHホスト鍵はレプリケートされず、シェアも行われません。したがって、プラ
イベート管理インタフェースが構成されていない場合、障害が発生したノードに
割り当てられたアドレスを使用してCLIにログインしようとすると、鍵が一致し
ない可能性があります。同じ制限が、BUIへのアクセスに使用される SSL証明書
に適用されます。

その後、共通構成が透過的にレプリケートされ、管理者が各アプライアンスヘッド
にリソースのコレクションを割り当てることが基本モデルとなります。次に、これ
らのリソース割り当てによって、クライアントに表示されるストレージリソースに
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ネットワークアドレスがバインドされます。どちらのアプライアンスがリソースの
コレクションを制御するのかに関係なく、クライアントは予期されるネットワーク
の場所で必要なストレージにアクセスできます。

テイクオーバーとフェイルバック
クラスタ化されたヘッドノードは、常に次の状態のいずれかになります。

状態
アイコ
ン CLI/BUIの表示 説明

UNCONFIGURED Clustering is not
configured

まったくクラスタ化されていないシステムは、この状態になります。シス
テムが設定されているか、またはクラスタ設定タスクがまだ完了していま
せん。

OWNER Active (takeover
completed)

クラスタ化が構成され、このノードでクラスタ内のすべてのシェアリ
ソースが制御されます。クラスタ設定がユーザーインタフェースから完了
した直後、およびそのピアに障害が発生したことが検出されたとき (テイク
オーバー後など)に、システムはこの状態に移行します。管理者が手動で
フェイルバック操作を実行するまで、この状態のままです。

STRIPPED Ready (waiting for
failback)

クラスタ化が構成され、このノードではシェアリソースが制御されませ
ん。クラスタ設定がほかのノードのユーザーインタフェースから完了した
直後、またはリブート、電源切断、その他の障害が発生したあとに、シス
テムは STRIPPEDになります。管理者が手動でフェイルバック操作を実行す
るまで、ノードはこの状態のままです。

CLUSTERED Active クラスタ化が構成され、両方のノードがリソース割り当てに応じてシェア
リソースを所有しています。各ノードが ZFSプールを所有し、CLUSTERED
状態である場合、2つのノードは「アクティブ/アクティブ」クラスタと一
般に呼ばれる状態になります。

- Rejoining cluster ... アプライアンスは最近リブートされたか、内部障害が発生したあとにアプ
ライアンス管理ソフトウェアが再起動しています。リソース状態は再同期
化されています。

- Unknown (disconnected
or restarting)

ピアアプライアンスの電源が切られているかリブート中であるか、クラス
タ相互接続リンクがすべて停止しているか、またはクラスタ化がまだ構成
されていません。

これらの状態間の遷移は、2つの操作 (テイクオーバーとフェイルオーバー)の一部と
して発生します。

テイクオーバーは常時発生する可能性があります。前述のとおりに、テイク
オーバーはピアの障害が検出されるたびに試みられます。クラスタ構成CLIまたは
BUIを使用して、手動でトリガーすることもできます。これは、テスト目的で
も、順次ソフトウェアアップグレードの実行 (1番目のヘッドはほかのヘッドが古い
ソフトウェアを実行するサービスを提供している間にアップグレードされ、2番目の
ヘッドは新しいソフトウェアが検証されたあとにアップグレードされる)でも役立ち
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ます。最後に、テイクオーバーはヘッドがブートし、そのピアが存在しないことを
検出すると発生します。これにより、通常は片方のヘッドで永続的に障害が発生し
たり、両方のヘッドが一時的に電源を喪失したりするときにサービスを復元再開で
きます。

フェイルバックは自動的には発生しません。障害が発生したヘッドが修復され
ブートされると、そのヘッドはクラスタを再結合し (すべてのリソースのビュー、プ
ロパティー、および所有権の再同期化)、管理者がフェイルバック操作を実行するま
で待機を継続します。そのときまで、元の動作しているヘッドはすべてのサービス
の提供を継続します。これにより、ヘッドが本稼動サービスに戻る前に、最初にテ
イクオーバーをトリガーした問題の詳細な調査、新規ソフトウェアリビジョンの検
証、またはその他の管理タスクを実行できます。フェイルバックはクライアントに
大きな影響を与えるため、業務固有の要件およびプロセスに応じてスケジュールす
る必要があります。例外が 1つあります。ヘッドAに障害が発生して、ヘッド Bが
テイクオーバーしたと想定します。ヘッドAがクラスタを再結合すると、ヘッド B
が存在しないか、障害が発生したことが検出された場合にテイクオーバーの対象に
なります。原則として、元の問題を調査する機会がない場合でも、サービスを提供
しないよりは提供した方が良いです。したがって、以前に障害が発生したヘッドへ
のフェイルバックは自動的には発生しませんが、テイクオーバーはいつでも実行で
きます。

クラスタを設定すると、初期状態は設定をOWNER状態で開始したノード
と、STRIPPED状態のその他のノードで構成されます。初期フェイルバック操作を実
行して、STRIPPEDノードにシェアリソースのその部分を渡すと、両方のノードが
CLUSTERED状態になります。両方のクラスタノードに障害が発生するか、電源が切
られると、同時起動時にノードがアービトレートされ、一方がOWNER状態にな
り、他方が STRIPPED状態になります。

フェイルバック中に、すべての外部リソース (ピアに割り当てられたリソース)がエ
クスポートされ、そのピアによってインポートされます。障害が発生したためにイ
ンポートできないプールでは、STRIPPEDノードのリブートがトリガーされます。障
害が発生したプールでフェイルバックを試みると、インポート失敗の結果として
STRIPPEDノードがリブートする可能性があります。

クラスタ化された環境での構成変更
大部分のアプライアンス構成は、サービスプロパティーとシェア/LUNプロパ
ティーのどちらかで表現されます。シェアおよび LUNプロパティーはストレージ
プール自体のユーザーデータとともに格納されますが (したがって、そのストレージ
リソースの現在の所有者に常にアクセス可能です)、サービス構成は各ヘッド内に格
納されます。両方のヘッドが一貫性のあるサービスを確実に提供するためには、変
更が発生したとき、または以前に停止したヘッドがそのピアと再結合するとき
に、すべてのサービスプロパティーが同期化される必要があります。すべての
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サービスはレプリカリソースで表現されるため、どちらかのヘッドでプロパ
ティーが変更されるたびに、この同期化はアプライアンスソフトウェアによって自
動的に実行されます。

したがって、管理者が構成の変更をレプリケートする必要はありません (実際に冗長
になります)。標準の操作手順では、この属性が反映され、初期クラスタ構成が完了
したら 2つのヘッドのどちらかにのみ変更を加えることが求められます。初期クラ
スタ構成のプロセスでは、既存のすべての構成が新規に構成されたピアにレプリ
ケートされることにも注意してください。一般に、クラスタ化された構成変更で
は、次の 2つの最良事例があります。

1. 基礎となるストレージまたはネットワークインタフェースリソースを現在制御し
ている (新規リソースの作成中の場合は、制御する予定の)ヘッド上で、すべての
ストレージおよびネットワーク関連の構成変更を行います。

2. 両方のヘッドではなく、どちらかのヘッド上で、その他のすべての変更を行いま
す。サイトポリシーでは、この目的でマスターと見なされるヘッドを指定する必
要があります。また、どちらのヘッドが機能しているか、および構成されている
ストレージプールの数に依存する必要があります。アプライアンスソフトウェア
では、この区別が行われないことに注意してください。

アムネジア (ピアが機能していない間に個々の構成変更が行われた結果、各ヘッドで
の変更が失われる)の問題は、大幅に誇張して説明されています。これは、各ヘッド
上のシステム構成に個々の変更を行うメカニズムが存在しない Sun ZFS Storage 7000
シリーズで特に当てはまります。このような単純化によって、集中管理された構成
リポジトリの必要性と、単純なアプローチに対する議論が大幅に緩和されます。現
在どちらのヘッドが動作していても、適切な構成であると想定され、そのピアが
ブート時に同期化されます。今後の製品拡張では、構成の不一致を解決するための
代替ポリシーを選択できるようになりますが、この基本アプローチが簡単で理解し
やすいです。つまり、2番目のヘッドでは、既存の本稼動システムですでに使用され
ている構成パラメータセットが採用されます (したがって、適切である可能性が高い
です)。確実に適切な状態を維持するために、管理者はクラスタが修復されたらすぐ
に、障害が発生したヘッドがクラスタを再結合することを確認する必要がありま
す。

クラスタ化におけるストレージの考慮点
Sun ZFS Storage 7000シリーズをクラスタで使用するようにサイズ変更する際は、さら
に 2つの考慮点が重要となります。おそらく、もっとも重要な決定は、すべてのス
トレージプールの所有権を同じヘッドに割り当てるか、ストレージプール間で分割
するかです。ここでは、次の表に示すようなトレードオフがあります。一般に、公
称動作中のスループットを最適化する場合や、フェイルオーバー後のパフォーマン
スに問題がない場合を除いて、プールは単一のヘッドに構成する必要がありま
す。フェイルオーバーした状態時のパフォーマンス特性の正確な変更は、ワーク
ロードの性質やサイズに大きく依存します。一般に、ヘッドが特定の軸で最大パ
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フォーマンスに近づくほど、そのヘッドのピアでワークロードをテイクオーバーし
たときの、その軸におけるパフォーマンス低下が大きくなります。当然、複数の
プールがある場合は、この低下が両方のワークロードに適用されます。

どちらかの構成でも、任意のReadZillaデバイスを使用できるのは、そのデバイスが
割り当てられたプールが、そのプールの所有権が割り当てられたヘッド上にイン
ポートされている場合だけであることに注意してください。つまり、ヘッドの障害
のためにプールでテイクオーバーが発生すると、インポート済みのヘッドに未使用
のReadZillaデバイスがインストールされている場合でも、そのプールでは読み取り
キャッシュができなくなります。このため、「アクティブ/パッシブ」クラスタでの
ReadZillaはストレージ構成のドキュメントの説明どおりに構成する必要がありま
す。これは、LogZillaデバイスには適用されません。このデバイスはストレージ
ファブリックに配置され、どちらのヘッドがプールをインポートしても常にアクセ
ス可能です。

変数 単一ノードの所有権 異なるヘッドで所有される複数のプール

Total throughput
(nominal
operation)

いつでも最大で合計CPUの
50%、DRAMの 50%、および合
計ネットワーク接続の 50%を
サービスの提供に使用できま
す。この方法は単純です。単一
のヘッドのみがクライアントリ
クエストを処理し、他方の
ヘッドはアイドル状態です。

いつでも全CPUおよびDRAMリソースをサービスの提供に使用できま
す。いつでも最大で全ネットワーク接続の 50%を使用できます (フェイル
オーバーをサポートするには、各ヘッドにダークネットワークデバイスが
必要です)。

Total throughput
(failed over)

公称動作に関連するス
ループットの変更はありませ
ん。

動作しているヘッドのリソースの 100%がサービスの提供に使用されま
す。公称動作に関連する合計スループットは、公称動作中の利用率に応じ
て、およそ 40%から 100%の範囲です。

I/O latency
(failed over)

フェイルオーバー操作中
は、ReadZillaを使用できませ
ん。これにより、使用可能な読
み取りキャッシュに適合する読
み取りの多いワークロードの待
ち時間が大幅に増加する可能性
があります。書き込み操作の待
ち時間は影響を受けません。

フェイルオーバー操作中は、ReadZillaを使用できません。これにより、使
用可能な読み取りキャッシュに適合する読み取りの多いワークロードの待
ち時間が大幅に増加する可能性があります。ヘッドリソースの競合が大き
くなると、読み取り操作と書き込み操作の両方の待ち時間が増加する可能
性があります。これは、通常のヘッドではなく、動作しているヘッドで 2つ
のワークロードが実行されると発生します。各ヘッドでの公称ワーク
ロードがヘッドの最大性能に達すると、フェイルオーバー状態の待ち時間
が非常に長くなる可能性があります。

Storage flexibility 使用可能な物理ストレージはす
べて、シェアおよび LUNで使用
できます。

特定のプールに割り当てられたストレージのみが、そのプールのシェアお
よび LUNで使用できます。ストレージはプール間でシェアされないた
め、他方のプールには空き領域があるときに 1つのプールが満杯になる
と、一部のストレージが無駄になる可能性があります。
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変数 単一ノードの所有権 異なるヘッドで所有される複数のプール

Network
connectivity

各ヘッド上のすべてのネット
ワークデバイスを、そのヘッド
がサービスを提供している間に
使用できます。7410Cでは、単
一プールへの接続に、最大で 3
つの拡張スロットに加えて 4つ
の組み込みネットワークデバイ
スを同時に使用できます。

各ヘッド上の全ネットワークデバイスの半分のみを、そのヘッドがサービ
スを提供している間に使用できます。したがって、物理的に別々のネット
ワークの半数にしか各プールを接続できません。

2番目に重要なストレージの考慮点は、単一障害点なし (NSPF)でプール構成を使用
することです。クラスタ化を使用することはアプリケーションが可用性を非常に重
視することを意味するため、単一 JBODの障害で可用性が失われるような方法でスト
レージプールを構成する正当な理由はほとんどありません。このアプローチの弱点
は、NSPF構成では、単一障害点ありの構成を行う場合よりも多数の JBODが必要に
なる点です。必要な機能が非常に少ない場合は、目的のRAIDレベルでNSPFを提供
するのに十分な JBODをインストールすることが経済的でない可能性があります。

クラスタ化におけるネットワークの考慮点
ネットワークデバイス、データリンク、およびインタフェースに障害が発生して
も、クラスタ化サブシステムではヘッドに障害が発生していると見なされませ
ん。ネットワーク障害から保護するには (アプライアンスの内部または外部で発生す
るかどうかに関係なく)、代わりに IPMPまたは LACPあるいはその両方を使用する
必要があります。これらのネットワーク構成オプションは (広範囲のネットワーク全
体の冗長化計画とともに)、クラスタ化とは独立した、可用性を改善するための包括
的なアプローチの追加コンポーネントです。

ネットワークインタフェースは、静的な IP構成が含まれる場合はシングルトンリ
ソースとプライベートリソースのどちらかとして構成できます (DHCPを使用するよ
うに構成されたインタフェースはプライベートとしてのみ指定でき、クラスタで
DHCPを使用することは推奨されていません)。シングルトンリソースとして構成さ
れた場合、インタフェースの構築に使用されるすべてのデータリンクおよびデバイ
スは、いつでも 1つのヘッドでのみアクティブにできます。同様に、フェイル
オーバー状態で正しくサービスを提供するには、各ヘッド上の対応するデバイスを
同じネットワークに接続する必要があります。この具体的な例は図 5で示しま
す。ネットワークインタフェースをデバイスおよびデータリンクから構成する場合
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は、適切なクラスタ操作を行うために、各シングルトンインタフェースに同じ識別
子を持つデバイス、および両方のヘッドで使用可能な機能が含まれることが重要に
なります。デバイス識別子はデバイスタイプおよび最初にアプライアンスで検出さ
れる順序によって異なるため、クラスタ化された 2つのヘッドに同じハードウェア
をインストールする必要があります。さらに、両方のヘッドの各スロットには同じ
ハードウェアを装着する必要があり、両方のヘッドにはスロットを同じ順序で装着
する必要もあります。公認の Sun再販業者またはサービス担当者は、これらの要件
を満たすハードウェアアップグレードの計画を支援できます。

常に、ルートは明示的に単一のネットワークインタフェースにバインドされま
す。ルートはリソースマネージャー内でレプリカとして表現されますが、バインド
されたインタフェースが運用可能なときにのみアクティブにすることができま
す。したがって、現在スタンバイモードのインタフェースにバインドされたルート
(エクスポート済み)は、そのインタフェースがテイクオーバーのプロセス中に有効
化されるまで無効です。これが重要になるのは、2つのプールが構成され、共通のサ
ブネットで使用可能にする必要がある場合です。たとえば、ほかの 1つ以上の
ネットワークに到達するためにアプライアンスで使用する必要があるルーターがそ
のサブネットに存在する場合、個別のルート (たとえば、2番目のデフォルトルート)
を構成して、そのサブネットに接続するアクティブおよびスタンバイの各インタ
フェースにバインドする必要があります。

■ たとえば、インタフェース e1000g3は 'alice'に割り当てられ、e1000g4は 'bob'に割
り当てられています。各インタフェースは 172.16.27.0/24ネットワーク内のアドレ
スを持ち、172.16.27.1経由で到達可能な 172.16.64.0/22ネットワーク内のクライア
ントにサービスを提供するときに使用されます。172.16.27.1経由で 172.16.64.0/22
に到達するルートを 2つ作成する必要があります。1つは e1000g3にバインド
し、もう 1つは 1000g4にバインドします。

クラスタ化された各ヘッドに、管理でのみ使用される IPアドレス (ほとんどの場合は
専用の管理ネットワーク上にあります)を割り当て、このアドレスが構成されたイン
タフェースをプライベートリソースとして指定すると、役立つことが多いです。こ
れにより、現在AKCS_STRIPPED状態で、フェイルバックの待機中である場合で
も、管理ネットワークから動作中のヘッドに到達できるようになります。このこと
が特に重要なのは、ヘッド自体はサービスを提供していない場合でも、ほかの
ネットワークリソースへのアクセスが必要なサービス (LDAPやActive Directoryなど)
が使用中の場合です。これが現実的でない場合は、システムコンソールを使用して
ヘッドを管理できるように、信用できるネットワークまたはシリアル端末あるいは
その両方にサービスプロセッサを接続することが特に重要になります。これらのア
クションのどちらも実行しない場合は、フェイルバックが完了するまで、新規に
ブートしたヘッドの管理または監視ができません。反対に、サービス (特定のスト
レージプール用のサービス)を現在提供しているヘッドのどちらかを監視または管理
する必要も生じる可能性があります。これが役立つ可能性が高いのは、ストレージ
自体の一部を変更 (シェアプロパティーの変更や新規 LUNの作成など)する必要があ
る場合です。これを実現するには、管理タスクを実行するサービスインタフェース
のいずれかを使用するか、一致するプールを管理する目的でのみ使用される個別の
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シングルトンインタフェースを割り当てます。どちらの場合でも、管理に使用され
るプールと同じヘッドにインタフェースを割り当てる必要があります。

クラスタ化における Infinibandの考慮点
Eethernetデバイス上に組み込まれたネットワークと同様に、アプライアンスの内部
および外部でのネットワーク障害から保護するには、Infinibandネットワークを冗長
ファブリックトポロジの一部にする必要があります。ネットワークトポロジに
は、HCA、スイッチ、およびサブネットマネージャーの広範囲な冗長計画ととも
に、リンクレベルでのネットワーク障害から保護する IPMPを追加する必要がありま
す。

適切なクラスタ構成を確保するには、各ヘッドに同一スロットの同一HCAを装着す
る必要があります。さらに、対応する各HCAポートを、同一メンバーシップ権限を
持つサブネットマネージャー上の同じパーティション (pkey)に構成し、同じネット
ワークに接続する必要があります。複雑さを減らして適切な冗長性を確保するに
は、各ポートが Infinibandサブネットワーク内の 1つのパーティションにのみ属する
ことをお勧めします。ネットワークインタフェースに静的な IP構成が含まれる場合
は、シングルトンリソースとプライベートリソースのどちらかとして構成できま
す。シングルトンリソースとして構成された場合、インタフェースの構築に使用さ
れるすべての IBパーティションデータリンクおよびデバイスは、いつでも 1つの
ヘッドでのみアクティブにできます。この具体的な例が上の図に示されていま
す。対応するポートのパーティションメンバーシップの変更は、上記のクラスタ化
規則と整合性がある方法で同時に発生する必要があります。公認の Sun再販業者ま
たはサービス担当者は、これらの要件を満たすハードウェアアップグレードの計画
を支援できます。

冗長パスのシナリオ
次の図は、7110におけるHCAポートリンクの冗長性を示しています。ポートレベル
での冗長性では、単一の IBポートに障害が発生しても、ほかのポートのサービスは
中断されません。
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次の図は、7410におけるホスト冗長性のためのクラスタ構成を示しています。

次の図は、サブネットマネージャー冗長性のためのクラスタ構成を示しています。2
つのデュアルポートHCAをサーバースイッチの冗長ペアに接続すると、冗長性が高
くなります。
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「スプリットブレイン」状態の回避
クラスタ化されたシステムの一般的な障害モードは、スプリットブレインと呼ばれ
ます。この状況では、クラスタ化された各ヘッドは、そのピアに障害が発生したと
見なされ、テイクオーバーが試みられます。追加ロジックが存在しない状況で
は、診断や修正が困難な予期しない壊滅的な動作が広範囲にわたって発生する可能
性があります。この状況は、一般的にヘッドでシェアされた通信媒体に障害が発生
することが要因となります。Sun ZFS Storage 7000シリーズアプライアンスの場合
は、クラスタ I/Oリンクに障害が発生すると生じます。アプライアンスソフトウェア
では、組み込みトリプルリンク冗長に加えて (テイクオーバーの発生を回避するに
は、単一リンクのみが必要です)、ヘッドがテイクオーバーを継続する必要があるか
どうかを決定するアービトレーション手順も実行されます。

同様の製品では、数多くのアービトレーションメカニズムが採用されています。一
般には、定足数ディスク (SCSI予約を使用)または定足数サーバーを使用する必要が
あります。追加ハードウェアを必要としないATAディスクの使用をサポートするた
めに、Sun ZFS Storage 7000シリーズは、ストレージファブリック自体に依存する別の
アプローチを使用して、必要な相互排他性を提供します。アービトレーションプロ
セスは、ストレージファブリックに定義済みの順序で表示される各 SASエクスパン
ダ上での SAS ZONE LOCKコマンドの実行で構成されます。どちらかのアプライアン
スで、このようなすべてのロック取得の試みに成功すると、テイクオーバーが続行
されます。他方のアプライアンスは自分自身をリセットします。クラスタ化された
アプライアンスがブートして、そのピアが到達不能であることを検出すると、テイ
クオーバーを試みて、同じアービトレーションプロセスに移行します。そのため、1
つ以上のクラスタ I/Oリンクが復元されるまで、繰り返しリセットされます。これに
より、他方のヘッドであとに発生する障害によって、機能停止が延長されることは
ありません。これらの SASゾーンのロックは、フェイルバックが実行される
か、AKCS_OWNER状態のヘッドがストレージファブリックへの自分のアクセスを最
後に更新してから約 10秒経過すると解除されます。

このアービトレーションメカニズムは単純で、費用がかからず、追加のハード
ウェアも必要ありませんが、ストレージファブリック内の 1つ以上の共通 SASエク
スパンダにアクセスしている両方のクラスタ化されたアプライアンスに依存しま
す。通常の状況では、各アプライアンスがすべてのエクスパンダにアクセス
し、アービトレーションは 2つ以上の SASゾーンのロックで構成されます。ただ
し、アプライアンスが共通のエクスパンダにアクセスしない多重障害シナリオが発
生する可能性があります。たとえば、2本の SASケーブルが取り除かれるか、JBOD
の電源が切られると、各アプライアンスはエクスパンダの個々のサブネットにアク
セスします。この場合、各アプライアンスは正常に到達可能なすべてのエクスパン
ダをロックし、そのピアに障害が発生したと判断して、テイクオーバーの続行を試
みます。これにより、ディスクアフィリエーションの競合や重大なデータ破損のた
めに、回復不能なハングアップに至る可能性があります。

この状況の結果は重大ですが、これは多重障害の場合にしか発生しないことに注意
してください (4つ以上の障害の場合にのみ、しばしば発生します)。Sun ZFS Storage
7000シリーズのアプライアンスに組み込まれたクラスタ化ソリューションは、単一
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障害点なしを実現し、不要なコストや複雑さをシステムに追加せずに、発生しやす
い障害からデータと可用性の両方を保護するように設計されています。大規模な多
重障害が発生すると、サーバーまたはデータあるいはその両方が失われる可能性が
あります。これはRAIDなしのレイアウトでは無制限のディスク障害から保護できな
いのと同様です。

さいわいにも、このような障害シナリオの大部分はヒューマンエラーから発生
し、ハードウェアを正しくインストールして、クラスタ設定および管理の最良事例
の訓練をスタッフに実施すれば完全に回避できます。管理者は 3つのすべてのクラ
スタ I/Oリンクが接続され機能していること (図を参照)、およびすべてのストレージ
配線がアプライアンスに付属するセットアップポスターで示すとおりに接続されて
いることを常に確認する必要があります。クラスタを本稼動に移行する前およびそ
の後はいつでも、各 JBOD (図を参照)への 2つのパスが検出されることが特に重要に
なります。容量の増加や障害のあるコンポーネントの交換をサポートするために一
時的に配線を変更する場合は、当然例外です。管理者は警告を使用して、クラスタ
相互接続リンクおよび JBODパスの状態を監視し、障害を迅速に修正する必要があり
ます。適切な接続を保持すると、ハードウェアまたはソフトウェアコンポーネント
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に障害が発生した場合でも、可用性とデータ整合性の両方が保護されます。

テイクオーバーの影響の見積もりと削減
テイクオーバーおよびフェイルバックの最中には間隔があり、この間はストレージ
へのアクセスをクライアントに提供できません。この間隔の長さは構成によって異
なり、クライアントへの正確な効果はデータアクセスに使用しているプロトコルに
依存します。これらの効果を理解して受け入れれば、正常なクラスタ配備と最悪の
タイミングでのコストのかかる障害とを区別できます。

一般に、NFS (すべてのバージョン)クライアントは機能停止をアプリケーションソ
フトウェアから非表示にします。これにより、サーバーが使用不可の間は I/O操作が
遅延します。NFSv2およびNFSv3は、サービス復元のほぼ直後に回復するステート
レスプロトコルです。NFSv4は、起動時にクライアント猶予期間を組み込みま
す。一般に、この間は I/Oを実行できません。Sun ZFS Storage 7000ファミリーのアプ
ライアンスでは、この猶予期間を調整できます (図を参照)。猶予期間を短縮する
と、テイクオーバーまたはフェイルバックあるいはその両方の明らかな影響が少な
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くなります。

サービス中断中の iSCSI動作はイニシエータに依存しますが、一般に、サービスがク
ライアント固有のタイムアウト期間内に復元されると、イニシエータは回復しま
す。詳細は、イニシエータのドキュメントを確認してください。一般に、iSCSI
ターゲットはテイクオーバーの完了直後に、追加の遅延なしでサービスを提供でき
ます。

SMB、FTP、およびHTTP/WebDAVはコネクション型のプロトコルです。これらの
サービスに関連付けられたセッション状態は、基礎となるストレージおよびネット
ワーク接続とともに転送できないため、これらのプロトコルのいずれかを使用する
すべてのクライアントはテイクオーバーまたはフェイルバック中に切断され、操作
の完了後に再接続する必要があります。

複数の要素でテイクオーバー時間 (およびこれに密接に関連するフェイルバック時
間)が影響を受けますが、大部分の構成で、これらの時間はディスクセットリソース
のインポートに必要な時間で占められます。ディスクセットごとの一般的なイン
ポート時間は、15から 20秒の範囲です (ディスクセット数にリニアに比例しま
す)。ディスクセットは 1つの JBODの半分で構成される (その半分の JBODのディス
クベイが装着され、ストレージプールに割り当てられている場合)ことを思い出して
ください。未割り当てのディスクおよび空のディスクベイは、テイクオーバー時間
に影響を与えません。ディスクセットリソースのインポートにかかる時間は、管理
者によって調整または変更可能なパラメータの影響を受けません。したがって、ク
ラスタ化された配備を計画している管理者は、次のいずれかを行う必要がありま
す。

■ 関連するテイクオーバー時間をクライアントが許容できるように、インストール
済みのストレージを制限する
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■ 予測される最大テイクオーバー時間を超えるクライアント側タイムアウト値を調
整する。

通常はディスクセットのインポートは大部分がテイクオーバー時間で構成されます
が、唯一の要素ではないことに注意してください。プールのインポートプロセス中
に、インテントログの記録を再実行する必要があり、各シェアおよび LUNは適切な
サービスを使用してシェアする必要があります。単一のシェアまたは LUNにおける
これらのアクティビティーの実行に必要な時間の合計は、非常に少ない (数十ミリ秒
程度)ですが、シェア数が多くなると、テイクオーバー時間に大きく影響する可能性
があります。したがって、シェア数を比較的少なく (数千個以下に)保持すると、こ
れらの時間を大幅に短縮できます。

通常、どのような構成でも、フェイルバック時間はテイクオーバー時間よりも長く
なります。これは、フェイルバックが次のような 2段階の操作であるためです。ま
ず、ソースアプライアンスが、割り当てられた所有者以外のすべてのリソースをエ
クスポートします。次にターゲットアプライアンスが、独自に割り当てられたリ
ソースでのみ標準テイクオーバー手順を実行します。したがって、障害発生時に
は、常にヘッドAからヘッド Bへのフェイルバックの方がヘッド BからヘッドAへ
のテイクオーバーよりも時間がかかります。この追加のフェイルバック時間は、テ
イクオーバー時間に比べるとエクスポートされるディスクセットの数に依存しませ
ん。したがって、シェアおよび LUNの数を少なく維持すると、フェイルバックへの
影響はテイクオーバーよりも大きくなる可能性があります。フェイルバックは常に
管理者によって開始される点に留意することも重要です。したがって、フェイル
バックにより発生するサービス中断が長くなる場合は、業務の混乱がもっとも少な
い時間にスケジュールできます。

注:このセクションに記載した推定時間は、ソフトウェア/ファームウェアバージョン
2009.04.10,1-0の場合のものです。その他のバージョンでの実行は異なり、実際のパ
フォーマンスは異なる可能性があります。Sun ZFS Storage 7000シリーズのクラスタ化
されたアプライアンスを本稼働環境に配備する前に、テイクオーバーおよびクライ
アントアプリケーションへの正確な影響をテストすることが重要です。

設定手順
2つの新しいアプライアンスからクラスタを設定するには、次の手順に従います。

1. 電源および 1つ以上の Ethernetケーブルを各アプライアンスに接続します。
2. 下記の「ノード配線」の説明どおりに、クラスタ相互接続コントローラをケーブ
ルで接続します。また、クラスタ設定を続行し、設定プロセス中にこれらの
ケーブルを動的に追加することもできます。

3. Sun ZFS Storageシステムに付属するセットアップポスターの JBOD配線図で示す
とおりに、HBAをシェア JBODにケーブルで接続します。
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4. 両方のアプライアンスの電源を入れます。ただし、構成は開始しないでくださ
い。構成を実行する 2つのアプライアンスのうち 1つだけを選択します。どちら
を選択してもかまいません。構成目的で、これをプライマリアプライアンスと呼
びます。このアプライアンスのシリアルコンソールに接続してアクセスし、スタ
ンドアロンアプライアンスを構成するときと同じ方法で、ttyベースの初期構成を
実行します。注:セカンダリアプライアンスでは、ttyベースの初期構成を実行し
ないでください。クラスタ設定中に自動的に構成されます。

5. プライマリアプライアンスで、BUIまたはCLIに移動してクラスタ設定を開始し
ます。クラスタ相互接続コントローラがインストールされている場合は、クラス
タ設定を初期設定の一部として選択できます。または、この時点でスタンドアロ
ン構成を実行して、クラスタ設定はあとにすることもできます。後者の場合
は、「Configuration」->「Cluster」で「Setup」ボタンをクリックして、クラスタ
構成タスクを実行できます。

6. クラスタ設定の最初の手順では、アクティブなクラスタリンクの図が表示されま
す。画面上に青い 3本の実線 (接続ごとに 1本)が表示されます。表示されない場
合は、ここで足りないケーブルを追加します。3本の線がすべて表示された
ら、「Commit」ボタンをクリックして続行できます。

7. 2番目のアプライアンスのアプライアンス名と初期 rootパスワードを入力します
(これは新しいアプライアンスでシリアルコンソールの初期設定を行うのと同等で
す)。「Commit」ボタンをクリックすると、2番目のアプライアンスが構成され
るときに進行状況が表示されます。

8. プライマリアプライアンスの初期設定の一部としてクラスタ化を設定する場合
は、単一アプライアンスの場合と同様に、初期構成を実行するように求めるプロ
ンプトが表示されます。注記:構成の変更はすべて、他方のアプライアンスに自
動的に反映されます。次の制限および警告を考慮しながら、初期構成を続行しま
す。

9. # DHCP経由で構成されたネットワークインタフェースは、ヘッド間でフェイル
オーバーできません。そのため、クライアントによるストレージへのアクセスに
は使用できません。したがって、クライアントがストレージにアクセスするとき
に使用されるネットワークインタフェースには、静的な IPアドレスを割り当てて
ください。ttyベースの初期構成中にDHCPが構成されたネットワークインタ
フェースを選択し、クライアントアクセスにそのインタフェースを使用する場合
は、アドレスタイプを「Static」に変更してから続行する必要があります。

10. #最良事例は、管理用のプライベートネットワークインタフェースを構成し
て、各ヘッドに割り当てる方法です。これにより、クラスタの状態に関係な
く、ネットワーク上のどちらかのヘッド経由 (BUIまたはCLI)で管理が可能で
す。

11. #ルートが必要な場合は、各ヘッドに割り当てられるインタフェース上にルート
を作成します。具体的な例については、前のセクションを参照してください。

12. ストレージプールの手順に達するまで、初期構成を続行します。テイク
オーバーが発生すると、クライアントがそのストレージプールに到達するときに
使用するネットワークインタフェースとともに、各ストレージプールがクラスタ
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ピアに引き継がれます。2つのストレージプールを作成する場合、通常、各
ヘッドではクライアントは割り当てられたプールにアクセスできます。ヘッドの
どちらかで障害が発生しても、他方からクライアントは両方のプールにアクセス
できます。単一のプールを作成する場合は、プールが割り当てられていない
ヘッドは、そのピアに障害が発生したときにのみサービスをクライアントに提供
します。ストレージプールは、作成時にヘッドに割り当てられます。ストレージ
構成ダイアログには、各ヘッドに個別に割り当てられたプールを作成するオプ
ションがあります。注:プールに割り当てることができるストレージの最小単位
は、JBODの半分です。したがって、単一の JBODのみがあり、2つのプールを作
成する場合は、ポップアップメニューを使用して、各プールに JBODの半分を選
択する必要があります。さらに、半分が割り当てられた単一の JBODのみが接続
されている場合は、2つのプールを作成することはできません。2つのプールを作
成するように選択する場合は、両方のプールが同じサイズである必要はありませ
ん。使用可能なストレージの再分割は許可されます。

13. 基本構成が完了したら、各ヘッドにリソースを割り当てることができます。一般
に、ネットワークインタフェースのみを割り当てる必要があります。ストレージ
プールは、ストレージ構成段階で自動的に割り当てられています。

14. 下記のとおりに、リソースの割り当てをコミットして、クラスタユーザーインタ
フェースから初期フェイルバックを実行します。プライマリアプライアンスの初
期設定をまだ実行している場合は、この画面が設定シーケンスの最後として表示
されます。初期構成後に手動でクラスタ構成を実行する場合
は、「Configuration/Cluster」画面に移動して、これらのタスクを実行します。詳
細は、下記のクラスタユーザーインタフェースを参照してください。

ノード配線
クラスタ化されたヘッドノードは、クラスタ相互接続コントローラを使用して接続
する必要があります。このデバイスは、Sun Storage 7310および ZFS Storage 7320のス
ロット PCIe0にインストールされています。クラスタコントローラは、Sun Storage
7410のスロット PCIe5および ZFS Storage 7420のスロット PCIeCにインストールされ
ています。
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コントローラには、ヘッドが通信できる 3つの冗長リンク (2つのシリアルリンク (外
側の 2つのコネクタ)と 1つの Ethernetリンク (中央のコネクタ))が備わっています。

Cat 5以上のストレート Ethernetケーブルを使用して (このクラスタ構成では 3本の
1mケーブルを使用)、左側の図に従ってヘッドノードを接続します。

クラスタ配線は、ヘッドノードの電源を入れる前に実施することも、クラスタ設定
ガイド付きタスクを実行しながら実施することもできます。このページの後半で示
すように、ユーザーインタフェースに各リンクのステータスが表示されます。クラ
スタ構成に進む前に、3本のリンクをすべて構築しておく必要があります。

JBOD配線
クラスタ構成を開始する前に、JBODを両方のアプライアンスに接続する必要があり
ます。インストール:配線図を参照するか、システムに付属するクイックセット
アップポスターに従ってください。

BUI
「Configuration」->「Cluster」ビューには、クラスタカードのステータス、クラスタ
ヘッドノードの状態、およびすべてのリソースの概要がグラフィカルに表示されま
す。

インタフェースには次のオブジェクトが備わっています。
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■ サムネイルピクチャー。管理インタフェースにアクセスしているシステムが左側
に表示されます。各サムネイルには、標準的なアプライアンス名および現在のク
ラスタ状態 (上記のアイコンと、説明のラベル)を示すラベルが付けられます。

■ ハードウェアで動的に更新する各クラスタカード接続のサムネイル。そのリンク
が接続されアクティブなときは実線でリンクを接続し、その接続が切断された場
合や、ほかのシステムが再起動/リブートしている間は線が消えます。

■ 各システムに現在割り当てられているプライベートリソースとシングルトンリ
ソースの一覧 (前述の「概要」を参照)。各クラスタノードのサムネイルの下
に、さまざまなリソース属性とともに表示されます。

■ リソースごとに、そのリソースが割り当てられるアプライアンス (つまり、両方
がCLUSTERED状態のときにリソースを提供するアプライアンス)。現在のアプラ
イアンスがOWNER状態のときは、所有者フィールドがポップアップメニューと
して表示されます。これは編集可能で、「Apply」をクリックするとコミットで
きます。

■ リソースごとに、リソースがプライベートであるかどうかを示すロックアイコ
ン。現在のアプライアンスがOWNERまたはCLUSTERED状態のときは、ロック
アイコンをクリックしてから「Apply」をクリックすると、リソースをロック (プ
ライベートにする)またはロック解除 (シングルトンにする)できます。リモート
ピアに属するプライベートリソースは、どちらかのリソース一覧には表示されな
いことに注意してください。

インタフェースには次のボタンが備わっています。

ボタン 説明

セットアップ クラスタがまだ構成されていない場合は、クラスタ設定ガイド付きタスク
を実行してから、現在の画面に戻ります。このタスクの詳細は、前述の説
明を参照してください。

構成解除 クラスタの構成を解除して、ノードをスタンドアロン操作にアップグ
レードします。このタスクの詳細は、後述の説明を参照してください。

適用 リソース変更が保留中 (黄色で強調表示された行)の場合、その変更をクラ
スタにコミットします。

元に戻す リソース変更が保留中 (黄色で強調表示された行)の場合、その変更を元に
戻し、現在のクラスタ構成を表示します。

Failback 現在のアプライアンス (左側)がOWNERの場合、他方のアプライアンスが
所有するリソースをここにフェイルバックします。両方のノード
は、CLUSTERED状態 (アクティブ/アクティブ)のままです。

Takeover 現在のアプライアンス (左側)がCLUSTEREDまたは STRIPPEDの場合、他方
のアプライアンスを強制的にリブートし、そのリソースをテイク
オーバーして、現在のアプライアンスをOWNERにします
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クラスタ化の構成解除
クラスタ化の構成解除は、クラスタ化されたストレージコントローラのいずれかを
出荷時のデフォルト構成に戻して、すべてのリソースの所有権を動作しているピア
に再度割り当てる破壊的な操作です。クラスタ化の構成解除を実行する場合に
は、次の 2つの理由があります。

1. クラスタ化の使用をやめて、代わりに独立した 2つのストレージアプライアンス
を構成する。

2. 障害が発生したストレージコントローラを新しいハードウェアに交換するか、ま
たはストレージコントローラを出荷時のアプライアンスソフトウェアに交換する
(一般に、この交換はサービスプロバイダが行います)。

クラスタの構成解除の手順は次のとおりです。

1. 出荷時の構成にリセットするストレージコントローラを選択します。サイトで障
害が発生したストレージコントローラを運用に戻さない場合は、障害が発生した
ストレージコントローラを交換するときに手順 3はスキップできます。

2. 出荷時の構成にリセットするストレージコントローラのシステムコンソールか
ら、出荷時のリセットを実行します。

3. ストレージコントローラがリセットされ、そのピアが正常にテイクオーバーを開
始します。出荷時の状態にリセットされたストレージコントローラが起動を開始
する前に (たとえば、ブートメニューよりも先に進む前に)、電源を切って、その
ピアがテイクオーバーを完了するまで待機します。

4. クラスタ相互接続ケーブルを切り離し (上記を参照)、電源を切ったストレージコ
ントローラをクラスタの外部ストレージ格納装置から切り離します。

5. 残りのストレージコントローラで、「Configuration」->「Clustering」画面
の「Unconfig」ボタンをクリックします。すべてのリソースがストレージコント
ローラに割り当てられ、ストレージコントローラはクラスタのメンバーではなく
なります。

切り離されたストレージコントローラ (存在する場合)は、正常に自身のストレージ
に接続し、電源を入れ、構成できるようになります。障害が発生したストレージコ
ントローラを交換する場合は、交換品を残りのストレージコントローラおよびスト
レージに取り付けて、上記のクラスタ設定タスクを開始します。

注:クラスタに 2つ以上のプールがある場合は、構成解除後にすべてのプールの所有
権が残りのストレージコントローラに割り当てられます。2010.Q1.0.0よりも前のソ
フトウェアバージョンでは、この構成はサポートされていませんでした。古いソフ
トウェアバージョンが実行されている場合は、次のいずれかを実行する必要があり
ます。片方または両方のプールを削除する、交換用ストレージコントローラを取り
付ける、上記のクラスタ設定タスクを実行する、どちらかのプールの所有権を交換
用ストレージコントローラに再度割り当てる、またはストレージコントローラごと
に複数のプールをサポートする 2010.Q1.0.0以降のソフトウェアリリースにアップグ
レードする。
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Services

Services

「Services」画面は、サービス間で迅速なナビゲートを行うためのサイドパネルを特
徴としています。

4第 4 章
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はじめに
アプライアンスで次のサービスを構成できます。

データサービス

サービス 説明 使用されるポート

NFS NFSv3およびNFSv4
プロトコル経由で
のファイルシステ
ムアクセス

111および 2049

iSCSI iSCSIプロトコル経
由での LUNアクセ
ス

3260および 3205

SMB SMBプロトコル経
由でのファイルシ
ステムアクセス

SMB-over-NetBIOS 139

SMB-over-TCP 445

NetBIOS Datagram
138

NetBIOS Name
Service 137

FTP FTPプロトコル経
由でのファイルシ
ステムアクセス

21

HTTP HTTPプロトコル経
由でのファイルシ
ステムアクセス

80

NDMP NDMPホスト
サービス

10000

リモートレプリ
ケーション

リモートレプリ
ケーション

216

シャドウ移行 シャドウデータマ
イグレーション

SFTP SFTPプロトコル経
由でのファイルシ
ステムアクセス

218
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サービス 説明 使用されるポート

SRP SRPプロトコル経
由でのブロックア
クセス

TFTP TFTPプロトコル経
由でのファイルシ
ステムアクセス

ウイルススキャン ファイルシステム
のウイルスス
キャン

ディレクトリサービス
注: 0 - 99 (両端を含む)のUIDおよびGIDは、将来のアプリケーションで使用するた
めにオペレーティングシステムベンダーによって予約されています。階層化された
製品のエンドシステムユーザーまたはベンダーによるそのようなUIDやGIDの使用
はサポートされておらず、使用した場合は将来のアプリケーションでセキュリ
ティー関連の問題が発生する可能性があります。

サービス 説明 使用されるポート

NIS NISサービスからの
ユーザーおよびグ
ループ認証

LDAP LDAPディレクトリ
からのユーザーお
よびグループ認証

389

Active Directory Microsoft Active
Directory
サーバーによる
ユーザー認証

アイデン
ティティーマッピ
ング

Windowsエン
ティティーとUNIX
IDとの対応づけ

システム設定

サービス 説明 使用されるポート

DNS ドメインネーム
サービスクライア
ント

53
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サービス 説明 使用されるポート

ダイナミック
ルーティング

RIPおよびRIPngダ
イナミック
ルーティングプロ
トコル

IPMP IPフェイル
オーバー用の IPマ
ルチパス

NTP ネットワークタイ
ムプロトコルクラ
イアント

フォンホーム 製品の登録および
サポート構成

443

サービスタグ 製品の目録処理サ
ポート

443

SMTP 送信メール
サーバーの構成

SNMP 警告に関するト
ラップを送信した
り、アプライアン
スのステータス情
報を提供したりす
るための SNMP

Syslog 警告に関する syslog
メッセージを送信
したり、サービス
の syslogメッセージ
を転送したりする
ための syslogリレー

システム識別情報 システムの名前お
よび場所

リモートアクセス

サービス 説明 使用されるポート

SSH CLIアクセス用の
SSH

22
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サービス 説明 使用されるポート

BUI ブラウザ
ユーザーインタ
フェース

215

セキュリティー

サービス 説明 使用されるポート

Kerberos Kerberos Vの認証 88

Kerberos Vのパス
ワードの変更およ
び設定
(SET_CHANGE)

464

Kerberos Vのパス
ワードの変更およ
び設定
(RPCSEC_GSS)

749

BUI
BUIサービスの画面を使用して、上記表内のサービスや設定を表示および変更しま
す。サービス行をダブルクリックすると、そのサービスの定義画面が表示されま
す。次の表に、サービス画面のアイコンおよびボタンを示します。

アイコン 説明

プロパティーの構成やログの表示を行うサービス画面に移動します。この
ボタンはマウスオーバーで表示されます

サービスが有効で正常に機能しています。

サービスがオフラインまたは無効です。

サービスに問題があり、オペレータの注意が必要です。

サービスを有効または無効にします

サービスを再起動します

このサービスの有効/無効が使用できません
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アイコン 説明

再起動が現在使用できません。最初にサービスを有効にしてください)

完全なアイコンの一覧は、ドキュメントの基本的な使用法のセクションを参照して
ください。

特定のサービス画面の表示
特定サービスのプロパティーを表示または編集するには、サービス名の左側にある
サービスのステータスアイコンにマウスを合わせます。ステータスアイコンが矢印
のアイコンに変わり、クリックすると選択したサービスのプロパティー画面が表示
されます。

注:どのサービス画面でも、サービスのタイトル (各画面の左上近く)の左にある小さ
い矢印のアイコンをクリックすると、すべてのサービスのサイドパネルを表示でき
ます。このアイコンを再度クリックすると、リストが非表示になります。

サービスの有効化
サービスがオンラインでない場合は、電源アイコン をクリックすると、サービス
がオンライン になります。

サービスの無効化
サービスがオンラインの場合は、電源アイコン をクリックすると、サービスがオ
フライン になります

プロパティーの定義
サービスのプロパティーを定義するには、サービス画面を表示します (サービスをダ
ブルクリックします)。プロパティーを変更し、「APPLY」ボタンをクリックしま
す。「REVERT」ボタンを使用すると、プロパティーが編集前の状態にリセットされ
ます。

サービスのログの表示
一部のサービス画面には、サービスのログも表示され、サービスに関する問題の診
断に役立つ情報が含まれています。サービス画面の右上に「Logs」ボタンがある場
合、そのサービスにはログが用意されています。ログには、次のような情報が含ま
れていることがあります。

■ サービスの状態が変更された時間
■ サービスからのエラーメッセージ
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ログの内容は個々のサービスに固有であり、アプライアンスソフトウェアへの将来
の更新で変わることがあります。このバージョンのアプライアンスでよく使用され
るメッセージの例を次に示します。

ログメッセージの例 説明

Executing start method サービスが起動しています

Method "start" exited with
status 0

サービスが正常に起動したことを報告しました (0 ==成功)

Method "refresh" exited with
status 0

サービスの設定がそのサービス構成に基づいて正常にリフレッシュされま
した

Executing stop method サービスがシャットダウンしています

有効 (システムのブート中などに)サービスを起動するべきかどうかを確認するた
めにサービス状態がチェックされ、サービスが有効な状態であることがわ
かりました

無効 (システムのブート中などに)サービスを起動するべきかどうかを確認するた
めにサービス状態がチェックされ、サービスが無効な状態であることがわ
かりました

NTPサービスの例を次に示します。

[ Oct 11 21:05:31 Enabled. ]

[ Oct 11 21:07:37 Executing start method (...). ]

[ Oct 11 21:13:38 Method "start" exited with status 0. ]

例の最初のログイベントは、システムが 21:05にブートされたことを示していま
す。21:07:37の 2番目のエントリでこのサービスの起動が開始されたことが記録さ
れ、21:13:38に起動が完了しました。NTPの性質とシステムクロックの調整のた
め、ログに示されるように、このサービスの起動が完了するのに数分かかることが
あります。

CLI
CLIサービスのセクションは、configuration servicesの下にあります。showコマン
ドを使用すると、すべてのサービスの現在の状態が表示されます。

caji:> configuration services

caji:configuration services> show

Services:

ad => disabled

smb => disabled

dns => online

dynrouting => online

ftp => disabled
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http => disabled

identity => online

idmap => online

ipmp => online

iscsi => online

ldap => disabled

ndmp => online

nfs => online

nis => disabled

ntp => disabled

replication => online

scrk => disabled

sftp => disabled

shadow => online

smtp => online

snmp => disabled

ssh => online

syslog => disabled

tags => online

tftp => disabled

vscan => disabled

Children:

ad => Configure Active Directory

smb => Configure SMB

dns => Configure DNS

dynrouting => Configure Dynamic Routing

ftp => Configure FTP

http => Configure HTTP

identity => Configure System Identity

idmap => Configure Identity Mapping

ipmp => Configure IPMP

iscsi => Configure iSCSI

ldap => Configure LDAP

ndmp => Configure NDMP

nfs => Configure NFS

nis => Configure NIS

ntp => Configure NTP

replication => Configure Remote Replication

scrk => Configure Phone Home

sftp => Configure SFTP

shadow => Configure Shadow Migration

smtp => Configure SMTP

snmp => Configure SNMP

srp => Configure SRP

ssh => Configure SSH

syslog => Configure Syslog

tags => Configure Service Tags

tftp => Configure TFTP

vscan => Configure Virus Scan

routing => Configure Routing Table

サービスの選択
サービスを選択するには、その名前を入力します。たとえば、nisを選択するに
は、次のように入力します。
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caji:configuration services> nis

caji:configuration services nis>

サービスを選択すると、その状態の表示、有効化や無効化、およびプロパティーの
設定を行うことができます。

サービス状態の表示
showコマンドを使用すると、サービスの状態を表示できます。

caji:configuration services nis> show

Properties:

<status> = online

domain = fishworks

broadcast = true

ypservers =

サービスの有効化
enableコマンドを使用して、サービスを有効にします。

caji:configuration services nis> enable

サービスの無効化
disableコマンドを使用して、サービスを無効にします。

caji:configuration services nis> disable

プロパティーの設定
setコマンドを使用して、選択したサービスのプロパティーを設定します。プロパ
ティーを設定後、commitコマンドを使用して新しい構成を保存しアクティブ化しま
す。

caji:configuration services nis> set domain="mydomain"

domain = mydomain (uncommitted)

caji:configuration services nis> commit

caji:configuration services nis> show

Properties:

<status> = online

domain = mydomain

broadcast = true

ypservers =

注:プロパティー名は BUIで表示される名前と似ていますが、CLIでの名前は通常は
それよりも短く、短縮されている場合もあります。

サービスのログの表示
CLIからサービスのログを表示することはできません。先に説明したように、BUIを
使用します。
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サービスのヘルプ
helpを入力すると、サービス用のすべてコマンドが表示されます。

caji:configuration services nis> help

Subcommands that are valid in this context:

help [topic] => Get context-sensitive help. If [topic] is specified,

it must be one of "builtins", "commands", "general",
"help", "script" or "properties".

show => Show information pertinent to the current context

commit => Commit current state, including any changes

done => Finish operating on "nis"

enable => Enable the nis service

disable => Disable the nis service

get [prop] => Get value for property [prop]. ("help properties"
for valid properties.) If [prop] is not specified,

returns values for all properties.

set [prop] => Set property [prop] to [value]. ("help properties"
for valid properties.) For properties taking list

values, [value] should be a comma-separated list of

values.

NFS

はじめに
ネットワークファイルシステム (NFS)とは、ネットワーク上でファイルをシェアす
るための業界標準のプロトコルです。Sun ZFS Storageアプライアンスでは、NFS
バージョン 2、3、および 4がサポートされています。ファイルシステムの名前空間
の構築方法については、ファイルシステムの名前空間のセクションを参照してくだ
さい。

プロパティー

プロパティー 説明

Minimum supported
version

このドロップダウンリストを使用して、アプライアンスでサポートされる
NFSのバージョンを制御します。
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プロパティー 説明

Maximum supported
version

このドロップダウンリストを使用して、アプライアンスでサポートされる
NFSのバージョンを制御します。

Maximum # of server
threads

同時に実行されるNFSリクエストの最大数 (20 - 100)を定義します。この
値は、最低でも予測される並行NFSクライアント数に及ぶようにしてく
ださい。

Grace period アプライアンスのリブート後にすべてのクライアントがロックを再生する
必要がある秒数 (15 - 600)を定義します。この期間中、NFSサービスは古
いロックの再生のみを処理します。サービスのほかのすべてのリクエスト
は、猶予期間が過ぎるまで (デフォルトでは 90秒間)待機する必要があり
ます。この値を小さくすると、サーバーのリブート後にNFSクライアン
トはより迅速に処理を再開できますが、そのすべてのロックを回復できな
い可能性が高くなります。

Custom NFSv4 identity
domain

このプロパティーを使用して、NFSv4ユーザーおよびグループ識別情報の
マップ用のドメインを定義します。このプロパティーを設定しない場
合、アプライアンスではDNSを使用して識別情報のドメインを取得する
ために、まず _nfsv4idmapdomain DNSリソースレコードを確認し、次に
DNSドメイン自体にフォールバックします。

Enable NFSv4 delegation このプロパティーを選択すると、クライアントはファイルをローカルに
キャッシュし、サーバーに接続しないで変更を行えます。このオプション
はデフォルトで有効になっており、通常はパフォーマンスが向上します
が、ほんの一部の環境では問題が発生することがあります。この設定の無
効化は、特定のワークロードのパフォーマンスを慎重に測定し、その設定
によって測定可能なパフォーマンスの利点を得られることが検証された場
合にのみ行うようにしてください。このオプションはNFSv4のマウント
にのみ影響します。

Kerberos realm レルムとはドメインのようなもので、同じマスターKDCの下にあるシス
テムをグループとして定義する論理ネットワークです。レルム名は、任意
のASCII文字列で構成できます。通常、レルム名はDNSドメイン名と同
じですが、レルム名は大文字で指定します。この表記規則を使用する
と、ありふれた名前を使用し続けているときに、Kerberosサービスの問題
とDNS名前空間の問題を区別することができます。

Kerberos master KDC 各レルムには、主体データベースのマスターコピーを保持するサーバーが
含まれている必要があります。マスターKDCとスレーブKDCのもっとも
大きな違いは、マスターKDCだけがデータベース管理リクエストを処理
することです。たとえば、パスワードの変更や新しい主体の追加はマス
ターKDCで行う必要があります。

Kerberos slave KDC スレーブには、主体データベースの重複コピーが含まれています。マス
ターKDCサーバーとスレーブKDCサーバーはどちらも、認証の確立に使
用されるチケットを作成します。
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プロパティー 説明

Kerberos admin principal このプロパティーは、クライアントを識別します。主体名は慣例によ
り、プライマリ、インスタンス、レルムという 3つのコンポーネントに分
けられます。主体は、joe、joe/admin、または joe/admin@ENG.EXAMPLE.COM

として指定できます。

Kerberos admin password admin主体のパスワードを定義します。

サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。

NFSの最小バージョンと最大バージョンを同じ値に設定すると、アプライアンスは
そのバージョンだけを使用してクライアントと通信します。これは、あるNFS
バージョンまたはその他 (ワークロードを含むそのNFSバージョンのパフォーマンス
特性など)に問題が見つかり、もっとも有効に機能するバージョンだけをクライアン
トに使用させたい場合に役立つことがあります。

Kerberosレルム
Kerberosレルムを構成すると、いくつかのサービス主体が作成され、システムの
ローカル keytabに必要な鍵が追加されます。NTPサービスの構成は、Kerberos化さ
れたNFSを構成する前に行う必要があります。次のサービス主体が作成さ
れ、Kerberos化されたNFSをサポートするように更新されます。

host/node1.example.com@EXAMPLE.COM

nfs/node1.example.com@EXAMPLE.COM

アプライアンスがクラスタ化されている場合は、クラスタノードごとに主体と鍵が
生成されます。

host/node1.example.com@EXAMPLE.COM

nfs/node1.example.com@EXAMPLE.COM

host/node2.example.com@EXAMPLE.COM

nfs/node2.example.com@EXAMPLE.COM

これらの主体がすでに作成されている場合は、レルムを構成すると、各主体のパス
ワードがリセットされます。アプライアンスがActive Directoryドメインに結合する
ように構成されている場合は、そのアプライアンスをKerberosレルムの一部として
構成することはできません。

KDCとKerberos化されたクライアントの設定については、http://download.oracle.com/
docs/cd/E19253-01/816-4557/setup-8/index.html (http://download.oracle.com/docs/cd/
E19253-01/816-4557/setup-8/index.html.)を参照してください。NFSプロパティーを
Kerberos用に設定後、「Shares」->「Filesystem」->「Protocols」画面でセキュリ
ティーモードをKerberosを使用するモードに変更します。

Kerberos用に次のポートがアプライアンスで使用されます。
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■ Kerberos Vの認証: 88
■ Kerberos Vのパスワード SET_CHANGEの変更および設定: 464
■ Kerberos Vのパスワード RPCSEC_GSSの変更および設定: 749

ログ
NFSサービスで利用できるログは次のとおりです。

ログ 説明

network-nfs-server:default マスターNFSサーバーログです

appliance-kit-nfsconf:defaultアプライアンスのNFS構成イベントのログです

network-nfs-cbd:default NFSv4コールバックデーモンのログです

network-nfs-mapid:default NFSv4 mapidデーモン (NFSv4ユーザーおよびグループの資格をマップする)
のログです

network-nfs-status:default NFS statdデーモン (NFSロックの機能のクラッシュと回復を支援する)のロ
グです

network-nfs-nlockmgr:defaultファイルのレコードロック処理をサポートする Log for the NFS lockdデーモ
ンのログです

サービスのログを表示するには、サービスのログのセクションを参照してくださ
い。

Analytics
「Analytics」セクションでは、NFSアクティビティーを監視できます。これには、次
のものが含まれます。

■ 1秒あたりのNFS処理数
■ ...処理の種類別 (読み取り/書き込み/...)
■ ...シェア名別
■ ...クライアントのホスト名別
■ ...アクセスされたファイル名別
■ ...アクセス待ち時間別

注: NFSサーバーがリブートまたはフェイルオーバーした場合、ファイル名はクライ
アントから新たに開くまでサーバーで不明となります。Analyticsワークシートで
は、ファイルは unknownとして表示されます。
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CLI
次の表は、CLIのプロパティーと上記の BUIのプロパティーの対応づけを示していま
す。

CLIのプロパティー BUIのプロパティー

version_min Minimum supported version

version_max Maximum supported version

nfsd_servers Maximum # of server threads

grace_period Grace period

mapid_domain Custom NFSv4 identity domain

enable_delegation Enable NFSv4 delegation

krb5_realm Kerberos Realm

krb5_kdc Kerberos master KDC

krb5_kdc2 Kerberos slave KDC

krb5_admin Kerberos admin principal

タスク

NFSのタスク

▼ NFSを介したファイルシステムのシェア

「Configuration」->「Services」画面に移動します。

NFSサービスが有効でオンラインになっていることを確認します。有効でない場合
は、サービスを有効にします。

「Shares」画面で既存のシェアを編集するか新しいシェアを作成します。

編集しているシェアの「Protocols」タブをクリックし、NFSシェアが有効になってい
ることを確認します。この画面では、NFSシェアモード (読み取り、読み取り/書き込
み)の構成も行えます。

1

2

3

4
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iSCSI

はじめに
アプライアンスで LUNを構成すると、iSCSI (Internet Small Computer System Interface)
ターゲットを介してそのボリュームをエクスポートできます。iSCSIサービスで
は、iSCSIイニシエータは iSCSIプロトコルを使用してターゲットにアクセスできま
す。

このサービスは、iSNSプロトコルを使用した検出、管理、および構成をサポートし
ます。iSCSIサービスは、CHAPを使用して単方向 (ターゲットがイニシエータを認証
する)および双方向 (ターゲットとイニシエータが相互に認証する)の両方の認証をサ
ポートします。また、RADIUSデータベースでのCHAP認証データ管理もサポートし
ます。

システムでは、2つの独立したステップで、最初に認証を実行し、2番目に承認を実
行します。

プロパティー

プロパティー 説明

Use iSNS iSNSディレクトリが有効かどうかを指定します

iSNS Server iSNSサーバーです

Use RADIUS RADIUSが有効かどうかを指定します

RADIUS Server RADIUSサーバーです

RADIUS Server Secret RADIUSサーバーのシークレットです

サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。CLIのプロパティー名は、上記のプロパティー名の短縮
版です。

認証
ローカルイニシエータにCHAP名とCHAPシークレットが指定されている場合
は、システムによって認証が行われます。ローカルイニシエータにCHAPプロパ
ティーが指定されていない場合は、認証が行われないため、すべてのイニシエータ
が承認の対象となります。
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承認
iSCSIサービスでは、イニシエータグループ内で使用できるイニシエータのグローバ
ルリストを指定できます。

ターゲットとイニシエータ
iSCSIターゲットおよびイニシエータの詳細は、SANのセクションを参照してくださ
い。

CLI
iSCSIイニシエータおよびターゲットの管理の例については、SANのセクションを参
照してください。

ヒント

トラブルシューティング
イニシエータがターゲットに接続できない場合

■ イニシエータの IQNがイニシエータリストで識別される IQNと一致しているこ
とを確認します。

■ iSNSサーバーの IPアドレスが正しいことを確認し、さらにその iSNSサーバーが
構成されていることも確認します。

■ ターゲットの IPアドレスがイニシエータ側で正しいことを確認します。
■ イニシエータのCHAP名およびシークレットが両者で一致していることを確認し
ます。

■ ターゲットのCHAP名およびシークレットがどのイニシエータのCHAP名および
シークレットとも一致しないことを確認します。

■ RADIUSサーバーの IPアドレスとシークレットが正しいことを確認し、さらにそ
のRADIUSサーバーが構成されていることも確認します。

■ LUNにアクセスするイニシエータがその LUNのイニシエータグループのメン
バーであることを確認します。

■ その LUNをエクスポートするターゲットがオンラインになっていることを確認
します。

■ LUNの運用ステータスがオンラインになっていることを確認します。
■ 各 LUNの論理ユニット番号を確認します。
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フェイルオーバーまたはフェイルバック時に、Red Hatクライアントからの iSER縮小
コピー I/Oが残っていない場合

■ /etc/iscsi/iscsid.confファイルの node.session.timeo.replacement_timeoutパ
ラメータを 300秒に変更します。

SMB

はじめに
SMBサービスでは、SMBプロトコルを使用してファイルシステムにアクセスできま
す。ファイルシステムは、シェア構成の SMBを使用してシェアするように構成する
必要があります。

プロパティー

プロパティー 説明

LAN Manager compatibility
level

サポートされる認証モード (LM、NTLM、LMv2、NTLMv2)。それぞれの互
換性レベルでサポートされる認証モードの詳細は、Solaris Express Reference
Manual Collectionの smbを参照してください。

Preferred domain controller Active Directoryドメインの結合時に使用する優先ドメインコントローラ。こ
のコントローラが使用できない場合、Active DirectoryはDNS SRVレコード
やActive Directoryサイトを利用して適切なドメインコントローラを見つけ
ます。

Active Directory site Active Directoryドメインの結合時に使用するサイト。サイトとは、すべてが
高帯域で低遅延のネットワークリンクを使用して接続されるマシンの論理
的な集まりです。このプロパティーを構成し、優先ドメインコントローラ
を指定しない場合、Active Directoryドメインを結合すると、このサイトにあ
るドメインコントローラが外部ドメインコントローラよりも優先されま
す。

Maximum # of server threads 同時に実行されるサーバースレッド (ワーカー)の最大数。デフォルトは
1024です。

Enable Dynamic DNS アプライアンスがActive DirectoryドメインのDNSレコードを更新するため
に動的DNSを使用するかどうかを選択します。デフォルトはオフです。
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プロパティー 説明

Enable Oplocks アプライアンスがOpportunistic Locksを SMBクライアントに許可するかど
うかを選択します。これにより、ほとんどのクライアントのパフォーマン
スが向上します。デフォルトはオンです。SMBサーバーは oplockをクライ
アントプロセスに許可して、ロックが行われている間にクライアントが
データをキャッシュできるようにします。サーバーが oplockを取り消す
と、クライアントはキャッシュされたデータをサーバーにフラッシュしま
す。

Restrict anonymous access to
share list

このオプションを有効にした場合、クライアントはシェアリストを受信す
る前に SMBサービスを認証する必要があります。無効にした場合、匿名ク
ライアントはシェアリストにアクセスできます。

System Comment 意味のあるテキスト文字列です。

Idle Session Timeout セッションの非活動タイムアウト設定です。

Primary WINS server TCP/IP構成で指定したプライマリWINSアドレスです。

Secondary WINS server TCP/IP構成で指定したセカンダリWINSアドレスです。

Excluded IP addreses from
WINS

WINSへの登録から除外された IPアドレスです。

SMB Signing Enabled SMB署名機能を使用して SMBクライアントとの相互運用性を有効にしま
す。パケットが署名されている場合は、署名が検証されます。署名されて
いないパケットは、署名の検証なしに受け入れられます (SMB署名が必要な
い場合 -下記を参照)。

SMB Signing Required SMB署名が必要な場合は、すべての SMBパケットに署名が必要で、署名が
ないと拒否されます。また、署名をサポートしないクライアントは
サーバーに接続できません。

サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。CLIのプロパティー名は、上記のプロパティー名の短縮
版です。

シェアプロパティー
SMBを介してシェアをエクスポートする際に、いくつかのシェアプロパティーを特
定の方法で設定する必要があります。

プロパティー 説明

Case sensitivity SMBクライアントは大文字小文字を区別しない動作を想定しているた
め、このプロパティーを「mixed」または「insensitive」に設定する必要があ
ります。
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プロパティー 説明

Reject non UTF-8 ファイルシステムでUTF-8以外のファイル名が許可されている場合、SMB
クライアントは正しく機能しないことがあります。

Non-Blocking Mandatory
Locking

このプロパティーを有効にして、バイト範囲ロックが正常に機能できるよ
うにする必要があります。

Resource name クライアントがシェアを参照するときに使用する名前。この名前がプロ
ジェクトから継承される方法については、プロトコルのドキュメントを参
照してください。

Share-level ACL ファイルシステムに格納されているACLの範囲を超えた別のレイヤーのア
クセス制御を追加するACL。このプロパティーの詳細は、プロトコルのド
キュメントを参照してください。

case sensitivityおよび reject non UTF-8プロパティーは、シェアの作成時にのみ設定で
きます。

NFSと SMBの相互運用性
アプライアンスでは、NFSおよび SMBクライアントが同時に同じシェアにアクセス
できます。アプライアンスをNFSと SMBの相互運用向けに正しく構成するには、次
のコンポーネントを構成する必要があります。

1. Active Directoryサービスを構成します。
2. アイデンティティーマッピングの方針を決めて、サービスを構成します。
3. SMBを構成します。
4. シェアでのアクセス制御、ACLエントリ、およびACL継承を構成します。

SMBおよびNFSv3は同じアクセス制御モデルを使用しないことに注意してくださ
い。最良の結果を得るためには、SMBアクセス制御モデルがより冗長なモデルであ
るように、SMBクライアントからルートディレクトリにACLを構成します。継承可
能で簡単なACLエントリについては、ACLの継承動作のドキュメントを参照してく
ださい。

DFS名前空間
分散ファイルシステム (Distributed File System、DFS)とは、SMBおよびMSRPCプロト
コルを介して提供される仮想化技術です。DFSを使用すると、管理者は、異なる
サーバー上にあるシェアフォルダを 1つ以上のDFS名前空間に透過的に関連づける
ことで、それらをグループ化できます。DFS名前空間は、組織内にあるシェア
フォルダの仮想ビューです。管理者は、名前空間に入れるシェアフォルダを選択し
たり、それらのフォルダが表示される際の階層を設計したり、シェアフォルダが名
前空間で示す名前を決めたりできます。ユーザーが名前空間を表示すると、フォル
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ダは単一の大容量ファイルシステムに常駐しているように見えま
す。ユーザーは、データを収容しているサーバー名やシェアフォルダを認識しなく
ても、名前空間のフォルダをナビゲートできます。

1つのシステムにつき 1つのシェアだけをスタンドアロンのDFS名前空間としてプロ
ビジョニングできます。ドメインベースのDFS名前空間はサポートされません。各
クラスタノードに別個のストレージプールが備わっている場合でも、1つのクラスタ
につき 1つのDFS名前空間しかプロビジョニングできません。SMBシェアをDFS名
前空間としてプロビジョニングするには、DFS管理MMCスナップインを使用してス
タンドアロンの名前空間を作成します。

アプライアンスがActive Directoryドメインに結合されない場合、ワークグループの
ユーザーがDFS名前空間を変更できるようにするには追加の構成が必要です。SMB
ローカルユーザーがDFS名前空間を作成または削除できるようにするには、その
ユーザーにサーバーで作成された別個のローカルアカウントが必要です。次の例で
は、SMBローカルユーザー dfsadminがDFS名前空間を操作できるようにする手順を
示します。

1. ユーザー dfsadminのローカルユーザーアカウントをサーバーで作成しま
す。Windowsマシンでローカルユーザーを最初に作成したときと同じパスワード
を必ず使用してください。

2. dfsadminをローカル SMBグループの管理者に追加します。
3. DFS名前空間を変更するWindowsマシンで dfsadminとしてログインします。

自動ホーム規則
自動ホームシェア機能により、SMBプロトコルを介してシステムにアクセスする
ユーザーごとにホームディレクトリシェアを定義して保持するという管理タスクが
なくなります。自動ホーム規則では、SMBクライアントをホームディレクトリに対
応づけます。自動ホーム規則には、次の 3つの種類があります。

種別 説明

ネームサービススイッチ この自動ホーム規則では、NISまたは LDAPにユーザーのホームディレクト
リを問い合わせ、そのディレクトリを SMBクライアントにそのクライアン
トのホームディレクトリとしてエクスポートします。

すべてのユーザー ワイルドカード文字に基づいてホームディレクトリを検索する自動ホーム
規則です。ユーザーの名前と置き換える際に、「&amp;」はユーザーに相当
します。

特定のユーザー 特定のユーザーにホームディレクトリを提供する自動ホーム規則です。

「ネームサービススイッチ」と「すべてのユーザー」の自動ホーム規則を同時に使
用することはできません。
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ローカルグループ
ローカルグループとは、追加の権限が付与されるドメインユーザーのグループで
す。

