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はじめに

このガイドでは、Oracle の StorageTek SL4000 モジュラーテープライブラリの一般的
な概要について説明します。このガイドでは、このライブラリの設置計画、構成、
および操作について説明します。ほとんどの手順には、SL4000 Web アプリケーショ
ン (SL4000 GUI と呼ばれる) の使用が含まれています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の
Web サイト (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc) を
参照してください。

Oracle Support へのアクセス
サポートをご契約のお客様には、My Oracle Support を通して電子支援サービス
を提供しています。詳細情報は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=acc&id=info) か、聴覚に障害のあるお客様は (http://www.oracle.com/pls/
topic/lookup?ctx=acc&id=trs) を参照してください。

関連ドキュメント

追加の SL4000 ドキュメントについては、Oracle Help Center の「Tape Storage」セク
ション (http://docs.oracle.com/en/storage/#tape) にアクセスしてください。

• SL4000 SCSI リファレンスガイド

• SL4000 セキュリティーガイド

• SL4000 安全およびコンプライアンスガイド

• SL4000 ライセンス情報ユーザーガイド

はじめに · 17
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1 
第1章 ライブラリの概要

Oracle の StorageTek SL4000 モジュラーライブラリシステムは、柔軟性、拡張性、
および高可用性を提供するエンタープライズテープストレージソリューションで
す。SL4000 は、急激に拡大し、かつ絶えず変化する環境の要求を満たすためにモ
ジュール化されています。

内容

• ライブラリモジュールの概要

• ハードウェアコンポーネントの概要

• オプションのライブラリ機能

• ストレージ容量の概要

• 電源構成の概要

• ホスト接続オプション

• ライブラリ管理アプリケーション

• 注文

関連項目

• 「ライブラリの寸法と重量」

ライブラリモジュールの概要

ライブラリあたり最大 15 のモジュール (1 つの基本モジュールと最大 14 の拡張モ
ジュール) で構成できます。モジュールタイプは次のとおりです。

• 基本モジュール

• ドライブモジュール

• カートリッジモジュール

第1章 ライブラリの概要 · 19



ライブラリモジュールの概要

• アクセスモジュール

• パーキングモジュール

図1.1 SL4000 ライブラリの構成例

1. 有孔ウィンドウ

2. オペレータパネル

3. 基本モジュールの前面ドア

4. 回転式 CAP

基本モジュール

• ライブラリあたり 1 つの基本モジュールが必要です。スタンドアロンの基本モ
ジュールは、可能な最小の構成です。

• 最高のパフォーマンスを得るには、基本モジュールをライブラリの中央に配置し
ます。

• 回転式 CAP、オペレータパネル、1 台のドライブアレイ (8 つのドライブベイ)、お
よび 2 台の LTO ドライブが標準で付属しています。基本モジュールの背面には、
基本カードケージ、配電盤 (PDU)、DC 電源装置、レール電源モジュール、テープ
ドライブベイ、およびドライブスイッチが収容されています。

• オプションの 2 番目および 3 番目のドライブアレイ (最大 24 のドライブベイ)。

• オプションの Web カメラ。

• ドライブアレイの数に応じて 205 から 431 個のテープ容量 (「物理容量の計算」を
参照)。

20



ライブラリモジュールの概要

図1.2 基本モジュール (背面図)

1. レール電源モジュール (最大 3 つの DC 電源装置と 2 つのレールコントローラを
含む)

2. テープドライブベイ

3. ドライブスイッチカードケージ (最大 2 つのドライブネットワークスイッチを含
む、下部のスロット 1 と上部のスロット 2)

4. 基本カードケージ

5. ドライブ用 DC 電源装置

6. 配電盤

ドライブモジュール

ドライブモジュールはドライブベイの数を増やし、追加のテープストレージを提供
します。

第1章 ライブラリの概要 · 21



ライブラリモジュールの概要

• どこでも配置できるライブラリあたり最大 3 つのドライブモジュール。

• 1 台のドライブアレイ (8 つのドライブベイ) が標準で付属しています。ドライブ
モジュールの背面には、ドライブベイ、PDU、DC 電源装置、およびドライブス
イッチが収容されています。

• オプションの 2 番目、3 番目、および 4 番目のドライブアレイ (最大 32 のドライ
ブベイ)。

• オプションの回転式 CAP (「回転式カートリッジアクセスポート (CAP)」を参
照)。

• オプションの Web カメラ。

• 選択されたオプションに応じて 153 