グループ 説明

Administrators Administratorsは、ファイルの所有権を変更するためのファイルアクセス権
を必要としません。

Backup Operators Backup Operatorsは、ファイルのバックアップと復元のためのファイルアク
セス制御を必要としません。

ローカルアカウント
ローカルアカウントおよびユーザー IDはWindowsのユーザー IDに対応づけられま
す。guestアカウントは特別な読み取り専用のアカウントであり、アプライアンスで
読み取り/書き込み用に構成することはできません。

MMCの統合
Microsoft管理コンソール (MMC)とは、スナップインと呼ばれる、登録されているコ
ンポーネントの拡張フレームワークであり、ネットワーク上のローカルシステムと
リモートシステムの両方に包括的な管理機能を提供します。コンピュータの管理
は、Microsoft管理コンソールツールの集まりであり、ローカルとリモートのサービ
スやリソースの構成、監視、および管理に使用できます。

Sun ZFS Storage 7000アプライアンスのワークグループモードでMMC機能を使用する
ためには、管理コンソールを使用するWindows管理者をアプライアンスの
Administratorsローカルグループに必ず追加してください。追加しない場合は、MMC
を使用してアプライアンスへの接続を試みたときに、「Access is denied (アクセス
は拒否されます)」またはそれに類似したエラーが管理クライアントで表示されるこ
とがあります。

Sun ZFS Storage 7000アプライアンスでは、次のコンピュータの管理機能をサポートし
ています。

イベントビューア
イベントビューアMMCスナップインを使用して、アプリケーションログ、セ
キュリティーログ、およびシステムログの表示がサポートされます。これらのログ
には、Sun ZFS Storage 7000システムの警告ログ、監査ログ、およびシステムログの内
容が表示されます。次のスクリーンショットは、エラーイベントのアプリ
ケーションログとプロパティーダイアログを示しています。
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シェア管理
シェア管理でサポートされている機能は次のとおりです。

■ シェアの表示
■ シェアでのACLの設定
■ シェアアクセス権の変更
■ シェアの記述の設定

MMCによって現在サポートされていない機能は次のとおりです。

■ シェアの追加または削除
■ クライアント側のキャッシュプロパティーの設定
■ ユーザープロパティーの最大許容数の設定

次のスクリーンショットは、シェアのアクセス権プロパティーを示しています。
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ユーザー、グループ、および接続
サポートされている機能は次のとおりです。

■ ローカル SMBユーザーおよびグループの表示
■ ユーザーの接続のリスト (1つの接続で開いているファイルの数のリストなど)
■ ユーザーの接続のクローズ

■ 開いているファイルのリスト (ファイルモードやファイルオープンモードでの
ロックの数のリストなど)

■ 開いているファイルのクローズ

次のスクリーンショットは、1つの接続で開いているファイルを示しています。
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次のスクリーンショットは、開いているセッションを示しています。

Services
Sun ZFS Storage 7000システムのサービスの表示がサポートされています。コン
ピュータの管理MMCアプリケーションを使用してサービスを有効または無効にす
ることはできません。次のスクリーンショットは、vscanサービスのGeneralプロパ
ティーを示しています。
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適切なユーザーだけが管理操作にアクセスできるようにするために、MMCを使用し
てリモートで実行される操作に対していくつかのアクセス制限が設けられていま
す。

ユーザー 許容される操作

一般ユーザー シェアの表示。

Administratorsまたは
Power Usersグループのメ
ンバー

シェアの管理、ユーザーの接続の表示。
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ユーザー 許容される操作

Administratorsグループの
メンバー

開いているファイルのリストとファイルのクローズ、ユーザーの接続の切
断、サービスとイベントログの表示。

CLI
CLIでの SMB管理の例を次に示します。

自動ホーム規則の追加
自動ホーム規則を追加するには createコマンドを使用し、既存の規則を一覧表示す
るには listコマンドを使用します。この例では、ユーザー「Bill」に対する規則を追
加してから、規則を一覧表示します。

twofish:> configuration services smb

twofish:configuration services smb> create

twofish:configuration services rule (uncommitted)> set use_nss=false

twofish:configuration services rule (uncommitted)> set user=Bill

twofish:configuration services rule (uncommitted)> set directory=/export/wdp

twofish:configuration services rule (uncommitted)> set container="dc=com,dc=fishworks,

ou=Engineering,CN=myhome"

twofish:configuration services rule (uncommitted)> commit

twofish:configuration services smb> list

RULE NSS USER DIRECTORY CONTAINER

rule-000 false Bill /export/wdp dc=com,dc=fishworks,

ou=Engineering,CN=myhome

ワイルドカード文字を使用すると、自動ホーム規則を作成できます。&文字は
ユーザーのユーザー名に相当し、?文字はユーザーのユーザー名の最初の文字に相当
します。次の例では、ワイルドカードを使ってすべてのユーザーを適合させます。

twofish:configuration services smb> create

twofish:configuration services rule (uncommitted)> set use_nss=false

twofish:configuration services rule (uncommitted)> set user=*

twofish:configuration services rule (uncommitted)> set directory=/export/?/&

twofish:configuration services rule (uncommitted)> set container="dc=com,dc=fishworks,

ou=Engineering,CN=myhome"

twofish:configuration services rule (uncommitted)> commit

twofish:configuration services smb> list

RULE NSS USER DIRECTORY CONTAINER

rule-000 false Bill /export/wdp dc=com,dc=fishworks,

ou=Engineering,CN=myhome

ネームサービススイッチを使用して自動ホーム規則を作成することもできます。

twofish:configuration services smb> create

twofish:configuration services rule (uncommitted)> set use_nss=true

twofish:configuration services rule (uncommitted)> set container="dc=com,dc=fishworks,

ou=Engineering,CN=myhome"

twofish:configuration services rule (uncommitted)> commit
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twofish:configuration services smb> list

RULE NSS USER DIRECTORY CONTAINER

rule-000 true dc=com,dc=fishworks,

ou=Engineering,CN=myhome

ローカルグループへのユーザーの追加
twofish:configuration services smb> groups

twofish:configuration services smb groups> create

twofish:configuration services smb member (uncommitted)> set user=Bill

twofish:configuration services smb member (uncommitted)> set group="Backup Operators"

twofish:configuration services smb member (uncommitted)> commit

twofish:configuration services smb groups> list

MEMBER USER GROUP

member-000 WINDOMAIN\Bill Backup Operators

タスク
このセクションでは、BUIを使用した初期構成から始めて、SMBを介したファイル
シェア用に Sun ZFS Storage 7000アプライアンスを構成して有効にする方法の手順に
ついて説明します。

SMBのタスク

▼ 初期構成
アプライアンスの初期構成は BUIまたはCLIを使って行うことができ、20分もかか
りません。初期設定は、あとで BUIの「Maintenance」>「System」コンテキストまた
はCLIを使用して再度行うこともできます。通常、初期構成は次の BUI手順を
使って行われます。

ネットワークデバイス、データリンク、およびインタフェースを構成します。

データリンクの追加またはインタフェースの アイコンを使用するか、データリン
クまたはインタフェースリストへのデバイスのドラッグ&ドロップを使用して、イン
タフェースを作成します。

必要なプロパティーを設定し、「Apply」ボタンをクリックしてそれらをリストに追
加します。

各インタフェースをそれぞれアクティブまたはスタンバイに設定します。

ページのいちばん上にある「Apply」ボタンをクリックして、変更を確定します。

DNSを構成します。

ベースドメイン名を指定します。

1

2

3

4

5

6

7

SMB

第 4章 • Services 227



ドメイン名前空間のActive Directory部分でホスト名とサーバーのレコードを解決でき
る 1つ以上のサーバーの IPアドレスを指定します。

クロック同期が確保されるようにNTP認証鍵を構成します。

アイコンをクリックして、新しい鍵を追加します。

新しい鍵の番号、種類、および非公開の値を指定して、変更を適用します。その鍵
が、指定した各NTPサーバーの横にオプションとして表示されます。

その鍵を適切なNTPサーバーに関連付けて、変更を適用します。クロック同期を確
保するには、同じNTPサーバーを使用するようにアプライアンスと SMBクライアン
トを構成します。

Active Directoryをユーザーとグループのディレクトリサービスとして指定します。

ディレクトリドメインを設定します。

「Apply」ボタンをクリックして変更を確定します。

ストレージプールを構成します。

アイコンをクリックして、新しいプールを追加します。

プール名を設定します。

「Allocate and verify storage」画面で、ストレージプールの JBOD割り当てを構成しま
す。JBODの割り当ては、なし、半分、または全体のいずれかです。JBODが検出され
ない場合は、JBODの配線や電源を確認してください。

「Commit」ボタンをクリックして、次の画面に進みます。

「Configure Added Storage」画面で、目的のデータプロファイルを選択します。それ
ぞれのデータプロファイルは、利用度、パフォーマンス、および容量の点で格付け
されます。これらの格付けを使用して、ビジネスニーズにもっとも適した構成を判
断します。

「Commit」ボタンをクリックして構成を有効にします。

リモートサポートを構成します。

アプライアンスが直接インターネットに接続されていない場合は、リモートサ
ポートサービスがOracleとの通信に使用するHTTPプロキシを構成します。
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オンラインアカウントのユーザー名とパスワードを入力します。確認のためにプラ
イバシに関する説明が表示されます。

登録先のインベントリチームを選択します。各アカウントのデフォルトチーム
は、アカウントのユーザー名に接頭辞「$」を付けたものと同じです。

初期構成の変更を確定します。

▼ Active Directoryの構成

Active Directoryドメインにアプライアンスのアカウントを作成します。詳細な手順に
ついては、Active Directoryのドキュメントを参照してください。

「Configuration」>「Services」>「Active Directory」画面で、「Join Domain」ボタンを
クリックします。

Active Directoryドメイン、管理ユーザー、管理パスワードを指定し、「Apply」ボタ
ンをクリックして変更を確定します。

▼ プロジェクトとシェアの構成

プロジェクトを作成します。

「Shares」画面で、 アイコンをクリックして「Projects」パネルを展開します。

「Add...」リンクをクリックして新しいプロジェクトを追加します。

プロジェクト名を指定して、変更を適用します。

「Projects」パネルから新しいプロジェクトを選択します。

アイコンをクリックして、ファイルシステムを追加します。

そのファイルシステムに対して アイコンをクリックします。

「General」リンクをクリックし、プロジェクトのチェックボックスで「Inherit」の
チェックマークを外します。

/export下のマウントポイントを選択します (SMBシェアがリソース名でアクセスされ
る場合も含む)。

プロジェクトの「Protocols」画面で、リソース名をオンに設定します。
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プロジェクトの sharesmbおよび share-level ACLを有効にします。

「Apply」ボタンをクリックして構成を有効にします。

▼ SMBデータサービスの構成

「Configuration」>「Services」>「SMB」画面で、 アイコンをクリックし
て、サービスを有効にします。

このページのプロパティーのセクションに記載されている推奨事項に従って SMBプ
ロパティーを設定し、「Apply」ボタンをクリックして構成を有効にします。

「Configuration」>「Services」>「SMB」画面の「Autohome」リンクをクリック
し、上記の自動ホーム規則のセクションに記載されている説明に従って、SMBクラ
イアントがホームディレクトリに対応づけられるように自動ホーム規則を設定しま
す。次に、「Apply」ボタンをクリックして構成を有効にします。

「Configuration」>「Services」>「SMB」画面の「Local Groups」リンクをクリック
し、 アイコンをクリックして、上記のローカルグループのセクションに記載され
ている説明に従って、administratorsまたはbackup operatorユーザーをローカルグ
ループに追加します。次に、「Apply」ボタンをクリックして構成を有効にします。

FTP

はじめに
FTP (ファイル転送プロトコル)サービスでは、FTPクライアントからファイルシステ
ムにアクセスできます。匿名ログインは許可されません。ユーザーは「Services」で
どのネームサービスが構成されていても認証を行う必要があります。
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プロパティー

FTPのプロパティー

一般設定

プロパティー 説明

Port (for incoming
connections)

FTPが待機するポート。デフォルトは 21です

Maximum # of
connections ("0" for
unlimited)

同時に実行される FTP接続の最大数です。この値は、予測される並行
ユーザーの数に及ぶように設定します。デフォルトは 30です。各接続でシ
ステムプロセスが作成され、あまりにも多くの (何千もの)接続を許可する
と、DoS攻撃が発生する可能性があるからです

Turn on delay engine to
prevent timing attacks

認証中に小さな遅延を挿入して、タイミング測定によるユーザー名推測の
試みを欺きます。これをオンにすると、セキュリティーが向上します

Default login root FTPログインの場所です。デフォルトは「/」で、シェア階層の最上位を指
します。すべてのユーザーは、FTPサービスの認証に成功したあとでこの
場所にログインします

Logging level proftpdログの詳細レベルです。

Permissions to mask from
newly created files and
dirs

ファイルが作成されるときに削除するファイルアクセス権です。最新の
アップロードがだれでも書き込み可能にならないように、groupとworldの
書き込みがデフォルトで非表示になります

セキュリティー設定

プロパティー 説明

Enable SSL/TLS SSL/TLSで暗号化された FTP接続を許可します。これによって FTPトランザ
クションが確実に暗号化されます。デフォルトは disabledです。

Port for incoming
SSL/TLS connections

SSL/TLSで暗号化された FTPサービスが待機するポート。デフォルトは 21
です。

Permit root login rootユーザーの FTPログインを許可します。これはデフォルトでオフに
なっています。FTP認証は平文であり、ネットワーク盗聴攻撃のセキュリ
ティーリスクをもたらすからです

Maximum # of allowable
login attempts

ログイン試行回数。その回数を超えると、FTP接続が切断されるた
め、ユーザーは再接続して再度試す必要があります。デフォルトは 3です
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サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。CLIのプロパティー名は、上記のプロパティー名の短縮
版です。

ログ

ログ 説明

proftpd FTPイベント (成功したログインおよび失敗したログイン試行を含む)を記
録します

proftpd_xfer ファイル転送のログです

proftpd_tls SSL/TLS暗号化に関連する FTPイベントを記録します

サービスのログを表示するには、サービスのログのセクションを参照してくださ
い。

タスク

FTPのタスク

▼ シェアへの FTPアクセスの許可

「Configuration」->「Services」に移動します

FTPサービスが有効でオンラインになっていることを確認します。有効でない場合
は、サービスを有効にします。

「Shares」画面でシェアを選択または追加します。

「Protocols」セクションに移動し、FTPアクセスが有効になっていることを確認しま
す。この画面では、アクセスモード (読み取り、読み取り/書き込み)の設定も行えま
す。
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HTTP

はじめに
HTTPサービスでは、HTTPプロトコル、HTTPSプロトコル、およびHTTPの拡張
WebDAV (Webベースの分散オーサリングおよびバージョン管理)を使用してファイ
ルシステムにアクセスできます。このサービスにより、クライアントはWebブラウ
ザを介してシェアファイルシステムにアクセスすることも、ローカルファイルシス
テムとして (クライアントソフトウェアでサポートされている場合)シェアファイル
システムにアクセスすることもできます。これらのHTTPおよびHTTPSシェアにア
クセスするためのURLの形式は、それぞれ次のようになっています。

http://hostname/shares/mountpoint/share_name

https://hostname/shares/mountpoint/share_name

HTTPSサーバーは、自己署名付きセキュリティー証明書を使用します。

プロパティー

プロパティー 説明

Require client login シェアアクセスが許可されるためにはクライアントの認証が必要です。ク
ライアントで作成されるファイルにはその所有権が割り当てられます。こ
れを設定しない場合、作成されるファイルはHTTPサービスが
ユーザー「nobody」を使って所有します。後述の認証に関するセクション
を参照してください。

プロトコル サポートするアクセス方法 (HTTP、HTTPS、または両方)を選択します。

HTTP Port (for incoming
connections)

HTTPポート。デフォルトは 80です

HTTPS Port (for
incoming secure
connections)

HTTPポート。デフォルトは 443です

サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。
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認証とアクセス制御
「Require client login」オプションを有効にした場合、アプライアンスはローカル
ユーザー、NISユーザー、または LDAPユーザーに有効な認証資格を提供しないクラ
イアントへのアクセスを拒否します。Active Directory認証はサポートされていませ
ん。

基本的なHTTP認証だけがサポートされています。HTTPSを使用していなけれ
ば、ユーザー名とパスワードは暗号化されていない状態で送信されます。その方法
がすべての環境に適切であるとは限りません。

通常、認証されたユーザーには、NFSや FTPで割り当てられるのと同じアクセス権
がHTTPで割り当てられます。ほかのプロトコルで説明したように、認証された
ユーザーが作成したファイルやディレクトリはそのユーザーが所有します。特権
ユーザー (99以下のUID番号を持つユーザー)は、アクセス制御の目的
で「nobody」とみなされます。特権ユーザーが作成したファイルは「nobody」が所
有します。

「Require client login」オプションを無効にした場合、アプライアンスは、クライアン
トが資格を提供しても、その認証を試みません。新しく作成されたファイル
は「nobody」が所有し、すべてのユーザーはアクセス制御の目的で「nobody」とみ
なされます。

認証の有無にかかわらず、作成されたファイルやディレクトリでアクセス権は非表
示になりません。作成されたファイルにはUNIXアクセス権 666 (すべての
ユーザーによる読み取りと書き込みが可能)が割り当てられ、作成されたディレクト
リにはUNIXアクセス権 777 (すべてのユーザーによる読み取り、書き込み、実行が
可能)が割り当てられます。

ログ

ログ 説明

network-http:apache22 HTTPサービスのログです

サービスのログを表示するには、サービスのログのセクションを参照してくださ
い。
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タスク

HTTPのタスク

▼ シェアへのHTTPアクセスの許可

「Configuration」->「Services」に移動します

HTTPサービスが有効でオンラインになっていることを確認します。有効でない場合
は、サービスを有効にします。

「Shares」画面でシェアを選択または追加します。

「Protocols」セクションに移動し、HTTPアクセスが有効になっていることを確認し
ます。この画面では、アクセスモード (読み取り、読み取り/書き込み)の設定も行え
ます。

NDMP

はじめに
NDMP (Network Data Management Protocol)サービスを使用すると、システム
は、データ管理アプリケーション (DMA)と呼ばれるリモートNDMPクライアントで
制御されるNDMPベースのバックアップおよび復元操作に参加できます。NDMPを
使用すると、アプライアンスのユーザーデータ (アプライアンスで管理者が作成した
シェアに格納されているデータ)をローカルに接続されたテープデバイスとリモート
システムの両方にバックアップおよび復元することができます。ローカルに接続さ
れたテープデバイスは、リモートシステムへのバックアップや復元のためにDMAに
公開することもできます。

NDMPは、システム構成データのバックアップや復元には使用できません。システ
ム構成データのバックアップや復元には [[Maintenance:System:ConfigurationBackup|構
成のバックアップ/復元]]機能を使用してください。

ローカル構成とリモート構成の違い
アプライアンスでは、ローカル構成 (テープドライブがアプライアンスに物理的に接
続されている)およびリモート構成 (データが同じネットワーク上の別のシステムに
ストリーミングされる)の両方を使用したバックアップと復元をサポートしていま
す。どちらの場合も、サポートされているDMAでバックアップを管理する必要があ
ります。

1

2

3

4
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ローカル構成では、サポートされているテープデバイス (ドライブとチェンジャー
(ロボット)の両方を含む)は、サポートされている SCSIまたはファイバチャネル (FC)
カード (イニシエータモードで構成)を使って物理的に接続されます。これらのデバ
イスは、NDMPのステータス画面に表示できます。DMAがデバイスを走査する
と、NDMPサービスによってこれらのデバイスがDMAに提供されます。これらのデ
バイスをDMAで構成すると、アプライアンスまたは同じネットワーク上のほかのシ
ステムのバックアップや復元にそれらを使用できるようになります。テープドライ
ブまたはチェンジャーをシステムに追加したり、そのようなデバイスをシステムか
ら削除したりしたあとで、変更がNDMPサービスで認識されるようにするには、リ
ブートが必要な場合があります。その後、テープデバイス名が変わった可能性があ
るため、DMAの再構成が必要となる場合があります。

リモート構成では、テープデバイスはバックアップまたは復元の対象となるシステ
ム (データサーバー)に物理的に接続されませんが、DMAが実行されているシステム
または別個のシステム (テープサーバー)に接続されます。DMAがほかの 2つのシス
テムを制御するため、これらは一般に「3ウェイ構成」と呼ばれます。この構成で
は、データストリームは IPネットワークを介してデータサーバーとテープ
サーバーの間で転送されます。

バックアップの形式と種類
NDMPプロトコルでは、バックアップデータの形式を指定しません。アプライアン
スでは、それぞれの実装に対応する 3つのバックアップタイプとオンテープ形式を
サポートします。DMAでは、NDMP環境変数「TYPE」に次の値を指定してバック
アップタイプを選択できます。

バックアップタイプ 詳細

dump ファイルシステム専用のファイルベース。ファイル履歴とダイレクトアク
セスリカバリ (DAR)をサポートします。

tar ファイルシステム専用のファイルベース。ファイル履歴とダイレクトアク
セスリカバリ (DAR)をサポートします。

zfs ファイルシステムとボリューム用のシェアベース。ファイル履歴やダイレ
クトアクセスリカバリ (DAR)をサポートしませんが、一部のデータセット
ではバックアップ速度が向上することがあります。NDMPv4でのみサ
ポートされます。

標準のNDMPデータストリーム形式は存在しないため、アプライアンスで生成され
るバックアップストリームは、互換性のあるソフトウェアが実行されている 7000シ
リーズのアプライアンスでのみ復元できます。アプライアンスソフトウェアの将来
のバージョンでは通常、そのソフトウェアの古いバージョンからバックアップされ
たストリームを復元できますが、その反対が必ずしも当てはまるとは限りませ
ん。たとえば、「zfs」バックアップタイプが 2010.Q3で新しく追加された場
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合、2010.Q1以前が実行されているシステムで、2010.Q3の「zfs」タイプを使って作
成されたバックアップストリームを復元することはできません。

「dump」および「tar」を使用したバックアップ
「dump」および「tar」バックアップタイプを使用してバックアップを行う場合、管
理者はバックアップパスと呼ばれるファイルシステムパスによってバックアップす
るデータを指定します。たとえば、管理者が /export/homeのバックアップを構成した
場合、そのパスにマウントされたシェアがバックアップされます。同様に、バック
アップストリームが /export/codeに復元される場合、ファイルが別のパスからバック
アップされたものであっても、そのファイルが復元されるパスは /export/codeです。

バックアップに指定できるのは、既存のシェアのマウントポイントか、既存の
シェアの中に含まれているパスだけです。バックアップパスがシェアのマウントポ
イントと一致する場合は、そのシェアだけがバックアップされます。一致しなけれ
ば、パスはシェアの中に含まれている必要があり、その場合は、そのパスの下にあ
るそのシェアの部分だけがバックアップされます。どちらの場合も、バックアップ
パス下の指定されたシェア内にマウントされたほかのシェアはバックアップされま
せん。これらのシェアはバックアップ対象として個別に指定する必要があります。

スナップショット

バックアップパスがライブファイルシステム (/export/codeなど)またはライブファイ
ルシステムの中に含まれるパス (/export/code/srcなど)を示す場合、アプライアンスは
ただちに新しいスナップショットを取得し、そのスナップショットから指定のパス
をバックアップします。バックアップが完了すると、スナップショットは破棄され
ます。バックアップパスがスナップショット (/export/code/.zfs/snapshot/mysnapなど)
を示す場合、新しいスナップショットは作成されず、システムは指定のスナップ
ショットからバックアップを作成します。

シェアメタデータ

複雑なシェア構成のバックアップと復元を簡略化するため、「dump」と「tar」の
バックアップには、バックアップパスに関連付けられたプロジェクトおよびシェア
用のシェアメタデータが含まれています。このメタデータには、プロトコルシェア
プロパティー、割り当て制限プロパティー、「Shares」画面で構成されるその他のプ
ロパティーなど、アプライアンスのシェア構成が記述されています(このシェアメタ
データは、同様にNDMPでバックアップおよび復元される、ディレクトリ

構造やファイルアクセス権のようなファイルシステムメタデータとは区別されま
す)。

たとえば、/export/projをバックアップする場合は、マウントポイントが
/export/projで始まるすべてのシェアのシェアメタデータと、その親プロジェクト
のシェアメタデータがバックアップされます。同様に、/export/someshare/somedir

をバックアップする場合は、シェアが /export/someshareにマウントされていれ
ば、そのシェアとそのプロジェクトのシェアメタデータがバックアップされます。
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復元時は、復元パスの宛先が既存のシェアの中に含まれていない場合、必要に応じ
てバックアップストリーム内のプロジェクトとシェアが、バックアップに格納され
ているそれぞれの元のプロパティーを使って再作成されます。たとえば、プロ
ジェクト proj1とシェア share1および share2が含まれる /export/fooをバック
アップしたあとで、そのプロジェクトを破棄してバックアップから復元する場
合、これらの 2つのシェアとプロジェクトは、復元処理の一環としてバックアップ
プロパティーを使って再作成されます。

復元中は、自動的に再作成されるプロジェクトが存在すれば、その既存のプロ
ジェクトが使用され、新しいプロジェクトが自動的に作成されることはありませ
ん。自動的に再作成されるシェアが存在し、そのマウントポイントが、アプライア
ンスで元のバックアップパスと復元の宛先に基づいて予測されるものと一致する場
合は、その既存のシェアが使用され、新しいシェアが自動的に作成されることはあ
りません。そうでない場合は、バックアップのメタデータから新しいシェアが自動
的に作成されます。同じ名前のシェア (マウントポイントは異なる)がすでに存在す
る場合は、新しく作成されるシェアに「ndmp-」で始まる一意の名前と適切なマウン
トポイントが付けられます。

アプライアンスにもう存在しないデータセットを含むストリームを復元して、アプ
ライアンスでそのバックアップストリームに指定されたとおりにデータセットを再
作成できるようにするか、復元先のシェアを事前に作成しておくことをお勧めしま
す。このどちらかを行うことで、前述の自動シェア作成に関連する予期しない結果
を回避できます。

「zfs」を使用したバックアップ
「zfs」タイプを使用してバックアップを行う場合、管理者はアプライアンスで
バックアップするデータを指定するときにその正規名を使用します。BUIでは、正
規名はシェアの名前の下に表示されます。

CLIでは、正規名は canonical_nameプロパティーの値で確認できます。正規名
は「/」で始まりませんが、バックアップパスの構成時は正規名に接頭辞「/」を付け
る必要があります。

プロジェクトとシェアのどちらも「zfs」タイプを使ったバックアップに指定できま
す。正規名をそのまま指定する場合は、新しいスナップショットが作成されて
バックアップに使用されます。接尾辞「@snapshot」を使用すると、特定のスナップ
ショットをバックアップ用に指定できます。その場合は、新しいスナップショット
は作成されず、

NDMP

Sun ZFS Storage 7000システム管理ガイド • 2012年 12月 E38994–01238



指定したスナップショットがバックアップされます。例:

正規名 バックアップされるシェア

pool-0/local/default 「default」というローカルプロジェクトとそのすべてのシェアの新しいス
ナップショット。

pool-0/local/default
@yesterday

ローカルプロジェクト「default」の「yesterday」という名前の付いたス
ナップショットと、スナップショット「yesterday」を含むそのすべての
シェア。

pool-0/local/default/code ローカルプロジェクト「default」に含まれるシェア「code」の新しいス
ナップショット。「code」にはファイルシステムまたはボリュームを指定
できます。

pool-0/local/default/code
@yesterday

ローカルプロジェクト「default」に含まれる
シェア「code」の「yesterday」という名前の付いたスナップ
ショット。「code」にはファイルシステムまたはボリュームを指定できま
す。

「zfs」バックアップタイプを使用したレベルベースの増分バックアップには以前の
増分バックアップから作成されるベーススナップショットが必要なため、新しいス
ナップショットが作成されるレベルバックアップでは、デフォルトで新しいス
ナップショットがその後の増分バックアップに使用できるように保持されま
す。DMAでUPDATE=nの設定により、バックアップがその後の増分バックアップに
使用されないことを指定した場合、新しく作成されたスナップショットはバック
アップ後に破棄されます。既存のユーザースナップショットがバックアップ後に破
棄されることはありません。詳細は、後述の「増分バックアップ」を参照してくだ
さい。

シェアメタデータ

「zfs」バックアップには、シェアメタデータ (シェア構成)が必ず含まれていま
す。「zfs」タイプを使用してフルバックアップを復元する場合、復元先のプロ
ジェクトまたはシェアはもう存在していません。復元先のプロジェクトやシェア
は、バックアップストリームのメタデータから再作成されます。「zfs」タイプを使
用して増分バックアップを復元する場合、復元先のプロジェクトまたはシェアはす
でに存在してます。そのプロパティーが、バックアップストリームのメタデータか
ら更新されます。詳細は、後述の「増分バックアップ」を参照してください。

増分バックアップ
アプライアンスでは、上記のすべてのバックアップタイプを対象にレベルベースの
増分バックアップをサポートしています。レベルバックアップを指定するには、通
常DMAで次の 3つの環境変数を指定します。
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変数 詳細

LEVEL バックアップレベルを識別する 0 - 9の整数です。

DMP_NAME 特定の増分バックアップセットを指定します。DMP_NAMEに異なる値を指
定することで、複数のレベル増分バックアップセットを同時に使用できま
す。

UPDATE このバックアップをその後の増分バックアップのベースとして使用できる
かどうかを指定します

定義によると、レベル Nのバックアップには、Nよりも小さい LEVELを使用した同じ
シェアの同じバックアップセット (「DMP_NAME」で指定)の前回のバックアップ以
降に変更されたすべてのファイルが含まれます。レベル 0のバックアップには常に
すべてのファイルが含まれます。UPDATEの値が「y」(デフォルト)の場合は、現在
のバックアップが記録され、Nよりも大きいレベルの将来のバックアップではこの
バックアップがベースとして使用されます。これらの変数は通常DMAによって管理
されるため、管理者が直接構成する必要はありません。

増分バックアップスケジュールの例を次に示します。

日 詳細

月初め レベル 0のバックアップ。バックアップには、シェア内のすべてのファイル
が含まれます。

各月の 7日、14日、21日 レベル 1のバックアップ。バックアップには、最後のフル (月次)バック
アップ以降に変更されたすべてのファイルが含まれます

毎日 レベル 2のバックアップ。バックアップには、最後のレベル 1のバック
アップ以降に変更されたすべてのファイルが含まれます

その月の 24日になったときにファイルシステムの状態を回復するには、通常、管理
者はその月の初めに作成したレベル 0のバックアップを新しいシェアに復元し、次
にその月の 21日に作成したレベル 1のバックアップを復元し、最後にその月の 24日
に作成したレベル 2のバックアップを復元します。

レベルベースの増分バックアップを実施するには、アプライアンスでシェアごとに
レベルバックアップ履歴を追跡して記録する必要があります。「tar」と「dump」の
バックアップでは、レベルバックアップ履歴はシェアメタデータに保持されま
す。増分バックアップではファイルシステムがトラバースされ、前回のレベル
バックアップ以降に変更されたファイルがバックアップに含まれます。復元時に
は、システムはバックアップストリーム内のすべてのファイルを復元するだけで
す。したがって、上記の例では 24日のレベル 2のバックアップを任意のファイルシ
ステムに復元することが可能で、そのバックアップストリームに含まれるファイル
は、復元先のファイルシステムがそのファイルのバックアップ元のファイルシステ
ムと一致しなくても復元されます。ただし、元のファイルシステムの状態を回復す
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るためには、空のツリーから始めて以前のレベルバックアップを復元する上記のよ
うな手順を使用することを最良事例としてお勧めします。

「zfs」タイプの効率的なレベルベースの増分バックアップを実施するには、別の方
法が使用されます。増分セットに含まれているバックアップでは、バックアップに
使用されたスナップショットを破棄するのではなくシステムに残します。その後の
増分バックアップでは、このスナップショットをベースとして使用し、変更された
ファイルシステムブロックをすばやく特定して、バックアップストリームを生成し
ます。結果として、その後の増分バックアップを作成する場合は、バックアップ後
にNDMPサービスによって残されたスナップショットを破棄してはいけません。

この動作のもう 1つの重要な結論は、増分ストリームを復元するためには、ファイ
ルシステムの状態が、増分ストリームのベーススナップショットでの状態とぴった
り一致する必要があることです。つまり、レベル 2のバックアップを復元するため
には、ファイルシステムが前回のレベル 1のバックアップが完了したときとまった
く同じようになっている必要があります。上記の一般的な手順では、24日のレベル
2のバックアップストリームの復元時にシステムの状態は 21日のレベル 1のバック
アップが完了したときとまったく同じであるため (そのバックアップが復元されたば
かりなので)、このことが保証されます。

NDMPサービスでは、「zfs」の増分バックアップストリームを、最新のスナップ
ショットが増分ストリームのベーススナップショットと一致しないファイルシステ
ムに復元しようとした場合、またはファイルシステムがそのスナップショット以降
に変更されている場合にエラーを報告します。復元が開始される直前にベースス
ナップショットにロールバックするようNDMPサービスを構成できます。そのため
には、NDMP環境変数「ZFS_FORCE」に値「y」を指定するか、NDMPサービス
の「Rollback datasets」プロパティーを構成します (後述の「プロパティー」を参照)。

プロパティー
NDMPサービスの構成は、次のプロパティーで構成されています。

プロパティー 説明

DMA username and
password

DMA (データ管理アプリケーション)の認証に使用します

Enable DAR 復元処理時にシステムが順次検索でなく位置でファイルを見つけられるよ
うにします。このオプションを有効にすると、多数のテープから少数の
ファイルを回復するのにかかる時間を短縮できます。個々のファイルをあ
とで回復できるようにするためには、バックアップ時にこのオプションを
指定する必要があります
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プロパティー 説明

Ignore file metadata
changes for incremental
backups

内容が変更されたファイルのみをバックアップし、アクセス権や所有権な
どのメタデータしか変更されていないファイルは無視するようシステムに
指示します。このオプションは「tar」と「dump」の増分バックアップにだ
け適用され、デフォルトでは無効になっています

Restore full absolute path
for partial restore (v3
only)

ファイルの復元時にそのファイルだけでなくそのファイルへの絶対パスも
復元されることを指定します。デフォルトでは、このオプションは無効で
す。

NDMP version 使用しているDMAでサポートされているNDMPのバージョンです

TCP port NDMPのデフォルトの接続ポートは 10000です。NDMPv3では常にこの
ポートを使用します。NDMPv4では必要に応じて別のポートも使用できま
す。

Default restore pool(s) 「tar」または「dump」タイプを使用して完全復元を行う際、システムは
ターゲットにマウントされたシェアが存在しなければデータセットを再作
成します。NDMPプロトコルはマウントポイントを指定するだけなの
で、システムはデフォルトで、再作成したプロジェクトやシェアを格納す
るプールを選択します。複数のプールを備えたシステムでは、ユーザーは
このプロパティーを使用して 1つ以上のプールを明示的に指定できま
す。各ヘッドにアクティブなプールを備えたクラスタにだけは複数の
プールを指定する必要があります。また、ユーザーはこのリストがスト
レージの構成変更と同期した状態に維持されるようにする必要がありま
す。プールが存在しないか、オンラインになっていない場合、システムは
無作為にデフォルトプールを選択します。

Rollback datasets before
restore (ZFS backups
only)

「zfs」タイプのバックアップだけに適用されます。増分バックアップの復
元時にターゲットのプロジェクトおよびシェアを、増分復元のベースとし
て使用するスナップショットにロールバックするかどうかを決めます。プ
ロジェクトおよびシェアがロールバックされる場合、そのスナップ
ショット以降に行われた変更はすべて失われます。この設定は通
常「ZFS_FORCE」環境変数 (前述の「増分バックアップ」を参照)を介して
DMAによって制御されますが、このプロパティーを使ってDMA設定を
オーバーライドして、常にこれらのデータセットがロールバックされるよ
うにしたり、ロールバックされないようにしたりできます。それらを
ロールバックしないと、手動でロールバックされていないかぎり、復元に
失敗します。このプロパティーは、管理者に ZFS_FORCEなどのカスタム
環境変数の構成を許可しないDMAで使用します。

DMA tape mode (for
locally attached drives)

DMAが SystemVまたは BSDセマンティクスのどちらを受け付けるかを指
定します。デフォルトは SystemVで、ほとんどのDMAにはこれが推奨さ
れます。このオプションは、NDMP経由でエクスポートされるローカルに
接続されたテープドライブにのみ適用できます。使用しているDMAがど
ちらのモードを受け付けるかについては、DMAのドキュメントを参照して
ください。このオプションを変更すると、DMAがデバイスを走査するとき
にエクスポートされるデバイスが変更されるだけなので、この設定の変更
後はDMAでそのテープデバイスを再構成する必要があります。

NDMP

Sun ZFS Storage 7000システム管理ガイド • 2012年 12月 E38994–01242



サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。

ログ

ログ 説明

system-ndmpd:default NDMPサービスのログです

サービスのログを表示するには、サービスのログのセクションを参照してくださ
い。

SFTP

はじめに
SFTP (SSH File Transfer Protocol)サービスでは、SFTPクライアントからファイルシス
テムにアクセスできます。匿名ログインは許可されませ
ん。ユーザーは「Services」でどのネームサービスが構成されていても認証を行う必
要があります。

プロパティー

プロパティー 説明

Port (for incoming
connections)

SFTPが待機するポート。デフォルトは 218です

Permit root login rootユーザーの SFTPログインを許可します。これはデフォルトでオンに
なっています。SFTP認証は暗号化され、セキュリティー保護されているか
らです

Logging level SFTPログメッセージの詳細レベルです

SFTP Keys* SFTP認証用のRSA/DSA公開鍵です。テキストコメントを鍵に関連付ける
と、鍵が追加された理由を管理者が追跡できます。

■ 2011.1ソフトウェアリリースの時点で、SFTPの鍵管理が変更され、セキュリ
ティーが強化されました。SFTP鍵を作成するときに、有効なユーザー割り当て
で「user」プロパティーを含めることが求められます。SFTP鍵はユーザー別にグ

SFTP

第 4章 • Services 243



ループ化され、SFTPでユーザー名を使用して認証されます。userプロパティーが
含まれていない既存の SFTP鍵は、これまでどおり認証されますが再作成するこ
とをお勧めします。

サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。CLIのプロパティー名は、上記のプロパティー名の短縮
版です。

SFTPポート
SFTPサービスでは、アプライアンスへの接続に非標準のポート番号を使用しま
す。これは、ポート 22への管理上の SSH接続との競合を回避するためです。デ
フォルトでは、SFTPポートは 218であり、接続前に SFTPクライアントで指定する必
要があります。たとえば、SFTPを使用するOpenSolarisクライアントは次のコマンド
で接続します。

manta# sftp -o "Port 218" root@guppy

ログ

ログ 説明

network-sftp:default SFTPサービスのイベントを記録します

サービスのログを表示するには、サービスのログのセクションを参照してくださ
い。

タスク

SFTPのタスク

▼ シェアへの SFTPアクセスの許可

「Configuration」->「Services」に移動します

SFTPサービスが有効でオンラインになっていることを確認します。有効でない場合
は、サービスを有効にします。

「Shares」画面でシェアを選択または追加します。

1

2

3
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「Protocols」セクションに移動し、SFTPアクセスが有効になっていることを確認し
ます。この画面では、アクセスモード (読み取り、読み取り/書き込み)の設定も行え
ます。

ウイルススキャン

はじめに
ウイルススキャンサービスでは、ファイルシステムレベルでウイルスをスキャンし
ます。いずれかのプロトコルからファイルがアクセスされると、ウイルススキャン
サービスは最初にそのファイルをスキャンし、ウイルスが見つかった場合はファイ
ルのアクセス拒否と隔離を行います。最新のウイルス定義でスキャンされたファイ
ルは、次の変更が行われるまで再スキャンされません。キャッシュされたファイル
データが含まれているか、NFSv4サーバーによって読み取り権限が委任されている
NFSクライアントからアクセスされたファイルは、すぐに隔離されない可能性があ
ります。

プロパティー

プロパティー 説明

Maximum file size to
scan

このサイズよりも大きいファイルはスキャンされません。パフォーマンス
の著しい低下を回避するためです。これらの大規模ファイルは実行可能
ファイルになりそうもないため (データベースファイルなど)、それらが脆弱
なクライアントにリスクをもたらす可能性は低くなります。デフォルト値
は 1Gバイトです。

Allow access to files that
exceed maximum file
size

デフォルトで有効になっており、最大スキャンサイズよりも大きいファイ
ル (したがって、クライアントに返される前にスキャンされていない)にア
クセスできます。セキュリティー要件の厳しいサイトに居る管理者は、こ
のオプションを無効にし、最大ファイルサイズを大きくすることで、アク
セス可能なすべてファイルが確実にウイルススキャンの対象になるように
することができます。

サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。CLIのプロパティー名は、上記のプロパティー名の短縮
版です。

4
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ファイル拡張子
このセクションでは、ファイル名のパターンマッチングに基づいて、スキャン対象
のファイルとそうでないファイルを制御できます。デフォルト値「*」を使用する
と、すべてのファイルがスキャンされます (すべてのファイルアクセスでパフォーマ
ンスが低下する)。最大のリスクをもたらすとみなされるファイルのサブセットだけ
をスキャンすることが環境に適している場合もあります。

たとえば、リスクの高いファイル名パターン (zipファイルなど)はすべてスキャンす
るが、名前がパターン「data-archive*.zip」に一致するファイルはスキャンしないよ
うにするには、この構成を次のように指定できます。

処理 パターン

Scan exe

Scan com

Scan bat

Scan doc

Don't Scan data-archive*.zip

Don't Scan *

Scan zip

スキャンリストに明示的に含まれないほかのすべてのファイルタイプがスキャンさ
れないようにするには、「Don't Scan *」が必要です。

スキャンエンジン
このセクションでは、使用するスキャンエンジンを指定します。スキャンエンジン
とは、ファイルをスキャンさせるためにアプライアンスが ICAP (Internet Content
Adaptation Protocol、RFC 3507)を使用してアクセスするサードパーティーの外部ウイ
ルススキャンサーバーです。

プロパティー 説明

使用可能 このスキャンエンジンを使用します

Host スキャンエンジンサーバーのホスト名または IPアドレスです

Maximum Connections 同時接続の最大数です。一部のスキャンエンジンは、接続数を 8に制限する
とより適切に動作します。

Port このスキャンエンジンのポートです

ウイルススキャン
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ログ

ログ 説明

vscan ウイルススキャンサービスのログです

サービスのログを表示するには、サービスのログのセクションを参照してくださ
い。

タスク
タスクの例を次に示します。これらのタスクを各インタフェースメソッドに適用す
る方法については、BUIおよびCLIのセクションを参照してください。

ウイルススキャンのタスク

▼ シェアに対するウイルススキャンの構成

「Configuration」->「Services」->「Virus Scan」に移動します。

必要なプロパティーを設定します。

構成を適用または確定します。

「Shares」に移動します。

ファイルシステムまたはプロジェクトを編集します。

「General」タブを選択します。

「Virus scan」オプションを有効にします。

NIS

はじめに
ネットワーク情報サービス (NIS)とは、集中管理用のネームサービスです。アプライ
アンスはユーザーとグループに対してNISクライアントとして動作できるため、次
の操作が可能になります。

1
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■ NISユーザーは FTPおよびHTTP/WebDAVにログインできます。
■ アプライアンス管理用の権限をNISユーザーに付与できます。アプライアンスで
はNIS情報に独自の権限設定を付加します。

注: 0 - 99のUIDおよびGIDは、将来のアプリケーションで使用するためにオペ
レーティングシステムベンダーによって予約されています。階層化された製品のエ
ンドシステムユーザーまたはベンダーによるそのようなUIDやGIDの使用はサ
ポートされておらず、使用した場合は将来のアプリケーションでセキュリティー関
連の問題が発生する可能性があります。

プロパティー

プロパティー 説明

Domain 使用するNISドメインです

Server(s): Search using
broadcast

アプライアンスは、NISブロードキャストを送信して、そのドメインのNIS
サーバーを見つけます

Server(s): Use listed servers NISサーバーのホスト名または IPアドレスです

サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。

アプライアンスは、リストに記載されているか、ブロードキャストを使って見つ
かった最初のNISサーバーに接続し、応答が停止した場合は次のNISサーバーに切
り替えます。

ログ

ログ 説明

network-nis-client:default NISクライアントサービスのログです

appliance-kit-nsswitch:default アプライアンスのネームサービスのログ。そのログを介してNISクエ
リーが行われます

system-identity:domain アプライアンスのドメイン名構成プログラムのログです

サービスのログを表示するには、サービスのログのセクションを参照してくださ
い。

NIS
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タスク
タスクの例を次に示します。これらのタスクを各インタフェースメソッドに適用す
る方法については、BUIおよびCLIのセクションを参照してください。

NISのタスク

▼ NISからのアプライアンス管理者の追加
NISの資格を使ってログインし、アプライアンスを管理する既存のユーザーがNISに
含まれている場合

「Configuration」->「Services」->「NIS」に移動します

NISドメインとサーバーのプロパティーを設定します。

構成を適用または確定します。

「Configuration」->「Users」に移動します

タイプ「directory」を使ってユーザーを追加します

ユーザー名をNISユーザー名に設定します

このユーザーに承認を追加するために、引き続き「Users」に記載されている手順を
実行します。

LDAP

はじめに
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)とは、ユーザー、グループ、ホスト
名、およびその他のリソース (オブジェクトと呼ばれる)の管理を集中して行うため
のディレクトリサービスです。このサービスはアプライアンス上で LDAPクライア
ントとして機能するため、次の操作が可能になります。

■ LDAPユーザーは FTPおよびHTTP/WebDAVにログインできます。
■ シェアでルートディレクトリのACLを構成する際に、(数値 IDではなく) LDAP
ユーザー名を使用できます。

■ アプライアンス管理用の権限を LDAPユーザーに付与できます。アプライアンス
では LDAP情報に独自の権限設定を付加します。
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注: 0 - 99のUIDは、将来のアプリケーションで使用するためにオペレーティングシ
ステムベンダーによって予約されています。階層化された製品のエンドシステム
ユーザーまたはベンダーによるそのようなUIDやGIDの使用はサポートされておら
ず、使用した場合は将来のアプリケーションでセキュリティー関連の問題が発生す
る可能性があります。

プロパティー
使用している環境に適した設定については、LDAPサーバー管理者に問い合わせてく
ださい。

プロパティー 説明

Protect LDAP traffic with
SSL/TLS

TLS (Transport Layer Security、SSLの後継)を使用して、LDAPサーバーへの
セキュアな接続を確立します

Base search DN ベースオブジェクトの識別名。ディレクトリ検索の開始位置になります。

Search scope ベースオブジェクトを基準にした、検索対象となる LDAPディレクトリ内の
オブジェクト。検索結果は、ベース検索オブジェクトの直下にあるオブ
ジェクト (1レベル)に制限することも、ベース検索オブジェクトの下にある
すべてのオブジェクト (サブツリー)を含めることもできます。デフォルト
は 1レベルです。

Authentication method LDAPサーバーにアプライアンスを認証させるために使用される方法。アプ
ライアンスでは、Simple (RFC 4513)、SASL/DIGEST-MD5、および
SASL/GSSAPI認証をサポートしています。Simple認証方法を使用する場合
は、SSL/TLSを有効にして、ユーザーのDNとパスワードが平文で送信され
ないようにしてください。SASL/GSSAPI認証方法を使用する場合は、自己
バインド資格レベルのみを利用できます。

Bind credential level LDAPサーバーにアプライアンスを認証させるために使用される資
格。「Anonymous」では、アプライアンスはすべてのユーザーが使用でき
るデータにのみアクセスできます。「Proxy」では、指定のアカウントでバ
インドするようサービスに指示します。「Self」では、ローカル認証を使用
してアプライアンスを認証します。「Self」認証は、SASL/GSSAPI認証方法
でのみ使用できます。

Proxy DN プロキシ認証に使用されるアカウントの識別名です。

Proxy Password プロキシ認証に使用されるアカウントのパスワードです。

Schema definition アプライアンスで使用されるスキーマ。管理者は、このプロパティーを使
用して、ユーザーとグループのデフォルトの検索記述子、属性マッピン
グ、およびオブジェクトクラスマッピングをオーバーライドできます。後
述の「カスタムマッピング」を参照してください。

LDAP
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プロパティー 説明

Servers 使用する LDAPサーバーのリスト。サーバーを 1つだけ指定した場合、アプ
ライアンスはそのサーバーだけを使用し、そのサーバーに障害が発生する
と、LDAPサービスは使用できなくなります。複数のサーバーを指定した場
合、優先順位はなく、機能している任意のサーバーをいつでも使用できま
す。いずれかのサーバーに障害が発生すると、リスト内の別のサーバーが
使用されます。指定されたすべてのサーバーに障害が発生しないかぎ
り、LDAPサービスは引き続き使用できます。

サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。

カスタムマッピング
LDAPディレクトリでユーザーとグループを検索するには、アプライアンスは検索記
述子を使用し、ユーザーとグループに対応するオブジェクトクラス、および必要な
プロパティーに対応する属性を認識している必要があります。デフォルトでは、ア
プライアンスはRFC 2307によって指定されたオブジェクトクラス (posixAccountと
posixGroup)および次に示すデフォルトの検索記述子を使用しますが、これは環境ご
とにカスタマイズできます。次の例で使用されるベース検索DNは
dc=example,dc=comです。

検索記述子 デフォルト値 例

users ou=people,base search DN ou=people,dc=example,dc=com

groups ou=group,base search DN ou=group,dc=example,dc=com

使用される検索記述子、オブジェクトクラス、および属性のカスタマイズに
は、Schema definitionプロパティーを使用します。デフォルトの検索記述子を
オーバーライドするには、使用するDN全体を入力します。アプライアンスで
は、この値を未変更のまま使用し、Base search DNおよび Search scopeプロパ
ティーの値は無視します。ユーザーとグループの属性およびオブジェクトを
オーバーライドするには、適切なタブ (「Users」または「Groups」)を選択
し、default = new構文を使用してマッピングを指定します。この場合、defaultはデ
フォルト値、newは使用する値を示します。例:

■ ユーザーのオブジェクトクラスとして posixAccountの代わりに unixaccountを使用
するには、「Users」タブの「Object class mappings」に posixAccount =

unixaccountと入力します。
■ ユーザーオブジェクトの属性として uidの代わりに employeenumberを使用するに
は、「Users」タブの「Attribute mappings」に uid = employeenumberと入力しま
す。

LDAP
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■ グループのオブジェクトクラスとして posixGroupの代わりに unixgroupを使用す
るには、「Groups」タブの「Object class mappings」に posixGroup = unixgroupと
入力します。

■ グループオブジェクトの属性として cnの代わりに groupaccountを使用するに
は、「Groups」タブの「Attribute mappings」に cn = groupaccountと入力します。

ログ

ログ 説明

appliance-kit-nsswitch:defaultアプライアンスのネームサービスのログ。このログを介して LDAPクエ
リーが行われます

サービスのログを表示するには、サービスのログのセクションを参照してくださ
い。

タスク
タスクの例を次に示します。これらのタスクを各インタフェースメソッドに適用す
る方法については、BUIおよびCLIのセクションを参照してください。

LDAPのタスク

▼ LDAPからのアプライアンス管理者の追加
LDAPの資格を使ってログインしてアプライアンスを管理する既存のユーザーが
LDAPに含まれている場合

「Configuration」->「Services」->「LDAP」に移動します

LDAPサービスのプロパティーを設定します。

構成を適用または確定します。

「Configuration」->「Users」に移動します

タイプ「directory」を使ってユーザーを追加します

ユーザー名を LDAPユーザー名に設定します

このユーザーに承認を追加するために、引き続き「Users」に記載されている手順を
実行します。
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Active Directory

はじめに
Active Directoryサービスでは、Microsoft Active Directoryデータベースにアクセスでき
ます。このデータベースには、ユーザー、グループ、シェア、およびその他の
シェアオブジェクトに関する情報が格納されています。このサービスにはドメイン
モードとワークグループモードの 2つのモードがあり、それによって SMB
ユーザーの認証方法が決まります。ドメインモードで動作している場合、SMBクラ
イアントはADドメインコントローラを介して認証されます。ワークグループモード
では、SMBクライアントはローカルユーザーとしてローカルに認証されま
す。ローカルユーザーの詳細は、ユーザーを参照してください。

プロパティー

ドメインの結合
次の表に、Active Directoryドメインの結合に関連するプロパティーを示します。

プロパティー 説明

Active Directory Domain Active Directoryドメインです

Administrative User Active Directoryでコンピュータアカウントを作成するための資格を持つAD
ユーザーです

Administrative Password 管理ユーザーのパスワードです

Additional DNS Search Path このオプションプロパティーを指定すると、DNSクエリーが、プライマリ
DNSドメインとActive Directoryドメインのほかに、このドメインとも照ら
し合わせて解決されます。

ワークグループの結合
次の表に、ワークグループの結合に関する構成可能なプロパティーを示します。

プロパティー 説明

Windows Workgroup ワークグループです

サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。CLIのプロパティー名は、上記のプロパティー名の短縮
版です。
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ドメインとワークグループ
サービスを直接有効にしたり無効にしたりするのではなく、ドメインやワークグ
ループを結合することでサービスが変更されます。ドメインを結合するには、指定
のActive Directoryドメインにアプライアンスのアカウントを作成する必要がありま
す。コンピュータアカウントが作成されると、アプライアンスは安全にデータ
ベースのクエリーを実行してユーザー、グループ、およびシェアに関する情報を検
索できます。

暗黙のうちにワークグループを結合すると、Active Directoryドメインから切り離さ
れ、Active Directoryデータベースに格納されている SMBクライアントはシェアに接
続できなくなります。

Kerberos化されたNFSをサポートするようにKerberosレルムが構成されている場合
は、Active Directoryドメインを結合するようにシステムを構成することはできませ
ん。

LDAP署名
LDAP署名には構成オプションがありません。ドメインコントローラとの通信時にそ
のオプションが自動的にネゴシエーションされるからです。LDAP署名はストレージ
アプライアンスとドメインコントローラの通信時に機能しますが、SMB署名は SMB
クライアントとストレージアプライアンスの通信時に機能します。

Windows Server 2008でのサポート

Windowsバージョン

サポートされる

ソフトウェアバージョン 回避方法

Windows Server 2003 すべて なし

Windows Server 2008 SP1 2009.Q2 3.1以前 必要に応じてKB957441のホットフィックスを

適用します (セクション Bを参照)。

Windows Server 2008 SP1 2009.Q2 4.0以降 KB951191のホットフィックスを適用する必要

があります。また、必要に応じてKB957441の

ホットフィックスを適用します

(セクションAと Bを参照)。

Windows Server 2008 SP2 2009.Q2 4.0以降 セクションCを参照してください。

Windows Server 2008 R2 2009.Q2 4.0以降 セクションCを参照してください。
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セクションA: Kerberosの問題 (KB951191)
最初に出荷されたときは、アプライアンスはWindows Server 2008 SP1ドメインコント
ローラとの相互運用が可能でしたが、ソフトウェアの回避方法に依存していまし
た。この回避方法ではWindows Server 2008 SP1のKerberos問題に対処しました。この
問題は、その後KB951191 (http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/951191 (http://
support.microsoft.com/default.aspx/kb/951191))によって修正されました。この修
正は、Windows Server 2008 SP2およびR2リリースにも組み込まれました。

2009.Q2.4.0以降にアップグレードし、Windows 2008ドメインコントローラで
Windows Server 2008 SP2またはR2が実行されている場合は、何も行う必要はありま
せん。

2009.Q2.4.0以降にアップグレードし、Windows 2008ドメインコントローラで
Windows Server 2008 SP1が実行されている場合は、KB951191に記載されている
ホットフィックスを適用するか、Windows 2008 SP2をインストールする必要があり
ます。

セクションB: NTLMv2の問題 (KB957441)
ドメインコントローラでWindows Server 2008 SP1が実行されている場合は、http://
support.microsoft.com/kb/957441/ (http://support.microsoft.com/kb/957441/)の
ホットフィックスも適用するようにしてください。これによって、NTLMv2の問題
が解決され、アプライアンスはデフォルトの LMCompatibilityLevel設定を使ってドメ
インを結合できるようになります。Windows 2008 SP1ドメインコントローラの
LMCompatibilityLevelが 5に設定されている場合は、このホットフィックスをインス
トールする必要があります。ホットフィックスの適用後は、KB957441の説明に
従って新しいレジストリキーを作成および設定する必要があります。

セクションC: NTLMv2に関する注意点
ドメインコントローラでWindows Server 2008 SP2またはR2が実行されている場合
は、ホットフィックスを適用する必要はありませんが、KB957441の説明に従ってレ
ジストリ設定を適用する必要があります。

BUI
ドメインの結合には「JOIN DOMAIN」ボタンを使用し、ワークグループの結合に
は「JOIN WORKGROUP」ボタンを使用します。

CLI
CLIインタフェースを示すために、次の例では、既存の構成を表示し、ワークグ
ループを結合して、ドメインを結合しています。
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twofish:> configuration services ad

twofish:configuration services ad> show

Properties:

<status> = online

mode = domain

domain = eng.fishworks.com

Children:

domain => Join an Active Directory domain

workgroup => Join a Windows workgroup

アプライアンスが現在、ドメイン「eng.fishworks.com」で動作していることに注意し
てください。次の例では、そのドメインを切り離し、ワークグループを結合しま
す。

twofish:configuration services ad> workgroup

twofish:configuration services ad workgroup> set workgroup=WORKGROUP

twofish:configuration services ad workgroup> commit

twofish:configuration services ad workgroup> done

twofish:configuration services ad> show

Properties:

<status> = disabled

mode = workgroup

workgroup = WORKGROUP

次の例では、別のドメインの結合に備えてサイトおよび優先ドメインコントローラ
を構成します。

twofish:configuration services ad> done

twofish:> configuration services smb

twofish:configuration services smb> set ads_site=sf

twofish:configuration services smb> set pdc=192.168.3.21

twofish:configuration services smb> commit

twofish:configuration services smb> show

Properties:

<status> = online

lmauth_level = 4

pdc = 192.168.3.21

ads_site = sf

twofish:configuration services smb> done

次の例では、プロパティーを構成したあとで新しいドメインを結合します。

twofish:> configuration services ad

twofish:configuration services ad> domain

twofish:configuration services ad domain> set domain=fishworks.com

twofish:configuration services ad domain> set user=Administrator

twofish:configuration services ad domain> set password=*******

twofish:configuration services ad domain> set searchdomain=it.fishworks.com

twofish:configuration services ad domain> commit

twofish:configuration services ad domain> done

twofish:configuration services ad> show

Properties:

<status> = online

mode = domain

domain = fishworks.com
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タスク
これらのタスクを各インタフェースメソッドに適用する方法については、BUIおよ
びCLIのセクションを参照してください。

Active Directoryのタスク

▼ ドメインの結合

SMBコンテキストでActive Directoryサイトを構成します。(オプション)

SMBコンテキストで優先ドメインコントローラを構成します。(オプション)

NTPを有効にするか、またはアプライアンスとドメインコントローラのクロックが 5
分以内のところまで確実に同期されるようにします。

DNSインフラストラクチャーでActive Directoryドメインへの委任が正しく行われるよ
うにするか、またはDNSコンテキストでドメインコントローラの IPアドレスを追加
のネームサーバーとして追加します。

Active Directoryドメイン、管理ユーザー、および管理パスワードを構成します。

構成を適用または確定します。

▼ ワークグループの結合

ワークグループ名を構成します。

構成を適用または確定します。

アイデンティティーマッピング

概念
アイデンティティーマッピングサービスでは、従来のUNIX UID (およびGID)と
Windows SIDの両方を使用してWindowsとUNIXのユーザー IDを同時に管理しま
す。SMBサービスでは、アイデンティティーマッピングサービスを使用して
WindowsとUNIXの IDを関連付けます。SMBサービスでは、ユーザーを認証すると
きに、アイデンティティーマッピングサービスを使用してユーザーのWindows IDを
適切なUNIX IDにマップします。Windowsユーザーに対するUNIX IDが存在しない
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場合は、一時的なUIDとGIDを使用して一時的な IDが生成されます。これらの
マッピングにより、SMBおよびNFSクライアントは同時に同じシェアをエクス
ポートしたり、同じシェアにアクセスしたりできます。Windows IDとUNIX IDを関
連付けることで、NFSおよび SMBクライアントは同じ IDをシェアできるため、同じ
ファイルセットにアクセスできるようになります。

Windowsオペレーティングシステムでは、アクセストークンの中にログイン
セッションに関するセキュリティー情報が含まれており、アクセストークンに
よってユーザー、ユーザーのグループ、およびユーザーの権限が識別されます。管
理者は、Windowsユーザーおよびグループをワークグループ内に定義するか、また
はActive Directoryドメインコントローラで管理される SAMデータベース内に定義し
ます。各ユーザーおよびグループには SIDが割り当てられます。SIDは、ホストと
ローカルドメイン内、および考えられるすべてのWindowsドメインにわたって
ユーザーまたはグループを一意に識別します。

UNIXでは、ユーザー認証とファイルアクセス権に基づいてユーザー資格を作成しま
す。管理者は、UNIXユーザーおよびグループをローカルパスワードおよびグループ
ファイル内に定義するか、またはNISや LDAPなどのネームサービスまたはディレク
トリサービス内に定義します。各UNIXユーザーおよびグループにはUIDとGIDが
割り当てられます。通常、UIDまたはGIDは 1つのUNIXドメイン内のユーザーま
たはグループを一意に識別します。ただし、これらの値は複数のドメイン間では一
意ではありません。

アイデンティティーマッピングサービスでは、SID、UID、およびGID間のマッピン
グのデータベースを作成および維持します。次の表に示すように、3つの異なる
マッピング方法を使用できます。

アイデンティティーマッピングの概念

マッピングモード

方法 説明

IDMU IDMUプロパティーを使用してActive Directoryデータベースからマッピング
情報を取得します

ディレクトリベースの
マッピング

Active Directoryまたは LDAPデータベースからマッピング情報を取得します

規則ベースのマッピング 名前ベースのマッピングでマッピングを構成します

一時的なマッピング 要求に応じて、システムに一時的なマッピングを作成させます

IDMUマッピングを有効にすると、その方法がほかのすべてのマッピング方法に優
先されます。ディレクトリベースのマッピングを有効にすると、そのマッピング方
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法がほかの方法に優先されます。ディレクトリベースのマッピングが使用できない
場合は、名前ベースの方法で IDのマッピングが試みられます。ある特定の IDに使
用できる名前ベースの規則がない場合は、代替として一時的なマッピングの作成が
行われます。

IDMU
Microsoftでは、「UNIX用 ID管理」または IDMUと呼ばれる機能を提供していま
す。このソフトウェアはWindows Server 2003で使用でき、Windows Server 2003 R2以
降にバンドルされています。この機能は、アンバンドル形式の「Services For
Unix」と呼ばれていた機能の一部です。

IDMUの主な使用目的は、WindowsをNIS/NFSサーバーとしてサポートすることで
す。IDMUは、「UNIX Attributes」パネルを「Active Directory Users and
Computers」ユーザーインタフェースに追加して、管理者がいくつかのUNIX関連パ
ラメータ (UID、GID、ログインシェル、ホームディレクトリ、さらにグループにつ
いても同様)を指定できるようにします。これらのパラメータは、ADでRFC2307に
類似した (同じではない)スキーマを介して使用できます。また、NISサービスでも使
用できます。

IDMUマッピングモードを選択すると、アイデンティティーマッピングサービスは
これらのUNIX属性を使用してWindows IDとUNIX IDのマッピングを確立しま
す。この方法はディレクトリベースのマッピングに非常によく似ており、アイデン
ティティーマッピングサービスはカスタムスキーマを許可するのではなく、IDMU
ソフトウェアによって作成されたプロパティースキーマだけをクエリー検索しま
す。この方法を使用すると、ほかのディレクトリベースのマッピングは行われない
可能性があります。

ディレクトリベースのマッピング
ディレクトリベースのマッピングでは、IDが相手方プラットフォームの同等の IDに
どのようにマップされるかについての情報を LDAPまたはActive Directoryオブ
ジェクトの注釈として付ける必要があります。オブジェクトに関連付けられるこれ
らの追加属性は、次のプロパティー内に構成する必要があります。
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アイデンティティーマッピングのディレクトリベースのマッピン
グ

プロパティー

プロパティー 説明

Directory-Based Mapping ディレクトリベースのマッピングを有効にするかどうかを指定します

AD Attribute - Unix User
Name

同等のUNIXユーザー名のADデータベース内の名前

AD Attribute - Unix Group
Name

同等のUNIXグループ名のADデータベース内の名前

Native LDAP Attribute -
Windows User Name

同等のWindows IDの LDAPデータベース内の名前

サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。CLIのプロパティー名は、上記のプロパティー名の短縮
版です。

Active Directoryまたは LDAPスキーマの追加については、Solaris CIFS管理に関するガ
イドのユーザーおよびグループ向けのディレクトリベースのアイデン
ティティマッピング (タスクマップ)についてのセクションを参照してください。

名前ベースのマッピング
名前ベースのマッピング方法では、IDを名前でマップするためのさまざまな規則を
作成する必要があります。これらの規則は、Windows IDとUNIX IDとの等価性を確
立します。

アイデンティティーマッピングの名前ベースのマッピング

名前ベースのマッピング規則
名前ベースの規則は、次のプロパティーから成ります。

プロパティー 説明

Mapping type このマッピングで資格が付与されるか、それとも拒否されるかを指定しま
す

Mapping direction マッピングの方向。両方向、WindowsからUNIXのみ、またはUNIXから
Windowsのみで資格をマップできます
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プロパティー 説明

Windows domain Windows IDのActive Directoryドメインです

Windows entity Windows IDの名前です

Unix entity UNIX IDの名前です

Unix type UNIX IDのタイプ。ユーザーまたはグループを指定します

大文字小文字の区別

Windows名は大文字小文字を区別しませんが、UNIX名は大文字小文字を区別しま
す。ユーザー名 JSMITH、JSmith、および jsmithは、Windowsでは同じ名前です
が、UNIXでは 3つの異なる名前になります。大文字小文字の区別が名前マッピング
に与える影響はマッピングの方向によって異なります。

■ WindowsからUNIXへのマッピングで一致とみなされる場合、Windows
ユーザー名の大文字小文字がUNIXユーザー名のそれに一致している必要があり
ます。たとえば、Windowsユーザー名「jsmith」はUNIXユーザー名「jsmith」の
みに一致します。Windowsユーザー名「Jsmith」は一致しません。

■ WindowsからUNIXへのマッピングの大文字小文字の一致要件の例外が発生する
のは、マッピングでワイルドカード文字「*」を使用して複数のユーザー名を
マップする場合です。アイデンティティーマッピングサービスで、Windows
ユーザー *@some.domainをUNIXユーザー「*」に対応づけるマッピングが検出さ
れた場合、最初にそのままのWindows名に一致するUNIX名が検索されます。一
致するものが見つからない場合、Windows名全体が小文字に変換されて、再度一
致するUNIX名が検索されます。たとえば、Windows
ユーザー名「JSmith@some.domain」はUNIXユーザー名「jsmith」に対応づけられ
ます。Windowsユーザー名を小文字にしたあとも一致するものが見つからない場
合、ユーザーはマッピングを得られません。大文字小文字だけが異なる文字列を
一致させる規則を作成できます。たとえば、Windows
ユーザー「JSmith@sun.com」をUNIXユーザー「jSmith」に対応づけるユーザー固
有のマッピングを作成できます。それ以外では、サービスによって一時的な ID
がWindowsユーザーに割り当てられます。

■ UNIXからWindowsへのマッピングで一致とみなされる場合、大文字小文字が一
致している必要はありません。たとえば、UNIXユーザー名「jsmith」は、大文字
小文字に関係なく「JSMITH」という文字を含むすべてのWindowsユーザー名に
一致します。

マッピングの永続性

アイデンティティーマッピングサービスが名前マッピングを提供する場合、マッピ
ングは 10分間保存され、10分たった時点で期限切れとなります。マッピングの 10分
間の有効期間内は、アイデンティティーマッピングサービスの再起動後もマッピン
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グは維持されます。マッピングが期限切れになったあとで SMBサーバーが
ユーザーにそのマッピングをリクエストすると、サービスによってそのマッピング
が再評価されます。

マッピングやネームサービスディレクトリを変更しても、マッピングの 10分間の有
効期間内は既存の接続に影響しません。サービスによってマッピングが評価される
のは、クライアントがシェアへの接続を試みる場合と期限切れでないマッピングが
存在しない場合のみです。

ドメイン全体の規則

ドメイン全体のマッピング規則では、Windowsドメインの名前の一部またはすべて
をUNIX名に一致させます。双方のユーザー名は正確に一致する必要がありま
す。ただし、大文字小文字の区別による競合は例外で、これは前述の規則に従いま
す。たとえば、「myDomain.com」のすべてのWindowsユーザーを同じ名前のUNIX
ユーザーに一致させ、すべてのUNIXユーザーを同じ名前のWindowsユーザーに一
致させる双方向の規則を作成できます。別の例では、「myDomain.com」のグ
ループ「Engineering」のすべてのWindowsユーザーを同じ名前のUNIXユーザーに
マップする規則を作成できます。ほかのマッピングと競合するドメイン全体の
マッピングを作成することはできません。

拒否マッピング

拒否マッピングの規則は、ユーザーがアイデンティティーマッピングサービスから
任意のマッピング (一時的な IDを含む)を取得できないようにします。Windows
ユーザーとUNIXユーザーに対してドメイン全体またはユーザー固有の拒否マッピ
ングを作成できます。たとえば、グループ「guest」のすべてのUNIXユーザーに対
して SMBシェアへのアクセスを拒否するマッピングを作成できます。ほかのマッピ
ングと競合する拒否マッピングを作成することはできません。

マッピング規則の方向を示す記号

名前ベースのマッピングの作成後は、次の記号によって各規則のセマンティクスが
示されます。

アイ
コン 説明

Windows IDをUNIX IDにマップします。また、UNIX IDをWindows IDに
マップします

Windows IDをUNIX IDにマップします

UNIX IDをWindows IDにマップします

Windows IDが資格を取得できないようにします

アイデンティティーマッピング
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アイ
コン 説明

UNIX IDが資格を取得できないようにします

アイコンが黒ではなくグレイの場合( 、 、 、 、 )、その規則は解決
できないUNIX IDを一致させます。

一時的なマッピング
特定のユーザーに適用される名前ベースのマッピング規則がない場合、拒否マッピ
ングによってブロックされないかぎり、そのユーザーには一時的なマッピングを通
じて一時的な資格が付与されます。一時的なUNIX名を持つWindowsユーザーがシ
ステム上にファイルを作成すると、SMBを使用してそのファイルにアクセスする
Windowsクライアントは、ファイルがそのWindows IDによって所有されていると認
識します。しかし、NFSクライアントは「nobody」によって所有されていると認識
します。

最適な事例
■ きめの細かいアイデンティティーマッピング規則の構成は、NFSおよび SMBの
両方のクライアントで同じユーザーを共通のファイルセットにアクセスさせる場
合にのみ適用されます。NFSおよび SMBクライアントがばらばらのファイルシス
テムにアクセスしている場合は、アイデンティティーマッピング規則を構成する
必要はありません。

■ アイデンティティーマッピングサービスを再構成しても、アクティブな SMB
セッションには影響ありません。接続ユーザーが接続されたまま、10分以内はそ
の以前の名前マッピングが、追加のシェアへのアクセスを承認するために使用で
きます。承認されていないアクセスを防ぐには、シェアをエクスポートする前に
マッピングを構成する必要があります。

■ アイデンティティーマッピングが提供するセキュリティーは、ディレクトリ
サービスとの同期化と同程度にすぎません。たとえば、特定のユーザーへのアク
セスを拒否する名前ベースのマッピングを作成し、そのユーザー名が変わった場
合、マッピングはそのユーザーへのアクセスを拒否しなくなります。

■ WindowsドメインのすべてユーザーをすべてのUNIX IDに対応づける双方向
マッピングは、Windowsドメインごとに 1つしか作成できません。ドメイン全体
の規則を複数作成する場合は、必ずそれらの規則の方向がWindowsからUNIXの
みになるようにします。

■ 可能なかぎりディレクトリベースのマッピングではなく IDMUマッピングモード
を使用します。

アイデンティティーマッピング
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テスト用マッピング
BUIの「Mappings」タブには、現在の規則セットによる各種 IDのマッピング方法が
表示されます。WindowsエンティティーまたはUNIXエンティティーを指定する
と、そのエンティティーは相手方プラットフォームの対応する IDにマップされま
す。「User Properties」および「Group Properties」セクションで結果として得られる
情報には、マッピングのソースなど、アイデンティティーマッピングに関する情報
が表示されます。

例
ここでは、CLIで 2つの名前ベースの規則を追加する例を示します。最初の例で
は、WindowsユーザーとUNIXユーザーとの双方向の名前ベースのマッピングを作
成します。

twofish:> configuration services idmap

twofish:configuration services idmap> create

twofish:configuration services idmap (uncommitted)> set

windomain=eng.fishworks.com

twofish:configuration services idmap (uncommitted)> set winname=Bill

twofish:configuration services idmap (uncommitted)> set direction=bi

twofish:configuration services idmap (uncommitted)> set unixname=wdp

twofish:configuration services idmap (uncommitted)> set unixtype=user

twofish:configuration services idmap (uncommitted)> commit

twofish:configuration services idmap> list

MAPPING WINDOWS ENTITY DIRECTION UNIX ENTITY

idmap-000 Bill@eng.fishworks.com (U) == wdp (U)

次の例では、拒否マッピングを作成して、ドメイン内のすべてのWindows
ユーザーが資格を取得できないようにします。

twofish:configuration services idmap> create

twofish:configuration services idmap (uncommitted)> list

Properties:

windomain = (unset)

winname = (unset)

direction = (unset)

unixname = (unset)

unixtype = (unset)

twofish:configuration services idmap (uncommitted)> set

windomain=guest.fishworks.com

twofish:configuration services idmap (uncommitted)> set winname=*

twofish:configuration services idmap (uncommitted)> set direction=win2unix

twofish:configuration services idmap (uncommitted)> set unixname=

twofish:configuration services idmap (uncommitted)> set unixtype=user

twofish:configuration services idmap (uncommitted)> commit

twofish:configuration services idmap> list

MAPPING WINDOWS ENTITY DIRECTION UNIX ENTITY

idmap-000 Bill@eng.fishworks.com (U) == wdp (U)

idmap-001 *@guest.fishworks.com (U) => "" (U)

アイデンティティーマッピング
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タスク
タスクの例を次に示します。これらのタスクを各インタフェースメソッドに適用す
る方法については、BUIおよびCLIのセクションを参照してください。

アイデンティティーマッピングのタスク

▼ アイデンティティーマッピングの構成

Active Directoryドメインを結合します。

ディレクトリベースのマッピングを構成します (オプション)。

拒否マッピングを構成します。

名前ベースのマッピングを構成します。

▼ 名前ベースのマッピングの追加

このマッピングで資格が付与されるか、それとも拒否されるかを構成します。

Windows IDのドメインと名前を構成します。

マッピングの方向を構成します。

UNIX IDの名前とタイプを構成します。

構成を適用または確定します

DNS

はじめに
DNS (ドメインネームサービス)クライアントは、IPアドレスをホスト名に、ホスト
名を IPアドレスに解決することができ、アプライアンスでは常に有効になっていま
す。オプションで、NISまたは LDAP (あるいはその両方)によるセカンダリホスト名
の解決が構成され有効になっている場合は、DNSで解決できないホスト名とアドレ
スのためにそれらをリクエストできます。ホスト名の解決は、アプライアンスの
ユーザーインタフェース全体で使用され、ユーザーが監査可能な処理を実行した場
所を示す監査ログや、クライアントごとの統計情報を提供するAnalyticsに組み込ま
れます。

1

2

3

4

1

2

3

4

5
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DNSクライアントの構成可能なプロパティーには、ベースドメイン名とサーバーリ
スト (IPアドレスで指定)が含まれています。1つのドメイン名と 1つ以上の
サーバーアドレスを指定する必要があります。サーバーは指定したドメインに対し
て権限がなくてもよいが、

そのドメインのNS (NameServer)レコードを返せる必要があります。DNSサーバーが
この要件を満たさない場合は、エラーメッセージが表示されます。

プロパティー

プロパティー 説明

DNS Domain ホスト名の部分検索の実行時に最初に検索されるドメイン名です

DNS Server(s) 1つ以上のDNSサーバー。IPアドレスを使用する必要があります。

Allow IPv4 non-DNS
resolution

NISまたは LDAP (あるいはその両方)が構成され有効になっている場合
は、それを使って IPv4アドレスをホスト名に、ホスト名を IPv4アドレスに
解決できます。

Allow IPv6 non-DNS
resolution

NISまたは LDAP (あるいはその両方)が構成され有効になっている場合
は、それを使って IPv4および IPv6アドレスをホスト名に、ホスト名を IPv4
および IPv6アドレスに解決できます。

サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。

CLI
CLIには nslookupおよび getent hostsのビルトインが含まれています。これらを使用
してホスト名の解決が機能していることをテストできます。

caji:> nslookup deimos

192.168.1.109 deimos.sf.fishworks.com

caji:> getent hosts deimos

192.168.1.109 deimos.sf.fishworks.com

ログ

ログ 説明

network-dns-client:default DNSサービスのイベントを記録します

DNS
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サービスのログを表示するには、サービスのログのセクションを参照してくださ
い。

Active DirectoryとDNS
Active Directoryを使用する予定の場合は、その 1つ以上のサーバーがドメイン名前空
間のActive Directory部分でホスト名とサーバーのレコードを解決できる必要があり
ます。たとえば、アプライアンスがドメイン example.comにあり、名前空間のActive
Directory部分が redmond.example.comである場合、ネームサーバーは example.comに
対して権限のあるサーバーに到達できる必要があり、さらにドメイン
redmond.example.comを 1つ以上のActive Directoryサーバーに委譲してそのドメイン
を処理する必要があります。これらの要件は、アプライアンス自体ではなくActive
Directoryで要求されるものです。要件が満たされない場合、Active Directoryドメイ
ンを結合することはできません。

DNS以外での解決
DNSは、ホスト名と IPアドレスをマップするための標準的でエンタープライズグ
レードの高度にスケーラブルな信頼できるメカニズムです。作業用のDNS
サーバーを使用することは最良事例の 1つであり、通常は最良の結果を得られま
す。環境によっては、一部のホストがNISまたは LDAPマップでしか解決できない場
合があります。使用している環境でそのような場合は、DNS以外でのホスト解決を
有効にし、適切なディレクトリサービスを構成します。ホスト解決に LDAPを使用
する場合は、ホストマップがデータベースの標準DNである ou=Hosts,(ベースDN)に
あり、標準スキーマを使用する必要があります。このモードがネットグループに
よってNFSシェアで使用されるときは、クライアントシステムではアプライアンス
で構成されたのと同じホスト名解決メカニズムを使用することが必要な場合があり
ます。そうしないと、NFSシェア例外が正しく機能しない可能性があります。

DNS以外でのホスト解決が有効になっているときも、DNSは引き続き使用されま
す。DNSを使ってアドレスまたはホスト名を解決できない場合にのみ、最初にNIS
(有効な場合)、次に LDAP (有効な場合)が名前またはアドレスの解決に使用されま
す。これは、紛らわしく一見矛盾したような結果を招く可能性があります。した
がって、DNS以外での解決を使用する必要がある場合は、DNSを無効にして (次のセ
クションを参照)、ホスト解決にNISまたは LDAPを排他的に使用することで、最良
の結果を得られる可能性があります。ホスト解決の結果は、前述の「getent」CLIコ
マンドを使用して検証できます。

これらのオプションは、使用しないことが強く推奨されています。

DNS
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DNSを使用しない操作
アプライアンスがネットワーク上のインストール場所からDNSサーバーにアクセス
できない場合は、サーバー 127.0.0.1を指定して、DNSを使用しないで操作すること
を選択できます。このモードは、使用しないことが強く推奨されています。次のよ
うに、いくつかの機能が正しく動作しなくなります。

■ Analyticsがクライアントアドレスをホスト名に解決できない。
■ Active Directory機能が動作しない (ドメインを結合できない)。
■ SSLで保護された LDAPがホスト名を含む証明書で正しく機能しない。
■ 電子メールの送信を伴う警告やしきい値の処理が接続されたサブネット上の
メールサーバーにしか送信できず、メールサーバーの IPアドレスを使用してすべ
てのアドレスを指定する必要がある。

■ ホスト名の解決がタイムアウトとなるため、一部の処理に通常よりも長い時間が
かかることがある。

これらの制限は、別のホスト解決サービスを使用することで部分的に軽減されるこ
とがあります。前述の「DNS以外での解決」を参照してください。

IPMP

はじめに
IPMP (Internet Protocol Network Multipathing)では、ネットワークの帯域幅と信頼性
(インタフェース冗長性)の向上のために複数のネットワークインタフェースを 1つに
グループ化できます。このセクションでは、いくつかのプロパティーを構成できま
す。IPMPグループのネットワークインタフェースの構成については、ネットワーク
のセクションを参照してください。

プロパティー

プロパティー 説明

Failure detection latency IPMPでネットワークインタフェースが失敗したことを宣言し、その IPアド
レスをフェイルオーバーするための時間です

Enable fail-back このサービスで、修復されたインタフェースへの接続を再開できるように
します

サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。

IPMP
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ログ

ログ 説明

network-initial:default ネットワーク構成プロセスを記録します

サービスのログを表示するには、サービスのログのセクションを参照してくださ
い。

タスク
IPMPを構成するには、このサービスを有効にし、ネットワークセクションの指示に
従います。

NTP

はじめに
時間情報プロトコル (NTP)サービスは、アプライアンスのクロックを正確に保つた
めに使用できます。これは、ファイルシステムでの正確なタイムスタンプの記録と
プロトコル認証のために重要です。アプライアンスではUTCタイムゾーンを使用し
て時間を記録します。BUIに表示される時間は、使用しているブラウザのタイム
ゾーンオフセットを使用します。

プロパティー

プロパティー 説明 例

multicast address 自動的に検出されるNTPサーバーのマルチ
キャストアドレスをここに入力します

224.0.1.1

NTP server(s) アプライアンスが直接接続する 1つ以上の
NTPサーバー (対応する認証鍵があればそれ
も)を入力します

0.pool.ntp.org

NTP Authentication
Keys

NTPの有効期間を認証する際にアプライアン
スで使用する 1つ以上のNTP認証鍵を入力し
ます。後述の認証のセクションを参照してく
ださい。

Auth key: 10, Type:
ASCII, Private Key:
SUN7000

NTP
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サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。

検証
無効な構成が入力された場合は、警告メッセージが表示され、その構成は確定され
ません。これは次の場合に起こります。

■ マルチキャストアドレスが使用されているが、NTP応答が見つからない。
■ NTPサーバーアドレスが使用されているが、そのサーバーがNTPに正しく応答
しない。

認証
認証されていないサーバーからのNTPなりすまし攻撃を防ぐために、NTPには非公
開鍵暗号化スキームが備わっています。それによって、クライアントはNTP
サーバーに関連付けられた非公開鍵を使ってその IDを検証できます。これらの鍵は
トラフィックの暗号化やクライアントの認証には使用されず、NTPクライアント (つ
まりアプライアンス)でNTPサーバーを認証するためだけに使用されます。非公開
鍵をNTPサーバーに関連付けるには、最初に非公開鍵を指定する必要がありま
す。各非公開鍵には、それに関連付けられた一意の整数を種類および鍵とともに指
定します。非公開鍵の種類には次のいずれかを指定する必要があります。

種別 説明 例

DES DES形式の 64ビットの 16進数です 0101010101010101

NTP NTP形式の 64ビットの 16進数です 8080808080808080

ASCII 1 - 8文字のASCII文字列です topsecret

MD5 MD5認証スキームを使用する、1 - 8文字のASCII文字列です。 md5secret

鍵を指定したあとは、NTPサーバーを特定の非公開鍵に関連付けることができま
す。指定した鍵に対して、認証されるNTPサーバーのクライアントとサーバー間で
鍵番号、鍵の種類、および公開鍵の値がすべて一致する必要があります。

BUI
BUIでNTP認証鍵を追加するには、プラスのアイコンをクリックして、新しい鍵の
鍵番号、種別、および非公開の値を指定します。鍵を追加したあとは、その鍵
が、指定された各NTPサーバーの横にオプションとして表示されます。

CLI
configuration services ntpの下で、authkeyコマンドを使用して認証を編集しま
す。

NTP
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clownfish:configuration services ntp> authkey

clownfish:configuration services ntp authkey>

このコンテキストから、createコマンドを使用して新しい鍵を追加できます。

clownfish:configuration services ntp authkey> create

clownfish:configuration services ntp authkey-000 (uncommitted)> get

keyno = (unset)

type = (unset)

key = (unset)

clownfish:configuration services ntp authkey-000 (uncommitted)> set keyno=1

keyno = 1 (uncommitted)

clownfish:configuration services ntp authkey-000 (uncommitted)> set type=A

type = A (uncommitted)

clownfish:configuration services ntp authkey-000 (uncommitted)> set key=coconuts

key = ******** (uncommitted)

clownfish:configuration services ntp authkey-000 (uncommitted)> commit

clownfish:configuration services ntp authkey>

CLIによって認証鍵をサーバーに関連付けるには、serverkeysプロパ
ティーを、serversプロパティーの対応するサーバーに関連付けられる鍵の値のリス
トに設定します。サーバーが認証を使用しない場合、対応するサーバー鍵は 0に設
定されます。たとえば、上記で作成された鍵を使用して
サーバー「gefilte」と「carp」を認証するには、次のように入力します。

clownfish:configuration services ntp> set servers=gefilte,carp

servers = gefilte,carp (uncommitted)

clownfish:configuration services ntp> set serverkeys=1,1

serverkeys = 1,1 (uncommitted)

clownfish:configuration services ntp> commit

clownfish:configuration services ntp>

鍵 1を使ってサーバー「gefilte」を認証し、鍵 2を使って「carp」を認証し、鍵 3を
使って「dory」を認証するには、次のように入力します。

clownfish:configuration services ntp> set servers=gefilte,carp,dory

servers = gefilte,carp,dory (uncommitted)

clownfish:configuration services ntp> set serverkeys=1,2,3

serverkeys = 1,2,3 (uncommitted)

clownfish:configuration services ntp> commit

clownfish:configuration services ntp>

鍵 1を使ってサーバー「gefilte」と「carp」を認証し、さらにNTP
サーバー「dory」の認証が行われないようにするには、次のように入力します。

clownfish:configuration services ntp> set servers=gefilte,carp,dory

servers = gefilte,carp,dory (uncommitted)

clownfish:configuration services ntp> set serverkeys=1,1,0

serverkeys = 1,1,0 (uncommitted)

clownfish:configuration services ntp> commit

clownfish:configuration services ntp>

NTP
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BUIのクロック
BUI画面の左側に、アプライアンスの時間 (サーバーの時間)とブラウザの時間 (クラ
イアントの時間)の両方が表示されます。NTPサービスがオンラインでない場合
は、「SYNC」ボタンをクリックして、アプライアンスの時間が使用しているクライ
アントブラウザの時間に一致するように設定できます。

ヒント
SMBを使用してファイルシステムをシェアしている場合、ユーザー認証エラーが発
生しないように、クライアントのクロックをアプライアンスのクロックの 5分以内
のところまで同期させる必要があります。クロック同期を確保する方法の 1つ
は、同じNTPサーバーを使用するようにアプライアンスと SMBクライアントを構成
することです。

ログ 説明

network-ntp:default NTPサービスのログです

サービスのログを表示するには、サービスのログのセクションを参照してくださ
い。

タスク

NTPのタスク

▼ BUIのクロック同期
アプライアンスの時間が使用しているブラウザの時間に一致するように設定しま
す。

NTPサービスを無効にします。

「SYNC」ボタンをクリックします。

1

2

NTP
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リモートレプリケーション

はじめに
リモートレプリケーションサービスは、ほかの Sun Storage 7000アプライアンスとの
間のプロジェクトとシェアのレプリケーションを容易にします。この機能について
は、レプリケーションドキュメントに詳しく説明されています。

このサービスを有効にすると、アプライアンスはほかのアプライアンスからレプリ
ケーション更新を受信し、その構成された処理に従ってローカルのプロジェクトお
よびシェアに対してレプリケーション更新を送信します。このサービスを無効にす
ると、受信されるレプリケーション更新が失敗し、ローカルのプロジェクトおよび
シェアはレプリケートされません。

このサービスにプロパティーが指定されていなくても、管理者はこのサービスを
使って、このアプライアンスへのレプリケートデータを持つアプライアンスを
(Sourcesの下に)表示したり、このアプライアンスからレプリケートできるアプライ
アンスを (Targetsの下に)構成したりできます。リモートレプリケーションの管理の
詳細は、レプリケーションドキュメントを参照してください。

ダイナミックルーティング

RIPおよびRIPngダイナミックルーティングプロ
トコル
RIP (ルーティング情報プロトコル)とは、ほかのRIP対応のオンリンクホスト (通常
はルーター)から受信されたメッセージに基づいて最適な経路を自動的に構成するた
めにアプライアンスが使用するディスタンスベクタ型ダイナミックルーティングプ
ロトコルです。アプライアンスでは、IPv4用にRIPv1とRIPv2、IPv6用にRIPngをサ
ポートしています。これらのプロトコルを介して構成される経路は、ルーティング
テーブルで「dynamic」タイプとしてマーク付けされます。したがって、このサービ
スを無効にすると、すべての動的経路がルーティングテーブルから削除されま
す。RIPおよびRIPngは、それぞれUDPポート 520および 521で待機します。

ダイナミックルーティング
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ログ

ログ 説明

network-routing-route:default RIPサービスのイベントを記録
します

network-routing-ripng:quagga RIPngサービスのイベントを記
録します

フォンホーム

はじめに
フォンホームサービスの画面は、アプライアンス登録とフォンホームリモートサ
ポートサービスの管理に使用します。

■ 登録によって使用しているアプライアンスがOracleのインベントリポータルと結
び付けられ、Oracleギアを管理できるようになります。登録はフォンホーム
サービスを使用するための前提条件でもあります。

■ フォンホームサービスは、Oracleサポートと通信を行なって、次の機能を提供し
ます。

■ *障害報告 -システムは自動サービス応答に関するアクティブな問題をOracleに報
告します。障害の性質によっては、サポートケースが開かれることがありま
す。これらのイベントの詳細は、問題で確認できます。

■ *ハートビート -システムが起動し動作中であることを示すために日単位のハート
ビートメッセージがOracleに送信されます。Oracleサポートでは、アクティブに
なっているシステムが長期間にわたってハートビートの送信に失敗すると、アカ
ウントの技術担当者に通知することがあります。

■ *システム構成 -現在のソフトウェアとハードウェアのバージョンと構成、および
ストレージ構成を説明する定期メッセージがOracleに送信されます。この
メッセージではユーザーデータやメタデータは送信されません。

Oracleシングルサインオンアカウント
フォンホームサービスの障害報告およびハートビート機能を使用するには、有効な
Oracleシングルサインオンアカウントのユーザー名とパスワードが必要です。http://
support.oracle.com (http://support.oracle.com)に移動して「Register」をクリック
し、アカウントを作成してください。

フォンホーム
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プロパティー
サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。CLI内部では、フォンホームサービスは scrkとして知
られています。

Webプロキシ
アプライアンスが直接インターネットに接続されていない場合は、フォンホーム
サービスがOracleとの通信に使用するHTTPプロキシを構成する必要があることが
あります。このプロキシ設定は、サポートバンドルのアップロードにも使用されま
す。サポートバンドルの詳細は、システム保守を参照してください。

プロパティー 説明

Use proxy Webプロキシ経由で接続します

Host/port Webプロキシのホスト名または IPアドレス、およびポートです

ユーザー名 Webプロキシのユーザー名です

パスワード Webプロキシのパスワードです

登録
アプライアンスをはじめて登録する場合は、Oracleシングルサインオンアカウント
を入力する必要があります。http://support.oracle.com (http://support.oracle.com)に
移動して「Register」をクリックし、アカウントを作成して、そのアカウントのいず
れかのインベントリチームを指定してください。BUIを使用して、次の作業を実行
します。

1. Oracleシングルサインオンアカウントのユーザー名とパスワードを入力しま
す。確認のためにプライバシに関する説明が表示されます。この説明はあとで
BUIおよびCLIのどちらからでもいつでも確認できます。

2. アプライアンスで資格が検証され、登録先のインベントリチームを選択できるよ
うになります。各アカウントのデフォルトチームは、アカウントのユーザー名に
接頭辞「$」を付けたものと同じです。

3. 変更を確定します。

CLIでは、このプロセスでサービスのプロパティーをいくつか構成する必要がありま
す。

1. soa_idおよび soa_passwordをそれぞれ、Oracleシングルサインオンアカウントの
ユーザー名およびパスワードに設定します。

2. 変更を確定します。

フォンホーム
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3. domain_nameを、アプライアンスの登録先となるインベントリチームの名前に設
定します。

4. 変更を確定します。

一度登録すると、アプライアンスで登録を解除することはできませんが、登録の変
更はできます。

■ アプライアンスで使用されるOracleシングルサインオンアカウントを変更するに
は、「Change account...」をクリックします。次に、アカウントのいずれかのイン
ベントリチームを選択できます。変更を確定します。

■ 同じアカウントを使用するが、別のインベントリチームに登録するには、ド
ロップダウンボックスを使用して別のインベントリチームを選択します。変更を
確定します。

ステータス

プロパティー 説明

Last heartbeat sent at 最後のハートビートがOracleサポートに送信された時間

サービスの状態
有効なOracleシングルサインオンアカウントを入力する前にフォンホームサービス
が有効になっている場合は、保守状態でサービスが表示されます。フォンホーム
サービスを使用するには、有効なOracleシングルサインオンアカウントを入力する
必要があります。

ログ
フォンホームイベントのログを表示するには、「Maintenance」->「Logs」->「Phone
Home」の順にクリックします。

SNMP

はじめに
SNMP (簡易ネットワーク管理プロトコル)サービスには、アプライアンスに関する 2
つの異なる機能があります。

■ SNMPによってアプライアンスのステータス情報を配信できます。MIBを参照し
てください。

SNMP
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■ SNMPトラップを送信するように警告を構成できます。

このサービスが有効になっている場合は、SNMPバージョン 1および 2cの両方を使
用できます。

プロパティー

プロパティー 説明

SNMP community name SNMPクライアントで接続時に指定する必要があるコミュニティー文字列で
す

Authorized network SNMPサーバーのクエリーが許可されている、CIDR表記によるネット
ワーク。すべてのクライアントをブロックするには 127.0.0.1/8 (ローカルホ
ストのみ)を使用します。すべてのクライアントを許可するには 0.0.0.0/0を
使用します

Appliance contact MIB-II OID .1.3.6.1.2.1.1.4.0によって提供される文字列。これをユーザーまた
は部門の名前に設定すると、SNMPクライアントでこのアプライアンスに対
してだれが責任を負うのかを判断するのに役立ちます

Trap destinations SNMPトラップの送信先のホスト名または IPアドレス。「Alerts」セク
ションでカスタムの SNMPトラップを構成できます。これを 127.0.0.1に設
定してください

サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。CLIのプロパティー名は、上記のプロパティー名の短縮
版です。プロパティーを変更したあとは、SNMPサービスを再起動します。

SNMPサービスには、MIB-IIの場所を示す文字列もあります。このプロパ
ティーは、システム識別情報構成から取り込まれます。

MIB
SNMPサービスがオンラインの場合、認可ネットワークで次のMIB (管理情報ベース)
にアクセスできます。

MIB 目的

.1.3.6.1.2.1.1 MIB-IIシステム -ホスト名、連絡先、場所などの一般的なシステム情報

.1.3.6.1.2.1.2 MIB-IIインタフェース -ネットワークインタフェースの統計

.1.3.6.1.2.1.4 MIB-II IP - IPアドレスやルーティングテーブルなどのインターネットプロト
コル情報

SNMP
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MIB 目的

.1.3.6.1.4.1.42 Sun Enterprise MIB (SUN-MIB.mib.txt)

.1.3.6.1.4.1.42.2.195 Sun FM -障害管理の統計 (下記でリンクされるMIBファイル)

.1.3.6.1.4.1.42.2.225 Sun AK -アプライアンスの情報と統計 (下記でリンクされるMIBファイル)

Sun FM MIB
Sun FM MIB (SUN-FM-MIB.mib)は、次のような SUN Fault Managerの情報にアクセス
できるようにします。

■ システム上で発生している問題
■ Fault Managerのイベント
■ Fault Managerの構成情報

読み取る 4つのメインテーブルがあります。

OID 内容

.1.3.6.1.4.1.42.2.195.1.1 障害管理の問題

.1.3.6.1.4.1.42.2.195.1.2 障害管理のフォルトイベント

.1.3.6.1.4.1.42.2.195.1.3 障害管理のモジュール構成

.1.3.6.1.4.1.42.2.195.1.5 障害管理の障害のあるリソース

詳細は、上記でリンクされるMIBファイルを参照してください。

Sun AK MIB
Sun AK MIB (SUN-AK-MIB.mib)は、次の情報を提供します。
■ 製品の説明の文字列およびパート番号
■ アプライアンスソフトウェアのバージョン
■ アプライアンスとシャーシのシリアル番号
■ インストール、更新、およびブート時間
■ クラスタの状態
■ シェアのステータス -シェアの名前、サイズ、使用済みのバイト数、利用可能な
バイト数

読み取る 3つのメインテーブルがあります。

SNMP
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OID 内容

.1.3.6.1.4.1.42.2.225.1.4 一般的なアプライアンス情報

.1.3.6.1.4.1.42.2.225.1.5 クラスタのステータス

.1.3.6.1.4.1.42.2.225.1.6 シェアのステータス

詳細は、上記でリンクされるMIBファイルを参照してください。

タスク
SNMPのタスクの例を次に示します。これらのタスクを各インタフェースメソッド
に適用する方法については、BUIおよびCLIのセクションを参照してください。

SNMPのタスク

▼ アプライアンスのステータスを配信するよう SNMPを構成

コミュニティー名、認可ネットワーク、および連絡先の文字列を設定します。

必要に応じて、トラップの宛先をリモート SNMPホストに設定します。それ以外は
127.0.0.1に設定します。

構成を適用または確定します。

サービスを再起動します。

▼ トラップを送信するよう SNMPを構成

コミュニティー名、連絡先の文字列、およびトラップの宛先を設定します。

必要に応じて、SNMPクライアントを許可するよう認可ネットワークを設定しま
す。それ以外は 127.0.0.1/8に設定します。

構成を適用または確定します。

サービスを再起動します。

1

2

3

4

1

2

3

4
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SMTP

はじめに
SMTPサービスは、通常「Alerts」画面で構成した警告に対応して、アプライアンス
で生成されたすべてメールを送信します。SMTPサービスでは外部メールを受け付け
ません。アプライアンス自体で自動的に生成されたメールのみを送信します。

デフォルトでは、SMTPサービスはDNS (MXレコード)を使用してメールの送信先を
判断します。DNSがアプライアンスのドメイン用に構成されていない場合、または
送信メールの宛先ドメインにDNS MXレコードが正しく構成されていない場合
は、一般にスマートホストと呼ばれる送信メールサーバーを介してすべてのメール
を転送するようアプライアンスを構成できます。

プロパティー

プロパティー 説明

Send mail through
smarthost

有効にした場合は、指定した送信メールサーバーを介してすべてのメール
が送信されます。それ以外の場合は、DNSを使用して特定のドメインの
メールの送信先を判断します。

Smarthost hostname 送信メールサーバーのホスト名です。

Allow customized from
address

有効にした場合は、電子メールの送信元アドレスがCustom from addressプ
ロパティーに設定されます。デフォルトの送信元アドレスがスパムとわ
かっている場合など、これをカスタマイズすることが望ましい場合があり
ます。

Custom from address アウトバウンド電子メールに使用する送信元アドレスです。

サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。

プロパティーを変更するときは、警告を使用して、プロパティーが正しいことを検
証するためにテスト電子メールを送信できます。電子メールが配信されないもっと
も一般的な理由は、DNSの構成が間違っていることです。これにより、アプライア
ンスはどのメールサーバーにメールを配信したらよいか判断できません。前述のと
おり、DNSを構成できない場合はスマートホストを使用できます。

SMTP
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ログ

ログ 説明

network-smtp:sendmail SMTPサービスのイベントを記録します

mail SMTPアクティビティーのログ (送信されたメールを含む)です

サービスのログを表示するには、サービスのログのセクションを参照してくださ
い。

サービスタグ

はじめに
サービスタグを使用すると、次のようなデータをアプライアンスに問い合わせるこ
とができるため、製品の目録処理やサポートが容易になります。

■ システムのシリアル番号
■ システムタイプ
■ ソフトウェアのバージョン番号

サービスタグはOracleサポートに登録できます。これにより、Oracle機器を簡単に
追跡したり、保守呼び出しを円滑に行なったりすることができます。サービスタグ
はデフォルトで有効になっています。

プロパティー

プロパティー 説明

Discovery Port サービスタグの発見に使用されるUDPポート。デフォルトは 6481です

Listener Port サービスタグデータの問い合わせに使用されるTCPポート。デフォルトは
6481です

サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。

サービスタグ
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システム識別情報

はじめに
このサービスでは、システムの名前と場所の構成します。アプライアンスを別の
ネットワークの場所に移動したり、ほかの目的で使用したりする場合は、これらの
変更が必要になることがあります。

プロパティー

プロパティー 説明

System Name ユーザーインタフェースに表示される、アプライアンスの単一の標準的な
識別名。この名前は、システムへの接続に使用される (リモートDNS
サーバーで構成される) DNS名とは別です。この名前はいつでも変更できま
す

System Location アプライアンスが物理的に置かれている場所を記述するテキスト文字
列。SNMPが有効になっている場合は、これがMIB-IIの syslocation文字列と
してエクスポートされます

サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。

ログ

ログ 説明

system-identity:node システム識別情報サービスのイベントとエラーを記録します

サービスのログを表示するには、サービスのログのセクションを参照してくださ
い。

システム識別情報
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SSH

はじめに
SSH (Secure Shell)サービスを使用すると、ユーザーはアプライアンスのCLIにログイ
ンして、BUIで実行できるのとほとんど同じ管理操作を実行できます。SSHサービス
は、日単位のログやAnalytics統計を取り出すためなど、リモートホストから自動ス
クリプトを実行する手段として使用することもできます。

プロパティー

プロパティー 説明 例

Server key length 一時的な鍵に含まれるビット数です。 768

Key regeneration
interval

一時的な鍵の再生成間隔 (秒)です。 3600

Login grace period クライアントが認証に失敗した場合、指定された秒数を過ぎると、SSH接
続が切断されます。

120

Permit root login rootユーザーが SSHを使用してログインできるようになります。 yes

サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。CLIのプロパティー名は、上記のプロパティー名と似て
います。

ログ

ログ 説明

network-ssh:default SSHサービスのイベントとエラーのログです

サービスのログを表示するには、サービスのログのセクションを参照してくださ
い。

タスク
タスクの例を次に示します。これらのタスクを各インタフェースメソッドに適用す
る方法については、BUIおよびCLIのセクションを参照してください。

SSH
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SSHのタスク

▼ SSHルートアクセスの無効化

Permit root loginを falseに設定します。

構成を適用または確定します。

シャドウ移行

はじめに
シャドウ移行サービスは、外部または内部ソースからのデータの自動移行を可能に
します。この機能については、シェアのシャドウ移行ドキュメントに詳しく説明さ
れています。このサービス自体は、自動バックグラウンド移行を制御するだけで
す。このサービスが有効か無効かに関係なく、データは帯域内リクエストに合わせ
て同期的に移行されます。

テストを目的とする場合、またはシャドウ移行のせいでシステムにかかる負荷が大
きくなりすぎている場合だけは、このサービスを無効にするようにしてくださ
い。無効にすると、ファイルシステムが移行を終了することはありません。この
サービスの主な目的は、バックグラウンド移行専用のスレッドの数を調整できるよ
うにすることです。

プロパティー

プロパティー 説明

Number of Threads データのバックグラウンド移行専用のスレッドの数。これらのスレッドは
マシン全体に影響し、その数を増やすと、リソース (ネット
ワーク、I/O、およびCPU)の消費量が増えるという問題はありますが、並
行性および移行全体の速度が向上する可能性があります。

サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。

シャドウ移行の管理
シャドウ移行の管理方法の詳細は、シェアのシャドウ移行ドキュメントを参照して
ください。

1

2
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Syslog

はじめに
Syslogリレーサービスには、アプライアンスに関する 2つの異なる機能があります。

■ syslogメッセージを 1つ以上のリモートシステムに送信するように警告を構成で
きます。

■ アプライアンス上の syslog対応のサービスではその syslogメッセージがリモート
システムに転送されます。

syslogメッセージとは、アプライアンスから 1つ以上のリモートシステムに転送され
る小さなイベントメッセージです (つまり「大陸間の printf」と呼ぶのが望まし
い)。このメッセージには、次の要素が含まれます。

■ このメッセージを発行したシステムコンポーネントの種類を記述する facility

■ このメッセージに関連付けられた状態の重要度を記述する severity

■ 関連付けられたイベントの時間をUTCで記述する timestamp

■ アプライアンスの正規名を記述する hostname

■ このメッセージを発行したシステムコンポーネントの名前を記述する
tag。メッセージフォーマットの詳細は、下記を参照してください。

■ イベントそのものを記述する message。メッセージフォーマットの詳細は、下記
を参照してください。

syslogレシーバーは、Solarisや Linuxなどのほとんどのオペレーティングシステムに
備わっています。一部のサードパーティーやオープンソースの管理ソフトウェア
パッケージでも Syslogをサポートしています。管理者は、syslogレシーバーを使用し
て、いくつかのシステムから発行されたメッセージを 1つの管理システム上に集約
し、1組のログファイルに組み込むことができます。

Syslogリレーは、RFC 3164で説明されている「classic」出力形式を使用するように構
成することも、RFC 5424で説明されている、より新しいバージョン管理された出力
形式を使用するように構成することもできます。syslogメッセージはUDPデータグ
ラムで転送されます。そのため、ネットワークによってドロップされやすかった
り、送信側のシステムのメモリーが少ない場合やネットワークが輻輳している場合
にまったく送信されないことがあったりします。したがって、管理者はネット
ワーク内に複雑な不具合のあるシナリオでは一部のメッセージが欠けていたり、ド
ロップされていることを想定するようにしてください。
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プロパティー

プロパティー 説明

Protocol Version 使用する Syslogプロトコルのバージョン (ClassicまたはModern)です

Destinations メッセージの中継先となる IPv4および IPv6の宛先アドレスのリストです。

サービスのプロパティーの変更については、「サービス」の BUIとCLIのセク
ションを参照してください。CLIのプロパティー名は、上記のプロパティー名の短縮
版です。プロパティーを変更したあとは、Syslogサービスを再起動します。

Classic Syslog: RFC 3164
Classic Syslogプロトコルには、優先順位を表す単一の整数としてエンコードされる
facilityおよび level値、timestamp、hostname、tag、およびメッセージ本文が含ま
れています。

tagは後述のタグのいずれかになります。

hostnameは、システム識別情報の構成で定義されているアプライアンスの正規名に
なります。

最新の Syslog: RFC 5424
Classic Syslogプロトコルには、優先順位を表す単一の整数としてエンコードされる
facilityおよび level値、バージョンを表すフィールド
(1)、timestamp、hostname、app-name、およびメッセージ本文が含まれています。Sun
Storageシステムによって中継される syslogメッセージでは、RFC 5424の
procid、msgid、および structured-dataフィールドを nil値 (-)に設定して、これらの
フィールドにデータが含まれていないことを示します。

app-nameは後述のタグのいずれかになります。

hostnameは、システム識別情報の構成で定義されているアプライアンスの正規名に
なります。

メッセージフォーマット
Syslogプロトコル自体はメッセージペイロードの形式を定義せず、どの種類の構造化
データまたは構造化されていない人間が読める文字列をメッセージに含めるかは送
信側に任せています。Sun Storageアプライアンスでは、次に示すように、syslogサブ
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システムタグ akを使用して構造化された解析可能なメッセージペイロードを示しま
す。ほかのサブシステムタグは人間が読める任意のテキストを示しますが、管理者
はこれらの文字列の書式が不安定で、Sun Storageソフトウェアの将来のリリースで
予告なしに変更されたり、削除されたりする場合があることを考慮してください。

機能 タグ名 説明

デーモン ak アプライアンスサブシステムの汎用タグです。すべての警告には akタグが
付けられ、そのあとに SUNW-MSG-IDが続くことを示します。

デーモン idmap POSIXおよびWindowsの ID変換用のアイデンティティーマッピングサービ
スです。

デーモン smbd シェアにアクセスするための SMBデータプロトコルです。

警告メッセージの形式
syslogメッセージ送信アクションで警告が構成されている場合は、次の標準フィール
ドから成るローカライズされたテキストを含む syslogメッセージペイロードが生成さ
れます。各フィールドには、大文字のフィールド名とそのあとにコロンと空白文字
が接頭辞として付けられます。

フィールド名 説明

SUNW-MSG-ID 警告に関連付けられた安定した Sunフォルトメッセージ識別子です。管理
者への警告を発生させる各システムの状態とフォルト診断には、Sunの
フォルトメッセージカタログで永続的な一意の識別子が割り当てられま
す。これらの識別子を簡単に電話で読み取るかノートブックで走り書きし
て、sun.com/msg/にある対応するナレッジ記事にリンクできます。

TYPE 状態の種類です。これは次のいずれかのラベルになります。ハードウェア
コンポーネントやコネクタの障害を示す Fault、ソフトウェアの欠陥や構成
の間違いを示す Defect、バックアップアクティビティーやリモートレプリ
ケーションの完了など、障害や欠陥に関連しない状態を示す Alert。

VER このエンコーディング形式自体のバージョンです。この説明
は、SUNW-MSG-ID形式のバージョン「1」に相当します。VERフィールド
が「1」の場合、解析コードは後続のすべてのフィールドが存在することを
前提としている可能性があります。1よりも大きい 10進整数が指定されて
いる場合は、追加フィールドが処理または無視されるように解析コードが
書き込まれます。

SEVERITY 警告をトリガーした問題に関連付けられた状態の重要度です。重要度のリ
ストについては後述します。

EVENT-TIME このイベントに対応する時間です。時間の書式は、UTCによる「Day Mon
DD HH:MM:SS YYYY」となります。例: Fri Aug 14 21:34:22 2009。

Syslog

第 4章 • Services 287



フィールド名 説明

PLATFORM アプライアンスのプラットフォーム識別子です。このフィールドはOracle
Serviceでのみ使用されます。

CSN アプライアンスの chassis serial number (シャーシのシリアル番号)です。

HOSTNAME システム識別情報の構成で定義されているアプライアンスの正規名です。

SOURCE イベントを発行したアプライアンスソフトウェア内のサブシステムで
す。このフィールドはOracle Serviceでのみ使用されます。

REV サブシステムの内部リビジョンです。このフィールドはOracle Serviceでの
み使用されます。

EVENT-ID このイベントに関連付けられた汎用一意識別子 (UUID)です。Oracleの障害
管理システムでは、管理者が 1つの状態に関連した複数のメッセージを集
めて相互に関連付け、重複メッセージを検出できるように、UUIDを各警
告およびフォルト診断に関連付けます。Oracle Service要員は、EVENT-ID
を使用して、問題に関連付けられた追加の事後分析情報を取得できま
す。この情報はOracleが問題に対処する際に役立つ場合があります。

DESC イベントに関連付けられた状態の説明です。

AUTO-RESPONSE システムに組み込まれている障害管理ソフトウェアによる問題 (存在する場
合)への自動応答です。自動応答には、障害のあるディスク、DRAMメモ
リーチップ、およびプロセッサコアを事前にオフラインにするなどの機能
があります。

REC-ACTION 推奨される保守動作です。ここには推奨される動作のサマリーが記述され
ていますが、管理者は詳細な修復手順についてナレッジ記事やこのド
キュメントを参照するようにしてください。

SEVERITYフィールドは次のいずれかの値に設定されます。

重大度 Syslogレベル 説明

Minor LOG_WARNING 現時点ではサービスを低下させない状態が発生しました。ただし、状態が
深刻になる前に修正する必要があります。

Major LOG_ERR サービスを低下させる状態が発生しましたが、深刻ではありません。

Critical LOG_CRIT サービスを著しく低下させる状態が発生しました。ただちに修正する必要
があります。

レシーバーの構成例
ほとんどのオペレーティングシステムには syslogレシーバーが組み込まれています
が、レシーバーをオンにするためにはいくつかの構成手順が必要な場合がありま
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す。一般的なオペレーティングシステムのいくつかの例を次に示します。それぞれ
の syslogレシーバーの構成の詳細は、使用しているオペレーティングシステムまたは
管理ソフトウェアのドキュメントを参照してください。

Solarisレシーバーの構成
Solarisには syslogレシーバーとして動作できるバンドル版の syslogd(1M)が含まれて
いますが、リモート受信機能はデフォルトで無効になっています。Solarisで syslogト
ラフィックを受信できるようにするには、次のように svccfgと svcadmを使用して
syslog設定を変更します。

# svccfg -s system/system-log setprop config/log_from_remote = true

# svcadm refresh system/system-log

Solaris syslogdではClassic Syslogプロトコルのみを認識しています。受信された
メッセージのフィルタリングやロギングの構成方法については、Solaris
syslog.conf(4)のマニュアルページを参照してください。

デフォルトでは、Solaris syslogdはメッセージを /var/adm/messagesに記録し、テスト
用の警告が次のように記録されます。

Aug 14 21:34:22 poptart.sf.fishpong.com poptart ak: SUNW-MSG-ID: AK-8000-LM, \

TYPE: alert, VER: 1, SEVERITY: Minor\nEVENT-TIME: Fri Aug 14 21:34:22 2009\n\

PLATFORM: i86pc, CSN: 12345678, HOSTNAME: poptart\n\

SOURCE: jsui.359, REV: 1.0\n\

EVENT-ID: 92dfeb39-6e15-e2d5-a7d9-dc3e221becea\n\

DESC: A test alert has been posted.\n\

AUTO-RESPONSE: None.\nIMPACT: None.\nREC-ACTION: None.

Linuxレシーバーの構成
ほとんどの Linuxディストリビューションには syslogレシーバーとして動作できるバ
ンドル版の sysklogd(8)デーモンが含まれていますが、リモート受信機能はデフォル
トで無効になっています。Linuxで syslogトラフィックを受信できるようにするに
は、-rオプションが含まれる (リモートロギングを可能にする)ように
/etc/sysconfig/syslog構成ファイルを編集します。

SYSLOGD_OPTIONS="-r -m 0"

その後、ロギングサービスを再起動します。

# /etc/init.d/syslog stop

# /etc/init.d/syslog start

一部の Linuxディストリビューションには、デフォルトで syslog UDPパケットを拒否
する ipfilterパケットフィルタが含まれており、それらのパケットを許可するよう
にフィルタを変更する必要があります。これらのディストリビューションで、次の
ようなコマンドを使用して INPUT規則を追加し、syslog UDPパケットが受け付けら
れるようにします。

Syslog

第 4章 • Services 289



# iptables -I INPUT 1 -p udp --sport 514 --dport 514 -j ACCEPT

デフォルトでは、Linux syslogdはメッセージを /var/log/messagesに記録し、テスト用
の警告が次のように記録されます。

Aug 12 22:03:15 192.168.1.105 poptart ak: SUNW-MSG-ID: AK-8000-LM, \

TYPE: alert, VER: 1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Wed Aug 12 22:03:14 2009 \

PLATFORM: i86pc, CSN: 12345678, HOSTNAME: poptart SOURCE: jsui.3775, REV: 1.0 \

EVENT-ID: 9d40db07-8078-4b21-e64e-86e5cac90912 \

DESC: A test alert has been posted. AUTO-RESPONSE: None. IMPACT: None. \

REC-ACTION: None.
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シェア

シェア

ファイルシステムの一般プロパティーを編集します。類似した特性を持つシェア
は、プロジェクトとしてグループ化できます。

5第 5 章

291



はじめに
ストレージアプライアンスはファイルシステムをシェアとしてエクスポートしま
す。シェアはアプライアンスのこのセクションで管理されます。スペース管理や共
通設定など、共通の管理目的でシェアをプロジェクトにグループ化できます。

■ 概念 -ストレージの編成やシェアプロパティーの管理に関する一般情報です
■ シャドウ移行 -ローカルに、またはリモートサーバーからデータを自動的に移行
します

■ スペース管理 -割り当て制限と予約を使って、シェアごとまたはユーザーごとに
領域の使用を管理します

■ ファイルシステムの名前空間 -ファイルシステムの名前空間の管理およびエクス
ポート方法に関する情報です

■ シェア -ファイルシステムと LUNを管理します
■ 一般 -シェアに関する一般プロパティーを管理します
■ プロトコル -プロトコル (NFS、SMB、iSCSIなど)設定を管理します
■ アクセス -ファイルシステムに対するユーザーベースのアクセス制御を管理しま
す

■ スナップショット -シェアで自動および手動スナップショットを管理します
■ プロジェクト -プロジェクトを管理します
■ 一般 -プロジェクトで一般プロパティーを管理します
■ プロトコル -プロジェクトでプロトコル設定を管理します
■ アクセス -プロジェクトでユーザーベースのアクセス制御を管理します
■ スナップショット -プロジェクトで自動および手動スナップショットを管理しま
す

■ レプリケーション -ほかのアプライアンスへのデータのレプリケーションを構成
します

■ レプリケーション -このアプライアンスをターゲットとするレプリケーション
ソースを管理します

■ スキーマ -シェアやプロジェクトとの使用に合わせてカスタマイズされたプロ
ジェクトを定義します

シェア
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概念

ストレージプール
アプライアンスは ZFSファイルシステムに基づいています。ZFSは基礎となるスト
レージデバイスをプールにグループ化し、ファイルシステムと LUNは必要に応じて
このストレージから割り当てを実行します。ファイルシステムまたは LUNを作成す
る前に、まずアプライアンスでストレージを構成する必要があります。ストレージ
プールが構成されると、静的にファイルシステムのサイズ変更を行う必要はありま
せんが、割り当て制限と予約を使ってサイズを変更できます。

複数のストレージプールがサポートされていますが、ストレージの構成のセク
ションで説明されているように、この種の構成には重大な欠点があるため、通常は
お勧めできません。複数のプールは、データベースのミラー化されたプールやスト
リーミングワークロードのRAID-Zプールなど、2つの異なるプロファイルのパ
フォーマンスや信頼性の特性が大幅に異なる場合にのみ使用するようにしてくださ
い。

1つのホストで複数のプールがアクティブになっている場合、BUIではメ
ニューバーにドロップダウンリストが表示され、それを使ってプールを切り替える
ことができます。CLIでは、現在のプールの名前が括弧に囲まれて表示され、この名
前は「pool」プロパティーを設定することで変更できます。プールが 1つしか構成さ
れていない場合は、これらの制御は表示されません。複数のプールを選択した場
合、UIで選ばれるデフォルトプールは任意なので、シェアを操作する前に、スクリ
プト化された処理によってプール名が明示的に設定されるようにしてください。

プロジェクト
すべてのファイルシステムおよび LUNはプロジェクトにグループ化されます。プロ
ジェクトは、シェアを管理するための共通の管理制御点を定義します。プロジェク
ト内のすべてのシェアは共通の設定をシェアでき、割り当て制限はシェアレベルだ
けでなくプロジェクトレベルで強制的に適用できます。ローカルに関連したシェア
をグループ化するためだけにプロジェクトを使用することもできるため、1か所から
共通の属性 (累積された領域など)にアクセスできます。

デフォルトでは、ストレージプールが最初に構成されるときにデフォルトプロ
ジェクトが 1つ作成されます。このデフォルトプロジェクト内にすべてのシェアを
作成できますが、適度な大きさの環境に対しては、組織上の目的のためだけで
あっても、追加のプロジェクトを作成することを強くお勧めします。
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シェア
シェアは、サポートされるデータプロトコルを介してアプライアンスのクライアン
トにエクスポートされるファイルシステムと LUNです。ファイルシステムはファイ
ルベースの階層をエクスポートし、SMB、NFS、HTTP/WebDav、および FTPを介し
てアクセスできます。LUNはブロックベースのボリュームをエクスポートし、iSCSI
またはファイバチャネルを介してアクセスできます。project/shareタプルはプール内
のシェアの一意識別子です。複数のプロジェクトに同じ名前のシェアを含めること
はできますが、1つのプロジェクトに同じ名前のシェアを含めることはできませ
ん。1つのプロジェクトにファイルシステムと LUNの両方を含めることができ、そ
れらは同じ名前空間をシェアします。

プロパティー
すべてのプロジェクトおよびシェアには、関連するプロパティーがいくつかありま
す。これらのプロパティーは次のグループに分類されます。

プロパティーのタ
イプ 説明

継承 これはもっとも一般的なプロパティータイプで、ほとんどの構成可能なプ
ロジェクトとシェアのプロパティーを表します。プロジェクトに属してい
るシェアは、プロパティーのローカル設定を持つことも、親プロジェクト
からその設定を継承することもできます。デフォルトでは、シェアはプロ
ジェクトからすべてのプロパティーを継承します。プロジェクトでプロパ
ティーが変更されると、そのプロパティーを継承するすべてのシェアが新
しい値を反映して更新されます。継承されると、マウントポイントと SMB
のプロパティーを除くすべてのプロパティーは親プロジェクトと同じ値に
なります。継承されると、これらのプロパティーはプロジェクト設定をそ
の独自のシェア名と連結させます。

読み取り専用 これらのプロパティーはプロジェクトに関する統計を表すもので、変更で
きません。このタイプのもっとも一般的なプロパティーは、領域使用状況
の統計です。

スペース管理 これらのプロパティー (割り当て制限と予約)はシェアとプロジェクトの両
方に適用されますが、継承されません。100Gの割り当て制限があるプロ
ジェクトはシェア全体に強制的に適用されますが、明示的に設定しないか
ぎり、個々のシェアには割り当て制限は適用されません。

作成時間 これらのプロパティーはファイルシステムまたは LUNの作成時間に指定で
きますが、シェアが作成されたあとは変更できません。これらのプロパ
ティーはディスク上のデータ構造を制御するもので、国際化設定、大文字
と小文字の区別、およびボリュームのブロックサイズが含まれます。

概念
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プロパティーのタ
イプ 説明

プロジェクトの
デフォルト

これらのプロパティーはプロジェクトで設定されますが、プロジェクト自
体には影響しません。これらのプロパティーは、ファイルシステムまたは
LUNの作成時に初期設定を生成するために使用され、共通の継承不可能な
プロパティーセットがシェアに含まれている場合に役立つことがありま
す。これらのプロパティーを変更しても既存のシェアには影響しないた
め、シェアの作成前または作成後に変更できます。

ファイルシステ
ムローカル

これらのプロパティーはファイルシステムにのみ適用され、ファイルシス
テムのルートディレクトリの管理に便利なプロパティーです。これらのプ
ロパティーをプロジェクトで設定することはできません。これらのアクセ
ス制御プロパティーは帯域内プロトコル操作によっても設定できます。

LUNローカル これらのプロパティーは LUNにのみ適用され、継承されません。これらの
プロパティーをプロジェクトで設定することはできません。

カスタム これらはユーザー定義プロパティーです。詳細については、スキーマのセ
クションを参照してください。

スナップショット
スナップショットとは、ファイルシステムまたは LUNのポイントインタイムコ
ピーです。スナップショットは、手動で作成することも、自動スケジュールを設定
して作成することもできます。スナップショットは、最初は追加領域を消費しませ
んが、アクティブなシェアの変更に伴って、今まで参照されなかったブロックが最
新のスナップショットの一部として保持されます。やがて、最新のスナップ
ショットは、スナップショットが取られた時点のファイルシステムのサイズに等し
い大きさの追加領域を最大で占有します。

ファイルシステムのスナップショットはファイルシステムのルートの .zfs/snapshot

スナップショットにあり、標準のプロトコルを介してアクセスできます。この
ディレクトリはデフォルトでは表示されず、明示的に .zfsディレクトリに変更する
ことでのみアクセスできます。この動作は「Snapshot」ビューで変更できますが、そ
れによってバックアップソフトウェアがライブデータのほかにスナップショットも
バックアップする可能性があります。LUNのスナップショットには直接アクセスで
きませんが、それらをロールバックターゲットまたはクローンのソースとして使用
することはできます。プロジェクトのスナップショットはプロジェクト内のすべて
のシェアのスナップショットを取ることに相当し、スナップショットは名前で識別
されます。大きなプロジェクトのスナップショットに含まれるシェアのスナップ
ショットの名前を変更した場合、そのスナップショットは同じスナップショットの
一部とはみなされなくなります。また、スナップショットの名前を親プロジェクト
内のスナップショットと同じ名前になるように変更した場合、そのスナップ
ショットはそのプロジェクトのスナップショットの一部として扱われます。
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シェアは、以前のスナップショットにロールバックする機能をサポートしていま
す。ロールバックが発生すると、新しい方のスナップショット (および新しい方のス
ナップショットのクローン)が破棄され、アクティブなデータはスナップショットが
取られたときの状態に戻ります。スナップショットにはデータのみが含まれ、プロ
パティーは含まれないため、スナップショットが取られたあとで変更されたプロパ
ティー設定はすべて残ります。

クローン

ライセンスについて:リモートレプリケーションとクローニングは無償で評
価することが許可されていますが、本稼動環境で使用するには、各機能の
ライセンスを個別に購入する必要があります。評価期間を過ぎたら、これ
らの機能のライセンスを購入するか、機能を非アクティブ化する必要があ
ります。オラクル社は、ライセンスが遵守されているかどうかをいつでも
監査する権利を保持しています。詳細については、オラクル社のソフト
ウェアライセンス契約書 (SLA)およびハードウェアシステムと組み込みのソ
フトウェアオプションの権利書を参照してください。

クローンはシェアスナップショットの書き込み可能コピーで、管理のために独立し
たシェアとして扱われます。スナップショットと同様に、クローンは最初は追加の
領域を取りませんが、新しいデータがクローンに書き込まれるのに伴って、新しい
変更に必要な領域がクローンに関連付けられます。プロジェクトのクローンはサ
ポートされていません。スナップショットとクローンの間で領域がシェアされ、ス
ナップショットには複数のクローンを含めることができるため、アクティブなク
ローンを破棄しないでスナップショットを破棄することはできません。

シャドウ移行

シャドウデータ移行
管理者の一般的なタスクの 1つは、ある場所から別の場所にデータを移動すること
です。もっとも抽象的な意味では、この問題は、サーバー間でデータをレプリ
ケートすることからラップトップ上のユーザーデータをサーバーと同期された状態
に保つことまで、多数のユースケースを含んでいます。このタスクには多数の外部
ツールを利用できますが、Sun Storage 7000シリーズのアプライアンスには、もっと
も一般的なユースケースに対応するデータ移行用の統合ソリューションが 2つ用意
されています。1つ目はリモートレプリケーションです。これは、1つ以上のアプラ
イアンス間でデータをレプリケートするためのもので、個別に説明します。2つ目は
シャドウ移行で、ここで説明します。

シャドウ移行

Sun ZFS Storage 7000システム管理ガイド • 2012年 12月 E38994–01296



シャドウ移行とは、移行が完了した時点で元のデータを置換または廃棄するため
に、外部のNASソースからデータを移行するためのプロセスです。これは、Sun
Storage 7000アプライアンスを既存の環境に導入する際に別のサーバーのファイル
シェア業務を引き継ぐためにもっともよく使われますが、下記で説明するよう
に、ほかにもいくつかの新しい使い方が可能です (下記参照)。

従来のデータ移行
通常、従来のファイル移行は反復同期または外部介入のどちらかの方法ので行われ
ます。

同期による移行

この方法では、アクティブなホストXを取り、Xをアクティブにしたままデータを
新しいホストYに移行します。この移行の進行中も、クライアントは引き続き元の
ホストに対して読み取り/書き込みを行います。データが最初に移行されると、差分
が 1回の停止時間帯で送信できるほど小さくなるまで増分変更が繰り返し送信され
ます。この時点で、元のシェアは読み取り専用になり、最後の差分が新しいホスト
に送信されて、すべてのクライアントが新しい場所を指すように更新されます。こ
れを実行するもっとも一般的な方法は再同期ツールを使用することですが、ほかの
統合ツールも存在します。このメカニズムにはいくつかの欠点があります。

■ 差分が小さくなる間、予測される停止時間を簡単に定量化できません。スケ
ジュールされた停止時間の直前にユーザーが大量の変更を確定した場合は、停止
時間帯が長くなる可能性があります。

■ 移行中は、新しいサーバーがアイドル状態になります。通常、新しいサーバーで
は新しい機能が追加されたりパフォーマンスが向上したりしているため、長期間
に及ぶ可能性のある移行中にリソースが浪費されることなります。

■ 複数のファイルシステム間での調整には手間がかかります。何十または何百もの
ファイルシステムを移行する場合、各移行にかかる時間はさまざまで、ファイル
システム全体にわたって停止時間をスケジュールする必要があります。

外部介入による移行

この方法では、アクティブなホストXを取り、データを新しいホストYに移行する
新しいアプライアンスMを挿入します。すべてのクライアントはただちにMを指す
ように更新され、データはバックグラウンドで自動的に移行されます。これによ
り、移行オプションの柔軟性が向上し (将来は停止時間なしに新しいサーバーに移行
できるなど)、移行済みのデータに新しいサーバーを利用できますが、重大な欠点も
あります。

■ 移行アプライアンスは新しい物理マシンを表し、関連コスト (初期投資、サ
ポート費用、電力、および冷却)と追加の管理オーバーヘッドがかかります。

■ 移行アプライアンスは、システム内の新しい障害点を表します。
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■ 移行アプライアンスは移行済みのデータに介入するため、多くの場合、永続的に
追加の遅延を発生させます。通常、これらのアプライアンスは所定の場所に置か
れますが、別の停止時間帯をスケジュールしたり、移行アプライアンスを廃止し
たりできます。

シャドウ移行

シャドウ移行は介入を使用しますが、アプライアンスに組み込まれているため、個
別の物理マシンは必要ありません。シェアが作成されると、それらはオプション
で、ローカルに、またはNFSを介して既存のディレクトリの「シャドウを作成」で
きます。このシナリオでは停止時間が一度スケジュールされ、その時間にソースア
プライアンスXが読み取り専用モードになり、シャドウプロパティーが設定された
シェアが作成され、Sun Storage 7000アプライアンスでクライアントがその新しい
シェアを指すように更新されます。その後、クライアントは読み取り/書き込み
モードでアプライアンスにアクセスできます。

シャドウプロパティーが設定されると、データはローカルでソースアプライアンス
からバックグラウンドで透過的に移行されます。まだ移行されていないファイルの
リクエストがクライアントから出された場合、アプライアンスはそのリクエストに
応答する前にこのファイルをローカルサーバーに自動的に移行します。この操作で
は、一部のクライアントリクエストで初期遅延が発生することがあります
が、ファイルが移行されると、すべてのアクセスがアプライアンスに対してローカ
ルになり、パフォーマンスが回復します。ファイルシステムの現在の作業セットは
合計サイズに比べてかなり小さいことが多いため、この作業セットが移行される
と、ソース上の元の合計サイズに関係なく、パフォーマンスへの影響は認められな
くなります。

シャドウ移行の欠点はデータの移行が完了する前に確定が必要なことですが、この
ことはどの介入方法にも当てはまります。移行中は、データ部分は 2つの場所に存
在するため、バックアップがより複雑になり、スナップショットが不完全になった

シャドウ移行

Sun ZFS Storage 7000システム管理ガイド • 2012年 12月 E38994–01298



り、1つのホストにしか存在しなかったりすることがあります。このため、2つのホ
スト間の移行を最初に十分にテストして、アイデンティティー管理やアクセス制御
が正しく設定されていることを確認することがきわめて重要です。データ移行全体
をテストする必要はありませんが、新しいシステム上で、どのユーザーも読み取る
ことができないファイルまたはディレクトリが正しく移行されていること、ACL (存
在する場合)が保持されていること、およびアイデンティティーが適切に表現されて
いることを検証するようにしてください。

シャドウ移行はファイルシステム内のディスク上のデータを使用して実装されるた
め、ストレージプールの外側にローカルに格納される外部データベースやデータは
ありません。クラスタ内でプールがフェイルオーバーされた場合、または両方のシ
ステムディスクが故障して新しいヘッドノードが必要になった場合、割り込みなし
でシャドウ移行を続行するのに必要なすべてのデータはストレージプールで保持さ
れます。

シャドウ移行の動作

シャドウソースの制限事項
■ データを適切に移行するためには、ソースのファイルシステムまたはディレクト
リが「読み取り専用である必要があります」。ファイルソースに加えられた変更
が反映されるかどうかはタイミングによって異なり、ディレクトリ構造に対する
変更はアプライアンスで回復不可能なエラーを発生させる可能性があります。

■ シャドウ移行はNFSソースからの移行のみをサポートします。NFSv4シェアは最
適な結果をもたらします。NFSv2およびNFSv3移行も可能ですが、その過程で
ACLが失われ、NFSv2に対して大きすぎるファイルはそのプロトコルを使って移
行できません。SMBソースからの移行はサポートされません。

■ LUNのシャドウ移行はサポートされません。

移行時のシャドウファイルシステムのセマンティクス
クライアントがまだ移行されていないファイルまたはディレクトリにアクセスする
場合、次のような動作への影響が確認できます。

■ ディレクトリの場合、クライアントリクエストはディレクトリ全体が移行される
までブロックされます。ファイルの場合、ファイルのリクエストされている部分
だけが移行されるため、複数のクライアントが同時にファイルのさまざまな部分
を移行できます。

■ シャドウファイルシステムでのファイルおよびディレクトリの名前変更、削
除、または上書きは、移行処理に影響を及ぼすことなく任意に実行できます。

■ ハードリンクを持つファイルの場合、移行が完了するまでハードリンク数が
ソースと一致しないことがあります。
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■ ファイル属性のほとんどはディレクトリが作成されるときに移行されます
が、ディスク上のサイズ (UNIX stat構造体の st_nblocks)はそのファイルに対する
読み取りまたは書き込み操作が完了するまでわかりません。論理サイズは正しく
なりますが、ファイルの内容が実際に移行されるまで、du(1)などのコマンドは
サイズ 0を報告します。

■ アプライアンスをリブートした場合、移行はアプライアンスがもともと中止され
た場所を取り出します。データを再移行する必要はありませんが、場合によって
はローカルファイルシステムの移行済みの部分をトラバースする必要があり、そ
の割り込みのために移行の合計時間にいくらか影響が及ぶ可能性があります。

■ データ移行では、ファイルに対して非公開の拡張属性を使用します。これらは通
常、ファイルシステムのルートディレクトリ上で、またはスナップショットを通
じてしか確認できません。SUNWshadowで始まる拡張属性の追加、変更、または
削除は、移行処理に予測できない影響を及ぼし、不完全な状態または破壊された
状態をもたらします。また、ファイルシステム全体の状態はファイルシステムの
ルートにある .SUNWshadowディレクトリに格納されます。この内容に何らかの
変更を加えると、同様の影響があります。

■ ファイルシステムの移行が完了すると、警告が送信され、シャドウ属性が適切な
メタデータとともに削除されます。その後、このファイルシステムは通常の
ファイルシステムと見分けがつかなくなります。

■ NFSv4自動クライアントマウント (「ミラーマウント」と呼ばれることもある)ま
たは入れ子のローカルマウントを使用すると、データを複数のファイルシステム
から 1つのファイルシステムに移行できます。

IDとACLの移行
ファイルのアイデンティティー情報 (ACLを含む)を適切に移行するには、次の規則
を守る必要があります。

■ 移行元と移行先のアプライアンスのネームサービス構成が同じである必要があり
ます。

■ 移行元と移行先のアプライアンスのNFSv4 mapidドメインが同じである必要があ
ります

■ 移行元でNFSv4がサポートされている必要があります。NFSv3も使用できます
が、いくらかの情報の損失が発生します。基本的なアイデンティティー情報 (所
有者とグループ)および POSIXアクセス権は保持されますが、ACLはすべて失わ
れます。

■ 移行元が rootアクセス権を使ってアプライアンスにエクスポートされる必要があ
ります。

「nobody」によって所有されているファイルまたはディレクトリが見つかった場合
は、アプライアンスのネームサービス設定が正しくなかったり、NFSv4 mapidドメイ
ンが異なっていたりすることが可能性があります。クライアントが本来ならアクセ
スできるはずのファイルシステムをトラバースしているときに「permission
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denied」エラーが発生した場合、もっとも起こりうる問題は rootアクセス権を使った
移行元のエクスポートに失敗することです。

シャドウ移行の管理

シャドウファイルシステムの作成
シャドウ移行の転送元は、ファイルシステムを作成するときにのみ設定できま
す。BUIでは、ファイルシステムの作成ダイアログで使用できます。CLIで
は、shadowプロパティーとして使用できます。このプロパティーは、次のいずれか
の書式を取ります。

■ Local - file:///<path>
■ NFS - nfs://<host>/<path>

BUIでは、NFSマウントに対して別の書式 <host>:/<path>も使用できます。この書
式はUNIXシステムで使用される構文に一致します。BUIでは、プルダウンメ
ニューを使用すると、設定のプロトコル部分 (file://または nfs://)も指定できま
す。ファイルシステムの作成時に、サーバーは、そのパスが存在し、マウントでき
ることを確認します。

バックグラウンド移行の管理
シェアが作成されると、インラインリクエストが処理されるだけでなく、移行が
バックグラウンドで自動的に開始されます。この移行は、シャドウ移行サービスに
よって制御されます。このタスク専用のスレッドの数を示すチューニング可能なグ
ローバルプロパティーが 1つあります。スレッドの数を増やすと、追加のリソース
が必要になりますが、そのおかげで並列性が向上します。

シャドウ移行サービスは無効にできますが、テスト目的の場合、またはアクティブ
なシャドウ移行によってシステムの一時停止が必要になるまでシステムに負荷がか
かっている場合のみに無効にしてください。シャドウ移行サービスを無効にする
と、同期リクエストは引き続き必要に応じて移行されますが、バックグラウンド移
行は行われません。このサービスが無効になっていると、ファイルシステムのすべ
ての内容が手動で読み取られても、シャドウ移行が完了することはありません。こ
のサービスは常に有効にしておくことを強くお勧めします。

エラーの処理
シャドウ移行では、移行が完了する前にサーバーへの新しい書き込みを確定する必
要があるため、移行をテストしエラーがないかどうかを監視することが非常に重要
です。バックグラウンド移行中に発生したエラーは保持され、BUIでシャドウ移行
ステータスの一部として表示されます。ほかの同期移行中に発生したエラーは追跡
されませんが、影響を受けたファイルにバックグラウンドプロセスがアクセスする
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とエラーとして表示されます。ファイルごとに、リモートファイル名とそれぞれの
エラーが保持されます。エラー件数の横にある情報アイコンをクリックすると、エ
ラーの詳細なリストが表示されます。エラーリストはエラーが修正されても更新さ
れず、移行が正常に完了することによってのみ消去されます。

シャドウ移行は、すべてのファイルが正常に移行されるまで完了しません。エ
ラーがある場合は、バックグラウンド移行で移行が成功するまで継続的に再試行さ
れます。これにより、管理者はエラー (アクセス権の問題など)を修正し、移行を完
了させ、確実に成功させることができます。永続的なエラーのために移行を完了で
きない場合は、移行を取り消すと、移行できたデータとともにローカルファイルシ
ステムをそのままにしておくことができます。これは最後の手段としてのみ使用す
るようにしてください。移行は取り消すと再開できません。

進行状況の監視
シャドウ移行の進行状況を監視することは、この操作の実行コンテキストを考える
と困難です。1つのファイルシステムは、ファイルシステムのすべてまたは一部の
シャドウを作成することも、入れ子のマウントポイントを使って複数のファイルシ
ステムのシャドウを作成することもできます。このため、ソースに関する統計をリ
クエストし、その統計が正しいことを確証する方法がありません。さらに、1つの
ファイルシステムの移行であっても、利用可能なサイズの計算に用いられる方法が
システム全体で一貫していません。たとえば、リモートファイルシステムで圧縮を
使用する場合もあれば、メタデータのオーバーヘッドを含めたり含めなかったりす
る場合もあります。このような理由から、特定の移行の正確な進行状況は表示でき
ません。

アプライアンスは、正確であることが保証されている次の情報を提供します。

■ これまでのローカルファイルシステムのローカルサイズ
■ これまでにコピーされたデータのローカルサイズ
■ これまでにデータの移行に費やされた時間

これらの値は、BUIおよびCLIで、標準のファイルシステムプロパティーとシャドウ
移行ノード (UIパネル)のプロパティーを通じて利用できます。リモートファイルシ
ステムのサイズがわかっている場合は、それを使って進行状況を予測できます。コ
ピーされたデータのサイズは、ソースから移行される必要のあるプレーンファイル
の内容でのみ構成されます。ディレクトリ、メタデータ、および拡張属性は、この
計算には含まれません。これまでに移行されたデータのサイズにはリモートで移行
されたデータのみが含まれますが、バックグラウンド移行を再開すると、ファイル
システムの移行済みの部分がトラバースされることがあります。このため、このよ
うな初期ディレクトリの処理中は実行速度が大きく上昇し、ファイルシステムのま
だ移行されていない部分に到達すると速度が低下する可能性があります。

進行状況を示す正確な指標はありませんが、アプライアンスは、ディレクトリツ
リーが比較的均一であるとの想定の下で残りのデータの予測を試みます。この予測
は、データセットによっては、かなり正確になることもあればまったく役に立たな
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いこともあるため、情報提供のためにのみ提供されています。たとえば、比較的浅
いファイルシステムツリーがあるものの、最後に参照される単一ディレクトリに大
量のデータが含まれているとします。このシナリオでは、移行がほとんど完了した
ように思われたあと、この新しいツリーの発見に伴って進行状況の割合がごくわず
かな値にまで急激に低下します。反対に、そのような大きなディレクトリが最初に
処理された場合、ほかのすべてのディレクトリにも同様に大量のデータが含まれて
いると想定される可能性がありますが、それらのディレクトリがほぼ空であること
がわかると、予測される進行状況の割合が小さな値から 100%近くにまでただちに上
昇します。進行状況を測定する最良の方法は、テスト移行を設定してそれを完了す
るまで実行し、その値を使用して同様のレイアウトやサイズのファイルシステムの
進行状況を予測することです。

移行の取り消し
移行の取り消しは可能ですが、ソースが利用できなくなるような危機的な状況での
み行うようにしてください。移行を取り消すと、再開することはできません。主な
目的は、ソースに訂正不能なエラーがあるときに移行を完了できるようにすること
です。少数のファイルまたはディレクトリを除いてファイルシステム全体の移行が
完了し、これらのエラーを修正する方法がない (ソースが完全に壊れている)場合
は、移行を取り消すことで、ローカルファイルシステムを「通常の」ファイルシス
テムのステータスに戻すことができます。

BUIで移行を取り消すには、問題になっているシェアの左側の列で、進行状況
バーの横にある閉じるアイコンをクリックします。CLIでは、ファイルシステムの下
の shadowノードに移行して、cancelコマンドを実行します。

シャドウファイルシステムのスナップショット
シャドウファイルシステムのスナップショットの取得は可能ですが、どの項目のス
テータスをスナップショットに含めるかは任意に選択できます。まだ移行されてい
ないファイルは存在しないため、実装の詳細 (SUNWshadow拡張属性など)をス
ナップショットで確認できることがあります。このスナップショットを使用する
と、最初の移行が開始されたあとで移行または変更された個々のファイルも復元で
きます。このため、移行が完了するまですべてのスナップショットをソースに保持
しておくことをお勧めします。そうすることで、移行されていないファイルを必要
に応じて引き続きソースから取得できます。保持ポリシーによっては、サービス要
件を満たすためにソースでの保持期間を延長することが必要な場合があります。

スナップショットの取得は可能ですが、このスナップショットをロールバックした
り、クローンのソースにしたりすることはできません。これは、移行中にはディス
ク上のデータの矛盾状態を反映しています。

シャドウファイルシステムのバックアップ
シャドウデータをアクティブに移行しているファイルシステムは、ほかのファイル
システムと同様にNDMPを使用してバックアップできます。シャドウ設定はバック
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アップストリームで保持されますが、ファイルシステムの完全な復元が行わ
れ、シェアが存在しなくなった場合にのみ復元されます。そのようなバックアップ
ストリームから個々のファイルを復元したり、既存のファイルシステムに復元した
りすると、矛盾した状態やデータの破壊が発生する可能性があります。ファイルシ
ステム全体の復元中には、ファイルシステムが (部分的な復元による通常の矛盾以上
に)矛盾した状態となり、シャドウ移行はアクティブになりません。復元が完了した
ときにのみシャドウ設定が復元されます。シャドウソースが存在しなくなったかま
たは移動した場合、管理者はエラーがないかどうかを監視し、必要に応じてエ
ラーを修正できます。

シャドウファイルシステムのレプリケート
シャドウデータをアクティブに移行しているファイルシステムは、通常のメカニズ
ムを使用してレプリケートできますが、移行されたデータのみがデータストリーム
に送信されます。このため、リモート側に含まれる部分的なデータだけは矛盾した
状態を示す場合があります。シャドウ設定はレプリケーションストリームとともに
送信されるため、リモートターゲットがフェイルオーバーされると、同じシャドウ
設定が保持されます。NDMPバックアップストリームの復元と同様に、この設定は
リモートターゲットのコンテキストでは正しくないことがあります。ターゲットの
フェイルオーバー後、管理者はエラーがないかどうかを監視し、必要に応じて
シャドウ設定を新しい環境に合わせて修正できます。

シャドウ移行の分析
シェアごとの標準的な監視のほかに、Analyticsを使用してシステム全体のシャドウ
移行を監視することもできます。シャドウ移行の分析機能は「Data Movement」カテ
ゴリの下で利用できます。次の 2つの基本的な統計を利用できます。

シャドウ移行のリクエスト

この統計は、キャッシュされておらず、ファイルシステムのローカルにあることが
わかっているファイルまたはディレクトリに対するリクエストを追跡します。これ
は移行が済んだものと移行が済んでいないものの両方のファイルおよびディレクト
リを考慮に入れ、シャドウ移行の一部として発生する待ち時間を追跡した
り、バックグラウンド移行の進捗状況を追跡するために使用できます。この統計
は、ファイル、シェア、プロジェクト、または待ち時間ごとに分類できます。現在
は同期と非同期の両方の (バックグラウンド)移行が含まれるため、クライアントに
表示される待ち時間だけを表示することはできません。

シャドウ移行のバイト数

この統計は、ファイルまたはディレクトリの内容の移行の一部として転送されるバ
イト数を追跡します。これはメタデータには当てはまりません (拡張属性、ACLな
ど)。これは転送されるデータの概算を示しますが、ソースデータセットに大量のメ
タデータがある場合、帯域幅が不釣り合いなほど小さくなります。完全な帯域幅
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は、ネットワーク分析を表示することによって観察できます。この統計は、ローカ
ルファイル名、シェア、またはプロジェクトごとに分類できます。

シャドウ移行の操作

この統計は、ソースファイルシステムに到達する必要がある操作を追跡します。こ
の統計を使用すると、シャドウ移行のソースからのリクエストの待ち時間を追跡で
きます。この統計は、ファイル、シェア、プロジェクト、または待ち時間ごとに分
類できます。

ローカルファイルシステムの移行
リモートソースからデータを移行するという主な目的のほかに、同じメカニズムを
使用してローカルファイルシステムからアプライアンス上の別のファイルシステム
にデータを移行することもできます。これは、ファイルシステムの圧縮バージョン
を作成したり、ファイルシステムのレコードを作成したあとでレコードサイズを変
更したりするなど、本来なら変更できない設定を変更するために使用できます。こ
のモデルでは、古いシェア (またはシェア内のサブディレクトリ)は読み取り専用に
なるか、または使用されなくなり、fileプロトコルを使用してシャドウプロパ
ティーが設定された新しいシェアが作成されます。クライアントがこの新しい
シェアにアクセスすると、データがその新しいシェアの設定を使用して書き込まれ
ます。

タスク

シャドウ移行の可能性のテスト
完全な移行を試みる前に、移行をテストして、アプライアンスに適切なアクセス権
があることやセキュリティー属性が正しく変換されることを確認することが重要で
す。

1. Sun Storage 7000アプライアンスがシェアへの rootアクセス権を持つようにソース
を構成します。通常、このためにはNFSホストベースの例外を追加したり、匿名
ユーザーのマッピングを設定したりする必要があります (後者はセキュリ
ティー面でより重要な意味があります)。

2. シャドウ属性をCLIで「nfs://<host>/<snapshotpath>」に設定したり、BUI
で「<host>/<snapshotpath>」に設定したりして (プロトコルには「NFS」を選
択)、ローカルファイルシステム上にシェアを作成します。スナップショット
は、ソースの読み取り専用コピーにするようにしてください。使用できるス
ナップショットがない場合、読み取り/書き込み可能なソースを使用できます
が、未定義のエラーが発生する可能性があります。

3. ファイル構造をトラバースして、ファイルの内容およびアイデン
ティティーマッピングが正しく保持されていることを検証します。
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4. データソースが (スナップショットと同様に)読み取り専用の場合、移行を完了さ
せて、転送中にエラーが発生しなかったことを確認します。

アクティブなNFSサーバーからのデータの移行
基本設定が機能していることを確認できたら、最終移行用にシェアを設定できま
す。

1. クライアントを休止させて、新しいサーバーを指すように再構成するための停止
時間をスケジュールします。

2. Sun Storage 7000アプライアンスがシェアへの rootアクセス権を持つようにソース
を構成します。通常、このためにはNFSホストベースの例外を追加したり、匿名
ユーザーのマッピングを設定したりする必要があります (後者はセキュリ
ティー面でより重要な意味があります)。

3. ソースを読み取り専用になるように構成します。この手順は技術的にはオプ
ションですが、移行の進行中に誤った構成のクライアントがソースへの書き込み
を実行できない場合、適合性を保証するのが非常に簡単になります。

4. シャドウ属性をCLIで「nfs://<host>/<path>」に設定したり、BUI
で「<host>/<path>」に設定したりして (プロトコルには「NFS」を選択)、ローカ
ルファイルシステム上にシェアを作成します。

5. クライアントが SS7000上のローカルシェアを指すように再構成します。

この時点で、シャドウ移行がバックグラウンドで実行され、クライアントリクエス
トが必要に応じて処理されます。上で説明したように、進行状況を監視できま
す。CLIをスクリプト化することによって、スケジュールされた 1回の停止時間中に
複数のシェアを作成できます。

スペース管理

はじめに
7000シリーズでは、物理ストレージの管理に関するファイルシステムと LUNの動作
が、ほかの多くのシステムと異なっています。概念ページで説明しているよう
に、このアプライアンスでは、共通の領域をすべてのファイルシステムと LUNで
シェアする、プールされたストレージモデルを利用します。ファイルシステムには
明示的なサイズが割り当てられることはなく、ファイルシステムで必要とされる大
きさの領域が使用されるだけです。LUNでは、シンプロビジョニングされないかぎ
り、デバイスの内容全体を書き込むのに十分な物理領域が予約されます。シンプロ
ビジョニングされる場合、LUNはファイルシステムのように機能し、データに
よって物理的に消費される領域の量のみを使用します。
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ユーザーが適切な操作を行っていることがほぼ明らかな場合、このシステムでは環
境内での管理の柔軟性と簡易性が最大限に向上します。ユーザーのデータ使用量が
監視または制限される厳格な環境では、より注意深い管理が必要です。このセク
ションでは、管理者が領域使用状況を制御および管理するために使用できる一部の
ツールについて説明します。

用語
詳細に進む前に、アプライアンスでの領域使用状況について説明する際に使われる
いくつかの基本用語を理解することが重要です。

スペース管理に関する用語

物理データ

ディスク上に物理的に格納されるデータのサイズです。通常、対応するデータの論
理サイズに等しくなりますが、圧縮またはほかの要因によってサイズが異なる場合
があります。物理データには、アクティブなシェアやすべてのスナップショットの
領域が含まれます。通常、領域の計算は物理スペースに基づいて強制的に適用さ
れ、管理されます。

論理データ

ファイルシステムによって論理的に消費される領域の量です。圧縮は考慮され
ず、ファイルシステムによって消費される領域の量の理論的な上限として表示でき
ます。異なる圧縮アルゴリズムを使用してファイルシステムを別のアプライアンス
にコピーすると、消費量がこの量よりも少なくなります。この統計は明示的にエク
スポートされず、通常は、消費される物理領域の量を測定し、現在の圧縮率を掛け
合わせる方法でのみ算出できます。

参照データ

スナップショットとは関係なく、アクティブなシェアによって参照されている領域
の合計量を表します。これは、すべてのスナップショットが破棄された場合に
シェアによって消費される領域の量です。また、ユーザーがデータプロトコルを介
して直接管理できるデータの量でもあります。

スナップショットデータ

シェアのすべてのスナップショットによって現在保持されているデータの合計量を
表します。これは、すべてのスナップショットが破棄された場合に解放される領域
の量です。

スペース管理

第 5章 • シェア 307



割り当て制限

割り当て制限は、特定のエンティティーで消費できる領域の量に対する制限を表し
ます。ファイルシステム、プロジェクト、ユーザー、またはグループに基づいて設
定でき、現在の領域使用状況には依存しません。

予約

予約は、特定のプロジェクトまたはファイルシステム用の領域の確保を表していま
す。ファイルシステムによって消費される実際の領域を増やさずに、プールの残り
から使用可能領域を確保します。この設定は、ユーザーやグループには適用できま
せん。従来のような、静的なファイルシステムのサイズ変更は、割り当て制限と予
約を同じ値に設定することで実現できます。

スナップショットについて
スナップショットは、スペース管理にとって興味深い問題を抱えています。ス
ナップショットは、ある特定の時点でシェアによって参照される物理ブロックの
セットを表します。最初は、このスナップショットで追加の領域が消費されること
はありません。しかし、新しいデータが新しいシェア内で上書きされると、アク
ティブなシェア内のブロックには新しいデータのみが含まれ、古いブロックは最新
(および場合によっては古い方)のスナップショットによって「保持」されます。ア
クティブなシェア内で内容が分岐するに連れて、スナップショットが徐々に追加の
領域を消費するようになる可能性があります。

ほかのシステムの中には、スナップショットが無償であるように見せかけたり、ス
ナップショットデータを保持する専用の領域を「確保」したりすることで、ス
ナップショットのコストを明示しないものがあります。そのようなシステムは、ス
ナップショットに固有の基本的事実を無視しようとしています。所定のサイズの
ファイルシステムのスナップショットを取り、ファイルシステム内のデータを 100%
書き換える場合は、当然ながら、最初にファイルシステム内にあったデータの 2倍
のデータへの参照を維持する必要があります。スナップショットは空ではないた
め、ほかのシステムがこの事実を明示しないままにするには、領域がいっぱいに
なったときにスナップショットを知られないうちに破棄するしかありません。多く
の場合、これは非常に大きな問題を引き起こします。データを書き換える際にプロ
セスが異常な状態となって以前のスナップショットがすべて破棄され、そのプロセ
ス内での復元が不可能になるためです。

Sun Storage 7000シリーズでは、スナップショットのコストを常に明示しており、所
定の環境の管理モデルにもっとも適合する方法でこの領域を管理するためのツール
を用意しています。各スナップショットには、一意の領域と参照領域という 2つの
関連する領域統計があります。参照領域の量は、スナップショットが取られたとき
にファイルシステムによって消費された合計領域です。これは、スナップショット
がすべてのデータブロックへの唯一の参照であり続けた場合に、そのスナップ
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ショットの理論上の最大サイズを表します。一意の領域は、現在のスナップ
ショットによってのみ参照される物理領域の量を示します。スナップショットが破
棄されると、一意の領域はプールの残りで使用できるようになります。すべてのス
ナップショットで消費される領域の量は、すべてのスナップショットにまたがる一
意の領域の合計と同じではありません。1つのシェアと 1つのスナップショットがあ
る場合、すべてのブロックは、そのスナップショット、シェア、またはその両方に
よって参照される必要があります。しかし、複数のスナップショットがある場合
は、特定のスナップショットではなく、スナップショットの一部のサブセットに
よってブロックを参照できます。たとえば、ファイルを作成し、2つのスナップ
ショットXとYを取り、そのファイルを削除して、別のスナップショット Zを
取った場合、ファイル内のブロックはXとYによって保持され、Zでは保持されませ
ん。この場合、Xを破棄しても領域は解放されませんが、XとYの両方を破棄すると
解放されます。このことから、スナップショットを破棄すると、隣接したスナップ
ショットによって参照される一意の領域が影響を受ける可能性があります。ただ
し、スナップショットで消費される領域の合計量は常に減少します。

使用状況の内訳も利用できますが、プロジェクトまたはシェアの合計サイズは、常
にすべてのスナップショットによって消費される領域から成ります。割り当て制限
と予約をプロジェクトレベルで設定すると、この合計領域全体に物理的な制約を強
制的に適用できます。また、割り当て制限と予約をファイルシステムレベルで設定
して、これらの設定を参照データのみまたは合計データに適用できます。割り当て
制限と予約を参照データまたは合計物理データに適用するかどうかは、管理環境に
よって異なります。通常、ユーザーがスナップショットを管理していない (つま
り、自動スナップショットスケジュールが設定されている)場合には、割り当て制限
の計算にスナップショットは含まれません。それ以外の場合、領域不足になってい
るのにファイルを削除できず、ユーザーが困惑する可能性があります。スナップ
ショットの知識とそれらのスナップショットを管理する手段がなければ、管理者の
介入なしにそのような状況を修復できなくなる可能性があります。このシナリオで
は、スナップショットは、バックアップ機能を提供するためにシステムの動作に含
まれるオーバーヘッドコストを表しています。一方、物理領域の要件に従って
ユーザーが課金される環境もあります。その場合、スナップショットは、データ
セットの解約率を考慮して、ユーザーが要件を満たすある程度のバックアップを確
保できる選択肢となります。このような環境では、スナップショットを含め、物理
データの合計に基づいて割り当て制限を強制的に適用する方が理にかなっていま
す。スナップショットのコストを理解すれば、ユーザーは (アプライアンスの専用の
ロールを使用して)スナップショットをアクティブに管理する手段を手に入れること
ができます。

ファイルシステムとプロジェクトの設定
割り当て制限と予約を適用するもっとも簡単な方法は、プロジェクトまたはファイ
ルシステムごとに適用することです。割り当て制限と予約は LUNには適用されませ
んが、それらの使用状況はプロジェクトの割り当て制限または予約の合計の中で表
示されます。
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データの割り当て制限
データの割り当て制限は、ファイルシステムまたはプロジェクトが使用できる領域
の量に対して制限を強制的に適用します。デフォルトでは、割り当て制限には
ファイルシステム内のデータおよびすべてのスナップショットが含まれます。新し
いデータの書き込みを試みているクライアントでは、ファイルシステムがいっぱい
になるとエラーが発生しますが、これは割り当て制限のためか、またはストレージ
プールの領域不足のためです。スナップショットのセクションで説明しているよう
に、この動作は、特にスナップショットを使用している状況では理解しにくいこと
があります。データブロックがスナップショットによって参照される場合、ファイ
ルを削除するとファイルシステムによって新しいデータが書き込まれる可能性があ
ります。このため、領域使用量を減少させる唯一の方法が既存のスナップショット
を破棄することになる場合があります。

「include snapshots」プロパティーを設定しない場合、割り当て制限はファイルシス
テムによって参照される即時データにのみ適用され、スナップショットには適用さ
れません。スナップショットで使用される領域はプロジェクトレベルの割り当て制
限によって強制的に設定されますが、それ以外の場合には設定されません。この状
況では、スナップショットによって参照されるファイルを削除すると、システムが
全体として使用している領域が増えても、ファイルシステムで参照されるデータは
減少します。(ファイルシステムが事前設定の割り当て制限に到達した場合とは対照
的に)ストレージプールがいっぱいになった場合、領域を解放する唯一の方法がス
ナップショットを破棄することになる場合があります。

データの割り当て制限は厳格に適用されます。つまり、書き込みが認識されるまで
正確なデータの書き込み量がわからないため、領域使用量が限界に近づいたとき
に、書き込めるデータ量を調整する必要があります。割り当て制限に到達した
か、またはそれに近付いた状態で操作すると、パフォーマンスに影響する可能性が
あります。このため、一般的には、通常の操作手順の実行中には割り当て制限を下
回ったままになるようにすることをお勧めします。

BUIで割り当て制限を管理するには、「Shares」->「General」->「Space
Usage」->「Data」に移動します。CLIで割り当て制限を管理するには、quotaおよび
quota_snapプロパティーを使用します。

データの予約
データの予約は、システム内のほかのシェアがより多くの領域を使用しようとして
いる場合でも、ファイルシステムまたはプロジェクトに少なくとも一定量の使用可
能な領域を確保するために使用します。この未使用の予約はファイルシステムの一
部とみなされるため、プール (またはプロジェクト)の残りが容量に達した場合、ほ
かのシェアが領域不足になってもファイルシステムでは引き続き新しいデータを書
き込むことができます。

デフォルトでは、予約にはファイルシステムのすべてのスナップショットが含まれ
ます。「include snapshots」プロパティーを設定していない場合、予約が適用される
のは
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ファイルシステムの即時データのみです。スナップショットのセクションで説明し
ているように、スナップショットの取得時には、この動作は理解しにくいことがあ
ります。(スナップショットではなく)ファイルシステムデータに対する予約が有効
な場合、スナップショットを取得するときは必ず、たとえそうなることがなくて
も、そのスナップショットが完全に分岐するのに十分な領域をシステムで予約する
必要があります。たとえば、スナップショットのない 50Gのファイルシステムで
100Gを予約している場合、最初のスナップショットの取得で 50Gの追加領域が予約
され、最終的にはこのファイルシステムで合計 150Gの領域が予約されます。データ
の完全な分岐を保証できるだけの十分な領域がない場合、スナップショットの取得
は失敗します。

BUIで予約を管理するには、「Shares」->「General」->「Space Usage」->「Data」に
移動します。CLIで予約を管理するには、reservationおよび reservation_snapプロ
パティーを使用します。

ユーザーとグループの設定

現在の使用状況の表示
ユーザーおよびグループの割り当て制限が使用中であるかどうかに関係な
く、ファイルシステムやプロジェクトに対してユーザーまたはグループごとの現在
の使用状況を問い合わせることができます。古いバージョンのソフトウェアで作成
したストレージプールは、この機能を使用する前に遅延更新を適用することが必要
な場合があります。遅延更新の適用後は、ユーザーごとおよびグループごとの使用
状況と割り当て制限をサポートするバージョンにすべてのファイルシステムを
アップグレードするために、多少の時間がかかる場合があります。

BUI

BUIで現在の使用状況を表示するには、「Shares」->「General」ページの「Space
Usage」->「Users and Groups」セクションに移動します。ドロップダウンタイプの選
択を含むテキスト入力が表示されます。シェア内またはプロジェクト全体で、指定
されたユーザーまたはグループの現在の使用状況を問い合わせることができま
す。次のタイプがサポートされています。

■ 「User or Group」-ユーザーまたはグループを検索します。競合が発生した場合
はユーザーを優先します。ほとんどのユーザー名がグループ名と重複しないた
め、ほとんどの問い合わせはこれで十分です。

■ 「User」-ユーザーを検索します。
■ 「Group」-グループを検索します。

入力欄にテキストを入れると、検索が行われます。検索が完了すると、現在の使用
状況が表示されます。さらに、「Show All」リンクをクリックすると、すべての
ユーザーまたはグループの現在の使用状況のリストを含むダイアログが表示されま
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す。このダイアログでは、ユーザーまたはグループのどちらかのタイプしか問い合
わせできず、同時に両方を問い合わせる機能はサポートされていません。このリス
トには、正規のUNIX名とWindows名 (マッピングが有効な場合)、および使用状況
と割り当て制限 (ファイルシステムの場合)が表示されます。

CLI

CLIでは、特定のプロジェクトまたはシェアのコンテキストから usersおよび groups

コマンドを使用できます。ここから showコマンドを使用して、現在の使用状況を表
形式で表示できます。さらに、特定のユーザーまたはグループの使用量を取り出す
には、問題になっている特定のユーザーまたはグループを選択して、getコマンドを
発行します。

clownfish:> shares select default

clownfish:shares default> users

clownfish:shares default users> list

USER NAME USAGE

user-000 root 325K

user-001 ahl 9.94K

user-002 eschrock 20.0G

clownfish:shares default users> select name=eschrock

clownfish:shares default user-002> get

name = eschrock

unixname = eschrock

unixid = 132651

winname = (unset)

winid = (unset)

usage = 20.0G

ユーザーまたはグループの割り当て制限
割り当て制限は、ファイルシステムレベルでユーザーまたはグループに設定できま
す。このような割り当て制限により、ファイルやディレクトリの所有者またはグ
ループの POSIXまたはWindowsアイデンティティーに基づいて、強制的に物理
データが使用されます。ユーザーとグループの割り当て制限、およびファイルシス
テムとプロジェクトデータの割り当て制限との間には、いくつかの大きな相違点が
あります。

■ ユーザーとグループの割り当て制限はファイルシステムにのみ適用できます。
■ ユーザーとグループの割り当て制限は遅延実施を使用して実装されます。これ
は、データがディスクに書き込まれる前に、ユーザーが短時間だけその割り当て
制限を超過できることを意味します。データがディスクに送られると、ファイル
システムレベルの割り当て制限の場合と同様に、ユーザーは新しい書き込みに関
するエラーを受け取ります。

■ ユーザーとグループの割り当て制限は、常に参照データに対して強制的に適用さ
れます。これは、スナップショットがどの割り当て制限にも影響を与えないこと
を意味し、基礎となるブロックがシェアされていても、スナップショットのク
ローンは同じ量の有効な割り当てを消費します。
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■ ユーザーとグループの予約はサポートされていません。
■ データの割り当て制限とは異なり、ユーザーとグループの割り当て制限は通常の
ファイルシステムデータで格納されます。これは、ファイルシステムの領域が不
足している場合に、ユーザーとグループの割り当て制限に変更を加えられないこ
とを意味します。最初に追加領域を使用できるようにしてから、ユーザーとグ
ループの割り当て制限を変更する必要があります。

■ ユーザーとグループの割り当て制限は、リモートレプリケーションの一部として
送信されます。管理者は、ネームサービス環境が送信元と送信先で確実に同じに
なるようにする必要があります。

■ シェア全体のNDMPバックアップおよび復元には、ユーザーとグループの割り
当て制限が含まれます。既存のシェアへの復元は、現在の割り当て制限には影響
しません。

BUI

ブラウザでユーザーの割り当て制限を管理するには、「General」タブの「Space
Usage」->「Users & Groups」に移動します。使用状況の表示と同様に、ユーザーまた
はグループを入力すると、現在の使用状況が表示されます。ユーザー名またはグ
ループ名の入力が終わり、現在の使用状況が表示されたら、「quota」の横のボック
スをチェックし、サイズフィールドに値を入力することで割り当て制限を設定でき
ます。割り当て制限を無効にするには、ボックスのチェックマークを外します。変
更が適用されたら、「Apply」ボタンをクリックして変更します。

ページ上のすべてのプロパティーは同時に確定されますが、ユーザーとグループの
割り当て制限はほかのプロパティーとは別に検証されます。無効なユーザーとグ
ループおよびほかの無効なプロパティーが入力された場合は、検証エラーのいずれ
か 1つしか表示されない場合があります。そのエラーが修正されたあとで、変更を
もう一度適用しようとすると、ほかのエラーが表示されます。

CLI

CLIでユーザーの割り当て制限を管理するには、シェアコンテキストから「users」ま
たは「groups」コマンドを使用します。割り当て制限を設定するには、特定の
ユーザーまたはグループを選択し、「set quota」コマンドを使用します。ファイルシ
ステムの領域を消費しておらず、割り当て制限が設定されていないユーザーは、ア
クティブユーザーのリストに表示されません。そのようなユーザーまたはグループ
の割り当て制限を設定するには、「quota」コマンドを使用すると、そのあとで名前
と割り当て制限を設定できるようになります。割り当て制限を消去するには、値
を「0」に設定します。

clownfish:> shares select default select eschrock

clownfish:shares default/eschrock> users

clownfish:shares default/eschrock users> list

USER NAME USAGE QUOTA
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user-000 root 321K -

user-001 ahl 9.94K -

user-002 eschrock 20.0G -

clownfish:shares default/eschrock users> select name=eschrock

clownfish:shares default/eschrock user-002> get

name = eschrock

unixname = eschrock

unixid = 132651

winname = (unset)

winid = (unset)

usage = 20.0G

quota = (unset)

clownfish:shares default/eschrock user-002> set quota=100G

quota = 100G (uncommitted)

clownfish:shares default/eschrock user-002> commit

clownfish:shares default/eschrock user-002> done

clownfish:shares default/eschrock users> quota

clownfish:shares default/eschrock users quota (uncomitted)> set name=bmc

name = bmc (uncommitted)

clownfish:shares default/eschrock users quota (uncomitted)> set quota=200G

quota = 200G (uncommitted)

clownfish:shares default/eschrock users quota (uncomitted)> commit

clownfish:shares default/eschrock users> list

USER NAME USAGE QUOTA

user-000 root 321K -

user-001 ahl 9.94K -

user-002 eschrock 20.0G 100G

user-003 bmc - 200G

アイデンティティー管理
ユーザーとグループの割り当て制限には、アプライアンスのアイデン
ティティーマッピングサービスが使用されます。このサービスでは、環境に応じ
て、ユーザーとグループをUNIXまたはWindowsのアイデンティティーとして指定
できます。ファイル所有権と同様に、これらのアイデンティティーは次の方法で追
跡されます。

■ UNIXマッピングがない場合、Windowsアイデンティティーへの参照が格納され
る。

■ UNIXマッピングがある場合、そのUNIXアイデンティティーが格納される。

これは、アイデンティティーの正規の形式がUNIXアイデンティティーであること
を意味します。マッピングがあとで変更された場合は、新しいマッピングが新しい
UNIXアイデンティティーに基づいて強制的に適用されます。マッピングが存在しな
いときにWindowsユーザーによってファイルが作成され、あとでマッピングが作成
された場合、新しいファイルは、アクセス制御と使用状況の形式のために別の所有
者のものとして扱われます。これはまた、ユーザー IDが再利用された (つまり、新
しいユーザー名の関連付けが作成された)場合、既存のファイルまたは割り当て制限
がその新しいユーザー名で所有されているように見えることを意味します。

ファイルシステムの積極的な活用を試みる前に、アイデンティティーマッピングの
規則を確立することをお勧めします。それ以外の場合、マッピングに何らかの変更
を加えると予期しない結果が生じることがあります。
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ファイルシステムの名前空間

ファイルシステムの名前空間
アプライアンス上のすべてのファイルシステムには、ファイルシステムデータのア
クセスポイントとして機能する一意のマウントポイントを指定する必要がありま
す。プロジェクトにもマウントポイントを指定できますが、このマウントポイント
は、継承されたプロパティーを使用して名前空間を管理するためのツールとしての
み機能します。プロジェクトはマウントされないため、プロトコルを介してデータ
がエクスポートされることはありません。

すべてのシェアは /exportの下にマウントされる必要があります。ファイルシステム
を作成して /exportにマウントすることは可能ですが、必須ではありません。そのよ
うなシェアが存在しない場合は、必要に応じて階層のこの部分の下にディレクトリ
が動的に作成されます。各マウントポイントはクラスタ内で一意である必要があり
ます。

入れ子のマウントポイント
マウントポイントがほかのファイルシステムのマウントポイントの下にあるファイ
ルシステムを作成できます。このシナリオでは、親ファイルシステムは子ファイル
システムの前にマウントされ、またその逆も同様です。入れ子のマウントポイント
を使用するときは、次の場合を考慮するようにしてください。

■ マウントポイントが存在しない場合は、マウントポイントが作成され、rootおよ
びモード 0755によって所有されます。状況によっては、ファイルシステムの名前
変更、破棄、または移動が行われると、このマウントポイントが解除されること
があります。念のため、子ファイルシステムを作成する前に親のシェア内にマウ
ントポイントを作成するようにしてください。

■ 親ディレクトリが読み取り専用で、マウントポイントが存在しない場合、ファイ
ルシステムのマウントは失敗します。これはファイルシステムの作成時に同期的
に発生することがありますが、継承されたマウントポイントを持つファイルシス
テムの名前変更など、大規模な変更を行うときに非同期的に発生することもあり
ます。

■ ファイルシステムの名前を変更したり、そのマウントポイントを変更したりする
と、現在のマウントポイントの下にあるすべての子マウントポイントと新しいマ
ウントポイント (異なる場合)がアンマウントされ、変更の適用後に再マウントさ
れます。これにより、現在そのシェアにアクセスしているデータサービスがすべ
て中断します。

■ 入れ子のマウントポイントの自動トラバースをサポートするかどうかは、下記で
説明するように、プロトコルによって決まります。
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マウントポイントへのプロトコルアクセス
プロトコルの設定に関係なく、すべてのファイルシステムにはマウントポイントが
必要です。ただし、これらのマウントポイントがどのように使用されるかはプロト
コルによって異なります。

NFSv2 / NFSv3

NFSでは、各ファイルシステムはMOUNTプロトコル経由で表示できる一意のエク
スポートです。NFSv2とNFSv3には入れ子のファイルシステムをトラバースする手
段がなく、各ファイルシステムにはそのフルパスによってアクセスする必要があり
ます。入れ子のマウントポイントは引き続き機能していますが、入れ子のマウント
ポイントを越えようとすると、空のディレクトリがクライアント上に作成されま
す。この問題は自動マウントによるマウントを使用することで軽減できますが、動
的な環境で入れ子のマウントポイントを透過的にサポートするにはNFSv4が必要で
す。

NFSv4

NFSv4では、NFSv3と比べてマウントポイントの処理にいくつかの改善が加えられて
います。まず、階層内のそのポイントで使用できるシェアがない場合でも、その親
ディレクトリをマウントできます。たとえば、/export/homeがシェアされていた場
合、/exportをクライアント上にマウントして、実際のエクスポートを透過的にトラ
バースできます。さらに重要なことに、一部のNFSv4クライアント (Linuxを含む)は
クライアント側での自動マウントをサポートしており、これは「ミラーマウン
ト」と呼ばれることがあります。このようなクライアントがあれば、ユーザーがマ
ウントポイントをトラバースすると、子ファイルシステムは適切なローカルマウン
トポイントで自動的にマウントされ、ファイルシステムがそのクライアント上でア
ンマウントされると無効になります。サーバー側から見ると、これらは別々のマウ
ントリクエストですが、1つにまとめてクライアントに送られ、シームレスなファイ
ルシステムの名前空間を形成します。

SMB

SMBプロトコルでは、各シェアがリソース名によって使用できるようになるた
め、マウントポイントを使用しません。ただし、各ファイルシステムには引き続き
一意のマウントポイントが必要です。入れ子のマウントポイント (1つのリソース内
に複数のファイルシステムがある)は現在サポートされていないため、マウントポイ
ントのトラバースを試みると空のディレクトリが作成されます。

FTP / FTPS / SFTP

ファイルシステムは、それぞれの標準のマウントポイントを使ってエクスポートさ
れます。入れ子のマウントポイントは完全にサポートされており、ユーザー対して
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透過的です。ただし、親がシェアされているときに入れ子のファイルシステムを
シェアしないようにはできません。親のマウントポイントがシェアされている場合
は、子もすべて同様にシェアされます。

HTTP / HTTPS

ファイルシステムは /sharesディレクトリの下にエクスポートされるた
め、/export/homeにあるファイルシステムはHTTPまたはHTTPSを介して
/shares/export/homeに表示されます。入れ子のマウントポイントは完全にサポート
されており、ユーザー対して透過的です。FTPプロトコルのセクションで説明され
ているシェアオプションの競合に関する動作と同じ動作が、HTTPにも当てはまりま
す。

シェア

BUI
シェアのUIには、「Shares」>「Shares」からアクセスします。デフォルトの
ビューには、システム上のすべてプロジェクトのシェアが表示されます。

List of Shares
デフォルトのビューは、システム上のすべてのシェアのリストです。このリストを
使用すると、シェアの名前変更、プロジェクト間でのシェアの移動、および個々の
シェアの編集を実行できます。シェアは「Filesystems」と「LUNs」の 2つのリストに
分けられ、このビューにあるタブを切り替えることで選択できます。各シェアにつ
いて、次のフィールドが表示されます。

フィールド 説明

名前 シェアの名前。すべてのプロジェクトが表示されている場合は、プロ
ジェクト名もここに含まれます。シェア名は編集可能なテキストフィール
ドです。名前をクリックすると、新しい名前を入力できます。Return
キーを押すか、名前からフォーカスを移動すると、変更が確定されま
す。シェアの名前を変更するには、アクティブクライアントの接続を切断
する必要があるため、この操作の確認を求められます。

Size ファイルシステムの場合、これはファイルシステムの合計サイズになりま
す。LUNの場合、これはボリュームのサイズになり、シンプロビジョニン
グの有無は問われません。詳細については、使用状況の統計を参照してく
ださい。
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フィールド 説明

Mountpoint ファイルシステムのマウントポイント。これはNFSを介して使用できるパ
スで、FTPおよびHTTPの場合は相対パスになります。SMBを介してエク
スポートされるファイルシステムだけはそのリソース名を使用します
が、各ファイルシステムでは、システム上のどこかに一意のマウントポイ
ントが引き続き必要です。

GUID LUN用の SCSI GUID。詳細については、iSCSIを参照してください。

各シェアでは、次のツールを使用できます。

アイコン 説明

シェアを別のプロジェクトに移動します。プロジェクトパネルが拡張され
ていない場合は、シェアがプロジェクト上にドロップされるまで自動的に
パネルが拡張されます。

個々のシェアを編集します (行をダブルクリックしてもアクセス可能)。

シェアを破棄します。この操作によってシェアのデータがすべて破棄さ
れ、元に戻すことはできないため、この操作の確認を求められます。

シェアの編集
シェアを編集するには、鉛筆アイコンをクリックしたり、シェアリストで行をダブ
ルクリックしたりします。これでシェアが選択され、いくつかのタブが表示されま
す。これらのタブから選択して、シェアのプロパティーを編集できます。すべての
機能の詳細については、各タブのセクションを参照してください。

■ General
■ Protocols
■ Access
■ Snapshots
■ Replication

シェアの名前は、プロジェクトパネルの右側の左上隅に表示されます。シェア名の
最初のコンポーネントはそのシェアが含まれているプロジェクトで、そのプロ
ジェクト名をクリックすると、[[Shares:Projects|project details]]に移動します。シェア
の名前を変更するには、シェア名をクリックして新しいテキストを入力する方法も
あります。シェアのアクティブクライアントの接続を切断する必要があるため、こ
の操作の確認を求められます。

Usage Statistics
ビューの左側に (展開された場合はプロジェクトパネルの下に)、現在の領域の使用
統計を示す表があります。これらの統計は、特定のシェア (シェアを編集している場
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合)、またはプール全体 (シェアのリストを表示している場合)が対象です。値が 0の
プロパティーがあれば、そのプロパティーは

表から削除されます。

Available space

この統計は、タイトルの容量を容量の割合で表したもので、暗黙的に表示されま
す。使用可能な領域は、シェアまたはプロジェクト上のすべての割り当て制限、ま
たはプールの絶対容量を反映します。ここに表示される数値は、使用済みの合計領
域に使用可能な領域を加えた値です。

Referenced data

データで参照されているデータの量。これには、必要なメタデータだけでなく、す
べてのファイルシステムデータまたは LUNブロックも含まれます。圧縮を使用する
と、この値はシェア内に含まれるデータの論理サイズよりもかなり小さくなる可能
性があります。シェアがスナップショットのクローンである場合、この値はシェア
内に理論的に含めることができる物理ストレージよりも小さくなり、0になる場合が
あります。

Snapshot data

プロジェクトのスナップショットを含む、シェアのすべてのスナップショットで使
用される領域の量です。このサイズは、すべてのスナップショットで消費される一
意の領域の合計と同じではありません。複数のスナップショットによって参照され
るブロックは、スナップショットごとの使用状況の統計には含まれません
が、シェアのスナップショットデータの合計に表示されます。

Unused Reservation

ファイルシステムに予約が設定されている場合、この値はファイルシステム用に予
約されている残りの領域の量を示します。この値は LUNには設定されません。アプ
ライアンスでは、この領域がほかのシェアによって消費されないようにし
て、ファイルシステムに十分な領域を確保します。予約にスナップショットが含ま
れていない場合は、スナップショットの取得時にスナップショット全体を上書きす
るのに十分な領域が必要です。予約の詳細については、一般プロパティーのセク
ションを参照してください。

Total space

参照データ、スナップショットデータ、および未使用予約の合計。
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Static Properties
シェアビューの左側には、特定のシェアの編集中に静的 (作成時の)プロパティーも
表示されます。これらのプロパティーは作成時に設定されるもので、設定後は変更
できません。

Compression ratio

圧縮が有効になっている場合、ここには、現在シェアに適用されている圧縮率が表
示されます。圧縮率は乗数で表されます。たとえば、2xという圧縮は、圧縮されて
いない内容の半分の領域をデータが消費していることを意味します。圧縮と使用可
能なアルゴリズムの詳細については、一般プロパティーのセクションを参照してく
ださい。

Case sensitivity

ディレクトリ検索で大文字と小文字を区別するどうかを制御します。次のオプ
ションがサポートされています。

BUIの値 CLIの値 説明

Mixed mixed 大文字と小文字の区別は、使用されるプロトコルによって
決まります。NFS、FTP、およびHTTPの場合は、検索で大
文字と小文字を区別します。SMBの場合は、検索で大文字
と小文字を区別しません。これはデフォルトであり、プロ
トコル間の一貫性よりも各種プロトコルの適合性を優先し
ています。このモードの使用時は、大文字と小文字を区別
するプロトコルを使用して別個のファイルを作成できます
が、SMB経由でアクセスするとそのファイルはク
ラッシュします。このような状況では、SMB
サーバーは、ファイル名を一意に識別する「符号化され
た」競合を作成します。

Insensitive insensitive すべての検索で大文字と小文字を区別せず、最初から大文
字と小文字を区別する (NFSなどの)プロトコルよりも優先
されます。これにより、大文字と小文字を区別するプロト
コルのクライアントで混乱が起きる可能性があります
が、符号化された名前が SMB経由で使用される原因となる
ファイル名の重複がクライアントで発生しなくなりま
す。この設定は、SMBが主要なプロトコルでほかのプロト
コルが二次的なものとみなされる場合、つまり想定される
標準への適合性が問題とならない場合にのみ使用するよう
にしてください。
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BUIの値 CLIの値 説明

Sensitive sensitive すべての検索で大文字と小文字を区別せず、最初から検索
で大文字小文字を区別しない SMBよりも優先されま
す。SMBサーバーは符号化された名前を使ってファイル名
の重複に対処でき、また、この設定によってWindowsアプ
リケーションが正常ではない動作をする可能性があるた
め、通常はこの設定を使用しないようにしてください。

Reject non UTF-8

この設定は、すべてのファイルおよびディレクトリに対してUTF-8エンコーディン
グを強制的に適用します。これを設定した場合、無効なUTF-8エンコーディングを
使用してファイルまたはディレクトリを作成しようとしても失敗します。この設定
は、エンコーディングが標準によって定義されていないNFSv3にのみ影響しま
す。NFSv4では常にUTF-8が使用され、SMBでは適切なエンコーディングがネゴシ
エーションされます。通常はこの設定を「on」にしてください。そうしない場
合、(特に大文字と小文字を区別して比較を行うためにエンコーディングを認識する
必要がある) SMBが、無効なUTF-8エンコーディングで作成されるファイル名をデ
コードできません。この設定は、クライアントが別のエンコーディングを使用する
ように構成された既存のNFSv3を配備する場合にのみ「off」にしてください。この
プロパティーが「off」に設定されているときに SMBまたはNFSv4を有効にする
と、NFSv3クライアントが無効なUTF-8エンコーディングのファイルまたはディレ
クトリを作成した場合に未定義の結果が発生する可能性があります。正規化プロパ
ティーが「none」以外の値に設定されている場合は、このプロパティーを「on」に
設定する必要があります。

Normalization

この設定は、ファイルシステムやディレクトリ対して実行されるUnicode正規化があ
る場合に、それを制御します。Unicodeは、同じ論理名を異なるエンコーディングで
表す機能をサポートしています。正規化を使わないと、格納されているディスク上
の名前が異なってしまい、いずれかの代替形式を使った検索がファイルの作成方法
やアクセス方法によっては失敗します。このプロパティーが「none」(デフォルト)
以外の値に設定されている場合は、「Reject non UTF-8」プロパティーも「on」に設
定する必要があります。正規化の動作、および各種形式の動作の詳細について
は、WikipediaのUnicode正規化に関する項目を参照してください。

BUIの値 CLIの値 説明

なし なし 正規化は行われません。

Form C formC NFC (Normalization Form Canonical Composition) -文字は正準
等価性によって分解され、再度合成されます。
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BUIの値 CLIの値 説明

Form D formD NFD (Normalization Form Canonical Decomposition) -文字は正
準等価性によって分解されます。

Form KC formKC NFKC (Normalization Form Compatibility Composition) -文字は
互換等価性によって分解され、正準等価性によって再度合
成されます。

Form KD formKD NFKD (Normalization Form Compatibility Decomposition) -文字
は互換等価性によって分解されます。

Volume block size

LUNのネイティブブロックサイズです。512バイトから 128Kまでの 2の累乗を指定
でき、デフォルトは 8Kです。

Origin

これがクローンの場合は、クローンの作成元のスナップショットの名前になりま
す。

Data Migration Source

これを設定した場合、このファイルシステムはローカルで、またはNFSを介して既
存のファイルシステムのシャドウをアクティブに作成します。データ移行の詳細に
ついては、シャドウ移行のセクションを参照してください。

プロジェクトパネル
BUIでは、使用可能なプロジェクトのセットが、このビューの左側のプロジェクト
パネルから常に使用できます。このプロジェクトパネルを展開したり折りたたんだ
りするには、「Projects」タイトルバーの横の三角形をクリックします。

アイコン 説明

プロジェクトパネルを展開します

プロジェクトパネルを折りたたみます

このパネルからプロジェクトを選択すると、選択されたプロジェクト
の「project」ビューに移動します。このプロジェクトパネルは、シェアリスト内の
行で移動ツールをクリックしたときにも自動的に展開されます。その後、シェアを
ドラッグ&ドロップしてプロジェクト間で移動させることができます。プロジェクト
パネルでは、ショートカットを使用して、新しいプロジェクトを作成したり、プロ
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ジェクト全体からシェアのリストに戻ったりすることもできます。「All」テキスト
をクリックすることは、ナビゲーションバーで「Shares」項目を選択するのと同じこ
とです。

プロジェクトパネルは、プロジェクトの数が比較的少ないシステムにとって便利で
す。このパネルは、多数のプロジェクトを管理するための主要インタフェースとな
るように設計されたものではありません。このタスクについて
は、「Projects」ビューを参照してください。

シェアの作成
シェアを作成するには、「shares」サブナビゲーション項目を選択して、1つのプロ
ジェクト内のシェアまたはすべてのプロジェクトにまたがるシェアを表示しま
す。「Filesystems」または「LUNs」を選択すると、名前の横にプラスアイコンが表
示され、そのアイコンをクリックすると、シェアを作成するためのダイアログが表
示されます。シェアの作成時は、プルダウンメニューからターゲットプロジェクト
を選択して、シェアの名前を指定できます。シェアのタイプ別のプロパ
ティーは、ほかの場所に定義されています。

ファイルシステムの場合

■ User
■ Group
■ Permissions
■ Mountpoint
■ Reject non UTF-8 (作成時のみ)
■ Case sensitivity (作成時のみ)
■ Normalization (作成時のみ)

LUNの場合
■ Volume size
■ Thin provisioned
■ Volume block size (作成時のみ)

CLI
シェアのCLIは sharesの下にあります

ナビゲーション
最初にプロジェクト (デフォルトプロジェクトを含む)を選択してから、シェアを選
択する必要があります。

clownfish:> shares

clownfish:shares> select default

clownfish:shares default> select foo
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clownfish:shares default/foo> get

Properties:

aclinherit = restricted (inherited)

aclmode = discard (inherited)

atime = true (inherited)

casesensitivity = mixed

checksum = fletcher4 (inherited)

compression = off (inherited)

compressratio = 100

copies = 1 (inherited)

creation = Mon Oct 13 2009 05:21:33 GMT+0000 (UTC)

mountpoint = /export/foo (inherited)

normalization = none

quota = 0

quota_snap = true

readonly = false (inherited)

recordsize = 128K (inherited)

reservation = 0

reservation_snap = true

secondarycache = all (inherited)

nbmand = false (inherited)

sharesmb = off (inherited)

sharenfs = on (inherited)

snapdir = hidden (inherited)

utf8only = true

vscan = false (inherited)

sharedav = off (inherited)

shareftp = off (inherited)

space_data = 43.9K

space_unused_res = 0

space_snapshots = 0

space_available = 12.0T

space_total = 43.9K

root_group = other

root_permissions = 700

root_user = nobody

シェアの操作
シェアを作成するには、プロジェクトを選択して、filesystemまたは lunコマンドを
発行します。必要に応じてプロパティーを変更してから、変更を確定します。

clownfish:shares default> filesystem foo

clownfish:shares default/foo (uncommitted)> get

aclinherit = restricted (inherited)

aclmode = discard (inherited)

atime = true (inherited)

checksum = fletcher4 (inherited)

compression = off (inherited)

copies = 1 (inherited)

mountpoint = /export/foo (inherited)

quota = 0 (inherited)

readonly = false (inherited)

recordsize = 128K (inherited)

reservation = 0 (inherited)

secondarycache = all (inherited)

nbmand = false (inherited)
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sharesmb = off (inherited)

sharenfs = on (inherited)

snapdir = hidden (inherited)

vscan = false (inherited)

sharedav = off (inherited)

shareftp = off (inherited)

root_group = other (default)

root_permissions = 700 (default)

root_user = nobody (default)

casesensitivity = (default)

normalization = (default)

utf8only = (default)

quota_snap = (default)

reservation_snap = (default)

custom:int = (default)

custom:string = (default)

custom:email = (default)

clownfish:shares default/foo (uncommitted)> set sharenfs=off

sharenfs = off (uncommitted)

clownfish:shares default/foo (uncommitted)> commit

clownfish:shares default>

シェアを破棄するには、シェアコンテキストから destroyコマンドを使用します。

clownfish:shares default/foo> destroy

This will destroy all data in "foo"! Are you sure? (Y/N)

clownfish:shares default>

シェアの名前を変更するには、プロジェクトコンテキストから renameコマンドを使
用します。

clownfish:shares default> rename foo bar

clownfish:shares default>

プロジェクト間でシェアを移動させるには、プロジェクトコンテキストから moveコ
マンドを使用します。

clownfish:shares default> move foo home

clownfish:shares default>

ユーザーおよびグループの使用状況と割り当て制限を管理するには、特定のプロ
ジェクトまたはシェアを選択してから usersまたは groupsコマンドを使用しま
す。For

ユーザーとグループの割り当て制限を管理する方法の詳細については、スペース管
理のセクションを参照してください。

プロパティー
CLIで使用可能なプロパティーおよび相当する BUIプロパティーは次のとおりで
す。プロパティーは、標準のCLIコマンド getおよび setを使用すると設定できま
す。また、プロパティーを親プロジェクトから継承することもできます

それには unsetコマンドを使用します。
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CLI名 種別 BUI名 BUIの場所

aclinherit 継承 ACL inheritance behavior アクセス

aclmode 継承 ACL behavior on mode change アクセス

atime 継承 Update access time on read 一般

casesensitivity 作成時間 Case sensitivity Static

checksum 継承 Checksum 一般

compression 継承 Data compression 一般

compresratio 読み取り専用 Compression ratio Static

copies 継承 Additional replication 一般

creation 読み取り専用 - -

dedup 継承 データ複製解除 一般

exported 継承、レプリ
ケーション
パッケージのみ

Export 一般

initiatorgroup LUNローカル Initiator group プロトコル

logbias 継承 Synchronous write bias 一般

lunumber LUNローカル LU number プロトコル

lunguid 読み取り専
用、LUNローカ
ル

GUID プロトコル

mountpoint 継承 Mountpoint 一般

nbmand 継承 Non-blocking mandatory locking 一般

nodestroy 継承 Prevent destruction 一般

normalization 作成時間 Normalization Static

origin 読み取り専用 Origin Static

quota スペース管理 Quota 一般

quota_snap スペース管理 Quota / Include snapshots 一般

readonly 継承 Read-only 一般

recordsize 継承 Database record size 一般

reservation スペース管理 Reservation 一般

reservation_snap スペース管理 Reservation / Include snapshots 一般
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CLI名 種別 BUI名 BUIの場所

root_group ファイルシステ
ムローカル

Group アクセス

root_permissions ファイルシステ
ムローカル

Permissions アクセス

root_user ファイルシステ
ムローカル

User アクセス

rstchown 継承 Restrict ownership change 一般

secondary cache 継承 Cache device usage 一般

shadow 作成時間 Data Migration Source Static

sharedav 継承 Protocols / HTTP / Share mdoe プロトコル

shareftp 継承 Protocols / FTP / Share mode プロトコル

sharenfs 継承 Protocols / NFS / Share mode プロトコル

sharesmb 継承 Protocols / SMB / Resource name プロトコル

snapdir 継承 .zfs/snapshot visibility スナップ
ショット

space_available 読み取り専用 Available space Usage

space_data 読み取り専用 Referenced data Usage

space_snapshots 読み取り専用 Snapshot data Usage

space_total 読み取り専用 Total space Usage

space_unused_res 読み取り専用 Unused reservation Usage

sparse LUNローカル Thin provisioned 一般

targetgroup LUNローカル Target group プロトコル

utf8only 作成時間 Reject non UTF-8 Static

volblocksize 作成時間 Volume block size Static

vscan 継承 Virus scan 一般

シェア

第 5章 • シェア 327



一般

シェアの一般プロパティー
BUIのこのセクションでは、特定のプロトコルに依存しない、またアクセス制御や
スナップショットに関連しない、シェア全体の設定を制御します。CLIではすべての
プロパティーが 1つのリストにまとめられていますが、このセクションでは、両方
のコンテキストでのプロパティーの動作について説明します。

これらのプロパティーとCLIがどのように対応しているかについては、シェアのCLI
のセクションを参照してください。

領域の使用
ストレージプール内の領域は、すべてのシェアの間でシェアされます。ファイルシ
ステムは必要に応じて動的に拡大または縮小できますが、シェア単位で領域制限を
適用することもできます。ファイルシステム単位で制限と予約を適用できます。制
限はユーザー単位およびグループ単位でも適用できます。ファイルシステムの領域
の使用の管理 (制限と予約など)については、スペース管理セクションを参照してく
ださい。

Volume size
iSCSIでエクスポートされる LUNの論理サイズ。このプロパティーは LUNに対して
のみ有効です。

このプロパティーは LUNのサイズを制御します。デフォルトでは、LUNはボ
リュームを完全に満たすだけの十分な領域を予約します。詳細については、「Thin
provisioned」プロパティーを参照してください。LUNがクライアントにアクティブ
にエクスポートされている間にサイズを変更すると、結果は不定になることがあり
ます。その場合、クライアントが再度接続を行う必要が生じたり、LUN上のファイ
ルシステムのデータが破壊されたりする可能性があります。この操作を実行する前
に、使用している特定の iSCSIクライアントの最良事例を確認してください。

Thin provisioned
ボリュームの領域を予約するかどうかを制御します。このプロパティーは LUNに対
してのみ有効です。

デフォルトでは、LUNはボリュームを完全に満たすだけの十分な領域を予約しま
す。これにより、不適切なときにクライアントで領域不足エラーが発生することは
なくなります。このプロパティーにより、利用可能な領域の量を超えるボリューム
サイズが可能になります。設定されている場合、LUNは LUNに書き込まれている領
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域だけを消費します。これで LUNのシンプロビジョニングが可能になりますが、ほ
とんどのファイルシステムは基礎となるデバイスから「領域不足」を受け取ること
は想定していないため、シェアで領域不足が発生すると、クライアントが不安定に
なったりクライアントのデータが破壊されたりする可能性があります。

設定されていない場合、ボリュームサイズの動作は、スナップショットを除いて予
約と同様になります。したがって同じ欠点もあります。たとえば、利用可能な領域
の量を超える点にスナップショットが理論上到達する場合は、スナップショットの
作成に失敗します。詳細については、「予約」プロパティーを参照してください。

プロパティー
これらは、シェアにプロジェクトから継承するか明示的に設定することができる標
準プロパティーです。BUIでは一度にすべてのプロパティーを継承することしかで
きませんが、CLIでは個別のプロパティーを継承できます。

Mountpoint
ファイルシステムがマウントされる場所。このプロパティーはファイルシステムに
対してのみ有効です。

「マウントポイント」プロパティーには、次の制限事項があります。

■ /exportの下の場所を指定する必要があります。
■ ほかのシェアと競合することはできません。
■ フェイルオーバーを正しく行うには、クラスタピア上のほかのシェアと競合する
ことはできません。

「マウントポイント」プロパティーを継承するとき、現在のデータセットの名前が
プロジェクトのマウントポイント設定に付加され、スラッシュ ('/')で結合されま
す。たとえば、「home」プロジェクトのマウントポイント設定が /export/homeの場
合、「home/bob」が継承するマウントポイントは /export/home/bobになります。

SMBシェアはそのリソース名を介してエクスポートされ、マウントポイントはプロ
トコル上では見えません。ただし、SMB専用のシェアにも、アプライアンス上に有
効な一意のマウントポイントが必要です。

いくつかの制限事項がありますが、マウントポイントはほかのシェアの下に入れ子
にすることができます。詳細については、ファイルシステムの名前空間のセク
ションを参照してください。

Read only
ファイルシステムの内容を読み取り専用にするかどうかを制御します。このプロパ
ティーはファイルシステムに対してのみ有効です。
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読み取り専用ファイルシステムの内容は、どのようなプロトコル設定であっても変
更できません。ファイルシステムの名前の変更、破棄、およびプロパティーの変更
を行う機能は、この設定に影響されません。さらに、ファイルシステムが読み取り
専用の場合、アクセス制御のプロパティーを変更するにはファイルシステムの
ルートディレクトリの属性を変更する必要があるため、アクセス制御のプロパ
ティーは変更できません。

Update access time on read
ファイルのアクセス時間を読み取り時に更新するかどうかを制御します。このプロ
パティーはファイルシステムに対してのみ有効です。

POSIX標準では、ファイルのアクセス時間は、ファイルが最後に読み取られた時間
を適切に反映する必要があります。したがって、ほとんど読み取り専用の負荷に使
用される場合も、基礎となるファイルシステムに対して書き込みを発行する必要が
あります。主に多数のファイルの読み取りから成る作業セットの場合は、このプロ
パティーをオフにすると、標準には準拠しなくなりますが、パフォーマンスが向上
する可能性があります。このような更新は非同期に発生し、グループ化されている
ため、この効果が見えるのは重い負荷がかかっている場合だけです。

Non-blocking mandatory locking
SMBロックのセマンティクスを POSIXセマンティクスに適用するかどうかを制御し
ます。このプロパティーはファイルシステムに対してのみ有効です。

デフォルトでは、ファイルシステムには POSIX標準に従ってファイル動作が実装さ
れます。これらの標準は、SMBプロトコルに必要な動作とは基本的に互換性を持ち
ません。シェアのプライマリプロトコルが SMBの場合は、このオプションを常に有
効にしてください。このプロパティーを変更した場合は、すべてのクライアントの
接続を切断し、再度接続する必要があります。

Data deduplication
データの重複コピーを削除するかどうかを制御します。

複製解除は、プール全体に対してブロックベースで同期式に実行されます。プロ
ジェクト単位またはシェア単位で有効化できます。有効にするには、プロジェクト
またはシェアの一般プロパティーの画面で「Data Deduplication」チェックボックス
にチェックマークを付けます。Status Dashboardの使用状況の領域に、複製解除の比
率が表示されます。

複製解除が有効になっているときに書き込まれたデータは、複製解除テーブルに挿
入され、データのチェックサムによってインデックスが付けられます。複製解除で
は、暗号として強力な SHA-256チェックサムの使用が強制されます。後続の書き込
みでは重複データが識別され、既存のコピーだけがディスク上に保持されます。複
製解除は、同じサイズのブロック間で、同じレコードサイズで書き込まれたデータ
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に対してのみ実行できます。最適な結果を得るには、そのデータを使用しているア
プリケーションと同じレコードサイズを設定してください。ストリーミング負荷の
場合は、大きいレコードサイズを使用してください。

データに重複が含まれていない場合に「Data Deduplication」を有効にする
と、オーバーヘッドが増加し (CPU負荷がかかるチェックサム、ディスク上の重複排
除テーブルの入力)、利点は何もありません。データに重複が含まれている場合
は、「Data Deduplication」を有効にすると、あるブロックのコピーは何度発生して
も保存されるのは 1つだけであるため、領域を節約できます。チェックサムの計算
によって負荷が増加すること、および複製解除テーブルのメタデータに対するアク
セスと管理が必要になることから、複製解除は必然的にパフォーマンスに影響を与
えます。

複製解除は、シェアの計算されたサイズには影響しませんが、プールに使用される
領域の量には影響を与えます。たとえば、2つのシェアに同じ 1Gバイトのファイル
が含まれている場合、それぞれ 1Gバイトのサイズで表示されますが、プールの合計
は 1Gバイトだけで、複製解除の比率は 2xと報告されます。

パフォーマンスに関する警告:複製解除では、その性質から、ブロックに対して書き
込みまたは解放が行われたときに複製解除テーブルの変更が必要になります。複製
解除テーブルがDRAMに収まらない場合は、書き込みや解放により、それまでは発
生していなかったランダムな読み取りアクティビティーが大量に発生する可能性が
あります。結果として、複製解除を有効にするとパフォーマンスに重大な影響を与
えることがあります。さらに、特にシェアやスナップショットを削除する場合など
に、複製解除を有効にしたことによるパフォーマンス低下がプール全体に現れるこ
とがあります。一般に、シェアに高い比率で重複データが含まれていることと、重
複データとそれを参照するためのテーブルがDRAMに十分に収まることがわかって
いる場合以外は、複製解除を有効にすることは推奨されません。複製解除がパ
フォーマンスに悪影響を与えているどうかを調べるには、「advanced analytics」を有
効にしてから、「analytics」を使用して「ZFS DMU operations broken down by DMU
object type」を測定し、維持されたDDT操作 (データ複製解除テーブル操作)が ZFS操
作よりも高い比率で発生しているかどうかを確認します。発生している場合
は、ファイル入出力よりも複製解除テーブルのためにより多くの入出力が使用され
ています。

Data compression
ディスクに書き込む前にデータを圧縮するかどうかを制御します。

シェアは、オプションで、データを圧縮してからストレージプールに書き込むこと
ができます。これにより、ストレージの利用率は大幅に向上しますが、CPUの使用
率が高くなります。デフォルトでは、圧縮は行われません。圧縮によって領域が
まったく節約されない場合は、データを再度読み取るときの不要な圧縮解除を避け
るために、データがディスクにコミットされていません。圧縮アルゴリズムを選択
する前に、必要なパフォーマンステストをすべて実行し、達成された圧縮率を測定
することをお勧めします。
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BUIの値 CLIの値 説明

Off オフ 圧縮は行われません

LZJB (Fastest) lzjb 単純なランレングスエンコーディングで、かなり単純な入
力にしか機能しませんが、CPUをあまり消費しません。

GZIP-2 (Fast) gzip-2 gzip圧縮アルゴリズムの軽量版。

GZIP (Default) gzip 標準の gzip圧縮アルゴリズム。

GZIP-9 (Best
Compression)

gzip-9 gzipで達成できる最高の圧縮。これは大量のCPUを消費
し、わずかな利点しか得られないことがよくあります。

Checksum
データブロックに使用するチェックサムを制御します。

アプライアンスでは、ディスク上のすべてのデータにチェックサムが付けられ、従
来の欠点 (特に実体のない読み書き)を回避しています。これにより、デバイスから
無効なデータが返された場合にシステムで検出できます。通常動作にはデフォルト
のチェックサム (fletcher4)で十分です。こだわりの強いユーザーは

チェックサムの強度を上げることもできますが、CPU負荷は増加します。メタ
データには常に同じアルゴリズムを使用してチェックサムが付けられるため、この
影響を受けるのはユーザーのデータ (ファイルまたは LUNのブロック)だけです。

BUIの値 CLIの値 説明

Fletcher 2 (Legacy) fletcher2 16ビット Fletcherチェックサム

Fletcher 4 (Standard) fletcher4 32ビット Fletcherチェックサム

SHA-256 (Extra
Strong)

sha256 SHA-256チェックサム

Cache device usage
シェアにキャッシュデバイスを使用するかどうかを制御します。

デフォルトでは、すべてのデータセットがシステム上の任意のキャッシュデバイス
を使用します。キャッシュデバイスはストレージプールの一部として構成され、も
う 1段のキャッシュを提供して、より高速な階層型アクセスを実現しま
す。キャッシュデバイスの詳細については、ストレージの構成セクションを参照し
てください。このプロパティーは、ストレージプールに現在キャッシュデバイスが
構成されているかどうかには依存しません。たとえば、キャッシュデバイスが存在
しない場合でも、このプロパティーを「all」に設定できます。あとでそのようなデ
バイスが追加されると、シェアは向上したパフォーマンスを自動的に利用しま
す。プライマリ (DRAM)キャッシュの使用は、このプロパティーに影響されませ
ん。
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BUIの値 CLIの値 説明

All data and metadata すべて 通常のファイルまたは LUNデータ、およびメタデータをす
べてキャッシュします。

Metadata only metadata メタデータだけをキャッシュデバイスに保持します。これ
を使用すると、ディレクトリ構造をすばやくたどることが
できますが、ファイルの内容を取得するには、データデバ
イスからの読み取りが必要になることがあります。

Do not use cache
devices

なし このシェアのデータはキャッシュデバイスにキャッシュさ
れません。データはプライマリキャッシュにキャッシュさ
れるか、データデバイスに保存されるだけです。

Synchronous write bias
この設定は、同期書き込みを処理するときの動作を制御します。デフォルトで
は、システムは待ち時間に関して同期書き込みを最適化します。つまり、ログデバ
イスを活用して応答時間を短くします。システムに個別のファイルシステムが複数
存在する場合、ログデバイスに競合が発生し、すべてのコンシューマで待ち時間が
増加する可能性があります。複数のファイルシステムが同期セマンティクスをリク
エストしている場合でも、一部のファイルシステムがほかのファイルシステムより
も待ち時間の影響を受けやすくなることがあります。よくあるのが、個別のログを
持つデータベースのケースです。ログは待ち時間の影響を特に受けやすく、データ
ベース自体は、同様に同期セマンティクスを要求していても、待ち時間ではなく帯
域幅の影響を受けます。このような環境では、このプロパティーをデータベース自
体では「throughput」に設定し、ログファイルシステムでは「latency」のままにして
おくと、パフォーマンスが大幅に向上する可能性があります。ログデバイスが存在
しない場合でも、この設定を変更すると、それ程大幅な影響はなくても動作が変更
されることに注意してください。

BUIの値 CLIの値 説明

Latency latency 同期書き込みは、専用のログデバイスがあればそれを活用
して、待ち時間に関して最適化されます。

Throughput throughput 同期書き込みはスループットに関して最適化されま
す。データはログデバイスではなくプライマリデータ
ディスクに書き込まれ、システムの合計帯域幅が最適にな
るような方法で書き込みが実行されます。

Database record size
ファイルシステムで使用するブロックサイズを制御します。このプロパティーは
ファイルシステムに対してのみ有効です。

デフォルトでは、ファイルシステムはファイルを十分保持できるだけの大きさのブ
ロックサイズを使用します。または、大きいファイルには 128Kを使用します。これ
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は、サイズが 128Kを超えるファイルには、128Kのブロックが使用されることを意味
します。その後、アプリケーションが小さい断片でファイルに書き込む場合、書き
込まれるデータの量が比較的少なくても、128Kブロック全体の読み取りと書き込み
を行う必要があります。

小さいランダムアクセス負荷を含むシェア (つまり、データベース)では、データ
ベースで使用されているレコードサイズとほぼ等しくなるようにこのプロパ
ティーを調整してください。正確な値がない場合は、通常は 8Kを選択すると、ほと
んどのデータベース負荷に適しています。プロパティーの値は、512から 128Kまで
の、任意の 2の累乗値に設定できます。

Additional replication
ストレージプールの冗長性に加え、各ブロックのコピーをいくつ保存するかを制御
します。

メタデータは常に複数のコピーで保存されますが、このプロパティーを使用する
と、同じ動作をデータブロックにも適用できます。ストレージプールは、これらの
追加ブロックを異なるデバイスに保存しようと試みますが、保証はされません。さ
らに、論理デバイス全体 (RAIDストライプやミラー化されたペアなど)が失われた場
合、ストレージプールをインポートすることはできません。このプロパ
ティーは、ストレージプールでの正式なレプリケーションに代わるものではありま
せんが、こだわりの強い管理者に安心を与えることができます。

BUIの値 CLIの値 説明

Normal (Single Copy) 1 デフォルトの動作。データブロックのコピーを 1つ保存し
ます。

Two Copies 2 データブロックのコピーを 2つずつ保存します。

Three Copies 3 データブロックのコピーを 3つずつ保存します。

Virus scan
このファイルシステムに対してウイルススキャンを行うかどうかを制御します。こ
のプロパティーはファイルシステムに対してのみ有効です。

このプロパティーの設定は、ウイルススキャンサービスの状態には依存しませ
ん。ウイルススキャンサービスが有効になっていても、ファイルシステムのス
キャンはこのプロパティーで明示的に有効にする必要があります。同様に、ウイル
ススキャンサービス自体がオフになっていても、特定のシェアに対してウイルスス
キャンを有効化できます。ウイルススキャンの構成の詳細については、ウイルスス
キャンセクションを参照してください。
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Prevent destruction
設定されている場合、そのシェアまたはプロジェクトを破棄することはできませ
ん。これには、従属クローンを介したシェアの破棄、プロジェクト内のシェアの破
棄、およびレプリケーションパッケージの破棄も含まれます。ただし、レプリ
ケーションの更新を介して破棄されるシェアは、このプロパティーに影響されませ
ん。レプリケーションのソースになっているアプライアンス上のシェアが破棄され
る場合、このプロパティーが設定されていても、ターゲット上の対応するシェアは
破棄されます。

シェアを破棄するには、別の手順としてこのプロパティーをまず明示的にオフにす
る必要があります。このプロパティーはデフォルトでオフになっています。

Restrict ownership change
デフォルトでは、(適切なクライアント上で root対応のエクスポートで) root
ユーザーが行う場合を除き、ファイルの所有権を変更することはできません。この
プロパティーは、

ファイルシステム単位またはプロジェクト単位でオフにすることができます。オフ
の場合、ファイルまたはディレクトリの所有者がファイルの所有権を変更でき、自
分のファイルを実質的に「譲渡」できます。所有権を変更すると、setuidビットと
setgidビットがすべて取り除かれ、ユーザーがこの操作によって権限を上げることを
防ぎます。

カスタムプロパティー
必要に応じてカスタムプロパティーを追加して、ユーザー定義のタグをプロジェク
トとシェアに添付できます。詳細については、スキーマのセクションを参照してく
ださい。

プロトコル

シェアのプロトコル
各シェアにはプロトコル固有のプロパティーがあり、そのシェアに対してさまざま
なプロトコルの動作を定義します。これらのプロパティーは、シェアごとに定義す
ることも、シェアのプロジェクトから継承することもできま
す。NFS、SMB、HTTP、および FTPプロパティーはファイルシステムだけに適用さ
れ、iSCSIプロパティーは LUNだけに適用されます。
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BUIでは、各プロトコルにパスが表示されます。そのプロトコルを使用しているク
ライアントは、このパスを使用してシェアを参照します。たとえ
ば、サーバー「twofish」上のファイルシステム「fs0」は、次の場所で使用できま
す。

プロトコル 場所

NFS twofish:/export/fs0

SMB \\twofish\fs0

HTTP http://twofish/shares/export/fs0/ (http://twofish/shares/export/fs0/)

FTP ftp://twofish/export/fs0/

SFTP /export/fs0/

iSCSIの場合、イニシエータは SANのドキュメントで説明されているメカニズムのい
ずれかを使用すると、ターゲットを発見できます。

NFS

BUIのプロパティー
CLIのプロパ
ティー 説明

Share mode off/ro/rw シェアが読み取り専用か、読み書きに使用できるか、どち
らにも使用できないかを決定します。CLIで
は、「on」は「rw」の別名です。

Disable setuid/setgid
file creation

nosuid このオプションを選択すると、クライアントは setuid
(S_ISUID)ビットと setgid (S_ISGID)ビットを設定して
ファイルを作成することも、chmod(2)システム呼び出しに
よって既存のファイルにこれらのビットを設定することも
できなくなります。

Prevent clients from
mounting
subdirectories

nosub このオプションを選択すると、クライアントがサブディレ
クトリを直接マウントすることはできなくなりま
す。シェアのルートをマウントするように強制されま
す。注:これはNFSv2プロトコルとNFSv3プロトコルだけ
に適用され、NFSv4には適用されません。

Anonymous user
mapping

anon 特定のクライアントで「root」オプションが有効になって
いる場合を除き、そのクライアントの rootユーザーは不明
なユーザーとして扱われ、そのユーザーがシェアのファイ
ルにアクセスを試みると、すべてこの uidのユーザーによ
る操作として扱われます。そのあと、ファイルのアクセス
権ビットとACLは通常どおり評価されます。
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BUIのプロパティー
CLIのプロパ
ティー 説明

Character encoding 下記を参
照

すべてのクライアントのデフォルトの文字セットを設定し
ます。詳細については、文字セットエンコーディングに関
するセクションを参照してください。

Security mode 下記を参
照

すべてのクライアントのセキュリティーモードを設定しま
す。

全体的なシェアモードに対する例外は、クライアントごと、またはクライアントの
集まりごとに定義できます。クライアントがアクセスを試みると、リスト内でその
クライアントに最初に一致した例外に従ってアクセスが許可されます。あるい
は、そのような例外がない場合は、上記で定義されたグローバルなシェアモードに
従ってアクセスが許可されます。このようなクライアントの集まりは、次の 3つの
タイプのいずれかを使用すると定義できます。

種別 CLIの接頭辞 説明 例

Host(FQDN) or
Netgroup

なし 指定された完全修飾名に解決される IP
アドレスを持つ単一のクライアン
ト、または、クライアントの IPアドレ
スを解決した完全修飾名を含んでいる
ネットグループ

caji.sf.example.com

DNS Domain . この接尾辞で終わる完全修飾名に解決
される IPアドレスを持つすべてのクラ
イアント

sf.example.com

Network @ CIDR表記で指定された IPサブネット
に含まれる IPアドレスを持つすべての
クライアント

192.168.20.0/22

次に、指定したクライアントまたはクライアントの集まりに対して、それぞれ 2つ
のパラメータを指定します。1つは、シェアに対する読み取り専用アクセスまたは読
み書きアクセスをクライアントに許可するかどうか、もう 1つは、クライアントの
rootユーザーを rootユーザー (選択されている場合)として扱うか不明なユーザーと
して扱うかです。

ネットグループを使用する場合、ネットグループはまずNIS (有効になっている場
合)、次に LDAP (有効になっている場合)から解決されます。LDAPを使用する場合
は、ネットグループがデフォルトの場所 ou=Netgroup,(Base DN)にあることと、標準
スキーマを使用していることが必要です。通常、ネットグループエントリの
ユーザー名コンポーネントはNFSに影響を与えず、ホスト名だけが意味を持ちま
す。ネットグループに含まれるホスト名は正規名であること、また、DNSで解決さ
れる場合は完全修飾名であることが必要です。つまり、NFSサブシステムは、リク
エストしているクライアントの IPアドレスを解決すると、指定された FQDNまたは
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指定されたネットグループのいずれかのメンバーに一致する正規ホスト名になるこ
とを確認しようとします。ドメインのコンポーネントも含めて正確に一致する必要
があります。それ以外の場合、その例外には一致せず、次の例外が調べられま
す。ホスト名の解決の詳細については、「DNS」を参照してください。ネットグ
ループの管理は複雑になることがあります。可能な場合は、代わりに IPサブネット
規則またはDNSドメイン規則を使用することを検討してください。

CLIに関する考慮事項
CLIでは、すべてのNFSシェアモードと例外を、「sharenfs」プロパティーの 1つの
オプション文字列で指定します。この文字列は、上記の表の値をコンマで区切った
リストです。BUIに関して説明したグローバルなシェアモードに相当す
る、「ro」、「rw」、または「off」のいずれかで始める必要があります。例:

set sharenfs=ro

このコマンドは、すべてのクライアントのシェアモードを読み取り専用に設定しま
す。すべてのクライアントで、rootユーザーは一般的な「nobody」ユーザーとして
シェアのファイルにアクセスします。

「nosuid」オプションまたは「anon」オプション、あるいはその両方を追加すること
もできます。CLIでは、プロパティー値に「=」文字が含まれている場合、引用符で
囲む必要があることを忘れないでください。したがって、不明なユーザーをすべて
uid 153762にマッピングするように定義するには、次のように指定します

set sharenfs="ro,anon=153762"

追加の例外は、「option=collection」という形式のテキストを追加することで指定で
きます。ここで、「option」は、クライアントの集まり (collection)に付与するアクセ
ス権のタイプを定義する、「ro」、「rw」、「root」のいずれかです。collectionの指
定には、上記の表の接頭辞文字と、DNSホスト名/ドメイン名またはCIDRネット
ワーク番号を使用します。たとえば、sf.example.comドメイン内のすべてのホストに
読み書きアクセス権を付与し、192.168.44.0/24ネットワーク内のホストに rootアクセ
ス権を付与するには、次のようなコマンドを使用します

set sharenfs="ro,anon=153762,rw=.sf.example.com,root=@192.168.44.0/24"

ネットグループ名は、個別の完全修飾ホスト名を使用できる場所であればどこでも
使用できます。たとえば、「engineering」ネットグループに読み書きアクセス権を付
与するには、次のように指定します。

set sharenfs="ro,rw=engineering"

セキュリティーモードは、「option=mode」という形式のテキストを追加することで
指定できます。ここで、「option」は「sec」、「mode」は「sys」、「krb5」、
「krb5:krb5i」、「krb5:krb5i:krb5p」のいずれかです。

set sharenfs="sec=krb5"
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セキュリティーモード
セキュリティーモードはシェア単位で設定され、パフォーマンスに影響を与えるこ
とがあります。次の表では、Kerberosセキュリティー設定について説明します。

設定 説明

krb5 Kerberos V5によるエン
ドユーザー認証

krb5i krb5に完全性保護を加
えたもの (データパ
ケットに改ざんがない
ことが保証される)

krb5p krb5にプライバシを加
えたもの (データパ
ケットはスヌープ不可
能またはサード
パーティーにより検査
される)

krb5pを使用するには krb5iと krb5も使用する必要があり、krb5iを使用するには krb5
も使用する必要があります。

文字セットエンコーディング
通常、ファイル名に使用する文字セットエンコーディングは指定されません。NFSv3
プロトコルとNFSv2プロトコルは文字セットを指定しません。NFSv4ではUTF-8を
使用することになっていますが、すべてのクライアントが従うわけではなく、この
制限がサーバーによって強制されることもありません。シェアの「UTF-8のみ」オ
プションが無効になっている場合、これらのファイル名は、エンコーディングが認
識されることなく、文字どおりにファイルシステムに書き込まれます。した
がって、同じエンコーディングを使用しているクライアントのみがこれらを解釈で
きます。ただし、SMBでは、ファイル名をサーバー側で解釈できるように、ファイ
ル名をUTF-8で保存することが要求されます。これにより、任意のクライアントエ
ンコーディングをサポートすることはできなくなりますが、SMBでのアクセスは引
き続き可能です。

そのような構成をサポートするには、文字セットエンコーディングをシェア全体ま
たはクライアント単位で設定します。サポートされている文字セットエン
コーディングは次のとおりです。

■ euc-cn
■ euc-jp
■ euc-jpms
■ euc-kr
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■ euc-tw
■ iso8859-1
■ iso8859-2
■ iso8859-5
■ iso8859-6
■ iso8859-7
■ iso8859-8
■ iso8859-9
■ iso8859-13
■ iso8859-15
■ koi8-r

デフォルトの動作では、文字セットエンコーディングは指定されません (通過)。BUI
では、標準の例外リストメカニズムによって文字セットを選択できます。CLIで
は、各文字セット自体がオプションになり、そこに 1つ以上のホストを指定しま
す。「*」は、シェア全体の設定であることを示します。たとえば、次のコマンドを
見てください。

set sharenfs="rw,euc-kr=*"

このコマンドは、「euc-kr」をデフォルトのエンコーディングとしてファイルシステ
ムをシェアします。次のコマンドを見てください。

set sharenfs="rw,euc-kr=host1.domain.com,euc-jp=host2.domain.com"

このコマンドは、host1には「euc-kr」、host2には「euc-jp」を使用し、ほかのすべ
てのクライアントにはデフォルトのエンコーディングを使用します。ホストのリス
トの形式は、ほかのCLI NFSオプションの形式に従います。

一部のNFSクライアントでは、代替ロケールが正しくサポートされません。詳細に
ついては、使用しているNFSクライアントのドキュメントを参照してください。

SMB

プロパティー 説明

Resource name SMBクライアントがこのシェアを参照するときに使用する名前。リソース
名「off」は、どの SMBクライアントもこのシェアにアクセスできないこと
を示し、リソース名「on」は、このシェアがファイルシステムの名前でエ
クスポートされることを示します。
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プロパティー 説明

Enable Access-based
Enumeration

このオプションを有効にすると、アクセスベースの列挙が実行されま
す。アクセスベースの列挙では、クライアントの資格に基づいてディレク
トリのエントリがフィルタ処理されます。クライアントがファイルまたは
ディレクトリに対するアクセス権を持っていない場合、クライアントに返
されるエントリのリストでそのファイルは省略されます。このオプション
はデフォルトで無効になっています。

Is a DFS Namespace このプロパティーは、このシェアが独立したDFS名前空間としてプロビ
ジョニングされるかどうかを示します。

Share-level ACL このACLは、シェア内のファイルまたはディレクトリのACLと組み合わ
されることで、そのファイルの実質的なアクセス権を決定します。デ
フォルトでは、このACLはすべてのユーザーに完全な制御を許可しま
す。このACLは、ファイルのACLの上にもう 1段のアクセス制御を提供し
て、より詳細なアクセス制御構成を可能にします。このプロパ
ティーは、SMBリソース名を構成することによってファイルシステムがエ
クスポートされたあとでのみ構成できます。ファイルシステムが SMBプロ
トコルでエクスポートされない場合は、シェアレベルのACLを設定しても
何も効果はありません。

同じシステムの 2つの SMBシェアに、同じリソース名を使用することはできませ
ん。プロジェクトから継承されるリソース名には特殊な動作があります。詳細につ
いては、プロジェクトのセクションを参照してください。リソース名には、次の文
字を除く任意の 80文字未満の英数字を含めることができます。

" / \ [ ] : | < > + ; , ? * =

アクセスベースの列挙を有効にすると、クライアントが開くことができないファイ
ルがディレクトリエントリとしてクライアントに表示されることがありま
す。ディレクトリエントリがフィルタ処理されるのは、クライアントがそのファイ
ルに対して何もアクセス権を持っていない場合だけです。たとえば、ACLで読み取
りアクセス権だけが付与されている場合に、クライアントが読み取り/書き込みアク
セスのためにファイルを開こうとすると、そのリクエストは失敗しますが、ファイ
ルはエントリのリストに含まれたままです。

SCSI

プロパティー 説明

ターゲットグループ この LUNをエクスポートするターゲット

イニシエータグループ この LUNにアクセスできるイニシエータ
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プロパティー 説明

LU (logical unit) number LUNはターゲットグループおよびイニシエータグループと関連付けられる
ため、一意の論理ユニット番号が割り当てられます。このプロパ
ティーは、論理ユニットに番号 0を割り当てる必要があるかどうか、または
番号を自動的に割り当てることができるかどうかを制御します。同じ
ターゲットグループおよびイニシエータグループに関連付けられた 2つの
LUNに、同じ論理ユニット番号を使用することはできません。

Assigned LU number この LUNに割り当てられた LU番号。

Operational status この LUNの動作ステータス。ターゲットやイニシエータの構成にかかわら
ず、オフライン状態の LUNにはイニシエータからアクセスできません。

Fix LU number LU番号を現在の値に固定するフラグ。このフラグが設定されている場
合、ターゲットグループやイニシエータグループの変更によって LU番号は
変更されません。グループの変更によって競合が発生する場合、その変更
は失敗します。このフラグが設定されていない場合は、グループの変更に
よって、競合が発生しないことがわかっている値に LU番号が設定しなおさ
れることがあります。

Write cache behavior この設定は、LUNで書き込みをキャッシュするかどうかを制御します。こ
の設定がオフの場合は、すべての書き込みが同期処理され、使用可能なロ
グデバイスがない場合は、書き込みのパフォーマンスがかなり低下しま
す。したがって、この設定をオンにすると、書き込みのパフォーマンスが
大幅に向上する可能性がありますが、予期しないシャットダウンでデータ
が破壊されることもあります。これを避けるには、クライアントアプリ
ケーションが揮発性書き込みキャッシュのセマンティクスを理解し、必要
なときに適切にキャッシュをフラッシュする必要があります。これをオン
にする前に、使用しているクライアントアプリケーションのドキュメント
を参照してください。

GUID LUNのGUIDは、SCSIデバイスを識別する、グローバルに一意の読み取り
専用識別子です。このGUIDは、さまざまなヘッドノードおよびレプリ
ケートされた環境で一貫性を保ちます。

HTTP

プロパティー 説明

Share mode このファイルシステムのHTTPシェアモード。「none」、「read
only」、「read/write」のいずれかです。

プロトコル

Sun ZFS Storage 7000システム管理ガイド • 2012年 12月 E38994–01342



FTP

プロパティー 説明

Share mode このファイルシステムの FTPシェアモード。「none」、「read
only」、「read/write」のいずれかです。

SFTP

プロパティー 説明

Share mode このファイルシステムの SFTPシェアモード。「none」、「read
only」、「read/write」のいずれかです。

アクセス

Access Control
このビューでは、ACLの動作を制御するオプションと、ファイルシステムのルート
ディレクトリに対するアクセスを制御するオプションを設定できます。この
ビューはファイルシステムに対してのみ使用できます。

Root Directory Access
ファイルシステムのルートディレクトリに対する基本的なアクセス制御を設定しま
す。これらの設定は、使用されている任意のプロトコルを介して帯域内で管理でき
ますが、便宜上ここで指定することもできます。読み取り専用ファイルシステムで
は、これらのプロパティーを変更するにはファイルシステムのルートディレクトリ
のメタデータを変更する必要があるため、これらのプロパティーは変更できませ
ん。

ユーザー
ルートディレクトリの所有者。これはユーザー IDまたはユーザー名で指定できま
す。UnixユーザーとWindowsユーザーのマッピングの詳細については、アイデン
ティティーマッピングサービスを参照してください。UnixベースのNFSアクセスの
場合、これはクライアントから chownコマンドを使用すると変更できます。
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グループ
ルートディレクトリのグループ。これはグループ IDまたはグループ名で指定できま
す。UnixグループとWindowsグループのマッピングの詳細については、アイデン
ティティーマッピングサービスを参照してください。UnixベースのNFSアクセスの
場合、これはクライアントから chgrpコマンドを使用すると変更できます。

アクセス権
ルートディレクトリに対する標準のUnixアクセス権。UnixベースのNFSアクセスの
場合、これはクライアントから chmodコマンドを使用すると変更できます。アクセス
権は 3つのタイプに分かれています。

アクセスタイプ 説明

ユーザー ディレクトリの現在の所有者であるユーザー。

グループ ディレクトリの現在のグループ。

Other ほかのすべてのアクセス。

各アクセスタイプには、次のアクセス権を付与できます。

種別 説明

読み取り R ディレクトリの内容を一覧表示するアクセス権。

書き込み W ディレクトリにファイルを作成するアクセス権

実行 X ディレクトリのエントリを検索するアクセス権。実行アクセス権はあるが
読み取りアクセス権がない場合、ユーザーはファイル名を指定して明示的
にファイルにアクセスすることはできますが、ディレクトリの内容を一覧
表示することはできません。

■ 2011.1ソフトウェアリリースでは、次の追加動作がすべてのディレクトリに対す
る「書き込み」権と関連付けられます。

■ ディレクトリにスティッキービットが設定されていない場合は、ディレクトリ内
の子ファイルを削除することができ (ACLのDアクセス権と同等)、設定されてい
る場合はファイルの所有者のリクエストにかぎり、子ファイルを削除できます

■ ファイルまたはディレクトリに関連付けられた時間を変更できます (ACLのAア
クセス権と同等)

■ 拡張属性を作成したり、拡張属性ディレクトリに書き込んだりすることができま
す (ACLのWアクセス権と同等)

BUIでは、個々のボックスをクリックしてアクセス権を選択します。または、ラベ
ル (「user」、「group」、「other」)をクリックすると、そのラベル内のアクセス権
がすべて選択 (または選択解除)されます。CLIでは、標準のUnix 8進数値で指定し
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ます。各桁は、順に「user」、「group」、「other」に対応します。各桁は、読み取
り (4)、書き込み (2)、および実行 (1)の合計です。したがって、アクセス権の値が
743であれば、ユーザーRWX、グループR、その他WXに相当します。

シェアの作成時に POSIXアクセス権ビットを設定する代わりに、管理者は「Use
Windows Default Permissions」オプションを選択することもできます。これによ
り、後述の「ルートディレクトリACL」のセクションで説明されているACLが適用
されます。これはWindowsサーバーでのシェアの作成と似た動作を提供するための
もので、Windowsに慣れたユーザーのみまたは主にそのようなユーザーが管理して
いる環境では、これによって管理が簡単になります。

ACLの動作
ACLおよびその動作の詳細については、ルートディレクトリACLのドキュメントを
参照してください。

ACL behavior on mode change
chmod(2)で標準的なUnixユーザー/グループ/その他アクセス権を使用してACLが変
更される場合、このプロパティーの設定に応じて、単純なモード変更リクエストが
既存のACLとさまざまに作用します。

BUIの値 CLIの値 説明

Discard ACL discard ディレクトリまたはファイルのモードを表さないすべての
ACLエントリが破棄されます。これはデフォルトの動作で
す。

Mask ACL with mode mask グループアクセス権ビットより大きくならないように、ア
クセス権が縮小されます。ただし、ユーザーエントリの
UIDがファイルまたはディレクトリの所有者と同じである
場合は例外です。この場合は、所有者アクセス権ビットよ
りも大きくならないようにACLアクセス権が縮小されま
す。マスク値によって、明示的なACL設定操作が実行され
ていない場合は、モード変更時もACLが維持されます。

Do not change ACL passthrough ファイルまたはディレクトリの新しいモードを表すのに必
要なACLエントリを生成する以外に、ACLは変更されませ
ん。

ACL inheritance behavior
新しいファイルまたはディレクトリの作成時に、既存のACL設定を親ディレクトリ
から継承できます。このプロパティーは、この継承の動作を制御します。通常、こ
れらのプロパティーの設定は、継承可能としてフラグがつけられているACLエント
リだけに影響を与えます。ほかのエントリは、このプロパティーの設定にかかわら
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ず、伝播されません。ただし SMBで使用されるときは、簡単なACLエントリはすべ
て継承可能です。簡単なACLとは、従来のUnix owner/group/otherエントリのこと
です。

BUIの値 CLIの値 説明

Do not inherit entries discard ACLのエントリは継承されません。ファイルやディレクト
リは、使用されているクライアントとプロトコルに従って
作成されます。

Only inherit deny
entries

noallow 「deny」アクセス権を指定している継承可能なACLエント
リだけが継承されます。

Inherit all but "write
ACL" and "change
owner"

restricted ACLエントリを継承するときに「write_acl」アクセス権
と「write_owner」アクセス権を削除します。ただし、それ
以外の場合は、継承可能なACLエントリを変更しませ
ん。これはデフォルトです。

Inherit all entries passthrough 継承可能なACLエントリがすべて継承されます。通
常、「passthrough」モードを使用するのは、ディレクトリ
ツリー内のすべての「データ」ファイルが同一のモードで
作成されるようにする場合です。管理者は、すべての
ファイルが 0664や 0666などの同一モードで作成されるよ
うにACLの継承を設定します。

Inherit all but "execute"
when not specified

passthrough-x 「passthrough」と同様ですが、相違点は、所有者、グ
ループ、およびすべてのユーザーのACLエントリ
が、ファイル作成モードも実行ビットをリクエストしてい
る場合のみ、実行アクセス権を継承することで
す。「passthrough」設定はデータファイルに対して期待ど
おりに機能しますが、継承されたACLにファイル作成
モードの実行ビットをオプションで含めたい場合もありま
す。ccや gccなどのツールから生成される出力ファイルは
その一例です。継承されたACLに実行ビットが含まれてい
ない場合、コンパイラから出力された実行可能ファイル
は、chmod(1)を使用してファイルのアクセス権を変更する
まで実行できません。

SMBを使用して簡単なACLの設定されたディレクトリにファイルを作成すると、す
べてのACLエントリが継承されます。この結果、次の動作が生じます。

■ 継承ビットの表示方法は、SMBとNFSとで異なります。SMBでACLディレクト
リを表示すると、継承ビットが表示されます。NFSでは継承ビットが表示されま
せん。

■ SMBを使用してファイルをディレクトリに作成すると、そのACLエントリは継
承されたとおりに表示されます。しかしNFSを使用して表示した場合、ディレク
トリには継承可能なACLエントリがありません。
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■ アクセス制御エントリ (ACE)を追加するなどしてACLが変更されて簡単ではなく
なった場合、この動作は発生しません。

■ SMBを使用してACLを変更すると、得られるACLでは前の継承ビットを合成し
たものが実際の継承ビットになります。

上記のすべての動作は、将来のリリースで変更される可能性があります。

ルートディレクトリACL
ファイルとディレクトリに対する詳細なアクセス権は、アクセス制御リストに
よって管理されます。ACLは、特定のユーザーまたはグループにどのようなアクセ
ス権を付与するかを記述します。アプライアンスではNFSv4形式のACLがサポート
されており、SMBでのアクセスも可能です。POSIXドラフトACL (NFSv3で使用され
る)はサポートされていません。簡単なACLであればNFSv3で表現できる場合もあ
りますが、ACLに複雑な変更を加えると、NFSv3でアクセスしたときの動作が不定
になることがあります。

「Root Directory Access」と同様に、このプロパティーはファイルシステムのルート
ディレクトリだけに影響を与えます。ACLは帯域内プロトコル管理によって制御で
きますが、BUIにはファイルシステムのルートディレクトリだけにACLを設定する
方法が用意されています。ルートディレクトリのACLをCLIから設定する方法はあ
りません。BUIを使用しない場合は、帯域内管理ツールを使用できます。このACL
を変更しても、ファイルシステム内の既存のファイルとディレクトリに影響はあり
ません。新しく作成されるファイルとディレクトリにこれらの設定が継承されるか
どうかは、ACLの継承動作によって異なります。ただし、SMBを使用して簡単な
ACLの設定されたディレクトリにファイルを作成すると、すべてのACLエントリが
継承されます。

ACLは任意の数のACE (アクセス制御エントリ)から成ります。各ACEは、タイ
プ/ターゲット、モード、一連のアクセス権、および継承フラグを記述します。ACE
はACLの先頭から順に適用され、特定のアクションを許可するかどうかを決定しま
す。データプロトコルを介した帯域内構成ACLについては、該当するクライアント
のドキュメントを参照してください。ACLを管理するための BUIインタフェースと
ルートディレクトリに対する影響については、ここで説明します。

種別 説明

所有者 ディレクトリの現在の所有者。所有者が変更された場合、このACEは新し
い所有者に適用されます。

グループ ディレクトリの現在のグループ。グループが変更された場合、このACEは
新しいグループに適用されます。

Everyone 任意のユーザー。
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種別 説明

Named User 「target」フィールドで指定されたユーザー。ユーザーは、ユーザー IDで指
定したり、現在のネームサービス構成で解決可能な名前で指定したりでき
ます。

Named Group 「target」フィールドで指定されたグループ。グループは、グループ IDで指
定したり、現在のネームサービス構成で解決可能な名前で指定したりでき
ます。

モード 説明

許可 ACEのターゲットにアクセス権が明示的に許可されます。

拒否 ACEのターゲットにアクセス権が明示的に拒否されます。

アクセス権 説明

Read

(r) Read Data/List
Directory

ディレクトリの内容を一覧表示するアクセス権。ファイルによって継承さ
れた場合は、ファイルのデータを読み取るアクセス権。

(x) Execute
File/Traverse
Directory

ディレクトリ内のエントリをたどる (検索する)アクセス権。ファイルに
よって継承された場合は、ファイルを実行するアクセス権。

(p) Append Data/Add
Subdirectory

ディレクトリ内にサブディレクトリを作成するアクセス権。ファイルに
よって継承された場合は、ファイルの末尾以降のデータを変更するアクセ
ス権。ファイルに適用される場合、このアクセス権は現在サポートされて
いません。

(a) Read Attributes ファイルの基本的な属性 (ACL以外)を読み取るアクセス権。ファイルの基
本的な属性は statレベルの属性とみなされ、このアクセス権を許可する
と、ユーザーは lsと statに相当する操作を実行できるようになります。

(R) Read Extended
Attributes

ファイルの拡張属性を読み取る、あるいは拡張属性ディレクトリの検索を
実行するアクセス権。

Write

(w) Write Data/Add File ディレクトリに新しいファイルを追加するアクセス権。ファイルによって
継承された場合は、ファイルのオフセット範囲内で任意の位置のデータを
変更するアクセス権。これには、ファイルを拡大する機能や、任意のオフ
セットに書き込む機能も含まれます。

(d) Delete ファイルを削除するアクセス権。
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アクセス権 説明

(D) Delete Child ディレクトリ内のファイルを削除するアクセス権。2011.1ソフトウェアリ
リースでは、スティッキービットが設定されている場合はファイルの所有
者のみが子ファイルを削除できます。

(A) Write Attributes ファイルまたはディレクトリに関連付けられた時間を変更するアクセス
権。

(W) Write Extended
Attributes

拡張属性を作成する、あるいは拡張属性ディレクトリに書き込むアクセス
権。

Admin

(c) Read
ACL/Permissions

ACLを読み取るアクセス権。

(C) Write
ACL/Permissions

ACLを書き込む、あるいは基本的なアクセスモードを変更するアクセス
権。

(o) Change Owner 所有者を変更するアクセス権。

Inheritance

(f) Apply to Files ディレクトリ内に新しく作成されるすべてのファイルに継承します。

(d) Apply to Directories ディレクトリ内に新しく作成されるすべてのディレクトリに継承します。

(i) Do not apply to self 現在のACEは現在のディレクトリには適用されませんが、子には適用さ
れます。このフラグを設定するには、「Apply to Files」または「Apply to
Directories」のいずれかを設定する必要があります。

(n) Do not apply past
children

現在のACEは、ツリーの 1レベルのみ、つまり直接の子のみに継承されま
す。このフラグを設定するには、「Apply to Files」または「Apply to
Directories」のいずれかを設定する必要があります。

シェアの作成時に「Use Windows Default Permissions」オプションを使用した場合
は、次の 3つのエントリを含むACLがシェアのルートディレクトリに対して作成さ
れます。

種別 処理 アクセス

所有者 Allow 完全な制御

グループ Allow 読み取りと実行

Everyone Allow 読み取りと実行
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スナップショット

はじめに
「スナップショット」とは、特定の時点におけるファイルシステムの読み取り専用
コピーです。スナップショットおよびその動作の詳細については、「概念」の
ページを参照してください。

スナップショットのプロパティー

.zfs/snapshot visible
ファイルシステムのスナップショットはファイルシステムのルートの .zfs/snapshot

にあり、データプロトコルを介してアクセスできます。このディレクトリには

ファイルシステムのすべてのスナップショットのリストがあり、通常のファイルシ
ステムデータと同様にアクセスできます (読み取り専用モード)。デフォルトで
は、ディレクトリの内容を一覧表示するときに「.zfs」ディレクトリは非表示に
なっていますが、明示的に検索すればアクセスできます。これにより、バック
アップソフトウェアが新規データだけでなく誤ってスナップショットもバック
アップすることを防いでいます。

BUIの値 CLIの値 説明

Hidden hidden ファイルシステムのルートのディレクトリの内容を一覧表示するときに .zfs
ディレクトリは表示されません。これはデフォルトです。

Visible visible この .zfsディレクトリは、ファイルシステムのほかのディレクトリと同様に
表示されます。

BUI

スナップショットの一覧表示
「Snapshots」タブには、シェアのアクティブなスナップショットのリストが表示さ
れます。このリストは 2つのタブに分かれており、「Snapshots」タブはスナップ
ショットの参照と管理に使用されます。「Schedules」タブは、自動スナップ
ショットのスケジュールを管理します。「Snapshots」タブでは、すべてのスナップ
ショットの表示、手動スナップショットのみの表示、または定期スナップショット
のみの表示を選択できます。各スナップショットについて、次のフィールドが表示
されます。

スナップショット
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フィールド 説明

名前 スナップショットの名前です。手動スナップショットの場合、これはス
ナップショットの作成時に指定された名前です。手動スナップショットの
場合は、名前をクリックして新しい値を入力することによって名前を変更
できます。自動スナップショットの場合、これは「.auto-<タイムスタン
プ>」という形式の名前であり、これらのスナップショットの名前を変更す
ることはできません。「.rr」または「.ndmp」で始まる別の形式の自動ス
ナップショットが作成されることもあります。このようなスナップ
ショットは、リモートレプリケーションとNDMPバックアップのために内
部で使用され、システムが不要になったと判断したときに削除されます。

Creation スナップショットが生成された日時。

Unique スナップショットで使用されている一意の領域の量。スナップショット
は、最初はファイルシステムまたは LUN自体と同じブロックを参照してい
ます。アクティブなファイルシステムが変化すると、アクティブなシェア
内で変更されているブロックが、1つ以上のスナップショットで保持される
場合があります。あるブロックが複数のスナップショットに含まれている
場合、そのブロックはシェアのスナップショットの使用量に計上されます
が、特定のスナップショットの一意の領域としては示されません。一意の
領域は、ある特定のスナップショットだけが保持しているブロックであ
り、そのスナップショットが破棄された場合に解放される領域の量を表し
ます。

Total スナップショットで参照されている領域の合計量。これは、スナップ
ショットが作成された時点のファイルシステムのサイズを表しま
す。データブロックは書き換えられるため、どのスナップショットも理論
上はこの合計サイズに等しい量の領域を使用する可能性があります。

クローン スナップショットのクローンの数を示します。クローンの数が 0でないス
ナップショットの行にマウスを置くと、「Show...」リンクが表示されま
す。このリンクをクリックするとダイアログボックスが開き、すべてのク
ローンのリストが表示されます。

スナップショットの作成
手動スナップショットを作成するには、「Snapshots」タブを選択してスナップ
ショットのリストを表示し、 アイコンをクリックします。スナップショット名の
入力を求めるダイアログボックスが表示されます。「apply」ボタンをクリックする
と、スナップショットが作成されます。作成できるスナップショットの数に制限は
ありませんが、各スナップショットはいくらかのリソース (つまりメモリー)を消費
するため、多数のスナップショットを作成するとシステムが低速になり、最終的に
は停止する場合があります。システム全体での実用的なスナップショット数制限は
システム構成に依存しますが、十万またはそれ以上の単位にしてください。
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スナップショットの名前の変更
スナップショットの名前を変更するには、アクティブなスナップショットのリスト
でその名前をクリックします。これがテキスト入力ボックスに変わります。テキス
トを入力して名前を変更したあとで、Returnキーを押すかフォーカスを移動する
と、変更が確定されます。

スナップショットの破棄
スナップショットを破棄するには、そのスナップショットの行の上で アイコン
をクリックします。スナップショットを破棄するには、そのクローンおよび子孫を
すべて破棄する必要があります。この場合は、影響を受けるクローンのリストが表
示されます。

スナップショットへのロールバック
ファイルシステムのスナップショットディレクトリにあるデータにアクセスできる
ほか、スナップショットを使用すると、ファイルシステムまたは LUNの以前のイン
スタンスにロールバックすることもできます。この操作では、そのスナップ
ショットよりも新しいスナップショットおよびそのクローンをすべて破棄する必要
があります。この操作により、シェアの内容は、スナップショットが作成された時
点の内容に戻ります。シェアのプロパティーの設定が影響を受けることはありませ
んが、ファイルシステムのルートディレクトリに対するアクセスに変更を加えてい
た場合、ファイルシステムのデータの一部なので、それらの変更は失われます。

ファイルシステムをロールバックするには、目的のスナップショットの アイコン
をクリックします。確認ダイアログが開き、スナップショットのクローン、より新
しいスナップショット、またはそれらの子孫が存在する場合は表示され、この処理
の一環として破棄されることが通知されます。

スナップショットのクローニング
「クローン」は、スナップショットの書き込み可能コピーで、ほかのシェアと同様
に管理されます。ファイルシステムのスナップショットと同様に、最初は追加の領
域を消費しません。クローンのデータが変更されるにつれ、消費する領域が増加し
ます。元のスナップショットを破棄するには、クローンも破棄する必要がありま
す。定期スナップショットのクローンは安全に作成できます。定期スナップ
ショットは、クローンがなければ破棄されるような場合でも、クローンがあれば無
視されます。

クローンを作成するには、目的のスナップショットの アイコンをクリックしま
す。次の値の入力を求めるダイアログが表示されます。
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プロパティー 説明

Project 作成先のプロジェクト。デフォルトでは、クローンは現在のプロジェクト
内に作成されますが、別のプロジェクト内に作成することも、あとでプロ
ジェクト間で移動することもできます。

名前 クローンに付ける名前。

Preserve Local
Properties

デフォルトでは、現在継承されるすべてのファイルシステムプロパ
ティーが、作成先プロジェクトからクローンに継承されます。ローカル設
定は常に保持されます。このプロパティーを設定すると、継承されるプロ
パティーはすべて、新しいクローンのローカル設定として保持されます。

Mountpoint シェアで同じマウントポイントを保存することはできないため、ローカル
プロパティーを保持する場合はクローンに別のマウントポイントを指定す
る必要があります。このオプションを使用できるのは、「Preserve local
properties」が設定されている場合だけです。

定期スナップショット
手動スナップショットに加え、任意のスケジュールに従って自動スナップショット
を構成することもできます。このようなスナップショットには「.auto-<タイムスタ
ンプ>」という形式の名前が付けられ、30分ごと、毎時、毎日、毎週、または

毎月のスケジュールに従って作成できます。スケジュールは、間隔と保持ポリ
シーから成るリストです。新しい間隔を追加するには、「Schedules」タブを表示し
て アイコンをクリックします。各間隔には次のプロパティーがあります。

プロパティー 説明

Frequency 「half hour」、「hour」、「day」、「week」、「month」のいずれか。これ
は、スナップショットを作成する頻度を指定します。

Offset これは、頻度の中のオフセットを指定します。たとえば、1時間ごとにス
ナップショットを作成するように選択した場合、正時からのオフセットを
分単位で明示的に指定できます。日次スナップショットの場合は、オフ
セットを時間と分で指定でき、週次および月次スナップショットの場合
は、オフセットを日、時間、および分で指定できます。

Keep at most スナップショットの保持ポリシーを制御します。自動スナップショット
は、無期限に保持することも (ただし、30分ごとおよび毎時のスナップ
ショットには、それぞれ 48と 24の上限がある)、特定の数に制限すること
もできます。この制限により、その間隔の自動スナップショットは、保持
ポリシーよりも古くなると削除されます。この制限は、実際には絶対数で
はなく、作成時間によって適用されます。したがって、毎時のスナップ
ショットを設定している場合は、アプライアンスが 1日停止したあとで復旧
すると、毎時のスナップショットはすべて削除されます。複数の間隔に該
当するスナップショットは、どの間隔でも保持するように指定されていな
い場合にかぎり、破棄されます。
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自動スナップショットは、プロジェクトまたはシェアのどちらか一方だけに設定で
きます。それ以外の場合、スケジュールや保持ポリシーの重複によって、両方のス
ケジュールを保証することは不可能になります。間隔を削除した場合やその保持ポ
リシーを変更した場合、新しいスケジュールに当てはまらない自動スナップ
ショットはすべて、ただちに破棄されます。クローンが存在する自動スナップ
ショットは無視されます。

以前のバージョンのソフトウェアでは、1分ごとの自動スナップショットも可能でし
た。これは通常はあまり役に立たず、システムに過剰な負荷をかけることが判明し
ました。ユーザーがシステムに過剰な負荷をかけることを防ぐため、この機能は
2010.Q3リリースで削除されました。現在は、スナップショットは 30分以上の間隔
でのみ指定できます。ソフトウェアをロールバックした場合、既存の 1分ごとのス
ナップショットは保持され、古いインスタンスは既存のスケジュールに従って期限
切れになりますが、新しいスナップショットが作成されることはありません。この
間隔が指定されたシェアまたはプロジェクトが見つかった場合は、警告が通知され
ます。

CLI
シェアのスナップショットにアクセスするには、シェアに移動し、snapshotsコマン
ドを実行します。

clownfish:> shares select default select builds

clownfish:shares default/builds> snapshots

clownfish:shares default/builds snapshots>

スナップショットの一覧表示
標準のCLIコマンドを使用するとスナップショットを一覧表示できます。

clownfish:shares default/builds snapshots> list

today

yesterday

clownfish:shares default/builds snapshots>

スナップショットの作成
手動スナップショットを作成するには、snapshotコマンドを使用します。

clownfish:shares default/builds snapshots> snapshot test

clownfish:shares default/builds snapshots>

スナップショットの名前の変更
スナップショットの名前を変更するには、renameコマンドを使用します。

clownfish:shares default/builds snapshots> rename test test2

clownfish:shares default/builds snapshots>
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スナップショットの破棄
スナップショットを破棄するには、destroyコマンドを使用します。

clownfish:shares default/builds snapshots> select test2

clownfish:shares default/builds@test2> destroy

This will destroy this snapshot. Are you sure? (Y/N)

clownfish:shares default/builds snapshots>

個別のスナップショットを選択せずに、シェアコンテキストから destroyコマンドを
使用することもできます。

clownfish:shares default/builds snapshots> destroy test2

This will destroy this snapshot. Are you sure? (Y/N)

clownfish:shares default/builds snapshots>

スナップショットへのロールバック
スナップショットにロールバックするには、目的のスナップショットを選択
し、rollbackコマンドを実行します。

clownfish:shares default/builds snapshots> select today

clownfish:shares default/builds@today> rollback

Rolling back will revert data to snapshot, destroying newer data. Active

initiators will be disconnected.

Continue? (Y/N)

clownfish:shares default/builds@today>

スナップショットのクローニング
スナップショットのクローンを作成するには、cloneコマンドを使用します。このコ
マンドを実行すると、シェアの作成に使用されたものと同じ未確定のシェアコンテ
キストに移動します。ここで、必要に応じてプロパティーを調整してから、変更を
確定してクローンを作成できます。

clownfish:shares default/builds snapshots> select today

clownfish:shares default/builds@today> clone testbed

clownfish:shares default/testbed (uncommitted clone)> get

aclinherit = restricted (inherited)

aclmode = discard (inherited)

atime = true (inherited)

checksum = fletcher4 (inherited)

compression = off (inherited)

copies = 1 (inherited)

mountpoint = /export/testbed (inherited)

quota = 0 (default)

readonly = false (inherited)

recordsize = 128K (inherited)

reservation = 0 (default)

secondarycache = all (inherited)

nbmand = false (inherited)

sharesmb = off (inherited)
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sharenfs = on (inherited)

snapdir = hidden (inherited)

vscan = false (inherited)

sharedav = off (inherited)

shareftp = off (inherited)

root_group = other (default)

root_permissions = 777 (default)

root_user = nobody (default)

quota_snap = true (default)

reservation_snap = true (default)

clownfish:shares default/testbed (uncommitted clone)> set quota=10G

quota = 10G (uncommitted)

clownfish:shares default/testbed (uncommitted clone)> commit

clownfish:shares default/builds@today>

このコマンドには、クローンを作成するプロジェクトを第 1引数として指定するこ
ともできます。デフォルトでは、クローンの作成元のシェアと同じプロジェクトに
クローンが作成されます。

定期スナップショット
自動定期スナップショットは、スナップショットコンテキストから automaticコマン
ドを使用すると構成できます。このコンテキストに移動したあと、createコマンド
と destroyコマンドを使用すると、間隔の追加と削除を行うことができます。各間隔
には、BUIビューでの頻度、オフセット、および保持するスナップショット数に対
応する、一連のプロパティーがあります。

clownfish:shares default/builds snapshots> automatic

clownfish:shares default/builds snapshots automatic> create

clownfish:shares default/builds snapshots automatic (uncommitted)> set frequency=day

frequency = day (uncommitted)

clownfish:shares default/builds snapshots automatic (uncommitted)> set hour=14

hour = 14 (uncommitted)

clownfish:shares default/builds snapshots automatic (uncommitted)> set minute=30

minute = 30 (uncommitted)

clownfish:shares default/builds snapshots automatic (uncommitted)> set keep=7

keep = 7 (uncommitted)

clownfish:shares default/builds snapshots automatic (uncommitted)> get

frequency = day (uncommitted)

day = (unset)

hour = 14 (uncommitted)

minute = 30 (uncommitted)

keep = 7 (uncommitted)

clownfish:shares default/builds snapshots automatic (uncommitted)> commit

clownfish:shares default/builds snapshots automatic> list

NAME FREQUENCY DAY HH:MM KEEP

automatic-000 day - 14:30 7

clownfish:shares default/builds snapshots automatic> done

clownfish:shares default/builds snapshots>
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プロジェクト

BUI
プロジェクトのUIには、「Shares」->「Projects」からアクセスします。これによ
り、システム上にあるすべてのプロジェクトのリストが表示されますが、プロ
ジェクトパネルを使用するか、またはプロジェクト内でシェアの編集中にプロ
ジェクト名をクリックするとプロジェクトを選択できます。

プロジェクトのリスト
プロジェクトビューに移動すると、システム上のプロジェクトのリストが表示され
ます。または、シェアの画面に移動し、プロジェクトパネルを開いてプロジェクト
のショートカットを表示することもできます。このパネルは、多数のプロジェクト
に対応して拡張することはできず、完全なプロジェクトリストに代わるものではあ
りません。各プロジェクトについて、次のフィールドが表示されます。

フィールド 説明

名前 シェアの名前。シェア名は編集可能なテキストフィールドです。名前をク
リックすると、プロジェクトの新しい名前を入力できます。Returnキーを
押すか、名前からフォーカスを移動すると、変更が確定されます。シェア
の名前を変更するには、アクティブクライアントの接続を切断する必要が
あるため、この操作の確認を求められます。

Size プロジェクト内のすべてのシェアと未使用予約の合計サイズ。

各プロジェクトでは、次のツールを使用できます。

アイコン 説明

個別のプロジェクトを編集します (行をダブルクリックする方法でも利用可
能)。

プロジェクトを破棄します。この操作によってシェアのデータがすべて破
棄され、元に戻すことはできないため、この操作の確認を求められます。

プロジェクトの編集
プロジェクトを編集するには、鉛筆アイコンをクリックするか、プロジェクトリス
トで行をダブルクリックするか、プロジェクトパネルで名前をクリックします。こ
れでプロジェクトが選択され、いくつかのタブが表示されます。これらのタブから
選択して、プロジェクトのプロパティーを編集できます。すべての機能の詳細につ
いては、各タブのセクションを参照してください。
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■ General
■ Protocols
■ Access
■ Snapshots
■ Replication

プロジェクトの名前は、プロジェクトパネルの右側の左上隅に表示されます。プロ
ジェクトの名前を変更するには、プロジェクト名をクリックして新しいテキストを
入力する方法もあります。プロジェクトのアクティブクライアントの接続を切断す
る必要があるため、この操作の確認を求められます。

Usage Statistics
ビューの左側に (展開された場合はプロジェクトパネルの下に)、現在の領域の使用
統計を示す表があります。プロパティーが 0の場合、そのプロパティーは表から除
外されます。これらのプロパティーの大部分はプロジェクトとシェアの間で同じも
のですが、プロジェクトのみで意味を持つ統計もいくつかあります。

Available space

シェアのセクションを参照してください。

Referenced data

プロジェクトに含まれているすべてのシェアの全参照データの合計に、少量のプロ
ジェクトオーバーヘッドを加えた値。シェアの参照データを計算する方法の詳細に
ついては、シェアのセクションを参照してください。

Snapshot data

すべてのシェアの全スナップショットデータの合計に、プロジェクトのスナップ
ショットのオーバーヘッドを加えた値。シェアのスナップショットデータを計算す
る方法の詳細については、シェアのセクションを参照してください。

Unused Reservation

プロジェクトの未使用予約。この値には、プロジェクトレベルの予約で現在使用さ
れていないデータだけが含まれます。プロジェクトに含まれているシェアの未使用
予約は、この値に含まれません。

Unused Reservation of shares

すべてのシェアの未使用予約の合計。シェアの未使用予約を計算する方法の詳細に
ついては、シェアのセクションを参照してください。
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Total space

参照データ、スナップショットデータ、未使用予約、およびシェアの未使用予約の
合計。

Static Properties
シェアビューの左側には、特定のプロジェクトの編集中に静的プロパティーも表示
されます。これらのプロパティーは読み取り専用で、変更することはできません。

Compression ratio

詳細については、シェアのセクションを参照してください。

プロジェクトの作成
プロジェクトを作成するには、プロジェクトのリストを表示し、 ボタンをク
リックします。または、プロジェクトパネルで「Add...」ボタンをクリックする
と、同じダイアログが表示されます。プロジェクト名を入力し、「apply」をク
リックしてプロジェクトを作成します。

CLI
プロジェクトのCLIは sharesの下にあります

ナビゲーション
プロジェクトを選択するには、selectコマンドを使用します。

clownfish:> shares

clownfish:shares> select default

clownfish:shares default> get

aclinherit = restricted

aclmode = discard

atime = true

checksum = fletcher4

compression = off

compressratio = 100

copies = 1

creation = Thu Oct 23 2009 17:30:55 GMT+0000 (UTC)

mountpoint = /export

quota = 0

readonly = false

recordsize = 128K

reservation = 0

secondarycache = all

nbmand = false

sharesmb = off

sharenfs = on
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snapdir = hidden

vscan = false

sharedav = off

shareftp = off

default_group = other

default_permissions = 700

default_sparse = false

default_user = nobody

default_volblocksize = 8K

default_volsize = 0

space_data = 43.9K

space_unused_res = 0

space_unused_res_shares = 0

space_snapshots = 0

space_available = 12.0T

space_total = 43.9K

clownfish:shares default>

プロジェクトの操作
プロジェクトを作成するには、projectコマンドを使用します。必要に応じてプロパ
ティーを変更してから、変更を確定します。

clownfish:shares> project home

clownfish:shares home (uncommitted)> get

mountpoint = /export (default)

quota = 0 (default)

reservation = 0 (default)

sharesmb = off (default)

sharenfs = on (default)

sharedav = off (default)

shareftp = off (default)

default_group = other (default)

default_permissions = 700 (default)

default_sparse = true (default)

default_user = nobody (default)

default_volblocksize = 8K (default)

default_volsize = 0 (default)

aclinherit = (default)

aclmode = (default)

atime = (default)

checksum = (default)

compression = (default)

copies = (default)

readonly = (default)

recordsize = (default)

secondarycache = (default)

nbmand = (default)

snapdir = (default)

vscan = (default)

custom:contact = (default)

custom:department = (default)

clownfish:shares home (uncommitted)> set sharenfs=off

sharenfs = off (uncommitted)

clownfish:shares home (uncommitted)> commit

clownfish:shares>

プロジェクトを破棄するには、destroyコマンドを使用します。
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clownfish:shares> destroy home

This will destroy all data in "home"! Are you sure? (Y/N)

clownfish:shares>

このコマンドは、プロジェクトを選択したあとでプロジェクトコンテキスト内から
実行することもできます。

プロジェクトの名前を変更するには、renameコマンドを使用します。

clownfish:shares> rename default home

clownfish:shares>

クラスタ内のプールの選択
アクティブ/アクティブクラスタ構成では、フェイルオーバー中に 1つのノードが両
方のプールを管理する場合があります。この場合、CLIコンテキストでは、現在の
プールが括弧に囲まれて表示されます。プールを変更するには、最上位のシェアコ
ンテキストから setコマンドを使用します。

clownfish:shares (pool-0)> set pool=pool-1

clownfish:shares (pool-1)>

プールコンテキストを選択したあとは、標準のCLIインタフェースを使用して、そ
のプール内でプロジェクトとシェアを管理します。

プロパティー
CLIで使用可能なプロパティーおよび相当する BUIプロパティーは次のとおりで
す。プロパティーは、標準のCLIコマンド getおよび setを使用すると設定できま
す。また、プロパティーを親プロジェクトから継承することもできます

それには unsetコマンドを使用します。

CLI名 種別 BUI名 BUIの場所

aclinherit 継承 ACL inheritance behavior アクセス

aclmode 継承 ACL behavior on mode change アクセス

atime 継承 Update access time on read 一般

checksum 継承 Checksum 一般

compression 継承 Data compression 一般

compressratio 読み取り専用 Compression ratio Static

copies 継承 Additional replication 一般

creation 読み取り専用 - -

dedup 継承 データ複製解除 一般

プロジェクト
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CLI名 種別 BUI名 BUIの場所

default_group 作成のデフォル
ト

Group 一般

default_permissions 作成のデフォル
ト

Permissions 一般

default_sparse 作成のデフォル
ト

Thin provisioned 一般

default_user 作成のデフォル
ト

User 一般

default_volblocksize 作成のデフォル
ト

Volume block size 一般

default_volsize 作成のデフォル
ト

Volume size 一般

mountpoint 継承 Mountpoint 一般

nbmand 継承 Non-blocking mandatory
locking

一般

quota スペース管理 Quota 一般

readonly 継承 Read-only 一般

recordsize 継承 Database record size 一般

reservation スペース管理 Reservation 一般

secondary cache 継承 Cache device usage 一般

sharedav 継承 Protocols / HTTP / Share
mdoe

プロトコ
ル

shareftp 継承 Protocols / FTP / Share mode プロトコ
ル

sharenfs 継承 Protocols / NFS / Share mode プロトコ
ル

sharesmb 継承 Protocols / SMB / Resource
name

プロトコ
ル

snapdir 継承 .zfs/snapshot visibility スナップ
ショット

space_available 読み取り専用 Available space Usage

space_data 読み取り専用 Referenced data Usage

space_snapshots 読み取り専用 Snapshot data Usage

プロジェクト
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CLI名 種別 BUI名 BUIの場所

space_total 読み取り専用 Total space Usage

space_unused_res 読み取り専用 Unused reservation Usage

space_unused_res_shares読み取り専用 Unused reservation of shares Usage

vscan 継承 Virus scan 一般

一般

プロジェクトの一般プロパティー
BUIのこのセクションでは、特定のプロトコルに依存しない、またアクセス制御や
スナップショットに関連しない、プロジェクト全体の設定を制御します。CLIではす
べてのプロパティーが 1つのリストにまとめられていますが、このセクションで
は、両方のコンテキストでのプロパティーの動作について説明します。

これらのプロパティーとCLIがどのように対応しているかについては、プロジェク
トのCLIのセクションを参照してください。

領域の使用
ストレージプール内の領域は、すべてのシェアの間でシェアされます。ファイルシ
ステムは必要に応じて動的に拡大または縮小できますが、シェア単位で領域制限を
適用することもできます。プール化されたストレージの詳細については、概念の
ページを参照してください。

割り当て制限
プロジェクト内のすべてのファイルシステムおよび LUNによって消費される領域の
合計量に上限を設定します。詳細については、シェアのセクションを参照してくだ
さい。ファイルシステムとは異なり、プロジェクトの制限はスナップショットを除
外することはできず、すべてのシェアとそのスナップショットにわたって適用され
ます。

予約
プロジェクト内のすべてのファイルシステムおよび LUNによって使用できる領域の
最小量を保証します。詳細については、シェアのセクションを参照してくださ
い。ファイルシステムとは異なり、プロジェクトの予約はスナップショットを除外
することはできず、すべてのシェアとそのスナップショットにわたって適用されま
す。

一般
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継承されるプロパティー
これらは、プロジェクト内のシェアによって継承できる標準プロパティーです。こ
れらのプロパティーの動作は、シェアレベルでの動作と同じで、シェアのセク
ションで詳細に説明されています。

■ Mountpoint
■ Read only
■ Update access time on read
■ Non-blocking mandatory locking
■ Data compression
■ データ複製解除
■ Checksum
■ Cache device usage
■ Database record size
■ Additional replication
■ Virus scan

カスタムプロパティー
必要に応じてカスタムプロパティーを追加して、ユーザー定義のタグをプロジェク
トとシェアに添付できます。詳細については、スキーマのセクションを参照してく
ださい。

ファイルシステム作成のデフォルト値
これらの設定は、ファイルシステムの作成時にデフォルト値を入力するために使用
されます。これらを変更しても、既存のファイルシステムに影響はありません。詳
細については、該当するシェアのセクションを参照してください。

■ User
■ Group
■ Permissions

LUN作成のデフォルト値
これらの設定は、LUNの作成時にデフォルト値を入力するために使用されます。こ
れらを変更しても、既存の LUNに影響はありません。詳細については、該当する
シェアのセクションを参照してください。

■ Volume size
■ Thin provisioned
■ Volume block size

一般
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プロトコル

プロジェクトのプロトコル
各プロジェクトにはプロトコル固有のプロパティーがあり、そのプロジェクト内の
シェアに対してさまざまなプロトコルの動作を定義します。一般に、シェアはプロ
トコル固有のプロパティーを直接継承します。例外と特殊事例については、ここで
説明します。プロトコルの問題については、プロトコルのトラブルシューティング
を参照してください。

NFS
NFSシェアプロパティーは、通常の方法で継承され、シェアのドキュメントで説明
されています。

SMB

プロパティー 説明

Resource name SMBクライアントがこのシェアを参照するときに使用する名前。

Enable Access-based
Enumeration

このオプションを有効にすると、アクセスベースの列挙が実行されま
す。アクセスベースの列挙では、クライアントの資格に基づいてディレク
トリのエントリがフィルタ処理されます。クライアントがファイルまたは
ディレクトリに対するアクセス権を持っていない場合、クライアントに返
されるエントリのリストでそのファイルは省略されます。このオプション
はデフォルトで無効になっています。

同じシステムの 2つの SMBシェアに、同じリソース名を使用することはできませ
ん。ファイルシステムがプロジェクトからリソース名を継承する場合、シェアのリ
ソース名は次の規則に従って構築されます。

プロジェクトのリソース名 シェアのリソース名

「off」 含まれているファイルシステムは SMBでエクスポートされません。

「on」 含まれているファイルシステムは、そのファイルシステム名をリソース名
として、SMBでエクスポートされます。

「off」または「on」以外 ファイルシステムごとに <プロジェクトのリソース名>_<ファイルシステム
名>という形式のリソース名が構築されます。

プロトコル
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iSCSI
iSCSIプロパティーは継承されません。

HTTP
HTTPシェアプロパティーは、通常の方法で継承され、シェアのドキュメントで説明
されています。

FTP
FTPシェアプロパティーは、通常の方法で継承され、シェアのドキュメントで説明
されています。

アクセス

Access Control
このビューでは、ACLの動作に影響する継承可能なプロパティーを制御できます。

継承されるACL動作
これらのプロパティーの動作は、シェアレベルでの動作と同じです。プロパ
ティーを変更すると、プロパティーを現在継承しているすべてのファイルシステム
で、対応する動作が変更されます。

■ ACL behavior on mode change
■ ACL inheritance behavior

スナップショット

はじめに
「スナップショット」とは、特定の時点におけるファイルシステムの読み取り専用
コピーです。スナップショットおよびその動作の詳細については、「概念」の
ページを参照してください。プロジェクトのスナップショットは、プロジェクト内

アクセス
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のすべてのファイルシステムと LUNのスナップショットから成り、これらの名前は
すべて同じです。シェアはスナップショットを個別に削除でき、プロジェクトのス
ナップショットと同じ名前のスナップショットを作成することもできます。その場
合、そのスナップショットは同じ名前のプロジェクトのスナップショットの一部と
みなされるため、結果として動作が不定になることがあります。

スナップショットのプロパティー

.zfs/snapshot visible
このプロパティーの動作は、シェアレベルでの動作と同じです。

BUI
プロジェクトレベルのスナップショットは、シェアレベルのスナップショットと同
じ方法で管理されます。次の操作については、シェアのセクションで説明されてい
ます。

■ スナップショットの一覧表示
■ スナップショットの作成
■ スナップショットの名前の変更
■ スナップショットの破棄
■ 定期スナップショット

プロジェクトのスナップショットでは、ロールバック操作やクローン操作はサ
ポートされていません。

CLI
プロジェクトのスナップショットにアクセスするには、プロジェクトに移動
し、snapshotsコマンドを実行します。

clownfish:> shares select default

clownfish:shares default> snapshots

clownfish:shares default snapshots>

ここからは、スナップショットはシェアレベルのスナップショットと同じ方法で管
理されます。次の操作については、シェアのセクションで説明されています。

■ スナップショットの一覧表示
■ スナップショットの作成
■ スナップショットの名前の変更
■ スナップショットの破棄

スナップショット
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■ 定期スナップショット

プロジェクトのスナップショットでは、ロールバック操作やクローン操作はサ
ポートされていません。

レプリケーション

リモートレプリケーションの概要

ライセンスについて:リモートレプリケーションとクローニングは無償で評
価することが許可されていますが、本稼動環境で使用するには、各機能の
ライセンスを個別に購入する必要があります。評価期間を過ぎたら、これ
らの機能のライセンスを購入するか、機能を非アクティブ化する必要があ
ります。オラクル社は、ライセンスが遵守されているかどうかをいつでも
監査する権利を保持しています。詳細については、オラクル社のソフト
ウェアライセンス契約書 (SLA)およびハードウェアシステムと組み込みのソ
フトウェアオプションの権利書を参照してください。

Sun Storage 7000アプライアンスでは、レプリケーション元のアプライアンスから任
意の数のターゲットアプライアンスに、手動で、スケジュールに従って、あるいは
連続して、プロジェクトとシェアをスナップショットベースでレプリケートできま
す。レプリケーションにはデータとメタデータの両方が含まれます。リモートレプ
リケーション (または単に「レプリケーション」)は、次の使用事例に最適な汎用機
能です。

■ 障害回復。レプリケーションを使用すると、障害回復のためにアプライアンスを
ミラー化できます。災害でプライマリアプライアンス (またはデータセンター全
体)のサービスが影響を受けた場合、管理者は障害回復サイトのサービスをアク
ティブにし、このサイトが最新のレプリケーションデータを使用してサービスを
引き継ぎます。プライマリサイトが復元されたら、障害回復サイトでのサービス
提供中に変更されたデータを、復元されたプライマリサイトと通常のサービスに
移行できます。そのようなシナリオは、災害が発生する前に完全にテストできま
す。

■ データの分散。レプリケーションを使用してデータ (仮想マシンのイメージやメ
ディアなど)を世界中のリモートシステムに配布できます。ターゲットアプライ
アンスのクライアントがレプリケーション元のアプライアンスに通常は直接到達
できない場合や、そのようなセットアップでは非常に長い待ち時間が発生する場
合などに利用します。たとえば、このスキームをローカルキャッシュに使用し
て、読み取り専用データ (ドキュメントなど)の待ち時間を改善できます。

レプリケーション
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■ ディスクからディスクへのバックアップ。テープバックアップを実行できない環
境のバックアップソリューションとしてレプリケーションを使用できます。たと
えば、使用可能な帯域幅が不十分な場合や、回復の待ち時間が長くなりすぎる場
合には、テープバックアップを実行できないことがあります。

■ データの移行。ハードウェアのアップグレードやストレージの負荷調整を行うと
きに、7000シリーズのアプライアンス間でレプリケーションを使用してデータと
構成を移行できます。この目的には、シャドウ移行も使用できます。

リモートレプリケーション機能には、いくつかの重要な特性があります。

■ スナップショットベース。レプリケーションサブシステムは、各更新処理の一環
としてスナップショットを作成し、完全更新の場合はスナップショットまでのプ
ロジェクトの内容全体を送信します。増分更新の場合は、同じアクションで最後
にレプリケーションスナップショットを作成した時点以降の変更だけが送信され
ます。

■ ブロックレベル。各更新処理は、ファイルシステムをブロックレベルでたど
り、適切なファイルシステムデータとメタデータをターゲットに送信します。

■ 非同期。レプリケーションでは、スナップショットを作成してから送信するた
め、データは送信開始前に安定したストレージに必ず確定されている必要があり
ます。連続レプリケーションでは、ファイルシステムの変更が実質的に連続スト
リームで送信されますが、NASクライアントと SANクライアントに関しては非同
期のままです。

■ メタデータも含む。基になるレプリケーションストリームでは、ユーザーデータ
と ZFSメタデータの両方が直列化されます。これには、「Shares」画面で構成さ
れるプロパティーのほとんども含まれます。これらのプロパティーは、最初のレ
プリケーション更新が完了したあとでターゲット上で変更できます。ただし、レ
プリケーション接続が切断されるまでは変更が有効にならないものもありま
す。たとえば、ソースとは異なる一連のホストに対してNFSでシェアを可能にす
る場合です。詳細については、レプリケーションターゲットの管理を参照してく
ださい。

■ セキュア。Sun Storage 7000アプライアンス間で使用されるレプリケーション制御
プロトコルは、SSLでセキュリティー保護されています。オプションで、データ
も SSLで保護できます。ほかのアプライアンスからのレプリケーション、または
ほかのアプライアンスへのレプリケーションを行うには、最初に手動で認証処理
を完了する必要があります。後述のターゲットの作成と編集を参照してくださ
い。

レプリケーション
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概念

用語
■ レプリケーションピア (このコンテキストでは単に「ピア」とも呼ぶ):レプリ
ケーションソースまたはレプリケーションターゲットとして構成されている Sun
Storage 7000アプライアンス。

■ レプリケーションソース (単に「ソース」とも呼ぶ):別のアプライアンスピア
(ターゲット)にレプリケーションするデータを保存しているアプライアンスピ
ア。個々のアプライアンスは、ソースにもターゲットにもなり得ますが、特定の
レプリケーションアクションではどちらか一方になります。

■ レプリケーションターゲット (単に「ターゲット」とも呼ぶ):別のアプライアン
スピア (ソース)からレプリケートされるデータを受け取って保存するアプライア
ンスピア。この用語は、別のアプライアンスへのレプリケーションを可能にす
る、アプライアンス上の構成オブジェクトを指すこともあります。

■ レプリケーショングループ (単に「グループ」とも呼ぶ): 1単位としてレプリ
ケートされる一連のデータセット (1つのプロジェクトといくつかのシェア)。後
述の、プロジェクトレベルとシェアレベルの比較を参照してください。

■ レプリケーションアクション (単に「アクション」とも呼ぶ):プロジェクトまた
はシェア、ターゲットアプライアンス、およびポリシーオプション (更新の送信
頻度、ワイヤ上でのデータの暗号化の有無など)を指定する、ソースアプライア
ンス上の構成オブジェクト。

■ パッケージ:ターゲット側でアクションに相当するもの。特定のソースから特定
のアクションの一環としてレプリケートされるデータを管理する、ターゲットア
プライアンス上の構成オブジェクト。ソースアプライアンス上の各アクションに
は、ターゲットアプライアンス上の 1つのパッケージが関連付けられます。逆も
同様です。どちらかのオブジェクトが失われた場合は、アクションとパッケージ
のペア (および完全なレプリケーション更新)を新たに作成する必要があります。

■ 完全同期 (「完全更新」とも呼ぶ):プロジェクトとそのいくつかのシェアの内容
全体を送信するレプリケーション操作。

■ 増分更新:前回の更新 (完全更新か増分更新)以降にプロジェクトとそのシェアに
発生した差分だけを送信するレプリケーション操作。

ターゲット
ソースアプライアンスからターゲットへのレプリケーションを行う前に、2つのシス
テムでレプリケーションピア接続を設定する必要があります。これにより、以降の
通信でアプライアンスは互いに相手を安全に識別できます。この接続を構成するに
は、管理者がソースアプライアンス上で「Configuration」>「Services」>「Remote
Replication」画面を使用して、新しいレプリケーションターゲットを作成します。新
しいターゲットを作成するには、次の 3つのフィールドを指定します。

レプリケーション
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■ 名前 (ソースアプライアンスの BUIおよびCLIでターゲットを識別するためだけ
に使用される)

■ ネットワークアドレスまたはホスト名 (ターゲットアプライアンスにアクセスす
るため)

■ ターゲットアプライアンスのルートパスワード (管理者がターゲットアプライア
ンスで接続を設定できるようにするため)

次に、アプライアンスは以降の通信で互いに相手を安全に識別するための鍵を交換
します。これらの鍵はアプライアンスの構成の一部として永続的に保存され、リ
ブート後やアップグレード後も保持されます。アプライアンスを出荷時設定にリ
セットした場合や再インストールした場合には、鍵は失われます。ルートパス
ワードが永続的に保存されることはないため、どちらかのアプライアンスでルート
パスワードが変更された場合でも、レプリケーション構成を変更する必要はありま
せん。最初のアイデンティティー交換は (すべてのレプリケーション制御操作と同様
に) SSLで保護されているため、パスワードが平文で送信されることもありません。

デフォルトでは、レプリケーションターゲット接続は双方向ではありません。管理
者がソースAからターゲット Bへのレプリケーションを構成した場合、Bが自動的に
Aをターゲットとして使用できるわけではありません。ただし、システムはレプリ
ケーションの方向を逆にする機能もサポートしています。この機能は、BにAの
ターゲットを自動的に作成して (存在しない場合)、BからAへのレプリケーションを
可能にします。

レプリケーションターゲットを構成するには、後述のレプリケーションの構成を参
照してください。

アクションとパッケージ
ターゲットは、アプライアンスがレプリケーションのために安全に通信できるよう
にするアプライアンス間の接続を表しますが、レプリケーションの内容、頻度、オ
プションなどを指定するものではありません。このため、管理者はソースアプライ
アンスのレプリケーションアクションを定義する必要があります。アクションはレ
プリケーションを制御するための主要な管理要素であり、それぞれが次の項目を指
定します。

■ レプリケーショングループ (1つのプロジェクトといくつかのシェア)
■ ターゲットアプライアンス
■ ターゲットアプライアンス上のストレージプール (最初の設定時のみ使用される)
■ 頻度 (手動、定期、連続のいずれか)
■ ワイヤ上でデータストリームを暗号化するかどうかなどの、追加のオプション

グループは、アクションを構成するプロジェクトまたはシェアによって暗黙的に指
定されます (後述のプロジェクトレベルのレプリケーションとシェアレベルのレプリ
ケーションの比較を参照)。アクションの作成後にターゲットアプライアンスとスト
レージプールを変更することはできませんが、ほかのオプションはいつでも変更で
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きます。通常、レプリケーション更新の進行中にオプションを変更した場合、新し
い値は次の更新開始時に有効になります。

アクションはアプライアンスのレプリケーション構成の主要な単位です。各アク
ションは、ターゲットアプライアンス上のパッケージに対応します。パッケージに
は、アクションが構成されているソースのプロジェクトまたはシェアの、最後のレ
プリケーション更新が開始された時点における正確なコピーが含まれています。管
理者は、対応するアクションのプロパティーを変更することによって、レプリ
ケーション更新の頻度などのオプションを構成します。ソースアプライアンス上で
アクションを作成すると、ターゲットアプライアンス上の指定されたストレージ
プールにパッケージが作成されます。そのため、アクションを最初に作成するとき
に、ソースからターゲットにアクセスできる必要があります。

各レプリケーションアクションの最初の更新では、完全同期 (または完全更新)が送
信されます。つまり、アクションのプロジェクトとシェアの内容全体がターゲット
アプライアンスに送信されます。この最初の同期が完了すると、以降のレプリ
ケーション更新は増分になります。つまり、前回の更新以降に発生した変更だけが
送信されます。(ソース上の)アクションと (ターゲット上の)パッケージは、指定さ
れたレプリケーションスナップショットを介してどの変更がターゲットにレプリ
ケートされたかを追跡します (下記を参照)。通常、アクションの完全同期を少なく
とも 1回送信済みで、アクションとパッケージの接続がソフトウェア障害や管理操
作によって破壊されていなければ、レプリケーション更新は増分になります。

アクションとパッケージは互いに結合されています。パッケージが何らかの形で破
壊または破棄されると、アクションに関連するデータとスナップショットが
ターゲットに残っていても、アクションはレプリケーション更新を送信できなくな
ります。同様に、アクションが破棄されると、(同じデータとスナップショットが
ソースに残っていても)パッケージは新しいレプリケーション更新を受信できなくな
ります。BUIとCLIでは、管理者がアクションとパッケージの接続を破壊するような
操作を実行しようとすると、警告が表示されます。誤ってあるいは明示的な管理操
作でアクションとパッケージの接続を破壊したために増分更新が不可能になった場
合、管理者はパッケージとアクションを切断または破棄し、ソース上で新しいアク
ションを作成する必要があります。

このうち、1つの特殊な事例については特に説明が必要です。管理者が明示的にリク
エストしないかぎり、アプライアンスはターゲット上のデータの破棄を防ぎま
す。その結果、アクションの最初のレプリケーション更新で一部のデータがレプリ
ケートされたあとで何らかの理由で更新が失敗した場合 (その結果、パッケージ内に
不完全なデータが残る)、アプライアンスはすでに受信したデータを上書きしないた
め、以降の同じアクションを使用するレプリケーション更新は失敗します。これを
解決するには、管理者は既存のアクションとパッケージを破棄し、新しいアク
ションとパッケージを作成してレプリケーションを再度開始するようにしてくださ
い。

2010.Q1より前のソフトウェアリリースでは、アクションと複製の構成は
(ターゲットの構成と同様に)、プロジェクトとシェアの構成の一部としてストレージ

レプリケーション

Sun ZFS Storage 7000システム管理ガイド • 2012年 12月 E38994–01372



プールに保存されるのではなく、コントローラに保存されていました。その結
果、出荷時構成にリセットした場合に、そのような構成はすべて破棄されていまし
た。2010.Q1以降のリリースでは、アクションとパッケージの構成は、対応するプロ
ジェクトおよびシェアとともにストレージプールに保存されるため、出荷時構成に
リセットしたあとも使用可能です。ただし、以前のリリースと同様にターゲットの
情報は失われ、ターゲットを失ったアクションに別のターゲットを構成することは
現在のところできません。

ストレージプール

管理者は、アクションを最初に構成するときに、レプリケートされたデータを
ターゲットのどのストレージプールに保存するかを選択できます。アクションを作
成したあとで、アクションを保存するストレージプールを変更することはできませ
ん。アクションを作成すると、ターゲット上の指定されたストレージプールに空の
パッケージが作成されます。この処理のあとは、ソースがターゲット上のスト
レージ構成を認識することはありません。ソースは、どのプールにアクションがレ
プリケートされているかを追跡することも、ターゲット上のストレージ構成の変更
で更新されることもありません。

ターゲットがクラスタ化されたシステムの場合、選択したストレージプールを所有
するヘッドは、ソースでレプリケーションに使用される IPアドレスを所有している
ヘッドと同じであることが必要です。ソースがその IPアドレスを使用して
ターゲットにアクセスしたときのみ、これらのプールは常にアクセス可能であるこ
とが保証されるためです。これは、NASクライアント (NFSおよび SMB)の構成と
ちょうど似ています。NASクライアントの構成では、マウント操作でリクエストす
る IPアドレスとパスが同じ制約に従っている必要があります。管理者は、クラスタ
内のストレージプールおよび IPアドレスの所有者を変更する操作を実行する場
合、そのクラスタにレプリケーションを行なっているソースに対する影響を考慮す
る必要があります。現在のところ、ストレージプール間でパッケージを移動する方
法や、アクションに関連付けられた IPアドレスを変更する方法はありません。

プロジェクトレベルのレプリケーションとシェアレベルのレプリ
ケーションの比較
このアプライアンスでは、管理者はプロジェクトレベルとシェアレベルの両方でリ
モートレプリケーションを構成できます。「Shares」画面で構成できるほかのプロパ
ティーと同様に、各シェアはその親プロジェクトの構成を継承するか、それを
オーバーライドすることができます。構成を継承する場合、シェアはその親プロ
ジェクトと同じスケジュールに従って、同じオプションで、同じターゲットにレプ
リケートされます。それだけではなく、プロジェクトの構成を継承しているほかの
シェアと同じプロジェクトレベルのスナップショットを使用して、同じストリーム
でレプリケートされます。複数のシェアに保存されているデータの間に整合性を必
要とするアプリケーションでは、これが重要になる場合があります。構成を
オーバーライドする場合、シェアはプロジェクトレベルのアクションでレプリ
ケートされることはありませんが、プロジェクトを含む独自のシェアレベルのアク
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ションでレプリケートされることがあります。プロジェクトのレプリケーション構
成の一部を継承し、残りをオーバーライドするということはできません。

より正確には、プロジェクトとそのいくつかのシェアのレプリケーション構成によ
り、いくつかのレプリケーショングループが定義されます。各グループは、同時に
作成されたスナップショットを使用して、1つのストリームでレプリケートされま
す。すべてのグループには、プロジェクト自体が含まれています (プロジェクトは基
本的にそのプロパティーだけを含む)。1つのプロジェクトレベルのグループに
は、親プロジェクトのレプリケーション構成を継承しているすべてのシェアが含ま
れています。プロジェクトの構成をオーバーライドするシェアは、プロジェクトと
シェア自体のみから成る新しいグループを形成します。

たとえば、次の場合について考えます。

■ プロジェクト homeとシェア bill、cindi、および daveがあります。
■ homeには、いくつかのアクションによるレプリケーションが構成されています
■ home/billと home/cindiはプロジェクトのレプリケーション構成を継承します
■ home/daveはプロジェクトのレプリケーション構成をオーバーライドし、いくつ
かのアクションによる独自の構成を使用します

この構成によって次のレプリケーショングループが定義され、その各グループ
は、プロジェクトとシェアに対して同時に作成されたスナップショットを使用し
て、アクションごとに 1つのストリームでレプリケートされます。
■ 1つのプロジェクトレベルのグループ。home、home/bill、および home/cindiが含
まれます。

■ 1つのシェアレベルのグループ。homeと home/daveが含まれます。

同じプロジェクト内でプロジェクトレベルのレプリケーションとシェアレベルのレ
プリケーションを設定すると、(レプリケーションの方向を逆にしたとき特に)予期
しない結果になることがあるため、避けることを強くお勧めします。詳細について
は、レプリケーションパッケージの管理のドキュメントを参照してください。

レプリケーションの構成
レプリケーションを構成する前に、レプリケーションのターゲット、アク
ション、およびパッケージに関する前述のセクションを必ず読み、理解してくださ
い。

ターゲットの作成と編集
ターゲットの構成は、「Configuration」>「Services」>「Remote Replication」で行い
ます。BUIでは、「Targets」タブをクリックします。
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CLIでは、targetsノードに移動し、ターゲットの hostname、root_password、および
labelを設定または設定解除します。

knife:> configuration services replication targets

このコンテキストから、管理者は次の操作を実行できます。

■ 新しいターゲットを追加する
■ 既存のターゲットで構成されているアクションを表示する
■ ターゲットの一意の識別子 (ラベル)を編集する
■ どのアクションでも使用されていないターゲットを破棄する

アクションで使用されているターゲットは破棄しないようにしてください。破棄す
ると、アクションは破壊されたままになります。システムは、できるだけこれを防
ごうとしますが、エクスポートされたストレージプールに特定のターゲットを使用
しているアクションが存在しないとは保証できません。

アクションの作成と編集
レプリケーションターゲットを少なくとも 1つ構成したあと、管理者はローカルの
プロジェクトまたはシェアに対するアクションを構成できます。BUIでは、プロ
ジェクトまたはシェアに移動して「Replication」タブをクリックします。CLIで
は、プロジェクトまたはシェアに移動して「replication」ノードを選択します。これ
らのインタフェースでは、プロジェクトまたはシェアに対して構成されている既存
のアクションのステータスが表示され、新しいアクションを作成することもできま
す。
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レプリケーションアクションには次のプロパティーがあり、BUIとCLIでは表示が多
少異なっています。

プロパティー (CLI名) 説明

ターゲット レプリケーションのターゲットシステムを表す一意の識別子。このプロパ
ティーは、アクションを最初に構成するときに指定し、その後は変更でき
ません。

Pool このプロジェクトのレプリケーション先となるターゲット上のストレージ
プール。このプロパティーは、アクションを最初に構成するときに指定
し、その後は表示されません。

有効 システムがこのアクションの更新を送信するかどうか。
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プロパティー (CLI名) 説明

Mode (CLI: continuous) and
schedule

このアクションが連続してレプリケートされるか、手動でレプリケートさ
れるか、定期的にレプリケートされるかを示します。詳細については、下
記を参照してください。

Include Snapshots レプリケーション更新に非レプリケーションスナップショットを含めるか
どうか。詳細については、下記を参照してください。

Limit bandwidth このレプリケーション更新の最大速度を指定します (ネットワーク上で 1
秒あたりに転送されるデータで表す)。

Use SSL SSLを使用してワイヤ上でデータを暗号化するかどうか。この機能を使用
すると、アクション単位のレプリケーションのパフォーマンスにかなり影
響することがあります。

状態 アクションが現在アイドル状態か、更新を送信中か、更新を取り消し中か
を示す読み取り専用プロパティー。

Last sync 更新が最後に正常に送信された時点を示す読み取り専用プロパ
ティー。ブート以降に更新が正常に送信されていない場合、この値は不明
になります。

Last attempt 更新が最後に試行された時点を示す読み取り専用プロパティー。ブート以
降に更新の送信が試行されていない場合、この値は不明になります。

Next update 次の試行がいつ行われるかを示す読み取り専用プロパティー。この値
は、日付 (定期更新の場合)、「manual」、または「continuous」になりま
す。

モード:手動、定期、または連続

レプリケーションアクションでは、更新を手動で、スケジュールに従って、あるい
は連続して送信するように構成できます。レプリケーション更新の処理自体はどの
場合も同じです。このプロパティーは間隔だけを制御します。

連続レプリケーションアクションはできるかぎり頻繁に更新を送信するため、実質
的にファイルシステムのすべての変更が連続したストリームでターゲットシステム
に送信されることになります。変動の多い (多数のファイルの作成と破棄が短い間隔
で発生する)ファイルシステムの場合は、これによって、実際に必要なデータよりは
るかに大量のデータがレプリケートされることがあります。ただし、データの変化
に遅れずにレプリケーションが行われるかぎり、ソースシステムでデータが失われ
る障害が発生した場合に失われるデータは最小限で済みます。

連続レプリケーションも非同期であることに注意してください。現在、Sun Storage
アプライアンスは同期レプリケーションをサポートしていません。同期レプリ
ケーションでは、プライマリストレージシステムとセカンダリストレージシステム
の両方でデータが安定した記憶領域に確定されるまで、データは安定した記憶領域
に確定されたとみなされません。
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中間スナップショットを含める

「Include Snapshots」プロパティーが trueの場合、レプリケーション更新には、前回
のレプリケーション更新のあとで (あるいは、最初の完全更新の場合はシェアの作成
以降に)作成された非レプリケーションスナップショットが含まれます。これに
は、自動スナップショットと管理者によって作成されたスナップショットが含まれ
ます。

このプロパティーを無効にすると、各更新でこのようなスナップショットを除外
し、レプリケーションスナップショットの間の変更だけを送信できます。

更新の送信と取り消し

定期レプリケーションまたは手動レプリケーションが構成されているターゲットに
対して、管理者はレプリケーション更新をただちに送信することもできます。その
ためには、BUIでは ボタンをクリックし、CLIでは sendupdateコマンドを使用し
ます。更新の送信が進行中の場合、これは使用できません (または機能しませ
ん)。更新を送信する前に、プロジェクト全体をレプリケーションするのに十分な
ディスク容量がターゲットにあることを確認してください。

更新が現在進行中の場合、BUIではサインポール型の進捗バーが表示され、CLIでは
sendingという状態が表示されます。更新を取り消すには、 ボタンをクリックす
るか、cancelupdateコマンドを使用します。取り消しが完了するまでに数秒かかる
ことがあります。

レプリケーションパッケージの管理
パッケージは、レプリケートされたプロジェクトとシェアのコンテナです。前述の
とおり、ソースアプライアンス上の各レプリケーションアクションは、ターゲット
アプライアンス上の 1つのパッケージに対応します。BUIとCLIのどちらを使用して
も、レプリケートされたプロジェクト、シェア、スナップショット、およびプロパ
ティーをローカルのプロジェクトやシェアと同様に参照できます。ただし、レプリ
ケートされたシェアは、ソースアプライアンス上の対応するシェアと厳密に一致す
る必要があるため、レプリケーションパッケージ内では多くの管理操作が禁止され
ます。たとえば、プロジェクトとシェアの作成、名前の変更、破棄、スナップ
ショットの作成と名前の変更、プロジェクトとシェアのほとんどのプロパティーの
変更などです。レプリケーションパッケージ内のスナップショットは、増分レプリ
ケーションの基礎として使用されるもの以外は破棄できます。この操作はお勧めし
ませんが、追加の空き容量が必要になった場合に使用できます。

2009.Q3以前のソフトウェアバージョンでは、レプリケートされたシェアのプロパ
ティーを変更することはできませんでした。2010.Q1リリース (および関連する遅延
アップグレード)を使用すると、レプリケートされたシェアのプロパティーを変更す
るための限定的なサポートが追加され、ソースアプライアンスとターゲットアプラ
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イアンスで異なるポリシーを実装できるようになります。そのようなプロパ
ティーの変更は、レプリケーション更新後も保持されます。レプリケートされたプ
ロジェクトとシェアのプロパティーのうち、次のものだけが変更可能です。

■ reservation、compression、copies、deduplication、および caching。これらの
プロパティーをレプリケーションターゲット上で変更することで、コスト、柔軟
性、パフォーマンス、信頼性などに関してソースアプライアンスとは異なるポリ
シーをターゲットアプライアンスに適用できます。

■ マウントポイントとシェアのプロパティー (sharenfs、SMB resource name な
ど)。これらのプロパティーは、シェアをNASクライアントにエクスポートする
方法を制御します。これらを変更することで、セキュリティーや保護に関して
ソースアプライアンスとは異なるポリシーをターゲットアプライアンスに適用で
きます。

■ 自動スナップショットのポリシー。自動スナップショットのポリシーは
ターゲットシステム上で変更できますが、パッケージが切断されるまで変更は有
効になりません (下記を参照)。レプリケートされたプロジェクトおよびシェアで
は自動スナップショットの作成や破棄は行われません。

BUIとCLIでは、不変のプロパティーは変更できないようになっています。シェアの
場合は、プロパティーの継承を変更できないことを示すために、別のアイコンが使
用されます。

レプリケーションターゲットでプロパティーを変更できるようにするには、2010.Q1
リリースで提供されている遅延更新をターゲットに適用する必要がありま
す。2010.Q1の遅延更新が適用されていないシステムでは、レプリケーション
パッケージ内のプロパティーを変更することはできません。

現在のリリースでは、「連鎖」レプリケーション (つまり、レプリケートされた
シェアを別のアプライアンスにレプリケーションする)構成はサポートされていませ
ん。

BUI
レプリケーションパッケージは、BUIではプロジェクトとして「Replica」フィルタの
下に表示されます。
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レプリケーションパッケージを編集用に選択すると、パッケージのプロジェクト
の「Shares」ビューが表示されます。ここからは、前述の例外はありますが、レプリ
ケートされたシェアをローカルのシェアと同じ方法で管理できます。パッケージの
プロパティー (ステータスも含む)は、「Replication」タブで変更できます (下記を参
照)。

レプリケーションが失敗した場合は、左側のステータスアイコンが変化します。

パッケージは、最初のレプリケーション更新が開始したあとではじめて BUIに表示
されます。最初の更新が完了したあとしばらくはリストに表示されない場合があり
ます。

CLI
レプリケーションパッケージは、CLIでは shares replication sourcesの下でソース
別に管理されます。管理者はまずソースを選択し、次にパッケージを選択しま
す。パッケージレベルの操作はこのノードで実行できます (下記を参照)。あるい
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は、ローカルのプロジェクトやシェアと同じ方法で、プロジェクトを選択してプロ
ジェクトのプロパティーとシェアを管理できます。ただし、前述の例外はありま
す。例:

loader:> shares replication sources

loader:shares replication sources> show

Sources:

source-000 ayu

PROJECT STATE LAST UPDATE

package-000 oldproj idle unknown

package-001 aproj1 receiving Sun Feb 21 2010 22:04:35 GMT+0000 (UTC)

loader:shares replication sources> select source-000

loader:shares replication source-000> select package-001

loader:shares replication source-000 package-001> show

Properties:

enabled = true

state = receiving

state_description = Receiving update

last_sync = Sun Feb 21 2010 22:04:40 GMT+0000 (UTC)

last_try = Sun Feb 21 2010 22:04:40 GMT+0000 (UTC)

Projects:

aproj1

loader:shares replication source-000 package-001> select aproj1

loader:shares replication source-000 package-001 aproj1> get mountpoint

mountpoint = /export

loader:shares replication source-000 package-001 aproj1> get sharenfs

sharenfs = on

レプリケーション更新の取り消し
ターゲット上で進行中のレプリケーション更新を BUIを使用して取り消すには、レ
プリケーションパッケージに移動し (上記を参照)、「Replication」タブをクリックし
ます。更新が進行中の場合は、次に示すように、サインポール型の進捗バーとその
横に取り消しボタン ( )が表示されます。

更新を取り消すには、このボタンをクリックします。
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ターゲット上で進行中のレプリケーション更新をCLIを使用して取り消すには、レ
プリケーションパッケージに移動し (上記を参照)、cancelupdateコマンドを使用し
ます。

ターゲットから更新を開始することはできません。手動更新を開始するには、管理
者はソースシステムにログインする必要があります。

パッケージの無効化
パッケージのレプリケーション更新を完全に無効にすることができます。その場
合、進行中の更新は取り消され、ソースアプライアンスからの新しい更新は失敗し
ます。

BUIからパッケージの有効/無効を切り替えるには、パッケージに移動し (上記を参
照)、「Replication」タブをクリックし、 アイコンをクリックします。左側のス
テータスアイコンがパッケージのステータス (有効、無効、または失敗)を示して変
化します。管理者がこの同じボタンまたはCLIを使用して明示的に有効にするま
で、パッケージは無効のままになります。

CLIからパッケージの有効/無効を切り替えるには、パッケージに移動し (上記を参
照)、enabledプロパティーを変更し、変更を確定します。

パッケージまたは個々のシェアのクローニング
レプリケートされたパッケージのクローンは、システム上のほかのプロジェクトと
同様に管理できるローカルの可変オブジェクトです。このクローンのシェア
は、もっとも新しく受信されたスナップショットでレプリケートされたシェアのク
ローンです。このようなクローンは、シェアのスナップショットのクローンと同じ
方法で、ストレージを元のスナップショットとシェアします (スナップショットのク
ローニングを参照)。このメカニズムは、レプリケーションソースに壊滅的な問題が
発生した場合のフェイルオーバーや、単にローカルで変更可能なデータを作成する
ために使用できます。

BUIの ボタンまたはCLIの cloneコマンドを (パッケージのコンテキストで)使用
して、もっとも新しく受信されたスナップショットをベースにしたパッケージク
ローンを作成します。CLIでも BUIでも、管理者は新しいクローンプロジェクトの名
前を指定する必要があります。また、プロジェクトまたはそのシェアのマウントポ
イントをオーバーライドして、システム上のほかのシェアとの競合を防止できま
す。

2009.Q3以前は、レプリケートされたプロジェクトのクローニングが、そのデータに
アクセスするための唯一の方法であり、したがって障害回復フェイルオーバーを実
装するための唯一の方法でした。2010.Q1以降は、クローンを作成することな
く、個々のファイルシステムを読み取り専用としてエクスポートできます (下記を参
照)。さらに、フェイルオーバー処理の一環として、レプリケーションパッケージを
書き込み可能なローカルプロジェクトに直接変換できます。これらの代替方法に
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よって同様の機能をより簡単な操作で実現でき、クローンとその依存関係を管理す
る必要もなくなるため、パッケージのクローニングは不要または推奨されなくなり
ました。

特に、クローンが存在している間は、元のスナップショットを破棄することができ
ません。(スナップショットが属しているシェア、プロジェクト、またはレプリ
ケーションパッケージの破棄などの結果として)スナップショットが破棄される場
合、その操作によって破棄される従属クローンがあれば、管理者に警告されま
す。ソース上のスナップショットがいつでも破棄される可能性もあり、そのような
スナップショットは、それ以降のレプリケーション更新の一環としてターゲット上
で破棄されます。そのようなスナップショットにクローンが存在する場合は、代わ
りにスナップショットの名前が変更され、一意の名前 (通常は recv-XXX)が付けられ
ます。

管理者は、通常の BUIおよびCLIインタフェースを使用して、レプリケートされた
シェアのスナップショットのクローンを個別に作成することもできます。

レプリケートされたファイルシステムのエクスポート
レプリケートされたファイルシステムを読み取り専用としてNASクライアントにエ
クスポートできます。この機能は、レプリケートされたデータを確認する場合
や、バックアップなどの負荷がかかる操作を (ソースアプライアンスにそのような負
荷をかけないために)レプリケートされたデータに対して実行する場合に使用できま
す。

ファイルシステムの内容は、そのファイルシステムのもっとも新しく受信されたレ
プリケーションスナップショットと常に一致します。これはパッケージ全体の
もっとも新しく受信されたスナップショットよりも新しい場合があり、同じ
パッケージに含まれているほかのシェアの最新スナップショットと一致しない場合
があります。詳細については、後述の「スナップショットとデータ整合性」を参照
してください。

レプリケーション更新はファイルシステムレベルで原子的に適用されます。レプリ
ケートされたファイルを見ているクライアントには、レプリケーション更新は配下
のファイルシステムの瞬時変化に見えます。最新の更新で削除されたファイルを操
作しているクライアントには、エラーが表示されます。最新の更新で変更された
ファイルを操作しているクライアントには、更新後の内容がただちに表示されま
す。

レプリケートされたファイルシステムは、デフォルトではエクスポートされませ
ん。エクスポートするには、BUIまたはCLIを使用してプロジェクトまたはシェア
の「exported」プロパティーを変更します。
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このプロパティーは、ほかのシェアプロパティーと同様に継承されます。ローカル
のプロジェクトとシェアは常にエクスポートされるため、このプロパティーは表示
されません。また、レプリケーションを切断すると (パッケージがローカルプロ
ジェクトに変換され)、パッケージのシェアがエクスポートされます。

現在、レプリケートされた LUNをエクスポートすることはできません。それらの内
容をエクスポートするには、まずクローンを作成するか、レプリケーション
パッケージを切断する必要があります。

レプリケーションの切断
レプリケーション接続を切断することにより、レプリケーションパッケージを書き
込み可能なローカルプロジェクトに変換できます。これらは、ほかのローカルプロ
ジェクトと同様に動作します (つまり、レプリケーションパッケージに適用される管
理上の制限がない)。この操作のあとは、このパッケージにレプリケーション更新を
受信することはできなくなります。そのため、これ以降にソースから同じプロ
ジェクトのレプリケーション更新を行うには、新しいアクションで完全更新を (新し
いパッケージに)送信する必要があります。これ以降に同じアクションを使用してレ
プリケーション更新を行うと、対応するパッケージがターゲットに存在しないため
失敗します。

このオプションが主に役立つのは、レプリケーションを使用してアプライアンス間
でデータを移行する場合など、受信したデータをレプリケートしてソースに戻す処
理を伴わないシナリオです。典型的な 2システムによる障害回復計画にはこのよう
な処理が含まれます。

BUIからレプリケーションを切断するには、レプリケーションパッケージに移動し
(上記を参照)、「Replication」タブをクリックし、 ボタンをクリックします。表
示されるダイアログで、管理者は新しいローカルプロジェクトの名前を指定できま
す。

CLIからレプリケーションを切断するには、レプリケーションパッケージに移動し
(上記を参照)、severコマンドを使用します。このコマンドには、新しいローカルプ
ロジェクトの名前を引数として指定することもできます。引数が指定されていない
場合は、元の名前が使用されます。

ローカルのシェアはすべてエクスポートされるため、パッケージを切断すると、そ
れまでにエクスポートされたかどうかにかかわらずパッケージ内のすべてのシェア
がエクスポートされます (上記を参照)。レプリケートされたファイルシステムとシ
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ステム上のほかのファイルシステムの間でマウントポイントが競合している場
合、切断操作は失敗します。切断する前に、関連するシェアのマウントポイントを
再構成して、これらの競合を解決する必要があります。

レプリケーションの方向を逆にする
レプリケーションの方向を逆にして、典型的な 2システムによる障害回復計画をサ
ポートすることができます。この操作は、前述の切断操作に似ていますが、新しい
ローカルプロジェクトを増分レプリケートしてソースシステムに戻すレプリ
ケーションアクションを追加で構成します。この操作が完了した時点ではソースシ
ステムに変更は加えられませんが、このアクションを使用して最初の更新が試行さ
れると、ソースシステム上の元のプロジェクトがレプリケーションパッケージに変
換され、そのシステムからのレプリケーション更新が最後に正常に実行された時点
以降の変更がすべてロールバックされます。この機能は、データのプライマリコ
ピーとセカンダリコピーの読み書きステータスを変更する以外は、本稼働負荷のリ
ダイレクト、IPアドレスのフェイルオーバー、障害回復フェイルオーバーに関連す
るその他の処理を自動的に実行するわけではありません。

(現在はターゲットとして動作している)元のソースシステムで元のソースプロ
ジェクトをレプリケーションパッケージに変換する一環として、現在逆向きに
なっているアクション/パッケージの一部としてレプリケートされたシェアが、新し
いレプリケーションパッケージに移動され、アンエクスポートされます。元のプロ
ジェクトはローカルコレクションに残りますが、アクション/パッケージがそのすべ
てのシェアを含んでいた場合には、空になることがあります。シェアレベルのレプ
リケーションを逆向きにした場合、元のプロジェクト内のほかのシェアはどれも変
更されません。

あるアプライアンスから別のアプライアンスへのシェアレベルのレプリケーション
を確立したあとで、ターゲット上でそのレプリケーションを逆向きにすると、レプ
リケーションスケジュールが破棄されます。その後、プロジェクトレベルでレプリ
ケーションアクションが作成されます。これには、正しいターゲットアプライアン
スが設定され、スケジュールは含まれていません。シェアレベルに残るレプリ
ケーションアクションには、正しいスケジュールが含まれ、ターゲットアプライア
ンスは「None」に設定されます。

前述のとおり、この機能は通常、2システムによる障害回復構成を実装するために使
用されます。この構成では、プライマリシステムが本稼働データを処理し、それを
セカンダリ (DR)システムにレプリケートします。このシステムは、別のデータセン
ターに置かれている場合が多く、プライマリサイトで障害が発生した場合に本稼働
トラフィックを引き継ぐために待機しています。プライマリサイトで障害が発生し
た場合は、本稼働トラフィックをセカンダリサイトにリダイレクトし、セカンダリ
サイトのコピーを書き込み可能にして「プライマリ」にする必要があります。プラ
イマリサイトが回復したら、セカンダリサイトに蓄積された変更をレプリケートし
てプライマリサイトに戻し、そのサイトで本稼働負荷の処理を再開することができ
ます。
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そのような計画では、通常は次のような順序でイベントが発生します。

1. プライマリシステムが本稼働負荷を処理し、それをセカンダリシステムにレプリ
ケートしています。

2. プライマリサイトで完全なシステム障害になるような災害が発生します。管理者
がセカンダリサイトでレプリケーションの方向を逆にし、レプリケートされた
シェアを新しいプロジェクトにエクスポートします。このプロジェクトは、プラ
イマリサービスが復元されたときにプライマリサイトにレプリケートして戻すよ
うに構成されています。その一方で、本稼働負荷はセカンダリサイトにリダイレ
クトされます。

3. プライマリサイトがオンラインに戻ったら、管理者がセカンダリサイトからプラ
イマリサイトへのレプリケーション更新を開始します。プライマリサイトのコ
ピーがレプリケーションパッケージに変換され、ターゲットに対する更新が (障
害の前に)最後に正常に実行された時点以降の変更がすべてロールバックされま
す。プライマリサイトのコピーが最新の状態になったら、プライマリサイトのコ
ピーを書き込み可能にして、レプリケーションの方向を再度逆にします。本稼働
トラフィックはふたたびプライマリサイトにリダイレクトされます。プライマリ
サイトからセカンダリサイトへのレプリケーションが再開され、プライマリサイ
トのコピーとセカンダリサイトのコピーの間に最初の関係が復元されます。

パッケージのレプリケーションの方向を逆にするときは、その前にソースからその
プロジェクトのレプリケーションを停止することを管理者に強くお勧めします。レ
プリケーション更新の進行中にプロジェクトのレプリケーションの方向を逆にした
場合は、以前のターゲットアプライアンス (現在のソースアプライアンス)に作成さ
れたプロジェクトに、どの整合性のあるレプリケーションスナップショットが使用
されたのかわからなくなります。

BUIからレプリケーションを逆向きにするには、レプリケーションパッケージに移
動し (上記を参照)、「Replication」タブをクリックし、 ボタンをクリックしま
す。表示されるダイアログで、管理者は新しいローカルプロジェクトの名前を指定
できます。

CLIからレプリケーションを切断するには、レプリケーションパッケージに移動し
(上記を参照)、reverseコマンドを使用します。このコマンドには、新しいローカル
プロジェクトの名前を引数として指定することもできます。引数が指定されていな
い場合は、元の名前が使用されます。

ローカルのシェアはすべてエクスポートされるため、パッケージを逆向きにする
と、それまでにエクスポートされたかどうかにかかわらずパッケージ内のすべての
シェアがエクスポートされます (上記を参照)。レプリケートされたファイルシステ
ムとシステム上のほかのファイルシステムの間でマウントポイントが競合している
場合、逆向きにする操作は失敗します。切断する前に、関連するシェアのマウント
ポイントを再構成して、これらの競合を解決する必要があります。通常、この操作
は本稼働サービスの復元におけるクリティカルパスの一部なので、このようなマウ
ントポイントの競合は、DR フェイルオーバーの時点ではなく、システムを最初に設
定するときに解決することを強くお勧めします。
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レプリケーションパッケージの破棄
パッケージ内のプロジェクトとシェアを破棄するには、パッケージ全体を破棄する
必要があります。BUIからパッケージ全体を破棄するには、対応するプロジェクト
を破棄します。CLI からパッケージを破棄するには、shares replication sources

ノードで destroyコマンドを使用します。

パッケージが破棄されると、以降の対応するアクションからのレプリケーション更
新は失敗します。レプリケーションを再開するには、ソース上でアクションを作成
し直して、データの新しいコピーを受信するための新しいパッケージをターゲット
上に作成します。

例
次の例は、プロジェクトとシェアの両方のマウントポイントをオーバーライドし
て、受信したレプリケーションプロジェクトをクローニングします。

perch:> shares

perch:shares> replication

perch:shares replication> sources

perch:shares replication sources> select source-000

perch:shares replication source-000> select package-000

perch:shares replication source-000 package-000> clone

perch:shares replication source-000 package-000 clone> set target_project=my_clone

target_project = my_clone

perch:shares replication source-000 package-000 clone> list

CLONE PARAMETERS

target_project = my_clone

original_mountpoint = /export

override_mountpoint = false

mountpoint =

SHARE MOUNTPOINT

bob (inherited)

myfs1 (inherited)

perch:shares replication source-000 package-000 clone> set override_mountpoint=true

override_mountpoint = true

perch:shares replication source-000 package-000 clone> set mountpoint=/export/my_clone

mountpoint = /export/my_clone

perch:shares replication source-000 package-000 clone bob> select bob

perch:shares replication source-000 package-000 clone bob> set override_mountpoint=true

override_mountpoint = true

perch:shares replication source-000 package-000 clone bob> set mountpoint=/export/bob

mountpoint = /export/bob

perch:shares replication source-000 package-000 clone bob> done

perch:shares replication source-000 package-000 clone> commit

CLONE PARAMETERS

target_project = my_clone

original_mountpoint = /export

override_mountpoint = true

mountpoint = /export/my_clone

SHARE MOUNTPOINT

bob /export/bob (overridden)
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myfs1 (inherited)

Are you sure you want to clone this project?

There are no conflicts.

perch:shares replication source-000 package-000 clone>

レプリケーションを逆向きにする

次の例は、レプリケーションの方向を逆にして、典型的な 2システムによる障害回
復をサポートします。この例で、M11は本稼働システム、M5は回復システムです。

1.本稼働システム M11 で、「Configuration」>「SERVICES」>「Remote

Replication」に移動します。

「 Targets」をクリックし、名前、ホスト名、およびパスワードを構成します。

Name=M5

Host name=192.168.1.17

Root password=pppp$1234

2. Pool=Pool1を選択します。

3.「Shares」>「PROJECTS」に移動します。

「 Projects」をクリックします。

Name=P1

4.「Shares」>「PROJECTS」>「P1」>「Protocols」に移動します。

SMBセクションで、Resource Name=onに設定します。

5.「Shares」>「PROJECTS」>「P1」>「Shares」に移動します。

「 FileSystems」をクリックします。

Name=S1

User=root

Group=other

Permissions=RWX RWX RWX

6.「Shares」>「PROJECTS」>「P1」>「Shares」>「S1」>「Protocols」に移動しま
す。

SMBセクションで、SMBを使用して \\192.168.1.7\S1で S1に到達できます。

7.「Shares」>「PROJECTS」>「P1」>「Replication」に移動します。

レプリケーション

Sun ZFS Storage 7000システム管理ガイド • 2012年 12月 E38994–01388



「 Actions」をクリックし、ターゲットとプールを設定します。

Target=M5

Pool=Pool1

「 Schedule」をクリックし、頻度を設定します。

Frequency=Half-Hour at 00 minutes past the hour

8. ネットワークドライブ \\192.168.1.7\S1 (user=root, password=pppp$1234) を
マップします。

9. ファイル F1.txt を作成します。

10.「Shares」>「PROJECTS」>「P1」>「Replication」に移動します。

11. アクション行 TARGET=M5 で、「Update Now」をクリックします。

レプリケーションが完了したら「Disable」をクリックしま
す。「STATUS」が「disabled」に変更されます。

ターゲット上に存在するレプリケーションパッケージがローカルプロジェクトに変
換され、このローカルプロジェクトを増分レプリケートして元のソースシステムに
戻すレプリケーションアクションが追加で構成されます。このレプリケーションア
クションはデフォルトで無効になっています。管理者は更新を手動で送信するよう
にしてください。

1. 障害回復システム M5 で、Pool=Pool1 を選択します。

2.「Shares」>「PROJECTS」>「REPLICA」に移動します。

プロジェクト s7000-0:P1がリストに表示されます

3.「Shares」>「PROJECTS」>「REPLICA」>「s7000-0:P1」>「Replication」に移動し
ます。

パッケージは Status=Idleになっています

4. 「Reverse the direction of replication」をクリックし、新しいプロジェクト名
を設定します。

New Project Name=P1

5.「Shares」>「PROJECTS」>「REPLICA」に移動します。

ターゲット上に存在するレプリケーションパッケージがローカルプロジェクトに変
換されたため、プロジェクト s7000:P1はリストに表示されなくなりました。

6.「Shares」>「PROJECTS」>「LOCAL」に移動します。
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プロジェクト P1がリストに表示されます。

7.「Shares」>「PROJECTS」>「P1」>「Protocols」に移動します。

SMBセクションで、Resource Name=onに設定します。

8.「Shares」>「PROJECTS」>「P1」>「Shares」>「S1」>「Protocols」に移動しま
す。

SMBセクションで、SMBを使用して\\192.168.1.17\S1で S1に到達できます。

9. ネットワークドライブ \\192.168.1.17\S1 (user=root, password=pppp$1234) を
マップします。

ファイル F1.txtを編集し、F2.txtとして保存します。

10.ネットワークドライブを切り離して障害をシミュレーションします。

11.「Shares」>「PROJECTS」>「P1」>「Replication」に移動します。

12. アクション行 TARGET=s7000-0 で、「Update Now」をクリックします。

レプリケーションが完了したら「Disable」をクリックします。

元のソースから 2回目の逆方向レプリケーションを行う場合は、このレプリ
ケーションパッケージを新しいローカルプロジェクトに変換できるように、新しい
プロジェクト名を指定する必要があります。

同じプロジェクト名を指定する場合は、同じ名前の空のプロジェクトが存在するた
め、次の手順でこれを削除する必要があります。

1. 本稼働システム M11 で、「Shares」>「PROJECTS」>「LOCAL」>「P1」に移動しま
す。

このアクションを使用して最初の更新が試行されると、元のソースシステム上の元
のプロジェクトがレプリケーションパッケージに変換されるため、P1は空です。こ
のため、ローカルプロジェクトは空になります。このローカルプロジェクトの下に
あったすべてのファイルシステムは、現在はレプリケーションパッケージの下にあ
ります。

2.「Shares」>「PROJECTS」>「REPLICA」>「s7000-1:P1」>「Replication」に移動し
ます。

パッケージは Status=Idleになっています。

3. P1を削除します。

この空のプロジェクトを削除しても悪影響はありません。元のターゲットからの逆
方向レプリケーションの結果として、その内容はすでにレプリケーション
パッケージに移動されているためです。
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4. 「Reverse the direction of replication」をクリックし、プロジェクト名を設定
します。

New Project Name=P1

5. ネットワークドライブ \\192.168.1.7\S1 (user=root, password=pppp$1234) を
マップします。

ファイル F1.txtと F2.txtがリストに表示されます。

リモートレプリケーションの詳細

承認
「Services」スコープの「Remote Replication」フィルタを使用してレプリケーション
サービスの停止、開始、および再開を実行できるほか、レプリケーションサブシス
テムによって「Projects and Shares」スコープの下に 2つの承認が提供されています。

承認 詳細

rrsource レプリケーションターゲットとアクションの作成、編集、破棄、およびレ
プリケーションアクションの送信と取り消しを管理者に許可します。

rrtarget レプリケートされたパッケージの管理を管理者に許可します。これに
は、パッケージレベルでのレプリケーションの無効化、パッケージやその
メンバーのクローニング、受信されたデータセットのプロパティーの変
更、レプリケーションの切断またはレプリケーションの向きを逆にする操
作が含まれます。これらの操作の一部には、ほかの承認が必要になる場合
もあります (プロパティーの設定、個々のシェアのクローニングなど)。詳細
については、「Projects and Shares」スコープで使用可能な承認を参照してく
ださい。

アプライアンスにレプリケーションターゲットを構成するには、「Remote
Replication」サービス画面で構成する場合でも、rrsource承認が必要です。

承認の詳細については、承認のドキュメントを参照してください。

警告
次のいずれかのイベントが発生すると警告が通知されます。

■ 手動または定期のレプリケーション更新が正常に開始または終了した (ソースと
ターゲットの両方)。

■ 管理者が明示的に取り消した場合も含め、レプリケーション更新が失敗した
(ソースとターゲットの両方)。
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■ 同じアクションの別の更新がすでに進行中のため、定期レプリケーション更新が
省略された (上記を参照)。

レプリケーションとクラスタ化
任意の ZFS Storage 7000アプライアンスから別の任意の ZFS Storage 7000アプライアン
スに対してレプリケーションを構成できます。これは、それぞれがクラスタに属し
ているかどうか、また、アプライアンスのクラスタピアにいずれかの方向のレプリ
ケーションが構成されているかどうかには依存しませんが、次の制約があります。

■ クラスタの両方のピアから同じレプリケーションターゲットへのレプリ
ケーションを構成することはできません。ただし、同じターゲットアプライアン
スに 2つの異なる IPアドレスを使用することで、そのような構成を実現できま
す。ターゲットアプライアンスの複数の IPアドレスを使用することで、各クラス
タヘッドに 1つのレプリケーションターゲットを作成し、そのヘッドで使用する
ことができます。

■ クラスタピア間のレプリケーションを構成するときは、両方のコントローラを
CLUSTERED状態にしてレプリケーションを構成してください。プライベート
ネットワークアドレスは使用せず、各コントローラのプールに個別のレプリ
ケーションターゲットを使用してください。

クラスタ構成でのレプリケーションの動作は、次の規則に従います。

■ プロジェクトとシェアのレプリケーション更新は、それを格納しているスト
レージプールをインポートしたいずれかのクラスタピアから送信されます。

■ レプリケーション更新は、ソース上のレプリケーションアクションに構成されて
いる IPアドレスをインポートしたいずれかのピアによって受信されます。必
ず、この IP アドレスを使用しているヘッドが、インポートされた複製を格納す
るストレージプールを持つようにしてください。クラスタを構成する際にプール
および IPアドレスのリソースを同じヘッドに割り当てることで、この条件が保証
されます。

■ (アプライアンスから、およびアプライアンスへ)レプリケーション更新の進行中
に、アプライアンスが (テイクオーバーまたはフェイルバックの一環として)対応
するストレージプールまたは IPアドレスをエクスポートすると、そのレプリ
ケーション更新は失敗します。テイクオーバーまたはフェイルバック操作の影響
を受けないストレージプールおよび IPアドレスを使用しているレプリケーション
更新は、その操作の影響を受けません。

クラスタ化およびクラスタの用語の詳細については、クラスタ化のドキュメントを
参照してください。

スナップショットとデータ整合性
アプライアンスはスナップショットをレプリケートし、各スナップショットは
ターゲットで原子的に受信されるため、ターゲット上のシェアの複製の内容は、ス
ナップショットが作成された時点におけるソース上のシェアの内容と常に一致しま
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す。特定のグループで送信されるすべてのシェアのスナップショットは同時に作成
されるため (上記を参照)、レプリケーション更新が正常に完了したあと
は、パッケージの内容全体が、ソース上でスナップショットが作成された時点 (レプ
リケーション更新の開始時)のグループの内容と厳密に一致します。

ただし、各シェアのスナップショットは個別に (および順次に)レプリケートされる
ため、パッケージ内の一部のシェアが、同じパッケージ内のほかのシェアよりも新
しいスナップショットで更新されていることはあり得ます。このようになるの
は、レプリケーション更新の進行中 (一部のシェアは更新済みだが、ほかのシェアは
まだ更新されていない)、および、レプリケーション更新の失敗後 (一部のシェアは
更新済みだが、ほかのシェアは更新されていない可能性がある)です。

まとめると、次のようになります。

■ 各シェアには、ターゲット上で常にポイントインタイムの整合性があります (自
己整合性)。

■ 前回のレプリケーション更新が成功した場合で、レプリケーション更新が進行中
でないときは、パッケージの各シェア相互にもポイントインタイムの整合性があ
ります (パッケージ整合性)。

■ レプリケーション更新が進行中の場合、または前回の更新が失敗した場
合、パッケージのシェア相互には整合性がない可能性がありますが、それぞれの
自己整合性は保たれます。パッケージの整合性がアプライアンスに重要となる場
合は、レプリケーションパッケージのクローンを作成する必要があります。これ
により、各シェアのもっとも新しく正常に受信されたスナップショットのク
ローンが常に作成されます。

スナップショットの管理
スナップショットは増分レプリケーションの基礎です。増分レプリケーションを継
続するためには、ソースとターゲットが常に共通のスナップショットをシェアする
必要があります。また、ソースは、どれがターゲット上で最新のスナップショット
かを把握する必要があります。これを簡単にするために、レプリケーションサブシ
ステムは独自のスナップショットを作成して管理します。通常、管理者がこれらに
注意を払う必要はありませんが、スナップショットはストレージの利用率にかなり
影響することがあるため、ここで詳細に説明します。

特定のアクションのレプリケーション更新は、それぞれ次の手順で行われます。

1. 以前にこのアクションのレプリケーションを試みたかどうか、およ
び、ターゲットが増分更新に必要なスナップショットをすでに持っているかどう
かに基づいて、この更新が増分更新か完全更新かを判定します。

2. 新しいプロジェクトレベルのスナップショットを作成します。
3. 更新を送信します。完全更新の場合は、この新しいスナップショットまでのグ
ループの内容全体を送信します。増分更新の場合は、前回のスナップショット
(基礎)とこの新しいスナップショットの間の差分を送信します。
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4. この新しいスナップショットを次回の更新の基礎スナップショットとして記録
し、前回の基礎スナップショットを破棄します (増分更新の場合)。

これは、スナップショットの管理にいくつかの影響を与えます。

■ 最初のレプリケーション更新の進行中、および最初の更新のあとレプリ
ケーションが進行中でないときは、グループのプロジェクトまたはシェアに構成
されている各アクションに、プロジェクトレベルのスナップショットが 1つ存在
します。同じプロジェクト内のシェアで、更新の一部として送信されないものに
は、スナップショットを作成できます。

■ 特定のアクションによる以降のレプリケーション更新の進行中には、そのアク
ションに関連するプロジェクトレベルのスナップショットが 2つ存在することが
あります。ソースで、ターゲットが新しいスナップショットを正常に受信したか
どうかを判定できなかった場合 (更新中にネットワークの機能停止で障害が発生
した場合など)、更新の完了後に両方のスナップショットが残ることがあります。

■ レプリケーションアクションに関連付けられたスナップショットを管理者が破棄
すると、増分レプリケーションが破壊されます。管理者は、ソースまたは
ターゲット上の増分レプリケーションに必要なスナップショットを破棄すること
はできません。ソース上のそのようなスナップショットを破棄するには、アク
ションを破棄する必要があります (これにより、そのアクションに関連付けられ
たスナップショットが破棄される)。ターゲット上のそのようなスナップショット
を破棄するには、まずパッケージを切断する必要があります (これにより、その
パッケージに増分更新を受信できなくなる)。

■ これに関連して、管理者はレプリケーションスナップショットより前に作成され
たスナップショットにロールバックしてはいけません。この操作を行うと、それ
よりあとのレプリケーションスナップショットが破棄され、それらのスナップ
ショットを使用するすべてのアクションの増分レプリケーションが破壊されま
す。

■ レプリケーションでのスナップショットの使用方法から、レプリケーションを使
用する管理者は、アプライアンスのスペース管理、特にそのスナップショットへ
の適用について理解することが求められます。

iSCSI構成のレプリケーション
前述のとおり、レプリケーション更新には、プロジェクトとそのシェア
の「Shares」画面で指定された構成のほとんどが含まれます。これには、レプリ
ケートされる LUNに関連付けられたすべてのターゲットグループとイニシエータグ
ループが含まれます。デフォルト以外のターゲットグループとイニシエータグ
ループを使用する場合は、プロジェクト内の LUNで使用されるターゲットグループ
とイニシエータグループがレプリケーションターゲット上にも存在することを確認
する必要があります。グループは同じ名前で存在していればよく、同じ構成を定義
している必要はありません。これを確認できない場合、レプリケートされた LUNの
クローン作成とエクスポートが失敗することがあります。
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LUNに関連付けられた SCSI GUIDは、LUNとともにレプリケートされます。その結
果、ターゲットアプライアンス上の LUNの SCSI GUIDは、ソースアプライアンス上
の LUNと同じになります。ただし、(ローカル LUNのクローンのGUIDが元のGUID
とは異なるように)レプリケートされた LUNのクローンのGUIDは異なります。

クローンのレプリケーション
2009.Q3以前は、レプリケーションはプロジェクトレベルのみで、プロジェクトの外
部にあるスナップショットから作成されたクローンを含んでいるプロジェクトをレ
プリケーションすることは明示的に禁止されていました。2010.Q1以降のシェアレベ
ルのレプリケーションでは、この制限は緩和されていますが、レプリケートされる
クローンの元のスナップショットを引き続き考慮する必要があります。特に、ク
ローンを最初にレプリケーションするときは、元のスナップショットがターゲット
にすでにレプリケートされているか、同じ更新の一環としてレプリケートされる必
要があります。この制限がアプライアンス管理ソフトウェアによって強制されるこ
とはありませんが、元のスナップショットがターゲットに存在していないときにク
ローンをレプリケートしようとすると失敗します。

実際には、クローンのレプリケーションを確実に成功させる方法がいくつかありま
す。

■ クローンの元のスナップショットが同じプロジェクト内にある場合は、プロ
ジェクトレベルのレプリケーションを使用します。

■ クローンの元のスナップショットが同じプロジェクト内にない場合や、元のス
ナップショットを含むプロジェクトレベルのレプリケーションが何らかの理由で
望ましくない場合は、シェアレベルのレプリケーションを使用して元のシェアを
まずレプリケートし、次にプロジェクトレベルまたはシェアレベルのレプリ
ケーションを使用してクローンをレプリケートします。

■ クローン自体も破棄する場合を除き、ターゲットシステム上のクローンの元のス
ナップショットを破棄しないでください。

どの場合も、元のスナップショットが実際にターゲットに送信されるようにするた
めに、元のスナップショットのアクションの「include snapshots」プロパティーを
trueにしてください。

レプリケーションの監視
レプリケーション固有の分析は現在使用できませんが、詳細TCP分析を使用して
ローカルポートでトラフィックを監視できます。通常、レプリケーションでは
ソースアプライアンスのポート 216が使用されます。

個々のレプリケーションアクションおよびパッケージのステータスは、BUIとCLIを
使用して監視できます。前述の「レプリケーションの構成」を参照してください。
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レプリケーションの失敗
個々のレプリケーション更新はいつくかの理由で失敗することがあります。可能な
場合、アプライアンスは、ソースアプライアンスまたはターゲットアプライアンス
で通知される警告か、失敗したアクションの「Replication」画面で、失敗の理由を報
告します。アクションのステータスを表すオレンジ色の警告アイコンをクリックす
ると、失敗の詳細を取得できます。もっとも一般的な失敗の種類は次のとおりで
す。

失敗 詳細

Cancelled レプリケーション更新は管理者によって取り消されました。レプリ
ケーションはソース上またはターゲット上で取り消すことができ、一方の
ピアには他方のピアが操作を取り消したことがわからない場合がありま
す。

Network connectivity failure ネットワークの問題のため、アプライアンスはターゲットアプライアンス
に接続できませんでした。ソース、ターゲット、またはネットワークの構
成に誤りがある可能性があります。

Peer verification failed アプライアンスはターゲットのアイデンティティーを確認できませんでし
た。これは、ターゲットを再インストールまたは出荷時設定にリセットし
た場合によく発生します。ターゲットを再インストールまたは出荷時構成
にリセットした場合は、新しい認証鍵セットを生成するために、その
ターゲットに対する新しいレプリケーションターゲットをソースアプライ
アンス上で構成する必要があります。前述のターゲットを参照してくださ
い。

Peer RPC failed ターゲットシステムでリモート手続き呼び出しが失敗しました。これ
は、ターゲットアプライアンスで互換性のないソフトウェアが実行されて
いる場合によく発生します。詳細については、後述の「2009.Q3以前の構成
の移行」を参照してください。

No package レプリケートされたデータを格納するパッケージがターゲット上に存在し
ないため、レプリケーションが失敗しました。パッケージはアクションの
構成時に作成されるため、このエラーは通常、管理者がターゲット上の
パッケージを破棄したあとに発生します。パッケージを格納しているスト
レージプールがターゲットシステムにインポートされていない場合に
も、このエラーが発生する可能性があります。プールに障害が発生したと
きや、ターゲットアプライアンスでストレージまたはネットワークの再構
成が行われたときに、このような状況になることがあります。
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失敗 詳細

Non-empty package exists ターゲットパッケージに以前の失敗したレプリケーション更新のデータが
含まれているため、レプリケーションが失敗しました。このエラーは、ア
クションの最初のレプリケーション更新が一部のデータをレプリケートし
たあとで失敗した場合に、そのアクションのレプリケーション更新を送信
しようとすると発生します。ターゲットアプライアンスでは、明示的な管
理操作で指示しないかぎりデータは破棄されないため、部分的に受信され
たデータは上書きされません。管理者は既存のアクションとパッケージを
削除し、ソース上で新しいアクションを作成してレプリケーションを再度
開始するようにしてください。

無効 ターゲット上でレプリケーションが無効になっているため、レプリ
ケーションが失敗しました。ターゲット上でレプリケーションサービスが
無効になっているか、レプリケートされている特定のパッケージに対して
レプリケーションが無効になっています。

Target busy ターゲットシステムが同時レプリケーション更新の最大数に到達したた
め、レプリケーションが失敗しました。システムでは、リソース不足を防
ぐために、進行中のレプリケーション処理の最大数が制限されます。この
制限に到達した場合、それ以降は、更新の受信の試行はこのエラーで失敗
しますが、更新の送信の試行はリソースが使用可能になるまでキューに入
れられます。

Out of space ソースシステムに新しいスナップショットを作成するための領域が不足し
ているため、レプリケーションが失敗しました。ストレージプールに使用
可能な物理的領域がないか、スナップショットを含まない予約のためプロ
ジェクトまたはそのシェアの 1つが制限を超えていることが、この原因に
なっている場合があります。

Incompatible target ターゲットシステムがソースシステムのデータストリーム形式を受信でき
ないため、レプリケーションが失敗しました。ソースシステムにはアップ
グレードと遅延更新の適用を行い、ターゲットにはアップグレードおよび
同じ遅延更新の適用を行なっていない場合に、これが発生する可能性があ
ります。ソースシステムのソフトウェアバージョンのリリースノートで遅
延更新のリストを調べ、リモートレプリケーションに関連するものがない
か確認してください。

Misc レプリケーションが失敗しましたが、ソースには使用可能な追加情報があ
りません。ターゲットシステムの警告ログを確認し、必要に応じてサ
ポートに問い合わせてください。現在、このカテゴリに入る障害モードと
しては、ターゲットに更新を受信するためのディスク容量が不足してい
る、クローンの元のスナップショットがターゲットシステムに存在しない
状態でクローンをレプリケートしようとした、などがあります。

レプリケーション更新の一部が失敗した場合、その更新は失敗になります。現在の
実装では、プロジェクト内のシェアが順次にレプリケートされ、失敗した更新から
変更がロールバックされることはありません。そのため、更新が失敗した場
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合、ターゲット上の一部のシェアは最新の状態で、ほかのシェアは最新の状態でな
い可能性があります。詳細については、前述の「スナップショットとデータ整合
性」を参照してください。

失敗した更新で一部のデータは正常にレプリケートされている可能性はあります
が、現在の実装では、前回の (失敗した)更新で送信されたすべてのデータが再度送
信されます。つまり、失敗した更新は、中止したところから再開するのではな
く、失敗した更新が開始したところから開始します。

手動更新または定期更新が失敗した場合、次の定期更新 (存在する場合)まで、自動
的に再試行されることはありません。連続レプリケーションが失敗した場合は、数
分後に再試行されます。失敗した連続レプリケーションの再試行は無限に繰り返さ
れます。

レプリケーション更新の進行中に、別の更新がスケジュールによって発生する場
合、後者の更新は、前の更新が完了した直後に開始されるのではなく、完全に省略
されます。次の更新がスケジュールによって発生するまで、次の更新は送信されま
せん。この理由で更新が省略された場合は、警告が通知されます。

2009.Q3以前からのアップグレード
2009.Q3リリースと 2010.Q1リリースの間では、レプリケーションの実装が大幅に変
更されています。2009.Q3 以前からのアップグレードを開始する前に、アプライアン
スへのレプリケーションおよびアプライアンスからのレプリケーションを一時停止
することを引き続き強くお勧めします。順次アップグレードを使用するクラスタで
は、これは必須です。

2010.Q1以降へのアップグレードに関連して、ユーザーの目に触れる重要な変更が 3
つあります。

■ レプリケーションに使用されるネットワークプロトコルが拡張されまし
た。2009.Q3システムは、任意のリリース (2010.Q1以降も含む)を実行しているシ
ステムにレプリケートできますが、2010.Q1以降を実行しているシステム
は、2010.Q1以降を実行しているほかのシステムにのみレプリケートできま
す。実際には、プロトコルのバージョンに互換性がないことから発生する障害を
避けるために、レプリケーションターゲットのアップグレードをレプリ
ケーションソースよりも前または同時に行う必要があります。

■ レプリケーションアクションの構成は、ヘッドシステム上ではなく、ストレージ
プール自体に保存されるようになりました。そのため、2009.Q3以前から 2010.Q1
にアップグレードしたあとで、遅延更新を適用してレプリケーションの構成を移
行する必要があります。

■ *これらの更新を適用するまでは、既存のレプリケーションのレプリケーション
更新が着信しても失敗し、2009.Q3以前で構成されていたアクションのレプリ
ケーション更新は送信されません。さらに、BUIやCLIからは管理できない未移
行の複製のためにストレージプールの領域が使用されます。
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■ *すべての遅延更新と同様に、これらの更新を適用したあとでシステムのソフト
ウェアをロールバックすると、結果は不定になます。その古いリリースでは、レ
プリケートされたデータにアクセスできなくなり、レプリケーションアクション
はすべて未構成になり、着信するレプリケーション更新は完全更新になることが
想定されます。

■ レプリケーションの承認は、専用のスコープから「Projects and Shares」スコープ
に移動されました。2009.Q3以前で構成されていたレプリケーションの承認
は、2010.Q1には存在しなくなります。レプリケーションに詳細なアクセス制御
を使用している管理者は、アップグレード後に新しいレプリケーションの承認を
適切な管理者に委任するようにしてください。

スキーマ

シェアのカスタムプロパティー
標準の組み込みプロパティーに加え、すべてのシェアとプロジェクトに使用できる
追加のプロパティーをいくつでも構成できます。これらのプロパティーには、検証
のための基本型が設定され、ほかのほとんどの標準プロパティーと同様に継承され
ます。これらの値は、どのような方法でもソフトウェアで使用されることはな
く、エンドユーザーだけが使用します。プロパティーのスキーマはすべてのプール
にわたってシステム全体に適用され、クラスタピア間で同期されます。

BUI
カスタムプロパティーを定義するには、「Shares」->「Schema」ナビゲーション項目
にアクセスします。現在のスキーマがリストとして表示され、必要に応じてエント
リを追加または削除することができます。各プロパティーには次のフィールドがあ
ります。

フィールド 説明

NAME このプロパティーのCLI名。これは英数字と文字 .:_\だけを含むことができ
ます。

DESCRIPTION このプロパティーの BUI名。これは任意の文字を含むことができ、CLIのヘ
ルプセクションで使用されます

TYPE 検証のための、プロパティーの型。これは、次に示すいずれかの型でなけ
ればなりません。

プロパティーに有効な型は次のとおりです

スキーマ
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BUIの型 CLIの型 説明

文字列 文字列 任意の文字列データ。これは検証しないことを意味します。

Integer Integer 正または負の整数

Positive Integer PositiveInteger 正の整数

ブール型 ブール型 trueまたは falseの値。これは、BUIではチェックボックスで表示され、CLI
では「true」または「false」のどちらかです。

Email Address EmailAddress 電子メールアドレス。最小限の構文検証だけが行われます。

Hostname or IP Host 有効なDNSホスト名または IP (v4または v6)アドレス。

定義されたプロパティーは、一般プロパティーのタブで、プロパティー表の説明に
従って使用できます。プロパティーはCLI名で識別されるため、プロパティーの名
前を変更すると、システム上の既存の設定がすべて削除されます。削除されたあと
で元の名前に戻されたプロパティーは、以前の設定値を引き続き参照します。プロ
パティーの型を変更することは可能ですが、システム上の既存のプロパティーに予
期しない影響を与えることがあります。既存のプロパティーは、新しいプロパ
ティーの型では無効な設定であっても、現在の設定を保持します。

CLI
スキーマコンテキストは「shares」->「schema」にあります

carp:> shares schema

carp:shares schema> show

Properties:

NAME TYPE DESCRIPTION

owner EmailAddress Owner Contact

各プロパティーは、プロパティーの名前をトークンとして使用して、スキーマコン
テキストの子になっています。プロパティーを作成するには、createコマンドを使
用します。

carp:shares schema> create department

carp:shares schema department (uncommitted)> get

type = String

description = department

carp:shares schema department (uncommitted)> set description="Department Code"

description = Department Code (uncommitted)

carp:shares schema department (uncommitted)> commit

carp:shares schema>

特定のプロパティーのコンテキスト内で、標準のCLIコマンドを使用してフィール
ドを設定できます。
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carp:shares schema> select owner

carp:shares schema owner> get

type = EmailAddress

description = Owner Contact

carp:shares schema owner> set description="Owner Contact Email"’

description = Owner Contact Email (uncommitted)

carp:shares schema owner> commit

カスタムプロパティーを定義したあとは、ほかのプロパティーと同様
に、「custom:<property>」という名前でアクセスできます。

carp:shares default> get

...

custom:department = 123-45-6789

custom:owner =

...

carp:shares default> set custom:owner=bob@corp

custom:owner = bob@corp (uncommitted)

carp:shares default> commit

タスク

連絡先情報を追跡するプロパティーの作成
BUIでは、次の手順に従います。

1.「Shares」->「Schema」ビューに移動します

2.「+」アイコンをクリックし、スキーマプロパティーリストに新しいプロパ
ティーを追加します

3.プロパティーの名前を入力します (「contact」)

4.プロパティーの説明を入力します (「Owner Contact」)

5.新しいプロパティーの型を選択します (「Email Address」)

6.「Apply」ボタンをクリックします

7.既存のシェアまたはプロジェクトに移動します

8.「Custom Properties」セクションで「Owner Contact」プロパティーを変更します。

CLIでは、次の手順に従います。

1.スキーマコンテキストに移動します (shares schema)

2.「contact」という名前の新しいプロパティーを作成します (create contact)

3.プロパティーの説明を設定します (set description="Owner Contact")
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4.プロパティーの型を設定します (set type=EmailAddress)

5.変更を確定します (commit)

6.既存のシェアまたはプロジェクトに移動します

7.「custom:contact」プロパティーを設定します
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Analytics

Analytics

分析を使用してCPU利用率とNFSv3動作待ち時間を検査します
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はじめに
Sun ZFS Storageアプライアンスには、高度なDTraceベースのサーバー分析機能が搭
載されているため、オペレーティングシステムスタックの異なる層を詳細に分析で
きます。Analyticsによって、さまざまな統計のグラフがリアルタイムで提供さ
れ、保存してあとで表示できます。これは長期の監視と短期の分析の両方用に設計
されています。

■ 概念 -分析の概要
■ オーバーヘッド -統計のパフォーマンスオーバーヘッド
■ 統計 -使用可能な統計について
■ Open Worksheets -分析を表示するためのメインページ
■ 保存されたワークシート -保存された分析ワークシート
■ データセット -分析の統計の管理
■ 設定 -データ保持ポリシーの定義

概念

Analytics
Analyticsはさまざまな統計をリアルタイムでグラフ化し、このデータをあとで表示
できるようにするために記録する高度な機能です。これは長期の監視と短期の分析
の両方用に設計されています。必要な場合、DTraceを使用してカスタム統計を動的
に作成し、オペレーティングシステムスタックの異なる層を詳細に分析できます。

次のトピックではAnalyticsの動作方法の概要について説明し、詳細なセクションへ
のリンクを示します。

ドリルダウン分析
Analyticsは、ドリルダウンAnalyticsと呼ばれる効果的なパフォーマンスAnalytics手
法を中核として設計されています。この手法では、上位レベルの統計を最初に
チェックし、得られた情報に基づいて詳細な統計に的を絞ります。これによ
り、もっとも可能性の高い領域にすばやく的を絞り込むことができます。

たとえば、パフォーマンスの問題が発生すると、次の上位レベル統計が最初に
チェックされます。

■ Network bytes/sec
■ NFSv3 operations/sec
■ Disk operations/sec
■ CPU utilization

概念
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Network bytes/secは通常レベルであることがわかり、disk operationsとCPU utilization
も同様でした。NFSv3 operations/secが比較的高かったため、NFS動作のタイプが次に
チェックされ、「read」タイプだとわかりました。ここまでで、「NFS operations/sec
of type read」というような名前の統計にドリルダウンし、この統計が通常よりも高い
ことがわかりました。

ほかのシステムでは利用可能な統計はこの時点で終わることもありますが、この
Analyticsではさらに深くドリルダウンできます。「NFSv3 operations/sec of type
read」をさらにクライアント別に表示できます。つまり、単一のグラフではな
く、NFSクライアントごとに個別のグラフを表示できます(これらの別々のグラフを
合計すると、元の統計になります)。

ここで、「kiowa」というホストがNFS読み取りの大部分を占めているとしま
す。Analyticsを使用してドリルダウンすることで、このクライアントが読み取って
いるファイルを表示できます。統計は、「NFSv3 operations/sec of type read for client
kiowa broken down by filename」となります。この項目により、kiowaはNFS
サーバーのすべてのファイルを読み取っていることがわかります。この情報を使用
すると、kiowaの所有者に説明を求めることができます。

上記の例はAnalyticsで実行でき、必要な場合はさらにドリルダウンできます。要約
すると、ここでは次の統計を検討しました。

■ 「NFSv3 operations/sec」
■ 「NFSv3 operations/sec by type」
■ 「NFSv3 operations/sec of type read by client」
■ 「NFSv3 operations/sec of type read for client kiowa broken down by filename」

これらはAnalyticsで作成および表示される統計の名前になります。

Statistics
Analyticsでは、ユーザーは興味のある統計を選んでカスタムワークシートに表示で
きます。Analyticsで使用できる統計は次のとおりです。

■ デバイスおよび方向ごとのネットワークデバイスのバイト数

■ ファイル名、クライアント、シェア、タイプ、オフセット、サイズ、および待ち
時間ごとのNFS動作

■ ファイル名、クライアント、シェア、タイプ、オフセット、サイズ、および待ち
時間ごとの SMB動作

■ タイプ、ディスク、オフセット、サイズ、および待ち時間ごとのディスク動作

■ CPU ID、モード、およびアプリケーションごとのCPU利用率

概念
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統計の一覧表示については「Open Workshetes」ビューを参照し、詳細分析の有効化
については「Preferences」ビューを参照してください。詳細分析を有効にすると、さ
らに多くの統計を使用できます。統計のページでは、使用可能な統計についてより
詳細に説明します。

データセット
データセットとは、特定の統計に存在するすべてのデータのことです。データ
セットには次のものが含まれます。

■ 統計がオープンされたかアーカイブされたため、メモリー内にキャッシュされて
いる統計データ。

■ ディスクにアーカイブされた統計データ。

データセットは「Datasets」ビューで管理できます。

処理
統計およびデータセットに対して次の処理を実行できます。

処理 説明

開く 統計からの読み取り (1秒ごと)を開始し、値をデータセットとしてメモ
リー内にキャッシュします。「Open Worksheets」では、統計はこの
ビューに追加されたときに開かれ、リアルタイムでグラフ化されます。統
計が表示されている間はデータはメモリーに保持されます。

閉じる 統計ビューを閉じ、メモリー内にキャッシュされていたデータは破棄され
ます。

アーカイブ 統計を永続的に開いてディスクにアーカイブするように設定します。統計
がすでに開いている場合、メモリーにキャッシュされてるすべてのデータ
もディスクにアーカイブされます。統計をアーカイブすると、永続データ
セットが作成され、「Datasets」ビューに表示されます (「on disk」の値が 0
でないもの)。この方法によって統計は 24時間週 7日記録され、過去の数日
間、数週間、数か月間のアクティビティーをあとで表示できます。

概念
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処理 説明

データ破棄 特定の統計に格納されるデータの量を管理します。データセット全体を破
棄するように選択することも、アーカイブされたデータのう
ち、秒、分、時間のいずれかの粒度を削除するように選択することもでき
ます。上位の粒度を削除する場合は、下位の粒度も削除する必要がありま
す。たとえば分粒度を削除する場合は、秒粒度も削除する必要がありま
す。データセット全体を破棄しないように選択した場合は、古いデータを
破棄して新しいデータのみを保持することができます。「Older than」テキ
ストボックスに整数値を入力し、時間の単位 hours、days、weeks、または
monthsを選択します。たとえば選択した統計について格納されたデータの
うち 3週間分のみを保持する場合、「Older than」テキストボックス
に「3」と入力し、ドロップダウンメニューから「weeks」を選択します。

中断 統計のアーカイブを一時停止します。新しいデータは読み取られません
が、既存のディスクアーカイブはそのままに維持されます。

再開 前に中断された統計を再開し、データの読み取りとアーカイブへの書き込
みを続行します。

ワークシート
ワークシートは統計がグラフ化される BUI画面です。複数の統計を同時に表示で
き、ワークシートにタイトルを付けてあとで表示するために保存できます。ワーク
シートを保存する操作によって、オープン中のすべての統計のアーカイブ処理が自
動的に実行されます。つまり、統計が開いていれば、統計の読み取りおよびアーカ
イブが際限なく続けられます。

ワークシートの操作方法についてはOpen Worksheetsのセクションを参照し、以前保
存したワークシートを管理するには保存されたワークシートのセクションを参照し
てください。

Statistics

はじめに
Analytics統計では驚くほどのアプライアンス可観測性が提供され、アプライアンス
がどのように動作しているか、およびネットワーク上のクライアントがどのように
アプライアンスを使用しているかが表示されます。

Statistics
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説明
Analyticsで提供される統計は単純明快に見えますが、統計の意味を解釈するにあ
たって注意する必要のある追加の詳細情報があります。このことは特に、統計の正
確な理解が必要になることの多いパフォーマンス分析にあてはまります。これより
あとのページでは、次に示す使用可能な統計および内訳について説明します。

Analytics
■ CPU: Percent utilization *
■ Cache: ARC accesses *
■ Cache: L2ARC I/O bytes
■ Cache: L2ARC accesses
■ Data Movement: NDMP bytes transferred to/from disk
■ Data Movement: NDMP bytes transferred to/from tape
■ Data Movement: Shadow migration bytes
■ Data Movement: Shadow migration ops
■ Data Movement: Shadow migration requests
■ Disk: Disks *
■ Disk: I/O bytes *
■ Disk: I/O operations *
■ Network: Device bytes
■ Network: Interface bytes
■ Protocol: SMB operations
■ Protocol: Fibre Channel bytes
■ Protocol: Fibre Channel operations
■ Protocol: FTP bytes
■ Protocol: HTTP/WebDAV requests
■ Protocol: iSCSI bytes
■ Protocol: iSCSI operations
■ Protocol: NFSv2 operations
■ Protocol: NFSv3 operations
■ Protocol: NFSv4 operations
■ Protocol: SFTP bytes
■ Protocol: SRP bytes
■ Protocol: SRP operations

*読むことを推奨します

Advanced Analytics
これらの統計は、「Preferences」でAdvanced Analyticsが有効になっている場合にの
み表示されます。これらの統計は関心を持たれることが少なく、一般的にシステム
可観測性のためには必要ではありません。これらは動的であることが多く、高い

Statistics
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オーバーヘッドを発生させる可能性があり、システムの複雑な領域を明らかにする
ものであるため、正しく理解するには追加の専門知識が必要になります。

■ CPU: CPUs
■ CPU: Kernel spins
■ Cache: ARC adaptive parameter
■ Cache: ARC evicted bytes
■ Cache: ARC size
■ Cache: ARC target size
■ Cache: DNLC accesses
■ Cache: DNLC entries
■ Cache: L2ARC errors
■ Cache: L2ARC size
■ Data Movement: NDMP file system operations
■ Data Movement: NDMP jobs
■ Disk: Percent utilization
■ Disk: ZFS DMU operations
■ Disk: ZFS logical I/O bytes
■ Disk: ZFS logical I/O operations
■ Memory: Dynamic memory usage
■ Memory: Kernel memory
■ Memory: Kernel memory in use
■ Memory: Kernel memory lost to fragmentation
■ Network: IP bytes
■ Network: IP packets
■ Network: TCP bytes
■ Network: TCP packets
■ System: NSCD backend requests
■ System: NSCD operations

デフォルト統計
次に示す統計は、出荷時のアプライアンスについてデフォルトで有効化および
アーカイブされる統計の参照情報です。アプライアンスを最初に構成してログイン
すると、「Datasets」ビューには約 30個の統計が表示されます。

カテゴリ 統計

CPU percent utilization

CPU percent utilization broken down by CPU mode

Cache ARC accesses per second broken down by hit/miss

Cache ARC size

Statistics
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カテゴリ 統計

Cache ARC size broken down by component

Cache DNLC accesses per second broken down by
hit/miss

Cache L2ARC accesses per second broken down by
hit/miss

Cache L2ARC size

Data
Movement

NDMP bytes transferred to/from disk per second

Disk Disks with utilization of at least 95 percent broken
down by disk

Disk I/O bytes per second

Disk I/O bytes per second broken down by type of
operation

Disk I/O operations per second

Disk I/O operations per second broken down by disk

Disk I/O operations per second broken down by type of
operation

Network device bytes per second

Network device bytes per second broken down by device

Network device bytes per second broken down by direction

プロトコル SMB operations per second

プロトコル SMB operations per second broken down by type
of operation

プロトコル FTP bytes per second

プロトコル Fibre Channel bytes per second

プロトコル Fibre Channel operations per second

プロトコル HTTP/WebDAV requests per second

プロトコル NFSv2 operations per second

プロトコル NFSv2 operations per second broken down by
type of operation

プロトコル NFSv3 operations per second

Statistics
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カテゴリ 統計

プロトコル NFSv3 operations per second broken down by
type of operation

プロトコル NFSv4 operations per second

プロトコル NFSv4 operations per second broken down by
type of operation

プロトコル SFTP bytes per second

プロトコル iSCSI operations per second

プロトコル iSCSI bytes per second

これらは最小限の統計収集オーバーヘッドによってプロトコル全体での幅広い可観
測性を提供するために選択されたもので、ベンチマーク時でも通常は有効のままに
されます。統計オーバーヘッドの詳しい説明については、オーバーヘッドを参照し
てください。

タスク

統計タスク

▼ 動的な統計の影響を判断する
このタスクの例では、「Protocol: NFSv3 operations per second broken down by file
name」の影響を判断します。

Open Worksheetsに移動します。

「Protocol: NFSv3 operations per second as a raw statistic」という統計を追加します。これ
は静的な統計で、パフォーマンスへの影響はほとんどありません。

定常的なNFSv3の負荷を生成するか、定常的な負荷で一定期間待機します。

「Protocol: NFSv3 operations per second broken down by filename」という統計を追加しま
す。この統計を作成すると、パフォーマンスが一時的に急低下することがありま
す。

最低 60秒待機します。

閉じるアイコンをクリックして「... by filename」の統計を閉じます。

さらに 60秒待機します。

1

2

3

4

5

6

7
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「Protocol: NFSv3 operations per second as a raw statistic」のグラフを一時停止し、直前の
数分が表示されるようにズームアウトして検査します。「... by filename」の統計が有
効になったときにパフォーマンスが低下したか確認します。グラフに不規則性が見
られる場合、このプロセスをもう一度試行するか、より安定したワークロードを使
用してこのプロセスを試行します。

グラフをクリックしてさまざまなポイントの値を表示し、この統計による影響の
パーセントを計算します。

CPU使用率

CPU: Percent Utilization
これはアプライアンスのCPUの平均利用率を表示します。1つのCPUは 1つのソ
ケット上の 1つのコアか、1つのハードウェアスレッドであり、数とタイプ
は「Hardware」の下に表示されます。たとえば、4ソケットのクワッドコアCPUの
システムでは、アプライアンスで 16個のCPUが使用できることを意味します。この
統計によって表示される利用率は、すべてのCPUで平均したものです。

アプライアンスCPUの利用率は 100%に到達することもあり、そのことが問題にな
る場合もそうでない場合もあります。一部のパフォーマンステストでは、アプライ
アンスのピークパフォーマンスを測定するために、CPU利用率が意図的に 100%に引
き上げられます。

例
この例では「CPU: Percent utilization broken down by CPU mode」を表示し、アプライ
アンスはNFSv3経由で 2GB/sのキャッシュデータを処理します。

画像

82%という平均利用率はまだ余裕があることを示しており、アプライアンスは 2GB/s
を超えるデータを処理できる可能性があります (実際にできます)(内訳の合計は 81%
にしかなりませんが、追加の 1%は丸めによるものです)。

CPU利用率が高い場合は、NFS操作でCPUリソースを待機することが多くなるた
め、NFS操作の全体的な待ち時間が増加することを意味します。これは Protocol:
NFSv3 operationsの待ち時間別内訳で測定できます。

チェックするタイミング
システムのボトルネックを探すとき。また、圧縮などのCPUを消費する機能を有効
にするときに、この統計をチェックしてその機能のCPUコストを計測することもで
きます。

8

9

CPU使用率
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内訳
CPU Percent utilizationの使用可能な内訳は次のとおりです。

内訳 説明

CPU mode ユーザーまたはカーネル。下のCPUモードの表を参照してください。

CPU identifier CPUの数値オペレーティングシステム識別子。

application name CPU上のアプリケーション名。

process identifier オペレーティングシステムのプロセス ID (PID)。

user name CPUを消費しているプロセスまたはスレッドを所有するユーザーの名前。

CPUモードは次のとおりです。

CPU mode 説明

user これはユーザーランドプロセスです。CPUを消費するもっとも一般的な
ユーザーランドプロセスは、アプライアンスの管理制御を提供する akd
(appliance kit daemon)です。

kernel これはCPUを消費する、カーネルベースのスレッドです。NFSや SMBなど
の多くのアプライアンスサービスがカーネルベースです。

追加の分析
このCPU平均利用率の問題は、単一のCPUの利用率が 100%のときの問題を隠すこ
とがあることです。この状態は、作業によって単一のソフトウェアスレッドが飽和
している場合に発生することがあります。詳細分析CPU: CPUsの利用率別内訳を使
用すると、利用率がCPUのヒートマップとして表され、単一のCPUが 100%に
なっていることを簡単に識別できます。

詳細
CPU利用率は、アイドルスレッドの一部ではない、ユーザーコードおよびカーネル
コードのCPU命令の処理に消費される時間を表します。命令実行時間にはメモ
リーバスの停止サイクルを含むため、高い利用率はデータの入出力移動が原因の可
能性があります。

CPU使用率
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キャッシュARCアクセス

Cache: ARC accesses
ARCはAdaptive Replacement Cacheを意味し、ファイルシステムおよびボリューム
データのためのDRAM内のキャッシュです。この統計はARCへのアクセスを表示
し、ARCの使用状況とパフォーマンスを観測できます。

チェックするタイミング
パフォーマンスの問題の調査中、現在のワークロードがARCにどのように
キャッシュされているかをチェックするとき。

内訳
Cache ARC accessesの使用可能な内訳は次のとおりです。

内訳 説明

hit/miss ARCルックアップの結果。hit/missの状態は、下の表で説明します。

file name ARCからリクエストされたファイル名。この内訳を使用すると階層モード
を使用でき、ファイルシステムのディレクトリをナビゲートできます。

L2ARC eligibility これは、ARCアクセスの時点で測定された L2ARCキャッシュ適格性で
す。L2ARC適格データのARCミスが高い場合、そのワークロードにはレベ
ル 2キャッシュデバイスが有益となる可能性があります。

project これはARCにアクセスしているプロジェクトを示します。

share これはARCにアクセスしているシェアを示します。

LUN これはARCにアクセスしている LUNを示します。

オーバーヘッドで説明したように、ファイル名による内訳などを有効なままにする
と、もっとも高い負荷がかかります。

hit/miss状態は次のとおりです。

hit/missの内訳 説明

data hits データブロックがARC DRAMキャッシュに存在し、返され
ました。

キャッシュARCアクセス
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hit/missの内訳 説明

data misses データブロックはARC DRAMキャッシュに存在しませんで
した。データは L2ARCキャッシュデバイスから読み取られ
るか (使用可能でデータがキャッシュされている場合)、ま
たはプールディスクから読み取られます。

metadata hits メタデータブロックがARC DRAMキャッシュに存在し、返
されました。メタデータは、データブロックを参照する
ディスク上のファイルシステムフレームワークを含みま
す。その他の例についてはあとで示します。

metadata misses メタデータブロックはARC DRAMキャッシュに存在しませ
んでした。データは L2ARCキャッシュデバイスから読み取
られるか (使用可能でデータがキャッシュされている場
合)、またはプールディスクから読み取られます。

prefetched
data/metadata
hits/misses

アプリケーションからの直接リクエストでなく、プリ
フェッチメカニズムによってトリガーされたARCアクセ
ス。プリフェッチの詳細についてはあとで示します。

詳細

メタデータ

メタデータの例は次のとおりです。

■ ファイルシステムのブロックポインタ
■ ディレクトリ情報
■ データ複製解除テーブル
■ ZFS uberblock

プリフェッチ

プリフェッチはストリーミング読み取りのワークロードのパフォーマンスを向上さ
せるメカニズムです。このメカニズムでは、入出力アクティビティーを検査して逐
次読み取りであることを識別し、余分の読み取りを前もって実行することで、アプ
リケーションがデータをリクエストする前にデータをキャッシュに入れることがで
きます。プリフェッチはARCへのアクセスを実行することによってARCよりも前に
発生します。プリフェッチARCアクティビティーを理解しようとするときは、この
ことに注意してください。次に例を示します。

キャッシュARCアクセス
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種別 説明

prefetched data missess プリフェッチによって逐次ワークロードであることが識別され、データに
対してARCアクセスを実行することによってデータを前もってARCに
キャッシュすることがリクエストされました。データはキャッシュに存在
しなかったため、これは「ミス」でデータはディスクから読み取られま
す。これは正常であり、プリフェッチによってディスクからARCにデータ
を取り込む方法を示しています。

prefeteched data hits プリフェッチによって逐次ワークロードであることが識別され、データに
対してARCアクセスを実行することによってデータを前もってARCに
キャッシュすることがリクエストされました。ところがデータはARCにす
でに存在していたため、アクセスは「ヒット」を返し、プリフェッチARC
アクセスは実際は不要でした。この現象は、キャッシュされたデータが逐
次的な方法で繰り返し読み込まれる場合に起こります。

データがプリフェッチされたあと、アプリケーションはそれ自身のARCアクセスに
よってデータをリクエストする場合があります。サイズが異なる場合があることに
注意が必要です。プリフェッチは 128Kバイトの入出力サイズで実行され、アプリ
ケーションは 8Kバイトの入出力サイズで読み取ることがあります。たとえば、次の
データは直接関係がないように見えます。

■ data hits: 368
■ prefetch data misses: 23

ただし、プリフェッチが 128Kバイトの入出力サイズでリクエストしていれば、これ
は 23 x 128 = 2944Kバイトです。また、アプリケーションが 8Kバイトの入出力サイズ
でリクエストしていれば、これも 368 x 8 = 2944Kバイトです。

追加の分析
ARCミスを調査するには、Cache: ARC sizeを使用して、ARCが増加して使用可能な
DRAMをどの程度使用しているかチェックします。

キャッシュ L2ARC IOのバイト数

Cache: L2ARC I/O bytes
L2ARCはレベル 2 Adaptive Replacement Cacheを意味し、低速なプールディスクを読
み取る前にアクセスされる SSDベースのキャッシュです。L2ARCは現在、ランダム
な読み取りワークロードのためのものです。この統計は、L2ARCキャッシュデバイ
スが存在する場合、キャッシュデバイスへの読み取りおよび書き込みバイト速度を
表示します。

キャッシュ L2ARC IOのバイト数
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チェックするタイミング
ウォームアップ中にチェックすると役立つことがあります。書き込みバイトは
L2ARCウォームアップの速度を示します。

内訳

内訳 説明

type of operation 読み取りまたは書き込み。読み取りバイトはキャッシュデバイス上での
ヒットです。書き込みバイトには、データを取り込むキャッシュデバイス
が表示されます。

追加の分析
Cache: L2ARC accessesも参照してください。

キャッシュ L2ARCアクセス

Cache: L2ARC accesses
L2ARCはレベル 2 Adaptive Replacement Cacheを意味し、低速なプールディスクを読
み取る前にアクセスされる SSDベースのキャッシュです。L2ARCは現在、ランダム
な読み取りワークロードのためのものです。この統計は、L2ARCキャッシュデバイ
スが存在する場合に L2ARCアクセスを示し、キャッシュの使用状況とパフォーマン
スを観察できます。

チェックするタイミング
パフォーマンスの問題の調査中、現在のワークロードが L2ARCにどのように
キャッシュされているかをチェックするとき。

内訳

内訳 説明

hit/miss L2ARCルックアップの結果。hit/missの状態は、下の表で説明します。

file name L2ARCからリクエストされたファイル名。この内訳を使用すると階層
モードを使用でき、ファイルシステムのディレクトリをナビゲートできま
す。

キャッシュ L2ARCアクセス
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内訳 説明

L2ARC eligibility これは L2ARCアクセスの時点で測定された、L2ARCキャッシュ適格性で
す。

project これは L2ARCにアクセスしているプロジェクトを示します。

share これは L2ARCにアクセスしているシェアを示します。

LUN これは L2ARCにアクセスしている LUNを示します。

オーバーヘッドで説明したように、ファイル名による内訳などを有効なままにする
と、もっとも高い負荷がかかります。

追加の分析
L2ARCミスを調査するには、詳細分析のCache: L2ARC sizeを使用して、L2ARCのサ
イズが十分に増加しているかチェックします。L2ARCは通常、小さいランダム読み
取りから取り込む場合、数百Gバイトのウォームアップに数日まではかからなくて
も、数時間かかります。速度はCache: L2ARC I/O bytesの書き込みを検査しても
チェックできます。また、詳細分析Cache: L2ARC errorsをチェックして、L2ARCの
ウォームアップを妨げているエラーがないか確認してください。

さらにCache: ARC accessesの L2ARC eligibilityを調べると、データが L2ARC
キャッシュに適格かどうかをまず確認できます。L2ARCはランダムな読み取り
ワークロードのためのものであるため、逐次あるいはストリーミング読み取りの
ワークロードを無視し、これらにワークロードを代わりにプールディスクから返す
ようにすることができます。

データ移動ディスク間で転送されたNDMPのバイト数

Data Movement: NDMP bytes transferred to/from disk
この統計は、ローカルプールディスクとの間で転送される、秒あたりの合計NDMP
バイト数を表示します。これはNDMPバックアップ用に読み取りまたは書き込みさ
れているデータ量を示します。NDMPが構成されてアクティブになっていない
と、この統計はゼロになります。

チェックするタイミング
NDMPバックアップのパフォーマンスを調査するとき。不明なディスク負荷の一部
はNDMPによって発生している可能性があり、この統計を確認してそのような
ディスク負荷を識別することもできます。

データ移動ディスク間で転送されたNDMPのバイト数
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内訳

内訳 説明

type of operation 読み取りまたは書き込み。

追加の分析
Data Movement: NDMP bytes transferred to/from tapeも参照してください。

データ移動テープ間で転送されたNDMPのバイト数

Data Movement: NDMP bytes transferred to/from
tape
この統計は、接続テープデバイスとの間で転送される、秒あたりの合計NDMPバイ
ト数を表示します。NDMPが構成されてアクティブになっていないと、この統計は
ゼロになります。

チェックするタイミング
NDMPバックアップのパフォーマンスを調査するとき。

内訳

内訳 説明

type of operation 読み取りまたは書き込み。

追加の分析
Data Movement: NDMP bytes transferred to/from diskも参照してください。

データ移動テープ間で転送されたNDMPのバイト数
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データ移動シャドウ移行のバイト数

Data Movement: Shadow migration bytes
この統計は、ファイルまたはディレクトリの内容の移行の一部として転送され
る、秒あたりの合計シャドウ移行バイト数を追跡します。これはメタデータには当
てはまりません (拡張属性、ACLなど)。これは転送されるデータの概算を示します
が、ソースデータセットに大量のメタデータがある場合、帯域幅が不釣り合いなほ
ど小さくなります。完全な帯域幅は、ネットワーク分析を表示することによって観
察できます。

チェックするタイミング
シャドウ移行アクティビティーを調査するとき。

内訳

内訳 説明

file name 移行されたファイル名。この内訳を使用すると階層モードを使用で
き、ファイルシステムのディレクトリをナビゲートできます。

project これは、シャドウ移行を含むプロジェクトを示します。

share これは、移行されるシェアを示します。

追加の分析
Data Movement: Shadow migration opsおよびData Movement: Shadow migration requests
も参照してください。

データ移動シャドウ移行操作

Data Movement: Shadow migration ops
この統計は、ソースファイルシステムに到達する必要があるシャドウ移行操作を追
跡します。

チェックするタイミング
シャドウ移行アクティビティーを調査するとき。

データ移動シャドウ移行のバイト数

Sun ZFS Storage 7000システム管理ガイド • 2012年 12月 E38994–01420



内訳

内訳 説明

file name 移行されたファイル名。この内訳を使用すると階層モードを使用で
き、ファイルシステムのディレクトリをナビゲートできます。

project これは、シャドウ移行を含むプロジェクトを示します。

share これは、移行されるシェアを示します。

latency シャドウ移行のソースからのリクエストの待ち時間を測定します。

追加の分析
Data Movement: Shadow migration bytesおよびData Movement: Shadow migration requests
も参照してください。

データ移動シャドウ移行リクエスト

Data Movement: Shadow migration requests
この統計は、キャッシュされておらず、ファイルシステムのローカルにあることが
わかっているファイルまたはディレクトリに対するシャドウ移行リクエストを追跡
します。これは移行が済んだものと移行が済んでいないものの両方のファイルおよ
びディレクトリを考慮に入れ、シャドウ移行の一部として発生する待ち時間を追跡
したり、バックグラウンド移行の進捗状況を追跡するために使用できます。現在は
同期と非同期の両方の (バックグラウンド)移行が含まれるため、クライアントに表
示される待ち時間だけを表示することはできません。

チェックするタイミング
シャドウ移行アクティビティーを調査するとき。

内訳

内訳 説明

file name 移行されたファイル名。この内訳を使用すると階層モードを使用で
き、ファイルシステムのディレクトリをナビゲートできます。

project これは、シャドウ移行を含むプロジェクトを示します。

データ移動シャドウ移行リクエスト

第 6章 • Analytics 421



内訳 説明

share これは、移行されるシェアを示します。

latency シャドウ移行の一部として発生した待ち時間を測定します。

追加の分析
Data Movement: Shadow migration opsおよびData Movement: Shadow migration bytesも
参照してください。

ディスクディスク

Disk: Disks
Disks統計はディスクのヒートマップを利用率ごとに分類して表示するために使用さ
れます。これはプールディスクの負荷が大きい時期を識別するためのもっとも良い
方法です。問題のあるディスクがその動作によって障害を引き起こしプールから自
動的に削除される前に、パフォーマンスが低下し始めているそのようなディスクを
識別することもできます。

チェックするタイミング
ディスクパフォーマンスを調査するとき。

内訳

内訳 説明

percent utilization 利用率をY軸とし、Y軸の各レベルをその利用率でのディスクの数によって
淡色 (なし)から濃色 (多数)に色分けしたヒートマップ。

解釈
利用率はディスク負荷の指標として、IOPSまたはスループットよりも優れていま
す。利用率はディスクがリクエストを実行するために動作している時間として測定
されます (後述の詳細を参照してください)。利用率が 100%のディスクはこれ以上の
リクエストを受け入れることができず、追加の入出力はキューで待機する場合があ
ります。この入出力待機時間によって待ち時間が増加し、全体のパフォーマンスが
低下します。

実際には、ディスクの利用率が一貫して 75%を超えると、ディスク負荷が大きいこ
とを示します。

ディスクディスク
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ヒートマップを使用すると、特定の症状、つまりパフォーマンスが正常でなく利用
率が 100%に到達している単一のディスク (不良ディスク)を簡単に識別できま
す。ディスクは障害が発生する前にこの症状を示すことがあります。ディスクに障
害が発生すると、ディスクはプールから自動的に除去され、対応する警告が出され
ます。この特定の問題は、障害が発生する前に発生し、入出力の待ち時間が増加し
てアプライアンス全体のパフォーマンスが低下しますが、ステータスは健全だと見
なされ、エラーステータスはまだ識別されていません。この状態は、ヒートマップ
上部の薄い線として表示され、単一のディスクの利用率がしばらく 100%を維持する
ように表示されます。

提案される解釈のサマリーは次のとおりです。

観察される現象 提案される解釈

大半のディスクが一貫して 75%を超える 使用可能なディスクリソースが枯渇している。

単一のディスクが数秒間 100%になる 障害が発生しそうな不良ディスクが存在する可能性がある。

追加の分析
ビジー状態のディスクが入出力に与える影響を理解するには、Disk: I/O operationsの
待ち時間別内訳を参照してください。IOPS、スループット、入出力サイズ、オフ
セットなどの入出力の性質について理解するには、Disk: I/O operationsおよびDisk:
I/O bytesを参照してください。

詳細
この統計は実際にはビジー率の指標です。アプライアンスはディスクを直接管理す
るため、この指標は利用率の合理的な概算としての役割を果たします。厳密に言え
ば、これはディスク利用率の直接的な指標ではなく、ディスクは 100%ビジー状態で
も追加のリクエストを受け入れ、リクエストをコマンドキューに挿入して再整理す
ることによって同時に処理したり、ディスク上のキャッシュから処理したりするこ
とができます。

ディスク IOのバイト数

Disk: I/O bytes
この統計は、ディスクへのバックエンドスループットを表示します。これはアプラ
イアンスがシェア設定に基づいて論理入出力を物理入出力に処理したあとで
あって、ソフトウェアRAIDがストレージによって構成されたあとです。

ディスク IOのバイト数
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たとえば、NFSv3を介した 8Kバイトの書き込みは、シェア設定からレコードサイズ
が適用されたあとに 128Kバイトの書き込みになり、ミラー化が適用されたあとに
ディスクへの 256Kバイトの書き込みになり、さらにファイルシステムメタデータ用
のバイトが追加されることがあります。ミラー化された同じ環境で、8Kバイトの
NFSv3読み取りはレコードサイズが適用されたあとに 128Kバイトのディスク読み取
りになりますが、ミラー化を行ってもデータの読み取りは片側からだけでよいた
め、数値が倍になることはありません。この動作を検査するには、たとえば次を表
示して、スループットをすべての層で同時に監視すると役立つ場合があります。

■ Network: device bytes -ネットワーク上のデータ速度 (論理)
■ Disk: ZFS logical I/O bytes -シェアへのデータ速度 (論理)
■ Disk: I/O bytes -ディスクへのデータ速度 (物理)

チェックするタイミング
ディスク利用率または待ち時間によって問題がすでに特定されたあとで、バックエ
ンドのディスク入出力の性質を理解するため。ディスク入出力のスループットだけ
から問題を特定することは困難です。単一のディスクが逐次入出力では 50MB/sで良
好に動作し、ランダム入出力では 5MB/sの低速で動作する場合もあります。

disk内訳と階層ビューを使用すると、JBODとディスク入出力スループットのバラン
スが取れているかどうかを調べることができます。キャッシュデバイスとログデバ
イスは、通常はプールディスクとは異なるスループットプロファイルを持つた
め、ディスク別のスループットを調べるとスループットがもっとも高いディスクと
して目立つことがよくあります。

内訳

内訳 説明

type of operation 読み取りまたは書き込み。

disk プールディスクまたはシステムディスク。この内訳によって、システム
ディスク入出力とプールディスク入出力、およびキャッシュデバイスへの
入出力とログデバイスへの入出力を識別できます。

追加の分析
ディスク利用率の最適な指標については、Disk: Disksの利用率別内訳を参照してくだ
さい。Disk: I/O operationsを使用すると、1秒あたりのバイト数ではなく 1秒あたり
の操作数を調べることもできます。

ディスク IOのバイト数
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ディスク IO操作

Disk: I/O operations
この統計は、ディスクへのバックエンド入出力 (ディスクの IOPS)を表示します。こ
れはアプライアンスがシェア設定に基づいて論理入出力を物理入出力に処理したあ
とであって、ソフトウェアRAIDがストレージによって構成されたあとです。

たとえば、8KバイトのNFSv3逐次書き込みが 16件あれば、データがARC DRAM
キャッシュにバッファーされたあと、しばらくしてから単一の 128Kバイト書き込み
になることがあり、その後RAIDにより複数回のディスク書き込みとなる、つまりミ
ラーの各片側に対して 2回の書き込みとなる場合もあります。この動作を検査する
には、たとえば次を表示して、入出力をすべての層で同時に監視すると役立つ場合
があります。

■ Protocol: NFSv3 operations - NFSv3書き込み (論理)
■ Disk: ZFS logical I/O operations -シェアの入出力 (論理)
■ Disk: I/O operations -ディスクへの入出力 (物理)

この統計にはディスク入出力の待ち時間別の内訳があります。これは同期入出力の
パフォーマンスの直接的な指標であり、バックエンドディスク負荷の大きさの指標
としても役立ちます。待ち時間を考慮せずにディスク IOPSだけから問題を特定する
ことは困難です。単一のディスクが、ほとんどがディスクのオンボードDRAM
キャッシュにヒットする小さい逐次入出力では 400 IOPSで良好に動作し、ヘッド
シークとディスク回転の待ち時間を伴うランダム入出力では 110 IOPSの低速で動作
する場合もあります。

チェックするタイミング
ディスクパフォーマンスを調査するときで、次を使用します。

■ Disk: I/O operations broken down by latency

これはヒートマップとして表示されるため、入出力待ち時間のパターンが観察で
き、外れ値除去ボタンをクリックして詳しく表示することで、外れ値を容易に識別
できます。ディスク入出力待ち時間は多くの場合、同期読み取り (プリフェッチでな
い)および同期書き込みなどの伝送される論理入出力のパフォーマンスに関係しま
す。しばらくしてからディスクにフラッシュされる非同期書き込みや、プリ
フェッチの読み取りなどのように、待ち時間が論理入出力のパフォーマンスに直接
関係しない状況もあります。

ディスクの入出力待ち時間または利用率によって問題がすでに特定されたあと
で、ディスク入出力数 (IOPS)を示すほかの内訳を使用して、ディスク入出力の性質
を調査できます。検討できる有用なディスクごとの IOPS制限は存在しないため、制
限は IOPSのタイプ (ランダムか逐次か)および入出力サイズ (大きいか小さいか)に依
存します。これらの属性はどちらも、次の内訳を使用して観察できます。

ディスク IO操作
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■ Disk: I/O operations broken down by offset
■ Disk: I/O operations broken down by size

disk内訳と階層ビューを使用すると、JBODとディスク IOPSのバランスが取れてい
るかどうかを調べることもできます。キャッシュデバイスとログデバイスは、通常
はプールディスクとは異なる入出力プロファイルを持つため、ディスク別の入出力
を調べると IOPSがもっとも高いディスクとして目立つことがよくあります。

内訳

内訳 説明

type of operation 読み取りまたは書き込み。

disk プールディスクまたはシステムディスク。これは、システムディスク入出
力とプールディスク入出力、およびキャッシュデバイスとログデバイスに
対する入出力を識別するために役立ちます。

size 入出力サイズの分布を示すヒートマップ。

latency ディスク入出力の待ち時間を示すヒートマップ。入出力がディスクにリク
エストされた時点からディスクが完了を返すまでの時間が測定されます。

offset ディスク入出力のディスク位置オフセットを示すヒートマップ。これはラ
ンダムまたは逐次のディスク IOPSを識別するために使用できます (ヒート
マップを垂直にズームして詳細を表示する方法が最適)。

追加の分析
ディスク利用率の最適な指標については、Disk: Disksの利用率別内訳を参照してくだ
さい。Disk: I/O bytesを使用すると、秒あたりの操作数ではなく秒あたりのバイト数
を調べることもできます。

ネットワークデバイスのバイト数

Network: Device bytes
この統計は、ネットワークデバイスのアクティビティーを秒あたりのバイト数で測
定します。ネットワークデバイスは物理的なネットワークポート
で、「Network」の「Device」列に表示されます。この統計によって測定されるバイ
ト数には、すべてのネットワークペイロードヘッダー
(Ethernet、IP、TCP、NFS、SMBなど)が含まれます。

ネットワークデバイスのバイト数
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チェックするタイミング
ネットワークバイト数はアプライアンス負荷のおよその指標として使用できま
す。また、ネットワークデバイスがボトルネックになっている場合にパフォーマン
スの問題を調査するとき、特に 1Gbpsのインタフェースについて調査するとき
は、常にこれをチェックするようにしてください。速度に基づくネットワークデバ
イスの最大実効スループット (着信または発信)は、次のとおりです。

■ 1Gbpsの Ethernet:デバイスのバイト数が 120MB/s以下
■ 10Gbpsの Ethernet:デバイスのバイト数が 1.16GB/s以下

ネットワークデバイスがこれらよりも高い速度を示す場合、direction内訳を使用し
てインバウンドおよびアウトバウンドのコンポーネントを調べます。

内訳

内訳 説明

direction アプライアンスに対して内向きか外向きかを示します。たとえば、アプラ
イアンスに対するNFS読み取りは、外向き (アウトバウンド)のネット
ワークバイトとして示されます。

device ネットワークデバイス (「Network」の「Devices」を参照)。

追加の分析
デバイスレベルでなくインタフェースレベルでのネットワークスループットについ
ては、Network: Interface bytesも参照してください。

ネットワークインタフェースのバイト数

Network: Interface bytes
この統計は、ネットワークインタフェースのアクティビティーを秒あたりのバイト
数で測定します。ネットワークインタフェースは論理ネットワークインタフェース
であり、「Network」の「Interface」列に表示されます。この統計によって測定され
るバイト数には、すべてのネットワークペイロードヘッダー
(Ethernet、IP、TCP、NFS、SMBなど)が含まれます。

例
同様の内訳を持つ同様の統計の例については、Network: Device bytesを参照してくだ
さい。

ネットワークインタフェースのバイト数
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チェックするタイミング
ネットワークバイト数はアプライアンス負荷のおよその指標として使用できま
す。この統計は、さまざまなインタフェースでのネットワークの速度を表示するた
めに使用できます。インタフェースを構成しているネットワークデバイスを調べる
場合、特に LACPアグリゲーションにバランスの問題があるかどうかを識別するに
は、Network Device bytes統計を使用してください。

内訳

内訳 説明

direction アプライアンスに対して内向きか外向きかを示します。たとえば、アプラ
イアンスに対するNFS読み取りは、外向き (アウトバウンド)のネット
ワークバイトとして示されます。

interface ネットワークインタフェース (「Network」の「Interfaces」を参照)。

追加の分析
インタフェースレベルでなくデバイスレベルでのネットワークスループットについ
ては、Network: Device bytesも参照してください。

プロトコル SMB操作

Protocol: SMB operations
この統計は、クライアントからアプライアンスにリクエストされる、秒あたりの
SMB操作数 (SMB IOPS)を表示します。SMB入出力のクライアント、ファイル名、お
よび待ち時間を示す、さまざまな有用な内訳が使用できます。

例
同様の内訳を持つ同様の統計の例については、Protocol: NFSv3 operationsを参照して
ください。

チェックするタイミング
秒あたりの SMB操作数は SMB負荷のインジケーションとして使用で
き、ダッシュボードに表示できます。

SMBのパフォーマンスの問題を調査するとき、特に問題の大きさを定量化するに
は、latency内訳を使用してください。これは、アプライアンスに起因する入出力待
ち時間のコンポーネントを測定してヒートマップとして表示するため、全体の待ち

プロトコル SMB操作
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時間パターンを外れ値とともに確認できます。SMB待ち時間が大きい場合は、待ち
時間をドリルダウンして、待ち時間が大きい操作タイプとファイル名を識別
し、CPU負荷とディスク負荷の両方についてほかの統計を確認して、アプライアン
スの応答が遅い原因を調査します。待ち時間が小さい場合は、アプライアンスは高
速に動作しており、クライアントにパフォーマンスの問題が発生する原因
は、ネットワークインフラストラクチャーやクライアント自体のCPU負荷と
いった、環境内のほかの要因である可能性が高くなります。

パフォーマンスを向上させる最善の方法は不要な作業を除去することで、これは
client内訳と filename内訳、およびファイル名の階層ビューを使用すると識別できま
す。これらの内訳は、短い期間だけ有効化することをお勧めします。by-filename内
訳は、記憶および実行のオーバーヘッドという観点でもっとも負荷が大きいものの 1
つで、処理量の多い本稼働サーバー上で常時有効にしておくことは適切でない場合
があります。

内訳

内訳 説明

type of operation SMB操作タイプ (読み取り/書き込み/readX/writeX/...)

client SMBクライアントのリモートのホスト名または IPアドレス。

filename SMB入出力のファイル名で、アプライアンスから認識されキャッシュされ
ている場合に限られます。ファイル名が不明の場合、「<unknown>」と報
告されます。

share この SMB入出力のシェア。

project この SMB入出力のプロジェクト。

latency SMB入出力の待ち時間を示すヒートマップで、SMBリクエストがネット
ワークからアプライアンスに到達したときから応答が送信されたときまで
が測定されます。この待ち時間には、SMBリクエストを処理する時間と
ディスク入出力を実行する時間が含まれます。

size SMB入出力サイズの分布を示すヒートマップ。

offset SMB入出力のファイルオフセットを示すヒートマップ。これはランダムま
たは逐次的な SMB IOPSを識別するために使用できます。ファイルシステム
とRAIDの構成を適用したあと、ディスク入出力操作数の統計を使用し
て、ランダムな SMB IOPSがランダムなディスク IOPSにマップされるかど
うかを確認します。

これらの内訳を組み合わせて強力な統計情報を生成できます。例:

■ 「Protocol: SMB operations per second of type read broken down by latency」(待ち時間
を読み取り限定で検査する)
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■ 「Protocol: SMB operations per second for file '/export/fs4/10ga' broken down by
offset」(特定ファイルのファイルアクセスパターンを検査する)

■ 「Protocol: SMB operations per second for client 'phobos.sf.fishpong.com' broken down by
file name」(特定のクライアントがアクセスしているファイルを表示する)

追加の分析
SMBアクティビティーによって発生するネットワークスループットを測定するには
Network: Device bytesを、SMB読み取りワークロードがキャッシュからどのように返
されるかを表示するにはCache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエ
ンドディスク入出力についてはDisk: I/O operationsを参照してください。

プロトコルファイバチャネルのバイト数

Protocol: Fibre Channel bytes
この統計は、イニシエータからアプライアンスにリクエストされるファイバチャネ
ルの秒あたりバイト数を表示します。

例
同様の内訳を持つ同様の統計の例については、Protocol: iSCSI bytesを参照してくださ
い。

チェックするタイミング
ファイバチャネルの秒あたりのバイト数は、スループットの観点で FC負荷のインジ
ケーションとして使用できます。FCアクティビティーの詳細な分析について
は、Protocol: Fibre Channel operationsを参照してください。

内訳

内訳 説明

initiator ファイバチャネルのクライアントイニシエータ

target ローカルの SCSIターゲット

project この FCリクエストのプロジェクト。

lun この FCリクエストの LUN。

用語の定義については SANページを参照してください。
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追加の分析
FC操作のほかのさまざまな内訳については、Protocol: Fibre Channel operationsを参照
してください。FC読み取りワークロードがキャッシュからどのように返されるかを
表示するにはCache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエンドディス
ク入出力についてはDisk: I/O operationsを参照してください。

プロトコルファイバチャネル操作

Protocol: Fibre Channel operations
この統計は、イニシエータからアプライアンスにリクエストされる、秒あたりの
ファイバチャネル操作数 (FC IOPS)を表示します。FC入出力のイニシ
エータ、ターゲット、タイプ、および待ち時間を示す、さまざまな有用な内訳が使
用できます。

例
同様な統計の同様な内訳の例については、Protocol: iSCSI operationsを参照してくださ
い。

チェックするタイミング
秒あたりのファイバチャネル操作数は、FC負荷のインジケーションとして使用で
き、またダッシュボードに表示できます。

FCのパフォーマンスの問題を調査するとき、特に問題の大きさを定量化するに
は、latency内訳を使用してください。これは、アプライアンスに起因する入出力待
ち時間のコンポーネントを測定してヒートマップとして表示するため、全体の待ち
時間パターンを外れ値とともに確認できます。FC待ち時間が大きい場合は、待ち時
間をドリルダウンして、待ち時間が大きいクライアントイニシエータ、操作タイ
プ、および LUNを識別し、CPU負荷とディスク負荷の両方についてほかの統計を確
認して、アプライアンスの応答が遅い原因を調査します。待ち時間が小さい場合
は、アプライアンスは高速に動作しており、クライアントイニシエータにパ
フォーマンスの問題が発生する原因は、ネットワークインフラストラクチャーやク
ライアント自体のCPU負荷といった、環境内のほかの要因である可能性が高くなり
ます。

パフォーマンスを向上させる最善の方法は不要な作業を除去することで、これは
initiator、lun、および command内訳を使用すると識別できます。
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内訳

内訳 説明

initiator ファイバチャネルのクライアントイニシエータ

target ローカルの SCSIターゲット

project この FCリクエストのプロジェクト。

lun この FCリクエストの LUN。

type of operation FCの操作タイプ。これは SCSIコマンドが FCプロトコルによって移送され
る方法を示し、入出力の性質を理解する手がかりになります。

command FCプロトコルによって送信される SCSIコマンド。リクエストされた入出力
の実際の性質を示すことができます (read/write/sync-cache/...)。

latency FC入出力の待ち時間を示すヒートマップで、FCリクエストがネットワーク
からアプライアンスに到達したときから応答が送信されたときまでが測定
されます。この待ち時間には、FCリクエストを処理する時間とディスク入
出力を実行する時間が含まれます。

offset FC入出力のファイルオフセットを示すヒートマップ。これはランダムまた
は逐次的な FC IOPSを識別するために使用できます。LUNとRAIDの構成を
適用したあと、ディスク入出力操作数の統計を使用して、ランダムな FC
IOPSがランダムなディスク IOPSにマップされるかどうかを確認します。

size FC入出力サイズの分布を示すヒートマップ。

これらの内訳を組み合わせて強力な統計情報を生成できます。例:

■ 「Protocol: Fibre Channel operations per second of command read broken down by
latency」(SCSIの待ち時間を読み取り限定で検査する)

追加の分析
FC入出力のスループットについては、Protocol: Fibre Channel bytesを参照してくださ
い。FC読み取りワークロードがキャッシュからどのように返されるかを表示するに
はCache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエンドディスク入出力に
ついては、Disk: I/O operationsを参照してください。
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プロトコル FTPのバイト数

Protocol: FTP bytes
この統計は、クライアントからアプライアンスにリクエストされる FTPの秒あたり
バイト数を表示します。FTPリクエストのクライアント、ユーザー、およびファイ
ル名を示す、さまざまな有用な内訳が使用できます。

例
FTP

チェックするタイミング
秒あたりの FTPバイト数は FTP負荷のインジケーションとして使用で
き、ダッシュボードに表示できます。

パフォーマンスを向上させる最善の方法は不要な作業を除去することで、これは
client、user、および filename内訳とファイル名の階層ビューを使用すると識別できま
す。これらの内訳は、短い期間だけ有効化することをお勧めします。by-filename内
訳は、記憶および実行のオーバーヘッドの観点ではもっとも負荷が大きいものの 1
つで、FTPアクティビティー量の多いアプライアンス上で常時有効にしておくこと
は適切でない場合があります。

内訳

内訳 説明

type of operation FTP操作タイプ (get/put/...)

user クライアントのユーザー名

filename FTP操作のファイル名で、アプライアンスから認識されキャッシュされて
いる場合に限られます。ファイル名が不明の場合、「<unknown>」と報告
されます。

share この FTPリクエストのシェア。

project この FTPリクエストのプロジェクト。

client FTPクライアントのリモートのホスト名または IPアドレス。

これらの内訳を組み合わせて強力な統計情報を生成できます。例:

■ 「Protocol: FTP bytes per second for client 'phobos.sf.fishpong.com' broken down by file
name」(特定のクライアントがアクセスしているファイルを表示する)
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追加の分析
FTP読み取りワークロードがキャッシュからどのように返されるかを表示するには
Cache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエンドディスク入出力につ
いてはDisk: I/O operationsを参照してください。

プロトコルHTTPWebDAVリクエスト

Protocol: HTTP/WebDAV requests
この統計は、HTTPクライアントによってリクエストされる、秒あたりの
HTTP/WebDAVリクエストを表示します。HTTPリクエストのクライアント、ファイ
ル名、および待ち時間を示す、さまざまな有用な内訳が使用できます。

チェックするタイミング
秒あたりのHTTP/WebDAVリクエストはHTTP負荷のインジケーションとして使用
でき、またダッシュボードに表示できます。

HTTPのパフォーマンスの問題を調査するとき、特に問題の大きさを定量化するに
は、latency内訳を使用してください。これは、アプライアンスに起因する待ち時間
のコンポーネントを測定してヒートマップとして表示するため、全体の待ち時間パ
ターンを外れ値とともに確認できます。HTTP待ち時間が大きい場合は、待ち時間を
ドリルダウンして、待ち時間が大きいHTTPリクエストのファイル、サイズ、およ
び応答コードを識別し、CPU負荷とディスク負荷の両方についてほかの統計を確認
して、アプライアンスの応答が遅い原因を調査します。待ち時間が小さい場合
は、アプライアンスは高速に動作しており、クライアントイニシエータにパ
フォーマンスの問題が発生する原因は、ネットワークインフラストラクチャーやク
ライアント自体のCPU負荷といった、環境内のほかの要因である可能性が高くなり
ます。

パフォーマンスを向上させる最善の方法は不要な作業を除去することで、これは
client、response code、およびリクエストされた filename内訳を使用すると識別できま
す。

内訳

内訳 説明

type of operation HTTPリクエストのタイプ (get/post)

response code HTTP応答 (200/404/...)
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内訳 説明

client クライアントのホスト名または IPアドレス

filename HTTPによってリクエストされたファイル
名

latency HTTPリクエストの待ち時間を示すヒート
マップで、HTTPリクエストがネット
ワークからアプライアンスに到達したとき
から応答が送信されたときまでが測定され
ます。この待ち時間には、HTTPリクエス
トを処理する時間とディスク入出力を実行
する時間が含まれます。

size HTTPリクエストサイズの分布を示す
ヒートマップ。

これらの内訳を組み合わせて強力な統計情報を生成できます。例:

■ 「Protocol: HTTP/WebDAV operations per second of type get broken down by
latency」(HTTP GETのみの待ち時間を検査する)

■ 「Protocol: HTTP/WebDAV requests per second for response code '404' broken down by
file name」(リクエストされた存在しないファイルを確認する)

■ 「Protocol: HTTP/WebDAV requests per second for client 'deimos.sf.fishpong.com'
broken down by file name」(特定クライアントによってリクエストされたファイル
を検査する)

追加の分析
HTTPアクティビティーによって発生するネットワークスループットを測定するに
は、Network: Device bytesを参照してください。HTTP読み取りワークロードが
キャッシュからどのように返されるかを表示するにはCache: ARC accessesの hit/miss
の内訳を、発生するバックエンドディスク入出力についてはDisk: I/O operationsを参
照してください。

プロトコル iSCSIのバイト数

Protocol: iSCSI bytes
この統計は、イニシエータからアプライアンスにリクエストされる iSCSIの秒あたり
バイト数を表示します。

プロトコル iSCSIのバイト数

第 6章 • Analytics 435



チェックするタイミング
秒あたりの iSCSIバイト数は、スループットの観点で iSCSI負荷のインジケーション
として使用できます。iSCSIアクティビティーの詳細な分析については、Protocol:
iSCSI operationsを参照してください。

内訳

内訳 説明

initiator iSCSIクライアントイニシエータ

target ローカルの SCSIターゲット

project この iSCSIリクエストのプロジェクト。

lun この iSCSIリクエストの LUN。

client リモート iSCSIクライアントのホスト名または IPアドレス

用語の定義については SANページを参照してください。

追加の分析
iSCSI操作のほかのさまざまな内訳については、Protocol: iSCSI operationsを参照して
ください。iSCSI読み取りワークロードがキャッシュからどのように返されるかを表
示するにはCache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエンドディスク
入出力についてはDisk: I/O operationsを参照してください。

プロトコル iSCSI操作

Protocol: iSCSI operations
この統計は、イニシエータからアプライアンスにリクエストされる、秒あたりの
iSCSI操作数 (iSCSI IOPS)を表示します。iSCSI入出力のイニシ
エータ、ターゲット、タイプ、および待ち時間を示す、さまざまな有用な内訳が使
用できます。

チェックするタイミング
秒あたりの iSCSI操作数は iSCSI負荷のインジケーションとして使用でき、また
ダッシュボードに表示できます。

プロトコル iSCSI操作
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iSCSIのパフォーマンスの問題を調査するとき、特に問題の大きさを定量化するに
は、latency内訳を使用してください。これは、アプライアンスに起因する入出力待
ち時間のコンポーネントを測定してヒートマップとして表示するため、全体の待ち
時間パターンを外れ値とともに確認できます。iSCSI待ち時間が大きい場合は、待ち
時間をドリルダウンして、待ち時間が大きいクライアントイニシエータ、操作タイ
プ、および LUNを識別し、CPU負荷とディスク負荷の両方についてほかの統計を確
認して、アプライアンスの応答が遅い原因を調査します。待ち時間が小さい場合
は、アプライアンスは高速に動作しており、クライアントイニシエータにパ
フォーマンスの問題が発生する原因は、ネットワークインフラストラクチャーやク
ライアント自体のCPU負荷といった、環境内のほかの要因である可能性が高くなり
ます。

パフォーマンスを向上させる最善の方法は不要な作業を除去することで、これは
initiator、lun、および command内訳を使用すると識別できます。

内訳

内訳 説明

initiator iSCSIクライアントイニシエータ

target ローカルの SCSIターゲット

project この iSCSIリクエストのプロジェクト。

lun この iSCSIリクエストの LUN。

type of operation iSCSIの操作タイプ。これは SCSIコマンドが iSCSIプロトコルによって移送
される方法を示し、入出力の性質を理解する手がかりになります。

command iSCSIプロトコルによって送信される SCSIコマンド。リクエストされた入出
力の実際の性質を示すことができます (read/write/sync-cache/...)。

latency iSCSI入出力の待ち時間を示すヒートマップで、iSCSIリクエストがネット
ワークからアプライアンスに到達したときから応答が送信されたときまで
が測定されます。この待ち時間には、iSCSIリクエストを処理する時間と
ディスク入出力を実行する時間が含まれます。

offset iSCSI入出力のファイルオフセットを示すヒートマップ。これはランダムま
たは逐次的な iSCSI IOPSを識別するために使用できます。LUNとRAIDの構
成を適用したあと、ディスク入出力操作数の統計を使用して、ランダムな
iSCSI IOPSがランダムなディスク IOPSにマップされるかどうかを確認しま
す。

size iSCSI入出力サイズの分布を示すヒートマップ。

これらの内訳を組み合わせて強力な統計情報を生成できます。例:
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■ 「Protocol: iSCSI operations per second of command read broken down by latency」(SCSI
の待ち時間を読み取り限定で検査する)

追加の分析
この iSCSI入出力のスループットについては、Protocol: iSCSI bytesを参照してくださ
い。また、iSCSI読み取りワークロードがキャッシュからどのように返されるかを表
示するにはCache: ARC accessesの hit/missの内訳、発生するバックエンドディスク入
出力についてはDisk: I/O operationsを参照してください。

プロトコルNFSv2操作

Protocol: NFSv2 operations
この統計は、クライアントからアプライアンスにリクエストされる、秒あたりの
NFSv2操作数 (NFS IOPS)を表示します。NFS入出力のクライアント、ファイル
名、および待ち時間を示す、さまざまな有用な内訳が使用できます。

例
同様の内訳を持つ同様の統計の例については、Protocol: NFSv3 operationsを参照して
ください。

チェックするタイミング
秒あたりのNFS操作数はNFS負荷のインジケーションとして使用で
き、ダッシュボードに表示できます。

NFSのパフォーマンスの問題を調査するとき、特に問題の大きさを定量化するに
は、latency内訳を使用してください。これは、アプライアンスに起因する入出力待
ち時間のコンポーネントを測定してヒートマップとして表示するため、全体の待ち
時間パターンを外れ値とともに確認できます。NFS待ち時間が大きい場合は、待ち
時間をドリルダウンして、待ち時間が大きい操作タイプとファイル名を識別
し、CPU負荷とディスク負荷の両方についてほかの統計を確認して、アプライアン
スの応答が遅い原因を調査します。待ち時間が小さい場合は、アプライアンスは高
速に動作しており、クライアントにパフォーマンスの問題が発生する原因
は、ネットワークインフラストラクチャーやクライアント自体のCPU負荷と
いった、環境内のほかの要因である可能性が高くなります。

パフォーマンスを向上させる最善の方法は不要な作業を除去することで、これは
client内訳と filename内訳、およびファイル名の階層ビューを使用すると識別できま
す。これらの内訳は、短い期間だけ有効化することをお勧めします。by-filename内
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訳は、記憶および実行のオーバーヘッドという観点でもっとも負荷が大きいものの 1
つで、処理量の多い本稼働サーバー上で常時有効にしておくことは適切でない場合
があります。

内訳

内訳 説明

type of operation NFS操作タイプ (read/write/getattr/setattr/lookup/...)

client NFSクライアントのリモートのホスト名または IPアドレス。

filename NFS入出力のファイル名で、アプライアンスから認識されキャッシュされ
ている場合に限られます。ファイル名が不明な状況もあります。たとえ
ば、クラスタのフェイルオーバー後に、クライアントがNFSファイルハン
ドルによる操作を続行し、ファイル名を識別するためにオープンを実行し
ない場合などです。これらの状況では、ファイル名は「<unknown>」と報
告されます。

share このNFS入出力のシェア。

project このNFS入出力のプロジェクト。

latency NFS入出力の待ち時間を示すヒートマップで、NFSリクエストがネット
ワークからアプライアンスに到達したときから応答が送信されたときまで
が測定されます。この待ち時間には、NFSリクエストを処理する時間と
ディスク入出力を実行する時間が含まれます。

size NFS入出力サイズの分布を示すヒートマップ。

offset NFS入出力のファイルオフセットを示すヒートマップ。これはランダムま
たは逐次的なNFS IOPSを識別するために使用できます。ファイルシステム
とRAIDの構成を適用したあと、ディスク入出力操作数の統計を使用し
て、ランダムなNFS IOPSがランダムなディスク IOPSにマップされるかどう
かを確認します。

これらの内訳を組み合わせて強力な統計情報を生成できます。例:

■ 「Protocol: NFSv2 operations per second of type read broken down by latency」(待ち時
間を読み取り限定で検査する)

■ 「Protocol: NFSv2 operations per second for file '/export/fs4/10ga' broken down by
offset」(特定ファイルのファイルアクセスパターンを検査する)

■ 「Protocol: NFSv2 operations per second for client 'phobos.sf.fishpong.com' broken down
by file name」(特定のクライアントがアクセスしているファイルを表示する)
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追加の分析
NFSアクティビティーによって発生するネットワークスループットを測定するには
Network: Device bytesを、NFS読み取りワークロードがキャッシュからどのように返
されるかを表示するにはCache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエ
ンドディスク入出力についてはDisk: I/O operationsを参照してください。

プロトコルNFSv3操作

Protocol: NFSv3 operations
この統計は、クライアントからアプライアンスにリクエストされる、秒あたりの
NFSv3操作数 (NFS IOPS)を表示します。NFS入出力のクライアント、ファイル
名、および待ち時間を示す、さまざまな有用な内訳が使用できます。

チェックするタイミング
秒あたりのNFS操作数はNFS負荷のインジケーションとして使用で
き、ダッシュボードに表示できます。

NFSのパフォーマンスの問題を調査するとき、特に問題の大きさを定量化するに
は、latency内訳を使用してください。これは、アプライアンスに起因する入出力待
ち時間のコンポーネントを測定してヒートマップとして表示するため、全体の待ち
時間パターンを外れ値とともに確認できます。NFS待ち時間が大きい場合は、待ち
時間をドリルダウンして、待ち時間が大きい操作タイプとファイル名を識別
し、CPU負荷とディスク負荷の両方についてほかの統計を確認して、アプライアン
スの応答が遅い原因を調査します。待ち時間が小さい場合は、アプライアンスは高
速に動作しており、クライアントにパフォーマンスの問題が発生する原因
は、ネットワークインフラストラクチャーやクライアント自体のCPU負荷と
いった、環境内のほかの要因である可能性が高くなります。

パフォーマンスを向上させる最善の方法は不要な作業を除去することで、これは
client内訳と filename内訳、およびファイル名の階層ビューを使用すると識別できま
す。これらの内訳は、短い期間だけ有効化することをお勧めします。by-filename内
訳は、記憶および実行のオーバーヘッドという観点でもっとも負荷が大きいものの 1
つで、処理量の多い本稼働サーバー上で常時有効にしておくことは適切でない場合
があります。
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内訳

内訳 説明

type of operation NFS操作タイプ (read/write/getattr/setattr/lookup/...)

client NFSクライアントのリモートのホスト名または IPアドレス。

filename NFS入出力のファイル名で、アプライアンスから認識されキャッシュされ
ている場合に限られます。ファイル名が不明な状況もあります。たとえ
ば、クラスタのフェイルオーバー後に、クライアントがNFSファイルハン
ドルによる操作を続行し、ファイル名を識別するためにオープンを実行し
ない場合などです。これらの状況では、ファイル名は「<unknown>」と報
告されます。

share このNFS入出力のシェア。

project このNFS入出力のプロジェクト。

latency NFS入出力の待ち時間を示すヒートマップで、NFSリクエストがネット
ワークからアプライアンスに到達したときから応答が送信されたときまで
が測定されます。この待ち時間には、NFSリクエストを処理する時間と
ディスク入出力を実行する時間が含まれます。

size NFS入出力サイズの分布を示すヒートマップ。

offset NFS入出力のファイルオフセットを示すヒートマップ。これはランダムま
たは逐次的なNFS IOPSを識別するために使用できます。ファイルシステム
とRAIDの構成を適用したあと、ディスク入出力操作数の統計を使用し
て、ランダムなNFS IOPSがランダムなディスク IOPSにマップされるかどう
かを確認します。

これらの内訳を組み合わせて強力な統計情報を生成できます。例:

■ 「Protocol: NFSv3 operations per second of type read broken down by latency」(待ち時
間を読み取り限定で検査する)

■ 「Protocol: NFSv3 operations per second for file '/export/fs4/10ga' broken down by
offset」(特定ファイルのファイルアクセスパターンを検査する)

■ 「Protocol: NFSv3 operations per second for client 'phobos.sf.fishpong.com' broken down
by file name」(特定のクライアントがアクセスしているファイルを表示する)

追加の分析
NFSアクティビティーによって発生するネットワークスループットを測定するには
Network: Device bytesを、NFS読み取りワークロードがキャッシュからどのように返
されるかを表示するにはCache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエ
ンドディスク入出力についてはDisk: I/O operationsを参照してください。
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プロトコルNFSv4操作

Protocol: NFSv4 operations
この統計は、クライアントからアプライアンスにリクエストされる、秒あたりの
NFSv4操作数 (NFS IOPS)を表示します。NFS入出力のクライアント、ファイル
名、および待ち時間を示す、さまざまな有用な内訳が使用できます。

例
同様の内訳を持つ同様の統計の例については、Protocol: NFSv3 operationsを参照して
ください。

チェックするタイミング
秒あたりのNFS操作数はNFS負荷のインジケーションとして使用で
き、ダッシュボードに表示できます。

NFSのパフォーマンスの問題を調査するとき、特に問題の大きさを定量化するに
は、latency内訳を使用してください。これは、アプライアンスに起因する入出力待
ち時間のコンポーネントを測定してヒートマップとして表示するため、全体の待ち
時間パターンを外れ値とともに確認できます。NFS待ち時間が大きい場合は、待ち
時間をドリルダウンして、待ち時間が大きい操作タイプとファイル名を識別
し、CPU負荷とディスク負荷の両方についてほかの統計を確認して、アプライアン
スの応答が遅い原因を調査します。待ち時間が小さい場合は、アプライアンスは高
速に動作しており、クライアントにパフォーマンスの問題が発生する原因
は、ネットワークインフラストラクチャーやクライアント自体のCPU負荷と
いった、環境内のほかの要因である可能性が高くなります。

パフォーマンスを向上させる最善の方法は不要な作業を除去することで、これは
client内訳と filename内訳、およびファイル名の階層ビューを使用すると識別できま
す。これらの内訳は、短い期間だけ有効化することをお勧めします。by-filename内
訳は、記憶および実行のオーバーヘッドという観点でもっとも負荷が大きいものの 1
つで、処理量の多い本稼働サーバー上で常時有効にしておくことは適切でない場合
があります。

内訳

内訳 説明

type of operation NFS操作タイプ (read/write/getattr/setattr/lookup/...)

client NFSクライアントのリモートのホスト名または IPアドレス。

プロトコルNFSv4操作
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内訳 説明

filename NFS入出力のファイル名で、アプライアンスから認識されキャッシュされ
ている場合に限られます。ファイル名が不明な状況もあります。たとえ
ば、クラスタのフェイルオーバー後に、クライアントがNFSファイルハン
ドルによる操作を続行し、ファイル名を識別するためにオープンを実行し
ない場合などです。これらの状況では、ファイル名は「<unknown>」と報
告されます。

share このNFS入出力のシェア。

project このNFS入出力のプロジェクト。

latency NFS入出力の待ち時間を示すヒートマップで、NFSリクエストがネット
ワークからアプライアンスに到達したときから応答が送信されたときまで
が測定されます。この待ち時間には、NFSリクエストを処理する時間と
ディスク入出力を実行する時間が含まれます。

size NFS入出力サイズの分布を示すヒートマップ。

offset NFS入出力のファイルオフセットを示すヒートマップ。これはランダムま
たは逐次的なNFS IOPSを識別するために使用できます。ファイルシステ
ムとRAIDの構成を適用したあと、ディスク入出力操作数の統計を使用し
て、ランダムなNFS IOPSがランダムなディスク IOPSにマップされるかど
うかを確認します。

これらの内訳を組み合わせて強力な統計情報を生成できます。例:

■ 「Protocol: NFSv4 operations per second of type read broken down by latency」(待ち時
間を読み取り限定で検査する)

■ 「Protocol: NFSv4 operations per second for file '/export/fs4/10ga' broken down by
offset」(特定ファイルのファイルアクセスパターンを検査する)

■ 「Protocol: NFSv4 operations per second for client 'phobos.sf.fishpong.com' broken down
by file name」(特定のクライアントがアクセスしているファイルを表示する)

追加の分析
NFSアクティビティーによって発生するネットワークスループットを測定するには
Network: Device bytesを、NFS読み取りワークロードがキャッシュからどのように返
されるかを表示するにはCache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエ
ンドディスク入出力についてはDisk: I/O operationsを参照してください。
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プロトコル SFTPのバイト数

Protocol: SFTP bytes
この統計は、クライアントからアプライアンスにリクエストされる SFTPの秒あたり
バイト数を表示します。SFTPリクエストのクライアント、ユーザー、およびファイ
ル名を示す、さまざまな有用な内訳が使用できます。

例
同様の内訳を持つ同様の統計の例については、Protocol: FTP bytesを参照してくださ
い。

チェックするタイミング
秒あたりの SFTPバイト数は SFTP負荷のインジケーションとして使用で
き、ダッシュボードに表示できます。

パフォーマンスを向上させる最善の方法は不要な作業を除去することで、これは
client、user、および filename内訳とファイル名の階層ビューを使用すると識別できま
す。これらの内訳は、短い期間だけ有効化することをお勧めします。by-filename内
訳は、記憶および実行のオーバーヘッドの観点ではもっとも負荷が大きいものの 1
つで、SFTPアクティビティー量の多いアプライアンス上で常時有効にしておくこと
は適切でない場合があります。

内訳

内訳 説明

type of operation SFTP操作タイプ (get/put/...)

user クライアントのユーザー名

filename SFTP操作のファイル名で、アプライアンスから認識されキャッシュされて
いる場合に限られます。ファイル名が不明の場合、「<unknown>」と報告
されます。

share この SFTPリクエストのシェア。

project この SFTPリクエストのプロジェクト。

client SFTPクライアントのリモートのホスト名または IPアドレス。

これらの内訳を組み合わせて強力な統計情報を生成できます。例:
■ 「Protocol: SFTP bytes per second for client 'phobos.sf.fishpong.com' broken down by file

name」(特定のクライアントがアクセスしているファイルを表示する)
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追加の分析
SFTP読み取りワークロードがキャッシュからどのように返されるかを表示するには
Cache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエンドディスク入出力につ
いてはDisk: I/O operationsを参照してください。

SFTPでは SSHを使用して FTPを暗号化するため、このプロトコル用の追加のCPU
オーバーヘッドが発生します。アプライアンス全体のCPU利用率をチェックするに
は、CPU: Percent utilizationを参照してください。

プロトコル SRPのバイト数

Protocol: SRP bytes
この統計は、イニシエータからアプライアンスにリクエストされる SRPの秒あたり
バイト数を表示します。

例
同様の内訳を持つ同様の統計の例については、Protocol: iSCSI bytesを参照してくださ
い。

チェックするタイミング
秒あたりの SRPバイト数は、スループットの観点で SRP負荷のインジケーションと
して使用できます。SRPアクティビティーの詳細な分析については、Protocol: SRP
operationsを参照してください。

内訳

内訳 説明

initiator SRPクライアントイニシエータ

target ローカルの SCSIターゲット

project この SRPリクエストのプロジェクト。

lun この SRPリクエストの LUN。

用語の定義については SANページを参照してください。
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追加の分析
SRP操作のほかのさまざまな内訳については、Protocol: SRP operationsを参照してく
ださい。SRP読み取りワークロードがキャッシュからどのように返されるかを表示
するにはCache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエンドディスク入
出力についてはDisk: I/O operationsを参照してください。

Protocol SRP operations

Protocol: SRP operations
この統計は、イニシエータからアプライアンスにリクエストされる、秒あたりの
SRP操作数 (SRP IOPS)を表示します。SRP入出力のイニシエータ、ターゲット、タイ
プ、および待ち時間を示す、さまざまな有用な内訳が使用できます。

例
同様な統計の同様な内訳の例については、Protocol: iSCSI operationsを参照してくださ
い。

チェックするタイミング
秒あたりの SRP操作数は、SRP負荷のインジケーションとして使用できます。

SRPのパフォーマンスの問題を調査するとき、特に問題の大きさを定量化するには
待ち時間の内訳を使用してください。これは、アプライアンスに起因する入出力待
ち時間のコンポーネントを測定してヒートマップとして表示するため、全体の待ち
時間パターンを外れ値とともに確認できます。SRP待ち時間が大きい場合は、待ち
時間をドリルダウンして、待ち時間が大きいクライアントイニシエータ、操作タイ
プ、および LUNを識別し、CPU負荷とディスク負荷の両方についてほかの統計を確
認して、アプライアンスの応答が遅い原因を調査します。待ち時間が小さい場合
は、アプライアンスは高速に動作しており、クライアントイニシエータにパ
フォーマンスの問題が発生する原因は、ネットワークインフラストラクチャーやク
ライアント自体のCPU負荷といった、環境内のほかの要因である可能性が高くなり
ます。

パフォーマンスを向上させる最善の方法は不要な作業を除去することで、これは
initiator、lun、および command内訳を使用すると識別できます。

Protocol SRP operations
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内訳

内訳 説明

initiator SRPクライアントイニシエータ

target ローカルの SCSIターゲット

project この SRPリクエストのプロジェクト。

lun この SRPリクエストの LUN。

type of operation SRPの操作タイプ。これは SCSIコマンドが SRPプロトコルによって移送さ
れる方法を示し、入出力の性質を理解する手がかりになります。

command SRPプロトコルによって送信される SCSIコマンド。リクエストされた入出
力の実際の性質を示すことができます (read/write/sync-cache/...)。

latency SRP入出力の待ち時間を示すヒートマップで、SRPリクエストがネット
ワークからアプライアンスに到達したときから応答が送信されたときまで
が測定されます。この待ち時間には、SRPリクエストを処理する時間と
ディスク入出力を実行する時間が含まれます。

offset SRP入出力のファイルオフセットを示すヒートマップ。これはランダムまた
は逐次的な SRP IOPSを識別するために使用できます。LUNとRAIDの構成
を適用したあと、ディスク入出力操作数の統計を使用して、ランダムな SRP
IOPSがランダムなディスク IOPSにマップされるかどうかを確認します。

size SRP入出力サイズの分布を示すヒートマップ。

これらの内訳を組み合わせて強力な統計情報を生成できます。例:

■ 「Protocol: SRP operations per second of command read broken down by latency」(SCSI
の待ち時間を読み取り限定で検査する)

追加の分析
SRP入出力のスループットについては、Protocol: SRP bytesを参照してください。SRP
読み取りワークロードがキャッシュからどのように返されるかを表示するには
Cache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエンドディスク入出力につ
いてはDisk: I/O operationsを参照してください。

Protocol SRP operations
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CPU CPUの数

CPU: CPUs
CPUs統計はCPUのヒートマップを利用率ごとに分類して表示するために使用され
ます。これはCPUの使用方法を検査するためのもっとも正確な方法です。

チェックするタイミング
CPU負荷の調査中、CPU: Percent utilizationで平均利用率をチェックしたあと。

この統計は、単一のCPUが完全に使用されているかどうかを識別する際に特に役立
ち、この状態は単一スレッドが負荷で飽和しているときに発生することがありま
す。このスレッドによって実行されている作業を別のスレッドにオフロードして複
数のCPUで同時に実行するということができない場合、単一CPUがボトルネックに
なることがあります。このことは、単一のCPUの利用率が数秒以上 100%のままに
なり、ほかのCPUがアイドル状態になる現象として確認されます。

内訳

内訳 説明

percent utilization Y軸が利用率を示し、Y軸の各レベルが、その利用率でのCPUの数に
よって、淡色 (なし)から濃色 (多数)に色分けされているヒートマップ。

詳細
CPU利用率は命令を処理するための時間を含み (アイドルスレッドの一部ではな
い)、メモリー停止サイクルを含みます。CPUを使用する原因として次のことが考え
られます。

■ コードの実行 (スピンロックを含む)
■ メモリーロード

アプライアンスは主にデータを移動するために存在するため、メモリーロードの影
響が大半を占めます。したがって、CPU利用率の高いシステムは、実際にはデータ
の移動中に利用率が高くなる場合があります。

CPU CPUの数
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CPUカーネルスピン

CPU: Kernel spins
この統計は、CPUを消費する、カーネルロックのスピンサイクル数をカウントしま
す。

この統計を正しく解釈するにはオペレーティングシステム内部の理解が必要です。

チェックするタイミング
CPU負荷の調査中、CPU: Percent utilizationおよびCPU: CPUsの利用率による内訳を
チェックしたあと。

マルチスレッドプログラミングの性質から、ワークロードを処理する上で、ある程
度のカーネルスピンは正常です。さまざまなワークロードについてカーネルスピン
の動作を時系列で比較し、正常とされる期待値を設定します。

内訳

内訳 説明

type of synchronization
primitive

ロックのタイプ (mutex/...)

CPU identifier CPU識別子番号 (0/1/2/3/...)

キャッシュARCアダプティブパラメータ

Cache: ARC adaptive parameter
これは ZFS ARCの arc_pです。これは、ワークロードに応じてARCがMRUおよび
MFUリストサイズを適合させる方法を示します。

この統計を正しく解釈するには ZFS ARC内部の理解が必要です。

チェックするタイミング
きわめてまれです。ARCの内部動作を識別するのに役立つこともありますが、この
統計よりも前にチェックする統計が他にあります。

キャッシュARCアダプティブパラメータ
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アプライアンスのキャッシュに問題がある場合、Cache: ARC accesses統計をチェック
してARCの動作を確認し、プロトコル統計をチェックしてリクエストされるワーク
ロードを理解します。その後、Advanced Analytics Cache: ARC sizeおよびCache: ARC
evicted bytesをチェックして、ARCの動作の詳細を調べます。

内訳
なし。

キャッシュARC削除されたバイト数

Cache: ARC evicted bytes
この統計は、通常のハウスキーピングの一環として ZFS ARCから追い出されるバイ
ト数を示します。この内訳によって、L2ARCの資格を検討できます。

この統計を正しく解釈するには ZFS ARC内部の理解が必要です。

チェックするタイミング
この統計は L2ARC状態ごとの内訳を示すことができるため、キャッシュデバイス
(L2ARC)を取り付けるかどうかを検討している場合にチェックできます。L2ARC適
格データがARCから頻繁に追い出される場合、キャッシュデバイスの存在によって
パフォーマンスが改善される可能性があります。

この統計は、キャッシュデバイスのウォームアップに問題があるかどうかを
チェックする際に役立つことがあります。これは、ワークロードが L2ARC適格
データでないことが原因の場合もあります。

アプライアンスのARCキャッシュに問題がある場合、Cache: ARC accesses統計も
チェックしてARCの動作を確認し、プロトコル統計をチェックしてリクエストされ
るワークロードを理解します。その後、Advanced Analytics Cache: ARC sizeを
チェックして、ARCの動作の詳細を調べます。

内訳

内訳 説明

L2ARC state L2ARCにキャッシュされるかどうか、L2ARC適格データかどうかを示しま
す。

キャッシュARC削除されたバイト数
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キャッシュARCサイズ

Cache: ARC size
この統計は、ファイルシステムのプライマリキャッシュであるDRAMベースの ZFS
ARCのサイズを表示します。

この統計を正しく解釈するには ZFS ARC内部の理解が必要です。

チェックするタイミング
現在のワークロードにおいてARCの有効性を検査するとき。現在のワークロードに
よってアクセスされキャッシュ内に配置されるデータが十分にある場合、ARCは使
用可能なDRAMのほとんどを満たすサイズまで自動的に増加します。内訳で
は、ARCの内容がタイプ別に識別されます。

ARCが L2ARCヘッダーによって消費される可能性があるため、この統計は、DRAM
が限られたシステム上でキャッシュデバイス (L2ARC)を使用する場合にもチェック
されることがあります。

アプライアンスのARCキャッシュに問題がある場合、Cache: ARC accesses統計も
チェックしてARCの動作を確認し、プロトコル統計をチェックしてリクエストされ
るワークロードを理解します。

内訳
使用可能な内訳は次のとおりです。

内訳 説明

component ARC内のデータのタイプ。下の表を参照

ARCコンポーネントのタイプ:

コンポーネント 説明

ARC data キャッシュされた内容で、ファイルシステムデータとファイルシステムメ
タデータを含みます。

ARC headers ARC自身のメタデータによって消費される容量。データに対する
ヘッダーの比率は使用される ZFSレコードのサイズに関係します。レ
コードサイズが小さいと、同じボリュームを指すARCヘッダーが多くなる
ことを意味します。

キャッシュARCサイズ
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コンポーネント 説明

ARC other ARCのほかのカーネルコンシューマ

L2ARC headers L2ARCデバイス上に格納されるバッファーを追跡することによって消費さ
れる容量。バッファーが L2ARC上にあって、またARC DRAMにもある場
合、バッファーは「ARCヘッダー」と見なされます。

キャッシュターゲットサイズ

Cache: ARC target size
これは ZFS ARCの arc_cです。これは、ARCが維持しようとしているターゲットサ
イズを示します。実際のサイズについては、詳細分析Cache: ARC sizeを参照してく
ださい。

この統計を正しく解釈するには ZFS ARC内部の理解が必要です。

チェックするタイミング
きわめてまれです。ARCの内部動作を識別するのに役立つこともありますが、この
統計よりも前にチェックする統計が他にあります。

アプライアンスのキャッシュに問題がある場合、Cache: ARC accesses統計をチェック
してARCの動作を確認し、プロトコル統計をチェックしてリクエストされるワーク
ロードを理解します。その後、Advanced Analytics Cache: ARC sizeおよびCache: ARC
evicted bytesをチェックして、ARCの動作の詳細を調べます。

内訳
なし。

キャッシュDNLCアクセス

Cache: DNLC accesses
この統計は、DNLC (ディレクトリ名ルックアップキャッシュ)へのアクセスを示しま
す。DNLCは、iノードルックアップへのパス名をキャッシュします。

この統計を正しく解釈するにはオペレーティングシステム内部の理解が必要な場合
があります。

キャッシュターゲットサイズ
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チェックするタイミング
ワークロードが数百万個もの小さいファイルにアクセスするとき、つまりDNLCが
有用な場合にチェックすると役立つことがあります。

アプライアンスに一般的なキャッシュの問題がある場合、最初にCache: ARC accesses
統計をチェックしてARCの動作を確認し、プロトコル統計をチェックしてリクエス
トされるワークロードを理解します。その後、詳細分析Cache: ARC sizeをチェック
して、ARCのサイズを調べます。

内訳

内訳 説明

hit/miss ヒットまたはミスの数を表示し、DNLCの有効性をチェックできます。

キャッシュDNLCエントリ

Cache: DNLC entries
この統計は、DNLC (ディレクトリ名ルックアップキャッシュ)内のエントリ数を表示
します。DNLCは、iノードルックアップへのパス名をキャッシュします。

この統計を正しく解釈するにはオペレーティングシステム内部の理解が必要な場合
があります。

チェックするタイミング
ワークロードが数百万個もの小さいファイルにアクセスするとき、つまりDNLCが
有用な場合にチェックすると役立つことがあります。

アプライアンスに一般的なキャッシュの問題がある場合、最初にCache: ARC accesses
統計をチェックしてARCの動作を確認し、プロトコル統計をチェックしてリクエス
トされるワークロードを理解します。その後、詳細分析Cache: ARC sizeをチェック
して、ARCのサイズを調べます。

内訳
なし。

キャッシュDNLCエントリ
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キャッシュ L2ARCエラー

Cache: L2ARC errors
この統計は、L2ARCエラー統計を表示します。

チェックするタイミング
これはキャッシュデバイスを使用するとき、標準統計よりもさらに詳しく L2ARCの
問題をトラブルシューティングするとき有効にしておくと役立つことがあります。

内訳
使用可能な内訳は次のとおりです。

内訳 説明

エラー L2ARCのエラータイプ。下の表を参照してください。

L2ARCのエラータイプは次のとおりです。

エラー 説明

memory abort L2ARCは、L2ARCメタデータを保持するシステムメモリー (DRAM)不足が
原因で、1秒間取り込みを実行しませんでした。メモリーアボートが続くと
L2ARCのウォームアップの妨げとなります。

bad checksum キャッシュデバイスからの読み取りで ZFS ARCチェックサムに失敗しまし
た。これはキャッシュデバイスに障害が発生し始めていることを示してい
る場合があります。

io error キャッシュデバイスがエラーを返しました。これはキャッシュデバイスに
障害が発生し始めていることを示している場合があります。

キャッシュ L2ARCサイズ

Cache: L2ARC size
これは L2ARCキャッシュデバイスに保存されているデータのサイズを表示しま
す。これは、一定量の L2ARC適格データがキャッシュされるか、キャッシュデバイ
スがいっぱいになるまで、数時間または数日の期間を経てサイズが増加し続けるこ
とが予想されます。

キャッシュ L2ARCエラー
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チェックするタイミング
L2ARCウォームアップをトラブルシューティングするとき。サイズが小さい場
合、Cache: ARC evicted bytesの L2ARC状態別内訳の統計を使用して、該当するワーク
ロードが L2ARCにデータを取り込んでいるかチェックし、プロトコル統計のサイズ
別やオフセット別などの内訳を使用して、ワークロードがランダム I/Oであることを
確認します。逐次 I/Oは L2ARCにデータを取り込みません。Cache: L2ARC errors統
計もチェックします。

L2ARCサイズは、キャッシュされたデータがファイルシステムから削除されると小
さくなります。

内訳
なし。

データ移動NDMPファイルシステム操作

Data Movement: NDMP file system operations
この統計は、NDMPファイルシステムへのアクセスを、秒あたりの操作数で示しま
す。

チェックするタイミング
これは ZFSロードのソースを調査するときにチェックすると役立つことがありま
す。これは、ファイルシステムアクティビティーのほかのすべてのソースをプロト
コル統計でチェックしたあとになります。標準のAnalytics統計Data Movement:
NDMP bytes transferred to/from diskおよびData Movement: NDMP bytes transferred
to/from tapeも参照してください。

内訳

内訳 説明

type of operation 読み取り/書き込み/...

データ移動NDMPファイルシステム操作
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データ移動NDMPジョブ

Data Movement: NDMP jobs
この統計はアクティブなNDMPジョブカウントを表示します。

チェックするタイミング
NDMPの進行状況を監視し、NDMPをトラブルシューティングするとき。標準の
Analytics統計Data Movement: NDMP bytes transferred to/from diskおよびData
Movement: NDMP bytes transferred to/from tapeも参照してください。

内訳

内訳 説明

type of operation ジョブのタイプ:バックアップまたは復元。

ディスク使用率

Disk: Percent utilization
この統計は、すべてのディスクでの平均利用率を表示します。ディスクごとの内訳
は、そのディスクが全体の平均に寄与する利用率を示し、そのディスクの利用率で
はありません。

チェックするタイミング
この統計は、すべてのディスクの平均に基づいて警告をトリガーする場合に役立つ
ことがあります。

標準のAnalytics統計のDisk: Disksの利用率別内訳を使用してディスク利用率を調査
する方が、通常はずっと効果的です。この統計では、利用率を平均せずにヒート
マップとして表示します。これによって、個々のディスク利用率を検査できます。

データ移動NDMPジョブ
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内訳

内訳 説明

disk システムディスクやプールディスクなどのディスク。

disk内訳は、平均パーセントに対する各ディスクの寄与分を表示します。

注意
システムに 100台のディスクがある場合、どの disk内訳も 1より大きい数値を表示し
ませんが、そのディスクを選択して未処理の統計として単独で表示した場合はこの
限りではありません。このようなシステムでは、稼働率が 50%未満のディスクの利
用率は、丸められて 0%と表示されます。これは混乱の原因となることがあり、ほと
んどの状況に適した統計「Disk: Disks」が利用できるため、この統計は詳細カテゴリ
に配置されています。

このデータを表示するための、もっと効果的な別の方法については、Disk: Disksの利
用率別内訳を参照してください。

ディスクZFS DMU操作

Disk: ZFS DMU operations
この統計は、ZFS DMU (Data Management Unit)の秒あたりの動作を表示します。

この統計を正しく解釈するには ZFS内部の理解が必要です。

チェックするタイミング
パフォーマンスの問題をトラブルシューティングするとき、関連するすべての標準
のAnalyticsを検査したあと。

DMU object type内訳によって、過剰なDDT (複製解除テーブル)アクティビティーの
有無を特定できることがあります。データ複製解除を参照してください。

内訳

内訳 説明

type of operation 読み取り/書き込み/...

ディスク ZFS DMU操作
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内訳 説明

DMU object level 整数

DMU object type ZFSプレーンファイ
ル/ZFSディレクト
リ/DMU dnode/SPA
スペースマップ/...

ディスクZFS論理 IOのバイト数

Disk: ZFS logical I/O bytes
この統計は、ZFSファイルシステムへのアクセスを、秒あたりのバイト数で表示しま
す。論理入出力は、NFSなどによってファイルシステムにリクエストされた操作の
タイプを指します。一方、物理入出力は、ファイルシステムからバックエンドの
プールディスクへのリクエストです。

チェックするタイミング
プロトコル層とプールディスクの間での入出力の処理方法を調査するときに役立つ
ことがあります。

内訳

内訳 説明

type of operation 読み取り/書き込み/...

pool name ディスクプールの名前。

ディスクZFS論理 IO操作

Disk: ZFS logical I/O operations
この統計は、ZFSファイルシステムへのアクセスを、秒あたりの操作数で表示しま
す。論理入出力は、NFSなどによってファイルシステムにリクエストされた操作の
タイプを指します。一方、物理入出力は、ファイルシステムからバックエンドの
プールディスクへのリクエストです。

ディスク ZFS論理 IOのバイト数
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チェックするタイミング
プロトコル層とプールディスクの間での入出力の処理方法を調査するときに役立つ
ことがあります。

内訳

内訳 説明

type of operation 読み取り/書き込み/...

pool name ディスクプールの名前。

メモリー動的なメモリー使用量

Memory: Dynamic memory usage
この統計は、メモリー (DRAM)コンシューマの上位レベルビューで、秒単位で更新
されます。

チェックするタイミング
これは、ファイルシステムのキャッシュが増加して、利用可能なメモリーを消費し
ていることをチェックするために使用できます。

内訳
使用可能な内訳は次のとおりです。

内訳 説明

application name 下の表を参照してください。

アプリケーション名

アプリケーション名 説明

cache ZFSファイルシステムのキャッシュ (ARC)。これは頻繁にアクセスされる
データをキャッシュするため、使用可能なメモリーをできるだけ多く消費
できるように増加します。

kernel オペレーティングシステムのカーネル。

メモリー動的なメモリー使用量
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アプリケーション名 説明

mgmt アプライアンス管理ソフトウェア。

unused 未使用スペース。

メモリーKernelメモリー

Memory: Kernel memory
この統計は、割り当てられたカーネルメモリーを表示し、カーネルキャッシュごと
の内訳 (kmem cache)を表示できます。

この統計を理解するにはオペレーティングシステム内部の理解が必要です。

チェックするタイミング
きわめてまれです。ダッシュボードの「Usage: Memory」セクションにおい
て、カーネルメモリーが利用可能なDRAMを大量に消費していると表示された場
合、原因をトラブルシューティングするときにこの統計が使用されることがありま
す。Memory: Kernel memory in useおよびMemory: Kernel memory lost to fragmentation
も参照してください。

内訳

内訳 説明

kmem cache カーネルメモリーキャッシュの名前。

メモリー使用中のKernelメモリー

Memory: Kernel memory in use
この統計は、使用中の (データが取り込まれた)カーネルメモリーを表示し、カーネ
ルキャッシュごとの内訳 (kmem cache)を表示できます。

この統計を理解するにはオペレーティングシステム内部の理解が必要です。

メモリー Kernelメモリー
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チェックするタイミング
きわめてまれです。ダッシュボードの「Usage: Memory」セクションにおい
て、カーネルメモリーが利用可能なDRAMを大量に消費していると表示された場
合、原因をトラブルシューティングするときにこの統計が使用されることがありま
す。Memory: Kernel memory lost to fragmentationも参照してください。

内訳

内訳 説明

kmem cache カーネルメモリーキャッシュの名前。

メモリー断片化されたKernelメモリー

Memory: Kernel memory lost to fragmentation
この統計は、現在断片化で失われたカーネルメモリーを表示し、カーネル
キャッシュごとの内訳 (kmem cache)を表示できます。このような状態は、メモ
リーが解放されて (キャッシュされていたファイルシステムデータが削除されたとき
など)、カーネルがこれからメモリーバッファーを復元する場合に発生することがあ
ります。

この統計を理解するにはオペレーティングシステム内部の理解が必要です。

チェックするタイミング
きわめてまれです。ダッシュボードの「Usage: Memory」セクションにおい
て、カーネルメモリーが利用可能なDRAMを大量に消費していると表示された場
合、原因をトラブルシューティングするときにこの統計が使用されることがありま
す。Memory: Kernel memory in useも参照してください。

内訳

内訳 説明

kmem cache カーネルメモリーキャッシュの名前。

メモリー断片化された Kernelメモリー
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ネットワーク IPのバイト数

Network: IP bytes
この統計は、Ethernet/IBヘッダーおよび IPヘッダーを除いた、秒あたりの IPペイ
ロードバイトを表示します。

チェックするタイミング
きわめてまれです。ネットワークスループットの監視は、標準のAnalytics統計
Network: Device bytesを使用して実行でき、この統計はデフォルトで有効化されて実
行されます。クライアントごとのスループットの検査は通常、プロトコル統計で実
行できます (たとえば、Protocol: iSCSI bytesは、プロトコルに基づくほかの役立つ内
訳を表示できます)。この統計は、これらの 2つが何らかの理由で不適切な場合に
もっとも便利です。

内訳

内訳 説明

hostname リモートクライアントで、ホスト名または IPアドレス。

protocol IPプロトコル: tcpまたは udp

direction アプライアンスに対する方向。入力または出力

ネットワーク IPのパケット数

Network: IP packets
この統計は、秒あたりの IPパケットを表示します。

チェックするタイミング
きわめてまれです。パケットは一般的にプロトコル操作にマッピングされるた
め、プロトコル統計を使用してこれらを検査する方が便利です (たとえば、Protocol:
iSCSI operationsは、プロトコルに基づくほかの役立つ内訳を表示できます)。

ネットワーク IPのバイト数
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内訳

内訳 説明

hostname リモートクライアントで、ホスト名または IPアドレス。

protocol IPプロトコル: tcpまたは udp

direction アプライアンスに対する方向。入力または出力

ネットワークTCPのバイト数

Network: TCP bytes
この統計は、Ethernet/IBヘッダー、IPヘッダー、およびTCPヘッダーを除いた、秒
あたりのTCPペイロードバイトを表示します。

チェックするタイミング
きわめてまれです。ネットワークスループットの監視は、標準のAnalytics統計
Network: Device bytesを使用して実行でき、この統計はデフォルトで有効化されて実
行されます。クライアントごとのスループットの検査は通常、プロトコル統計で実
行できます (たとえば、Protocol: iSCSI bytesは、プロトコルに基づくほかの役立つ内
訳を表示できます)。この統計は、これらの 2つが何らかの理由で不適切な場合に
もっとも便利です。

内訳

内訳 説明

client リモートクライアントで、ホスト名または IPアドレス。

local service TCPポート: http/ssh/215(administration)/...

direction アプライアンスに対する方向。入力または出力

ネットワークTCPのバイト数
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ネットワークTCPのパケット数

Network: TCP packets
この統計は、秒あたりのTCPパケットを表示します。

チェックするタイミング
きわめてまれです。パケットは一般的にプロトコル操作にマッピングされるた
め、プロトコル統計を使用してこれらを検査する方が便利です (たとえば、Protocol:
iSCSI operationsは、プロトコルに基づくほかの役立つ内訳を表示できます)。

内訳

内訳 説明

client リモートクライアントで、ホスト名または IPアドレス。

local service TCPポート: http/ssh/215(administration)/...

direction アプライアンスに対する方向。入力または出力

システムNSCDバックエンドリクエスト

System: NSCD backend requests
この統計は、NSCD (Name Service Cache Daemon)によってDNS、NISなどのバックエ
ンドソースに実行されたリクエストを表示します。

この統計を正しく解釈するにはオペレーティングシステム内部の理解が必要な場合
があります。

チェックするタイミング
アプライアンスで、特に管理ログイン中に待ち時間が長い場合、latency内訳を
チェックすると役立つことがあります。データベース名およびソース別の内訳に
よって、待ち時間の理由と、原因のリモートサーバーが示されます。

ネットワークTCPのパケット数
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内訳

内訳 説明

type of operation リクエストタイプ

result 成功または失敗

database name NSCDデータベース (DNS/NIS/...)

source このリクエストのホスト名または IPアドレス

latency このリクエストを完了するまでの時間

システムNSCD操作

System: NSCD operations
この統計は、NSCD (Name Service Cache Daemon)に実行したリクエストを表示しま
す。

この統計を正しく解釈するにはオペレーティングシステム内部の理解が必要な場合
があります。

チェックするタイミング
これは、hit/miss内訳を使用することによって、NSCDキャッシュの有効性を
チェックするために使用できます。ミスの場合はリモートソースへのバックエンド
リクエストが実行され、System: NSCD backend requestsを使用して検査できます。

内訳

内訳 説明

type of operation リクエストタイプ

result 成功または失敗

database name NSCDデータベース (DNS/NIS/...)

latency このリクエストを完了するまでの時間

hit/miss キャッシュ検索の結果:ヒットまたはミス
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Open Worksheets

Analyticsを使用してCPU利用率とNFSv3動作待ち時間を検査します

ワークシート
これはAnalyticsのメインインタフェースです。Analyticsの概要については概念を参
照してください。

ワークシートは複数の統計をグラフ化できるビューです。このページ上部のスク
リーンショットには、次の 2つの統計が表示されています。

■ CPU: percent utilization broken down by CPU identifier -グラフとして
■ Protocol: NFSv3 operations per second broken down by latency -量子化プロットとして

スクリーンショットをクリックすると拡大表示されます。次のセクションでは、こ
のスクリーンショットに基づいてAnalyticsを紹介します。
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グラフ
スクリーンショットのCPU利用率統計はグラフとして描画されます。グラフには次
の機能があります。

■ 左パネルには、グラフのコンポーネントが一覧表示されます (ある場合)。このグ
ラフは「... broken down by CPU identifier」であるため、左パネルにはCPU識別子
が一覧表示されます。表示されているウィンドウ (または選択された時間)内にア
クティビティーを持つコンポーネントのみが左側に一覧表示されます。

■ 左パネルのコンポーネントをクリックすると、メインプロットウィンドウ内の対
応するデータを強調表示できます。

■ 左パネルのコンポーネントを Shiftキーを押しながらクリックすると、複数のコ
ンポーネントを同時に強調表示できます (この例では、4つすべてのCPU識別子
が強調表示されます)。

■ 左パネルのコンポーネントを右クリックすると、使用可能なドリルダウンを表示
できます。

■ 左パネルのコンポーネントは最初は 10件のみ表示され、そのあとに「...」が表示
されます。「...」をクリックすると、続きが表示されます。クリックし続けると
リストが完全に展開されます。

■ 右側のグラフウィンドウをクリックすると、ある時点の状態を表示できます。ス
クリーンショットの例では、15:52:26が選択されています。一時停止ボタンをク
リックしてズームアイコンを押すと、選択された時間にズームします。時間テキ
ストをクリックすると、垂直の時間バーが除去されます。

■ ある時点を強調表示すると、左パネルのコンポーネントには、その時点での詳細
情報のみが一覧表示されます。左のボックスの上には「At 15:52:26:」というテキ
ストが表示されており、コンポーネントの詳細が示す内容を表しています。時間
が選択されない場合、「Range average:」というテキストが表示されます。

■ Y軸はグラフのもっとも高いポイントに合わせて自動調整されます (ただし、利
用率統計の場合は 100%に固定されます)。

■ 折れ線グラフボタン を押すと、このグラフは塗りつぶしのない折れ線だけを
作図したものに変更されます。これはいくつかの理由から便利な場合がありま
す。塗りつぶした場合に詳細な情報が失われることがあり、折れ線グラフを選択
すると解像度が改善されます。また、この機能はコンポーネントグラフで垂直
ズームを行う場合にも使用できます。最初に左側で 1つ以上のコンポーネントを
選択し、次に折れ線グラフに切り替えます。

量子化プロット
スクリーンショットのNFS待ち時間統計は量子化プロットとして描画されます。こ
の名前はデータが収集および表示される方法を表しています。統計を更新するたび
に、データはバケットに量子化され、図表のブロックとして描画されます。その秒
におけるバケットのイベントが多いほど、ブロックは濃く描画されます。
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スクリーンショットの例では、NFSv3の動作が 9ミリ秒を超えて広がり (Y軸は待ち
時間)、イベントがある程度発生して待ち時間が 1ミリ秒未満に低下したことを示し
ています。別の統計を作図しても待ち時間の低下を説明できます。つまり、ファイ
ルシステムのキャッシュヒット率がミスにより徐々に減少してこの時点でゼロにな
り、ワークロードがディスクからランダムに読み込まれ (0 - 9ミリ秒以上の遅延時
間)、DRAMにキャッシュされていたファイルの読み取りに切り替わります。

量子化プロットは I/O待ち時間、I/Oオフセット、I/Oサイズに使用され、次の機能
を提供します。

■ 平均、最大、または最小だけでないデータプロファイルの詳細な理解により、す
べてのイベントを可視化し、パターン識別を促進します。

■ 垂直外れ値の除去。この機能がない場合、Y軸はもっとも高いイベントを含むた

め、常に圧縮して表示されます。外れ値の除外アイコン をクリックする
と、外れ値を除去するさまざまな割合を切り替えることができます。このアイコ
ンにマウスを合わせると、現在の値が表示されます。

■ 垂直ズーム:左のボックスのリストから低いポイントをクリックし、Shiftキーを
押しながら高いポイントをクリックします。ここで外れ値の除外アイコンをク
リックして、この範囲をズームします。

階層の表示
ファイル名別のグラフには特別な機能があり、「Show hierarchy」のテキストが左側
に表示されます。クリックすると、トレースされたファイル名の円グラフとツ
リービューが使用可能になります。

次のスクリーンショットに階層ビューを示します。
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グラフに見られるように、左パネルでは統計の内訳に基づいてコンポーネントが表
示され、この例ではファイル名ごとに表示されています。左パネルではファイル名
が長すぎることもあり、左パネルとグラフの間のディバイダーをクリックしてド
ラッグすることによってパネルを拡張するか、階層ビューを使用します。

階層ビューには次の機能があります。

■ ファイルまたはディレクトリ名の横にある「+」および「-」をクリックし
て、ファイルシステムをブラウズできます。

■ ファイル名およびディレクトリ名をクリックすると、対応するコンポーネントが
メイングラフ内で表示されます。

■ このスクリーンショットに表示されているように、Shiftキーを押しながらパス名
をクリックすると、複数のコンポーネントを一度に表示できます。

■ 左の円グラフは、各コンポーネントの全体に対する比率を示します。

■ 円グラフの一部をクリックすると強調表示されます。

■ グラフが一時停止しない場合、データはスクロールされ続けます。「Refresh
hierarchy」をクリックすると、グラフ内に表示されるデータを反映して階層
ビューをリフレッシュできます。

階層ビューを閉じるには、右の閉じるボタンをクリックします。

共通
次の機能はグラフと量子化プロットで共通する機能です。
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■ 高さは拡張できます。グラフ中央の下にある白い線を探し、クリックして下向き
にドラッグします。

■ 幅は使用しているブラウザのサイズに合うように拡張されます。
■ 移動アイコン をクリックすると、統計の垂直位置が切り替わります。

背景のパターン
グラフは通常、白い背景に対してさまざまな色で表示されます。データが何らかの
理由で利用できない場合、グラフはデータが利用できない特定の理由を示す次のパ
ターンで塗りつぶされます。

■ グレーのパターンは、指定された統計が、指定された期間について記録され
なかったことを示します。これは、ユーザーが統計を指定しなかったか、データ
収集が明示的に中断されたことが原因です。

■ 赤色のパターンは、その期間中にデータ収集が利用できなかったことを示し
ます。これは、示された期間中にシステムがダウンした場合にもっともよく見ら
れます。

■ オレンジ色のパターンは、指定された統計の収集中に予期しない障害が
あったことを示します。これはいくつかの異常な条件によって発生することがあ
ります。これがたびたび発生するか、重大な状況の場合、認定を受けたサポート
リソースに連絡をとるか、サポートバンドルを送信してください。

ワークシートの保存
ワークシートは保存してあとで表示できます。その副次的効果として、表示可能な
すべての統計がアーカイブされます。つまり、保存されたワークシートを閉じたあ
とも、ワークシートは新しいデータを保存し続けます。

ワークシートを保存するには、「Untitled worksheet」テキストをクリックして名前を
付け、ローカルナビゲーションバーから「Save」をクリックします。保存された
ワークシートは、保存されたワークシートのセクションで開いて管理できます。

ツールバーリファレンス
ボタンのツールバーは統計のグラフの上に表示されます。機能のリファレンスを次
に示します。

アイコン クリック Shiftキーを押しながらクリック

時間を戻します (左へ移動) 時間を戻します (左へ移動)
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アイコン クリック Shiftキーを押しながらクリック

時間を進めます (右へ移動) 時間を進めます (右へ移動)

現在まで進めます 現在まで進めます

一時停止 一時停止

ズームアウトします ズームアウトします

ズームインします ズームインします

1分間を表示します 2分、3分、4分と表示し
ます

1時間を表示します 2時間、3時間、4時間と
表示します

1日を表示します 2日、3日、4日と表示し
ます

1週間を表示します 2週間、3週間、4週間と
表示します

1か月を表示します 2か月、3か月、4か月と
表示します

最小値を表示 次の最小値、その次の最
小値、という具合に表示
します

最大値を表示 次の最大値、その次の最
大値、という具合に表示
します

折れ線グラフを表示しま
す

折れ線グラフを表示しま
す

山型グラフを表示 山型グラフを表示

外れ値を除外します 外れ値を除外します

ワークシートとこの統計
を同期します

ワークシートとこの統計
を同期します

ワークシートの統計の同
期を解除します

ワークシートの統計の同
期を解除します
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アイコン クリック Shiftキーを押しながらクリック

ドリルダウンします 虹色に強調表示します

統計データを保存します 統計データを保存します

統計データをエクス
ポートします

統計データをエクス
ポートします

ボタンの上にマウスを合わせると、クリック時の動作を説明するツールチップが表
示されます。

CLI
分析統計をCLIから表示できます。次を参照してください。

■ データセットの読み取り -使用可能なデータセットから最近の統計を一覧表示し
ます。

■ 保存されたワークシート:CLI -ワークシートをCSVにダンプする方法を示しま
す。自動化スクリプトに適している場合があります。

ヒント
■ 興味のあるイベントを表示しているワークシートを保存するとき、まず統計を一
時停止するようにしてください。すべての統計を同期してから一時停止を押しま
す。それ以外の場合、グラフはスクロールし続けるため、あとでワークシートを
開いたときにイベントが画面に表示されなくなることがあります。

■ 問題を事後的に分析する場合、すでにアーカイブされたデータセットに制限され
ます。時間軸が同期されていれば、データセット間で視覚による相関付けを行う
ことができます。異なる統計で同じパターンが見られる場合、関連したアク
ティビティーである可能性が高くなります。

■ 月単位よりも長いビューにズームアウトする場合、時間がかかることがありま
す。Analyticsでは長い期間のデータを管理する優れた能力を備えていますが、長
い期間にズームアウトするときに遅延が生じることがあります。
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タスク

BUI

▼ 動作タイプ別のNFSv3または SMBの監視

追加アイコンをクリックします。

「NFSv3 operations」または「SMB operations」の行をクリックします。

「Broken down by type of operation」をクリックします。

▼ 待ち時間別のNFSv3または SMBの監視

追加アイコンをクリックします。

「NFSv3 operations」または「SMB operations」の行をクリックします。

「Broken down by latency」をクリックします。

▼ ファイル名別のNFSv3または SMBの監視

追加アイコンをクリックします。

「NFSv3 operations」または「SMB operations」の行をクリックします。

「Broken down by filename」をクリックします。

表示されるデータが多すぎる場合、左側の「Show hierarchy」のテキストをクリック
すると、グラフ内でトレースされているパス名についての円グラフとツ
リービューが表示されます。

グラフ内のデータのスクロールによって、円グラフとツリービューが最新状態を反
映しなくなったら、「Refresh hierarchy」をクリックします。

▼ ワークシートの保存

「Untitled worksheet」のテキストをクリックし、カスタム名を入力します

ローカルナビゲーションバーから「Save」をクリックします。

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2
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保存されたワークシート

はじめに
Open Worksheetsは、少なくとも次の理由で保存できます。

■ 興味のある統計を表示するカスタムのパフォーマンスビューを作成するため。
■ あとの分析でパフォーマンスイベントを調査するため。ワークシートを特定のイ
ベントで一時停止して保存することで、ほかの人があとでワークシートを開いて
イベントを調べることができます。

プロパティー
保存されたワークシートには次のプロパティーが格納されます。

フィールド 説明

名前 保存されたワークシートの構成可能な名前。これはOpen Worksheets
ビューの上部に表示されます

Comment オプションのコメント (BUIでのみ表示されます)

所有者 ワークシートを所有するユーザー

Created ワークシートが作成された時間

Modified ワークシートが最後に変更された時間 (CLIでのみ表示されます)

BUI
保存されたワークシートエントリにマウスを合わせると、次のコントロールが表示
されます。

アイコン 説明

このワークシートを含むサポートバンドルをアップロードし、サポートプ
ロバイダによるシステムのオフライン分析が可能になります。バンドルを
アップロードするようサポート担当者から明示的に依頼された場合のみ実
行する必要があります。

このワークシートに保存されたデータセットを、Open Worksheetsの現在の
ワークシートに追加します

ワークシートを編集して名前とコメントを変更します

保存されたワークシート
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アイコン 説明

ワークシートを削除します

エントリをシングルクリックするとワークシートが開きます。ワークシートが
ずっと過去の時点で一時停止された場合や、ワークシートが多くの日数に及ぶ場
合、アプライアンスは統計データをディスクからメモリーに読み出す必要があるた
め、数秒かかることがあります。

CLI
ワークシートの保守アクションは、analytics worksheetsコンテキストで使用できま
す。現在保存されているワークシートを表示するには、showを使用します。

walu:> analytics worksheets

walu:analytics worksheets> show

Worksheets:

WORKSHEET OWNER NAME

worksheet-000 root 830 MB/s NFSv3 disk

worksheet-001 root 8:27 event

ワークシートを選択して、さらに詳細な情報を表示できます。ここでは、保存され
たワークシートから統計の 1つをダンプし、CSV形式で取得します。

walu:analytics worksheets> select worksheet-000

walu:analytics worksheet-000> show

Properties:

uuid = e268333b-c1f0-401b-97e9-ff7f8ee8dc9b

name = 830 MB/s NFSv3 disk

owner = root

ctime = 2009-9-4 20:04:28

mtime = 2009-9-4 20:07:24

Datasets:

DATASET DATE SECONDS NAME

dataset-000 2009-9-4 60 nic.kilobytes[device]

dataset-001 2009-9-4 60 io.bytes[op]

walu:analytics worksheet-000> select dataset-000 csv

Time (UTC),KB per second

2009-09-04 20:05:38,840377

2009-09-04 20:05:39,890918

2009-09-04 20:05:40,848037

2009-09-04 20:05:41,851416

2009-09-04 20:05:42,870218

2009-09-04 20:05:43,856288

2009-09-04 20:05:44,872292

2009-09-04 20:05:45,758496

2009-09-04 20:05:46,865732

保存されたワークシート
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2009-09-04 20:05:47,881704

[...]

SSHを介した自動のCLIスクリプトを使用してAnalytics統計を収集する必要がある
場合、必要な統計を含む保存されたワークシートを作成し、あとでこの方法に
よって読み取ることができます。これはCLIから分析を表示する 1つの方法で
す。データセットの読み取りも参照してください。

データセット

はじめに
データセットという用語は、統計用にメモリーにキャッシュされたデータとディス
クに保存されたデータを指し、Analyticsの管理コントロールを使用してエン
ティティーとして表示されます。

データセットは統計をOpen Worksheetsで表示するときに自動的に作成されま
す。データセットは、アーカイブしないかぎり、あとで表示するためにディスクに
保存されることはありません。概念のアクションセクションを参照してください。

BUI
BUIの「Analytics」->「Datasets」の画面には、すべてのデータセットが一覧表示さ
れます。一覧には、ワークシートに表示中のオープン中の統計 (およびワークシート
を閉じると表示されなくなる一時データセット)と、ディスクにアーカイブされてい
る統計が含まれます。

すべてのデータセットの「Dataset」ビューには次のフィールドが表示されます。

フィールド 説明

Status icon 下の表を参照

名前 統計またはデータセットの名前

Since データセットの最初のタイムスタンプ。オープン中の統計の場合は統計が
オープンした時間で、たとえば数分前である場合があります。アーカイブ
された統計の場合はアーカイブされたデータセットの最初の時間
で、データセットが過去にさかのぼる期間の長さを示し、数日前、数週間
前、数か月前となる場合があります。この列を並べ替えると、使用可能な
もっとも古いデータセットが表示されます。

On Disk このデータセットが消費するディスク上のスペースです

データセット
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フィールド 説明

In Core このデータセットがメインメモリー内で消費するスペースです

BUIビューでは次のアイコンが表示されます。これらの一部は、データエントリに
マウスを合わせた場合にのみ表示されます。

アイコン 説明

データセットはデータをアクティブに収集中です

データセットはデータの収集を現在中断しています

アーカイブされたデータセットを中断または再開します

このデータセットからディスクへのアーカイブを有効にします

このデータセットからすべてまたは一部のデータを削除します

これらのデータセットの処理については、処理の説明を参照してください。

CLI
analytics datasetsコンテキストでデータセットの管理を実行できます。

使用可能なデータセットの表示
データセットを一覧表示するには showコマンドを使用します。

caji:analytics datasets> show

Datasets:

DATASET STATE INCORE ONDISK NAME

dataset-000 active 674K 35.7K arc.accesses[hit/miss]

dataset-001 active 227K 31.1K arc.l2_accesses[hit/miss]

dataset-002 active 227K 31.1K arc.l2_size

dataset-003 active 227K 31.1K arc.size

dataset-004 active 806K 35.7K arc.size[component]

dataset-005 active 227K 31.1K cpu.utilization

dataset-006 active 451K 35.6K cpu.utilization[mode]

dataset-007 active 57.7K 0 dnlc.accesses

dataset-008 active 490K 35.6K dnlc.accesses[hit/miss]

dataset-009 active 227K 31.1K http.reqs

dataset-010 active 227K 31.1K io.bytes

dataset-011 active 268K 31.1K io.bytes[op]

dataset-012 active 227K 31.1K io.ops

...

データセット
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上記のデータセットの多くはデフォルトでアーカイブされていま
す。「dataset-007」のみが追加されており、ONDISKサイズはゼロで、アーカイブさ
れない一時的な統計であることを示しています。統計の名前は BUIに表示される名
前の省略バージョンで、「dnlc.accesses」は「Cache: DNLC accesses per second」を短縮
したものです。

特定のデータセットを選択すると、そのプロパティーを表示できます。

caji:analytics datasets> select dataset-007

caji:analytics dataset-007> show

Properties:

name = dnlc.accesses

grouping = Cache

explanation = DNLC accesses per second

incore = 65.5K

size = 0

suspended = false

データセットの読み取り
データセット統計は、readコマンドを使用して読み取ることができ、コマンドの後
ろに、過去にさかのぼって表示する秒数を付けます。

caji:analytics datasets> select dataset-007

caji:analytics dataset-007> read 10

DATE/TIME /SEC /SEC BREAKDOWN

2009-10-14 21:25:19 137 - -

2009-10-14 21:25:20 215 - -

2009-10-14 21:25:21 156 - -

2009-10-14 21:25:22 171 - -

2009-10-14 21:25:23 2722 - -

2009-10-14 21:25:24 190 - -

2009-10-14 21:25:25 156 - -

2009-10-14 21:25:26 166 - -

2009-10-14 21:25:27 118 - -

2009-10-14 21:25:28 1354 - -

内訳がある場合は内訳も一覧表示されます。次に、dataset-006として表示される
CPU利用率のCPUモード別内訳 (ユーザーまたはカーネル)を示します。

caji:analytics datasets> select dataset-006

caji:analytics dataset-006> read 5

DATE/TIME %UTIL %UTIL BREAKDOWN

2009-10-14 21:30:07 7 6 kernel

0 user

2009-10-14 21:30:08 7 7 kernel

0 user

2009-10-14 21:30:09 0 - -

2009-10-14 21:30:10 15 14 kernel

1 user

2009-10-14 21:30:11 25 24 kernel

1 user

データセット

Sun ZFS Storage 7000システム管理ガイド • 2012年 12月 E38994–01478



合計は「%UTIL」に表示され、寄与する各要素は「%UTIL BREAKDOWN」に表示さ
れます。21:30:10時点では、カーネル時間が 14%でユーザー時間が 1%です。21:30:09
の行は合計の「%UTIL」が 0%であるため、内訳は表示されません (「--」)。

数秒分のデータのコンマ区切り値 (CSV)を出力するには、csvコマンドを使用しま
す。

knife:analytics datasets> select dataset-022

knife:analytics dataset-022> csv 10

Time (UTC),Operations per second

2011-03-21 18:30:02,0

2011-03-21 18:30:03,0

2011-03-21 18:30:04,0

2011-03-21 18:30:05,0

2011-03-21 18:30:06,0

2011-03-21 18:30:07,0

2011-03-21 18:30:08,0

2011-03-21 18:30:09,0

2011-03-21 18:30:10,0

2011-03-21 18:30:11,0

すべてのデータセットの中断と再開
CLIには、すべてのデータセットの中断および再開という、BUIではまだ利用できな
い機能が提供されています。この機能はアプライアンスのベンチマークを行って絶
対的な最大のパフォーマンスを判定する場合に役立つことがあります。一部の統計
はアーカイブに大量のCPUリソースおよびディスクリソースを消費する可能性があ
るため、これらの統計を有効にして行ったベンチマークは無効になります。

すべてのデータセットを中断するには、suspendを使用します。

caji:analytics datasets> suspend

This will suspend all datasets. Are you sure? (Y/N) y

caji:analytics datasets> show

Datasets:

DATASET STATE INCORE ONDISK NAME

dataset-000 suspend 638K 584K arc.accesses[hit/miss]

dataset-001 suspend 211K 172K arc.l2_accesses[hit/miss]

dataset-002 suspend 211K 133K arc.l2_size

dataset-003 suspend 211K 133K arc.size

...

すべてのデータセットを再開するには、resumeを使用します。

caji:analytics datasets> resume

caji:analytics datasets> show

Datasets:

DATASET STATE INCORE ONDISK NAME

dataset-000 active 642K 588K arc.accesses[hit/miss]

dataset-001 active 215K 174K arc.l2_accesses[hit/miss]

dataset-002 active 215K 134K arc.l2_size

データセット
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dataset-003 active 215K 134K arc.size

...

データセットのデータの破棄
データセットから分レベルでデータの粒度を破棄するには、pruneコマンドを使用し
ます。

caji:analytics dataset-001> prune minute

This will remove per-second and minute data collected prior to 2012-4-02

16:56:52.

Are you sure? (Y/N)

注:このコマンドは、下位レベルのデータの粒度も削除します。たとえば、prune

hourコマンドを使用すると、秒あたりおよび分あたりのデータも削除されます。

データセット
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統合

統合

はじめに
Sun ZFS Storageアプライアンスでは、広範なアプリケーションホストと通信するため
にデータプロトコルのフルスイートを用意しています。アプリケーションのパ
フォーマンスを向上したり、アプリケーション環境とより密に統合するには、Sun
Unified Storageドキュメンテーションページにあるホワイトペーパーとソ
リューションの概要で概要を説明している最良事例に従います。たとえば、標準プ
ロトコルから最適な結果を得る方法については、次の記事を確認します (ある特定ア
プリケーションのサポートに焦点を当てています)。

■ Symantec製のDMP/Storage Foundation

一部のアプリケーションでは、アプリケーションホストにソフトウェアをインス
トールすると相互運用性が強化されます。次の記事では、ソフトウェア統合に
よってストレージ管理者の操作向上を実現する方法について概要を説明していま
す。包括的なドキュメントが各ダウンロードに同梱されています。

■ Sun ZFS Storage Appliance Network File System Plug In for Oracle Solaris Cluster
■ Sun ZFS Storage Appliance Provider For Volume Shadow Copy Service Software
■ Sun Storage 7000 Management Plug-In for Oracle Enterprise Manager Grid Controller
■ Oracle Virtual Machine Storage Connect Plug-in for the Sun ZFS Storage Appliance
■ Sun ZFS Storage 7000 Storage Replication Adapter for VMware Site Recovery Manager

また、ほかのOracle製品とシームレスに統合するように、アプライアンスは独自の
機能を備えています。たとえば次のセクションでは、Sun ZFS Storageアプライアンス
をOracle Exadata Database Machineのバックアップ先として構成する方法について説
明します。
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■ Sun ZFS StorageアプライアンスによるOracle Exadata Database Machineのバック
アップ

詳細については、Sun Unified Storageドキュメンテーションページを参照してくださ
い。

Symantec

Symantecの「DMP」/Storage Foundationでの FCサ
ポート
■ SF - Symantec Storage Foundation 5.1
■ SF HA - Storage Foundation High Availability 5.1
■ SFCFS/SF Oracle RAC - Storage Foundation Cluster File System/Storage Foundation for

Oracle RAC 5.1
■ SFCFS/SFCFS Oracle RAC - Storage Foundation Cluster File System/Storage Foundation

Cluster File System for Oracle RAC 5.1

次のOSバージョンにおける Symantec Storage Foundation 5.1RP2
以降の FCサポート
■ Solaris 10 SPARC
■ Solaris 10 x86
■ Linux RedHat5
■ Oracle Enterprise Linux (OEL)

SymantecのHCL (http://www.symantec.com/business/support/index (http://
www.symantec.com/business/support/index))を参照してください

次の制限に注意してください。

■ Symantecでは 7000 ASL (https://vos.symantec.com/aslからダウンロード可能)がイン
ストールされていることを「要求」しています

■ Symantecでは SF 5.1 VMパッチレベル 5.1RP2以上
(https://vos.symantec.com/patch/matrixからダウンロード可能)がインストールされ
ていることも要求しています

■ Symantecでは次のDMPパラメータ設定も要求しています (「クラスタ化」された
7000のみ)。

■ :dmp_health_time=0
■ :dmp_path_age=0

Symantec
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■ :dmp_lun_retry_timeout=200

「クラスタ化」された 7000設定について説明している SymantecのHWテクニカル
ノート (http://www.symantec.com/business/support/index (http://www.symantec.com/
business/support/index))を参照してください

Symantecの Storage Foundation 5.1SP2 for Windowsでは、次のWindowsバージョンに
おける 7000シリーズに対する FC接続をサポートしています。

■ Windows Server 2003
■ Windows Server 2008
■ Windows Server 2008 R2

SF 5.1SP2のHCL (http://www.symantec.com/business/support/index (http://
www.symantec.com/business/support/index))を参照してください

Oracle Solaris Cluster

Sun ZFS Storage Appliance Network File System Plug
In for Oracle Solaris Cluster
Oracle Solaris Cluster (OCS)は、Solarisオペレーティングシステム用の高可用性クラス
タソフトウェアです。

Sun ZFS Storage Appliance Network File System Plug In for Oracle Solaris Clusterを使用する
と、NFSプロトコルを使用してOSCを Sun ZFS Storageアプライアンスで有効にでき
ます。プラグインおよび readmeファイルは、Oracle Technology Networkの Sun ZFS
Storage Appliance Network File System Plugin for Oracle Solaris Clusterの一部として入手で
きます。

Microsoft

Sun ZFS Storage Appliance Provider For Volume
Shadow Copy Service Software
Microsoftオペレーティングシステム用のボリュームシャドウコピーサービス (VSS)
は、システム上のアプリケーションがボリュームへの書き込みを実行している間に
ボリュームバックアップを実行できるようにするためのフレームワークを提供しま
す。VSSが提供する一貫性のあるインタフェースによって、ディスク上のデータを

Microsoft
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更新するユーザーアプリケーション (VSS書き込み側)と、アプリケーションを
バックアップするユーザーアプリケーション (VSSリクエスト側)との間で調整が可
能になります。VSSは特に次のものを提供します。

■ アプリケーションとファイルシステムのアクティビティーを調整するバック
アップインフラストラクチャ

■ シャドウコピーと呼ばれる、特定の時点での合体したコピーを作成するための場
所

Sun ZFS Storage Appliance Provider For Volume Shadow Copy Service Softwareは、Sun ZFS
Storage Applianceが、ブロックターゲットを使用しているWindowsホストの一貫性の
あるスナップショットを作成できるようにするVSSハードウェアプロバイダで
す。VSSは、ブロックデータが一貫性を保つようにスナップショットを調整しま
す。プロバイダはアプライアンス上のワークフローのセットとやり取りして、アプ
リケーション側から取得したようにスナップショットの取得を調整します。これは
iSCSIとファイバチャネルの両方で動作します。

Sun ZFS Storage Appliance Provider For Volume Shadow Copy Service Softwareは、この機
能とアプリケーション間の調整とを必要とするホスト上にインストールします。こ
のアプリケーション統合のためのドキュメント全体は、ダウンロードしたコン
ポーネントにReadMeファイルの形式でパッケージされています。プロバイダソフト
ウェアと readmeファイルは、Oracle Technology Networkサイトの Sun ZFS Storage 7000
Software Providers and Plug-Insパッチの一部として入手できます。VSSの詳細な情報
はMicrosoft Webサイトにあり、http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384649
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384649)%28VS.85%29.aspxに概要の説明
があります。

Oracle Grid Controller

Sun ZFS Storage Management Plug-In for Oracle
Enterprise Manager Grid Controller
Sun ZFS Storage plug-in for Oracle Enterprise Manager Grid Controllerは、Sun ZFS Storage
アプライアンスファミリ用のグリッドコントローラ環境に対して優れた監視機能を
提供します。

■ Sun ZFS Storageアプライアンスの監視
■ ストレージシステム情報と、アクセス可能なストレージコンポーネントの構成情
報およびパフォーマンス情報の収集

■ ツールによって収集された監視情報としきい値に基づく警告および違反の表示
■ 分析機能を補完する既製のレポートの提供

Oracle Grid Controller
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■ リモートエージェントによる監視のサポート。

アプライアンスがグリッドコントローラによって監視されるように構成される
と、分析機能のワークシートおよびデータセットが作成されます。これにより、グ
リッドコントローラ管理者の視点が、アプライアンス内部で使用可能なリアルタイ
ム分析によって提供される詳細なレベルまで到達します。

管理プラグインは次のリンク (Oracle Technology Network)から入手できます

プラグインと一緒にパッケージされているインストールガイドは、グリッドコント
ローラ管理者と、監視対象アプライアンスのストレージ管理者の両方が読む必要が
あります。

各アプライアンスには 2つのワークフローが付属しており、これらはそれぞれ監視
対象システムの準備と、監視環境用に作成された成果物の削除に使用されます。

■ Configure for Oracle Enterprise Manager Monitoring
■ Unconfigure Oracle Enterprise Manager Monitoring

これらのワークフローは、ブラウザのユーザーインタフェース
の「Maintenance」>「Workflows」ページからアクセスできます。

Oracle Grid Controller Sun ZFS Storage Management Plug-In for Oracle
Enterprise Manager Grid Controller

Configure for Oracle Enterprise Manager Monitoring

このワークフローは、環境を監視用に準備したり、ワークフローによって作成され
た成果物が操作中にストレージ管理者によって変更された場合に成果物を元の状態
にリセットしたりするために使用されます。このワークフローを実行すると、シス
テムに次の変更が加えられます。

■ システムへの制限付きアクセス権を持つ oracle_agentロールが作成されま
す。Oracle Enterprise Manager Grid Controllerエージェントは監視に必要な情報を取
得できますが、システムに変更を加えることはできません。oracle_agent
ユーザーが作成されて、このロールが割り当てられます。このロールと
ユーザーを使用することは、エージェントがアプライアンスにアクセスした時期
と方法についての明確な監査記録を維持する上できわめて重要です。

■ Advanced Analyticsが使用可能になり、Sun ZFS Storageアプライアンスのすべての
ユーザーが、拡張された統計のセットを使用できるようになります。

■ Oracle Enterprise Managerというワークシートが作成され、グリッドコントローラ
管理者とストレージ管理者の間のコミュニケーションが促進されます。グリッド
コントローラによって監視されるすべての測定基準をこのワークシートから使用
できます。

Oracle Grid Controller
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Unconfigure Oracle Enterprise Manager Monitoring

このワークシートは、Configure for Oracle Enterprise Manager Monitoringによって作成さ
れた成果物を削除します特に、次のことを行います。

■ oracle_agentロールおよびユーザーを削除します
■ Oracle Enterprise Managerワークシートを削除します。

このワークシートは、Advanced Analyticsや、収集目的でアクティブ化されたあらゆ
るデータセットを無効にするものではありません。

Oracle Storage Connect

Oracle Virtual Machine Storage Connect Plug-in for
the Sun ZFS Storage Appliance
Oracle VM 3.0内で導入された多くの新機能の 1つが Storage Connectフレームワークで
す。このフレームワークを使用すると、Oracle VM 3.0 Managerがストレージ
サーバーに直接アクセスしてリソースをプロビジョニングすることができます。こ
のフレームワークを使用すると、ストレージサーバーの登録、既存ストレージリ
ソースの発見、物理ディスクの作成とサーバープールでの参照、ストレージリポジ
トリおよび仮想マシンの共有を行うことができます。

Oracle Virtual Machine Storage Connect Plug-in for the Sun ZFS Storage Appliance
は、Oracle VMが仮想化のために Sun ZFS Storageアプライアンスをプロビジョニング
および管理することができるOracle VMソフトウェアスイートのコンポーネントで
す。プラグインはOracle VMサーバーにインストールされて、ZFSSAにインストール
されているワークフローを介してストレージサーバーと通信します。

プラグインおよび readmeファイルは、Oracle Technology Networkで入手できます。

VMware Site Recovery Manager

Sun ZFS Storage 7000 Storage Replication Adapter for
VMware Site Recovery Manager
Sun ZFS Storage 7000 Storage Replication Adapter (SRA) for VMware vCenter Site Recovery
Manager (SRM)は、複数のサイトにまたがっていて、保護されているサイトのサービ
ス中断時には迅速な復旧が必要なVMwareの配備に、Sun ZFS Storage 7000アプライア

Oracle Storage Connect
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ンスを統合します。SRAを既存のVMware vCenter SRM環境に導入すると、復旧計画
がテストされ実行されるときにVMware vCenter SRMの発見、テスト、フェイル
オーバーシーケンスを通して Sun ZFS Storage 7000アプライアンスを管理できま
す。SRAの使用は、完全にVMware vCenter SRMアプリケーション内で発生します。

VMware管理者は、VMwareデータストアをホストしているアプライアンスを担当す
る Sun ZFS Storage 7000アプライアンス管理者と密に協力する必要があります。詳細
については、SRAに同梱されている Sun ZFS Storage 7000 SRA for VMware SRMの管理
に関するガイドを参照してください。

注: SRAは、Oracle Technology Networkからダウンロードできます。SRAを入手する
には、Sun ZFS Storage 7000アプライアンスの有効なOracleサポート契約が必要で
す。

Exadata

Oracle Exadata Database Machine Backup
ネイティブなQDR InfiniBandおよび 10Gb Ethernet接続オプションを搭載している
ZFS Storageアプライアンスは、Oracle Exadataの信頼性あるバックアップに最適で
す。Oracle Exadata Backup Configuration Utilityがコマンド行ツールを使用した配備用
に提供されていますが、次のセクションでの手順を使用するとアプライアンスを手
動で構成できます。

■ Exadataバックアップの手動構成
■ Sun ZFS Storageバックアップ用のOracle Exadataの構成

Oracle Exadataからバックアップを実行する方法など、包括的なドキュメントが
ユーティリティーに同梱されています。手動かユーティリティーの使用かにかかわ
らず、それらの設定のほかに、アプライアンスのネットワークおよびストレージ
プールの構成も必要です。

Oracle Exadataのバックアップ先として Sun ZFS Storageアプライアンスを使用する方
法の詳細については、Sun Unified Storageドキュメンテーションページの Sun ZFS

Storage アプライアンスを使用した Oracle Exadata の保護に関する構成最良事例に
関するホワイトペーパーを参照してください。Sun ZFS Storage 7420クラスタも利用で
き、Sun ZFS Backup Applianceとして搭載済みの状態で提供されるため、セット
アップの複雑さを最小限に抑えることができます。このアプライアンスをOracle
Exadataと統合する方法は、前述のプロセスと同一です。
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アプライアンスの構成

Sun ZFS Storageアプライアンスの手動構成
このセクションでは、Sun ZFS StorageアプライアンスをOracle Exadataと使用するた
めに手動で構成する場合の一般的なガイドラインについて説明します。詳細につい
ては、Sun Unified Storageドキュメンテーションページの Sun ZFS Storageアプライア
ンスを使用した Oracle Exadata の保護に関する構成最良事例のホワイトペーパーを
参照してください。

ネットワーク、プール、およびシェアの構成
次のセクションでは、バックアップおよび復元処理をサポートするように Sun ZFS
Storageアプライアンスネットワーク、ストレージプール、およびシェアの構成を最
適化する最良事例についてサマリーを示します。

ネットワーク構成

このセクションでは、IPネットワークマルチパス (IPMP)グループを構成する方
法、および Sun ZFS Storageアプライアンスでルーティングを構成する方法について
説明します。

注: Oracle Exadata Backup Configuration Utilityを使用した場合は、このセクションでの
説明に従ってネットワークを構成してください。詳細については、最良事例のホワ
イトペーパーを参照してください。

ネットワーク構成の基本的な手順は次のとおりです。

1. Sun ZFS StorageアプライアンスがOracle Exadataに接続されていることを確認しま
す。

2. ibp0、ibp1、ibp2、および ibp3をアドレス 0.0.0.0/8 (IPMPに必要)、接続
モード、パーティションキー ffffで構成します。Oracle Exadataシステムで使用
されるパーティションキーを指定するには、rootユーザーとしてコマンド # cat

/sys/class/net/ib0/pkeyを実行します

3. アクティブ/スタンバイ IPMPグループを ibd0および ibd3で構成します (ibd0が
アクティブで ibd3がスタンバイ)。

4. アクティブ/スタンバイ IPMPグループを ibd1および ibd2で構成します (ibd2が
アクティブで ibd1がスタンバイ)。

5. アダプティブルーティングを有効にして、同じサブネット上の複数の IPアドレ
スが同じヘッドに所有されているときに、トラフィックが適切に負荷分散される
ようにします。これは、クラスタのフェイルオーバーのあとで発生します。
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追加の IB接続を必要としている場合は、IB HCAをさらにインストールして構成する
ことができます。詳細については、『Sun ZFS Storage 7x20 Appliance設置マニュア
ル』を参照してください。

このセクションの原則は、ネットワーク構成を ibpインタフェースではなく ixgbeイ
ンタフェースに適用することで、10Gビット Ethernet実装に適用できます。10G
ビット Ethernet実装は、アクティブ/アクティブ IPMPとして構成できます。Sun ZFS
StorageアプライアンスがOracle Exadataとは異なるサブネット上にある場合は、Sun
ZFS StorageアプライアンスからOracle Exadataへの静的ルートを作成することが必要
な場合があります。詳細については、ネットワーク管理者に問い合わせてくださ
い。

プールの構成
このセクションでは、データ保護およびパフォーマンスの要件に基づいてOracle
Recovery Manager (RMAN)のバックアップおよび復元操作用に Sun ZFS Storageアプラ
イアンスの最適なプール構成を決定するために、設計に関する考慮事項について説
明します。

注: Oracle Exadata Backup Configuration Utilityを使用した場合は、このセクションでの
説明に従ってプールを構成してください。詳細については、最良事例のホワイト
ペーパーを参照してください。

システム計画担当者は、次のガイドラインに基づいてプールの保護を検討する必要
があります。

■ 汎用および容量用に最適化されたシステムには、パリティーに基づく保護を使用
します。

ランダムなワークロードの対象となるシステムの 1ドライブ障害から保護するに
はRAID-Z。
ストリーミングのワークロードのみであるシステムの 2ドライブ障害から保護す
るにはRAID-Z2。

■ 増分で適用されるバックアップと高パフォーマンスには、ミラー化を使用しま
す。

■ パフォーマンス要件に基づいてプールを構成します。

管理用に最適化されたシステムには、1つのプールを構成します。
パフォーマンス用に最適化されたシステムには、2つのプールを構成します。各
トレイのドライブの半分を使用すると、2つのプールシステムを構成できます。

■ ログデバイスの保護を構成します。

RAID-Zおよびミラー化プール構成にはログデバイスをストライプ化します。
RAID-Z2プール構成にはログデバイスをミラー化します。

注: Oracle Exadata Backup Configuration Utilityを使用した場合は、次のトピック「Sun
ZFS Storageアプライアンス用にOracle Exadataの構成」に進みます。
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シェアの構成

Sun ZFS Storageアプライアンスのシェアのデフォルトオプションは、汎用のワーク
ロード用の開始位置に適しています。Sun ZFS Storageアプライアンスのシェアは、次
のようにしてOracle RMANバックアップおよび復元操作用に最適化できます。

■ 単一データベースのバックアップおよび復旧に関連するすべてのシェアを格納す
るためのプロジェクトを作成します。2プール実装の場合は、2つのプロジェクト
(各プールに 1つ)を作成します。

■ Oracle RMANのバックアップおよび復元ワークロードをサポートするシェアを次
の値を使用して構成します。

Database record size (recordsize): 128kB
Synchronous write bias (logbias): Throughput (バックアップセットおよびイメージコ
ピーを処理する場合)または Latency (増分で適用されるバックアップの場合)
Cache device usage (secondary cache): None (バックアップセットの場合)または All

(増分で適用されるバックアップまたはデータベースのクローン操作をサポートす
る場合)
Data compression (compression):パフォーマンスが最適化されたシステムの場合は
Off、容量が最適化されたシステムの場合は LZJBまたは gzip-2

プールあたりのシェアの数:管理が最適化されたシステムの場合は 1、パフォーマ
ンスが最適化されたシステムの場合は 2または 4

Oracle Exadataのバックアップおよび復元をサポートするために使用されるシェアに
対して、ユーザー要件の要求に従い、追加のシェア構成オプション (高次の gzip圧
縮やレプリケーションなど)を適用できます。

追加の Sun ZFS Storageアプライアンスデータサービスを実装するユーザーは、前述
の事例から逸脱する部分の実装を検査するために、実装固有のテストを検討する必
要があります。

Oracle RMANおよびOracle Databaseインスタンスの構成
Oracle RMANは、Oracle Exadataの内容を保護するために不可欠なコンポーネントで
す。Oracle RMANを使用すると、Sun ZFS StorageアプライアンスにOracle Exadataの
内容のバックアップセット、イメージコピー、増分更新されたバックアップを作成
できます。Oracle Exadataから Sun ZFS StorageアプライアンスへのOracle RMAN
バックアップのパフォーマンスを最適化するために、データベース管理者は次の最
良事例を適用する必要があります。

■ データベースマシンのノードにまたがって均等にOracle RMANチャンネルを負荷
分散します。

■ Sun ZFS Storageのシェアおよびコントローラにまたがって均等にOracle RMAN
チャンネルを負荷分散します。
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ZFS Storageアプライアンスに対するOracle RMANチャンネルのバッファリングを最
適化するために、隠しインスタンスパラメータのいくつかについて、値を調整でき
ます。Oracle Database 11g Release 2では、次のパラメータを調整できます。
■ バックアップおよび復元セットの場合:
■ * _backup_disk_bufcnt=64
■ * _backup_disk_bufsz=1048576
■ イメージコピーのバックアップおよび復元の場合:
■ * _backup_file_bufcnt=64
■ * _backup_file_bufsz=1048576

これらのパラメータの調整やOracle Databaseソフトウェアの以前のバージョンにお
ける同等パラメータの調整に関する詳細については、http://support.oracle.com
(http://support.oracle.com.)でバッファーメモリーパラメータを使用した RMANパ
フォーマンスの調整に関する記事番号 1072545.1を参照してください

Oracle Direct NFS (dNFS)は、高パフォーマンスのNFSクライアントで、Oracle RMAN
のバックアップおよび復元操作に優れたパフォーマンスを発揮します。バック
アップおよび復元操作で最大限のスループットを求めるユーザーは、dNFSを構成す
る必要があります。

次の手順
Sun ZFS Storageアプライアンス用のOracle Exadataの構成

Exadataの構成

Sun ZFS Storageアプライアンス用のOracle Exadata
の構成
このセクションでは、Sun ZFS StorageアプライアンスをOracle Exadataに接続する方
法を示すスクリプト例について説明します。これらのスクリプトは、dbnameという
名前のデータベースを 1プールおよび 2プール Sun ZFS Storageアプライアンス構成で
サポートするように設計されています。

一般的な実装手順
実装手順は次のとおりです。

1. ホスト上にシェアをマウントするためのディレクトリ構造 (マウントポイント)を
設定します。

2. Sun ZFS Storageアプライアンスからエクスポートされたシェアを適切なマウント
ポイントにマウントするように /etc/fstabを更新します。
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3. シェアのマウントおよびアンマウントの処理を自動化する init.dサービスを作成
します。

4. Sun ZFS Storageアプライアンスでエクスポートされたシェアにアクセスするよう
に oranfstabファイルを更新するか、/etc/fstabでブート時マウントを設定しま
す。

5. ホスト上にシェアをマウントします。
6. ORACLE_HOMEのアクセス権設定と一致するように、マウントされたシェアのアク
セス権を変更します。

7. Oracle Databaseインスタンスを再起動して、oranfstabファイルに対する変更を有
効にします (オプション)。

注: Oracle Exadata Backup Configuration Utilityを使用した場合は、手順 4および手順 7
を除き、すべての手順がすでに実行されています。次のセクション「詳細な実装手
順」では、「Sun ZFS Storageアプライアンスのエクスポートにアクセスするための
oranfstabの更新」および「マウントされたシェアの所有者の設定」の手順 2を実行
できます (オプション)。

詳細な実装手順
このセクションのトピック:

■ ホスト上にシェアをマウントするためのディレクトリ構造の設定
■ /etc/fstabファイルの更新
■ init.dサービスの作成
■ Sun ZFS Storageアプライアンスのエクスポートにアクセスするための oranfstabの
更新

■ ホスト上にシェアのマウント
■ マウントされたシェアの所有者の設定

ホスト上にシェアをマウントするためのディレクトリ構造の設定

ホスト上にシェアをマウントするためのマウントポイントを次のように設定しま
す。

mkdir -p /zfssa/dbname/backup1

mkdir -p /zfssa/dbname/backup2 mkdir -p /zfssa/dbname/backup3 mkdir -p
/zfssa/dbname/backup4

/etc/fstabファイルの更新

/etc/fstabファイルを更新するには、次のいずれかのオプションを使用します。
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注:下記のリストでUNIXの改行エスケープ文字 (\)は、1行分のコードが 2行目に折
り返していることを表します。折り返された 1行を fstabに入力するときは、\文字
を削除して 2つの行の断片を空白で区切った 1行に結合してください。

1プール構成の場合:

192.168.36.200:/export/dbname/backup1 /zfssa/dbname/backup1 nfs \

rw,bg,hard,nointr,rsize=1048576,wsize=1048576,tcp,nfsvers= \ 3,timeo=600 0 0

192.168.36.200:/export/dbname/backup2 /zfssa/dbname/backup2 nfs \

rw,bg,hard,nointr,rsize=1048576,wsize=1048576,tcp,nfsvers= \ 3,timeo=600 0 0

192.168.36.200:/export/dbname/backup3 /zfssa/dbname/backup3 nfs \

rw,bg,hard,nointr,rsize=1048576,wsize=1048576,tcp,nfsvers= \ 3,timeo=600 0 0

192.168.36.200:/export/dbname/backup4 /zfssa/dbname/backup4 nfs \

rw,bg,hard,nointr,rsize=1048576,wsize=1048576,tcp,nfsvers= \ 3,timeo=600 0 0

2プール構成の場合:

192.168.36.200:/export/dbname/backup1 /zfssa/dbname/backup1 nfs \

rw,bg,hard,nointr,rsize=1048576,wsize=1048576,tcp,nfsvers= \ 3,timeo=600 0 0

192.168.36.201:/export/dbname/backup2 /zfssa/dbname/backup2 nfs \

rw,bg,hard,nointr,rsize=1048576,wsize=1048576,tcp,nfsvers= \ 3,timeo=600 0 0

192.168.36.200:/export/dbname/backup3 /zfssa/dbname/backup3 nfs \

rw,bg,hard,nointr,rsize=1048576,wsize=1048576,tcp,nfsvers= \ 3,timeo=600 0 0

192.168.36.201:/export/dbname/backup4 /zfssa/dbname/backup4 nfs \

rw,bg,hard,nointr,rsize=1048576,wsize=1048576,tcp,nfsvers= \ 3,timeo=600 0 0

init.dサービスの作成

次の適切なオプションを使用して、init.dサービスを作成します。

#!/bin/sh

#

# zfssa_dbname: Mount ZFSSA project dbname for database dbname

#

# chkconfig: 345 61 19

# description: mounts ZFS Storage Appliance shares

#

start()

mount /zfssa/dbname/backup1

mount /zfssa/dbname/backup2

mount /zfssa/dbname/backup3

mount /zfssa/dbname/backup4

echo "Starting $prog: "

stop()

umount /zfssa/dbname/backup1

umount /zfssa/dbname/backup2

umount /zfssa/dbname/backup3

umount /zfssa/dbname/backup4

echo "Stopping $prog: "
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case "$1" in

start)

start

;;

stop)

stop

;;

restart)

stop

start

;;

status)

mount

;;

*)

echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
exit 1

esac

(オプション) # chkconfig zfssa_dbname onと入力して、init.dサービスのブート時
起動を有効にします

(オプション) service コマンド # service zfssa_dbname start# service zfssa_dbname

stopを使用して、サービスを手動で停止し、起動します

Sun ZFS Storageアプライアンスのエクスポートにアクセスするための
oranfstabの更新

Sun ZFS Storageアプライアンスのエクスポートにアクセスするように oranfstab

ファイルを更新するには、次の適切なオプションを使用します。

注: Oracle Exadata Backup Configuration Utilityを使用した場合は、この手順を実行でき
ます (オプション)。

1プール構成の場合:

server: 192.168.36.200

path: 192.168.36.200 export: /export/dbname/backup1 mount: /zfssa/dbname/backup1 export:
/export/dbname/backup2 mount: /zfssa/dbname/backup2 export: /export/dbname/backup3
mount: /zfssa/dbname/backup3 export: /export/dbname/backup4 mount:
/zfssa/dbname/backup4

2プール構成の場合:

server: 192.168.36.200

path: 192.168.36.200 export: /export/dbname/backup1 mount: /zfssa/dbname-2pool/backup1
export: /export/dbname/backup3 mount: /zfssa/dbname-2pool/backup3 server: 192.168.36.201
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path: 192.168.36.201 export: /export/dbname/backup2 mount: /zfssa/dbname-2pool/backup2
export: /export/dbname/backup4 mount: /zfssa/dbname-2pool/backup4

ホスト上にシェアのマウント
ホスト上にシェアをマウントするには、次の 2つのうちいずれかのオプションを使
用します。

# service mount_dbname startor&emsp; # dcli -l root -g /home/oracle/dbs_group

service mount_dbname start

マウントされたシェアの所有者の設定
ORACLE_HOMEのアクセス権設定と一致するように、マウントされたシェアのアクセス
権設定を変更します。この例では、ユーザーおよびグループの所有者が oracle:dba

に設定されています。

注: Oracle Exadata Backup Configuration Utilityを使用した場合は、手順 2を実行できま
す (オプション)。手順 1はすでに実行されています。

1. 次の 2つのうちいずれかのオプションを入力します。# chown oracle:dba

/zfssa/dbname/* または # dcli -l root -g /home/oracle/dbs_group chown

oracle:dba/zfssa/dbname/*

2. 次のいずれかのオプションを使用してOracle Databaseインスタンスを再起動し
て、oranfstabファイルに対する変更を有効にします。

一度に 1つのインスタンスを再起動します (順次アップグレード)。例:

■ $ srvctl stop instance -d dbname -i dbname1

■ $ srvctl start instance -d dbname -i dbname1

■ $ srvctl stop instance -d dbname -i dbname2

■ $ srvctl start instance -d dbname -i dbname2

■ $ srvctl stop instance -d dbname -i dbname3

■ $ srvctl start instance -d dbname -i dbname3

■ $ srvctl stop instance -d dbname -i dbname4

■ $ srvctl start instance -d dbname -i dbname4

■ $ srvctl stop instance -d dbname -i dbname5

■ $ srvctl start instance -d dbname -i dbname5

■ $ srvctl stop instance -d dbname -i dbname6

■ $ srvctl start instance -d dbname -i dbname6

■ $ srvctl stop instance -d dbname -i dbname7

■ $ srvctl start instance -d dbname -i dbname7

■ $ srvctl stop instance -d dbname -i dbname8

■ $ srvctl start instance -d dbname -i dbname8

■

データベース全体を再起動します。例:
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■ $ srvctl stop database -d dbname

■ $ srvctl start database -d dbname
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用語集

7110 Sun Storage 7110 Unified Storage System

7120 Sun ZFS Storage 7120

7210 Sun Storage 7210 Unified Storage System

7310 Sun Storage 7310 Unified Storage System

7320 Sun ZFS Storage 7320

7410 Sun Storage 7410 Unified Storage System

7420 Sun ZFS Storage 7420

Active Directory Microsoft Active Directoryサーバー

alert
(警告)

構成可能なログ、電子メール、または SNMPトラップイベント

Analytics リアルタイムおよび履歴のパフォーマンス統計をグラフ化するアプライアンス機能

ARC Adaptive Replacement Cache

BUI ブラウザユーザーインタフェース

CLI コマンド行インタフェース

CPU 中央演算処理装置

CRU 顧客交換可能コンポーネント

DIMM デュアルインラインメモリーモジュール

DNS ドメインネームサービス

DTrace 本稼働システムのカーネルおよびアプリケーションの問題をリアルタイムでトラブル
シューティングする包括的な動的トレースフレームワーク

FC ファイバチャネル

FRU フィールド交換可能コンポーネント

FTP ファイル転送プロトコル

497



GigE ギガビット Ethernet

HBA ホストバスアダプタ

HCA ホストチャネルアダプタ

HDD ハードディスクドライブ

HTTP ハイパーテキスト転送プロトコル

IOM 入出力モジュール。SIMと類似。

iSCSI Internet Small Computer System Interface

Kiosk ユーザーが特定の 1画面のみ表示できる制限付き BUIモード

L2ARC レベル 2 Adaptive Replacement Cache

LDAP 軽量ディレクトリアクセスプロトコル (Lightweight Directory Access Protocol)。

LED 発光ダイオード

Logzilla 書き込み IOPSアクセラレータ

LUN 論理ユニット

NFS ネットワークファイルシステム

NIC ネットワークインタフェースカード

NIS ネットワーク情報サービス

PCIe Peripheral Component Interconnect Express

PCM 電源冷却モジュール。1基の PSUと 1基以上のファンで構成される

PSU 電源ユニット。電源冷却モジュール (PCM)のファンも含む

QDR クワッドデータレート

Readzilla 読み取り用に最適化された L2ARC用のフラッシュ SSD

SAS Serial Attached SCSI

SAS-2 Serial Attached SCSI 2.0

SATA シリアルATA

SIM SASインタフェースモジュール

SSD ソリッドステートドライブ

SSH Secure Shell (セキュアシェル)

WebDAV Webベースの分散オーサリングおよびバージョニング

ZFS ディスク上のデータストレージサブシステム

GigE
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アイコン BUIに表示されるアイコン

クラスタ シェアストレージに接続された複数のヘッド

更新 ソフトウェアまたはファームウェアのアップデート

コントローラ 「ストレージコントローラ」を参照

サービス アプライアンスサービスソフトウェア

サポートバンドル システム構成情報とコアファイルを含む自動生成されるファイルで、リモートサポート
によってシステム障害のデバッグに使用される

シェア データプロトコルを使用してシェアされる ZFSファイルシステム

スキーマ 構成可能なシェアのプロパティー

スクリプト CLIタスクの自動化

ストレージコント
ローラ

アプライアンスのヘッドノード

スナップショット シェアのイメージ

タイトルバー BUI画面のローカルナビゲーションおよび機能セクション

ダッシュボード システムの健全性とアクティビティーについてのアプライアンスサマリー表示

ディスクシェルフ ヘッドノードまたはストレージコントローラに接続される拡張ストレージシェルフ

データセット Analyticsから得られた統計用のメモリー内およびディスク上データ

統計 Analyticsから表示可能な測定基準

ハイブリッドスト
レージツール

ディスク、フラッシュディスク、およびDRAMを、一貫性を持つシームレスな単一の
データストアに組み合わせたもの。

プール すべてのファイルシステムおよび LUNに渡ってシェアできるストレージスペースを提
供するもの

プロジェクト シェアの集合

マストヘッド BUI画面の上部セクション

モーダルダイアログ 特定機能用の新しい画面要素

リモートレプリ
ケーション

シェアを別のアプライアンスにレプリケートすること

ロールバック すべてのシステムソフトウェアとシステムのすべてのメタデータ設定を、更新を適用す
る直前の状態に戻すこと

ロールバック
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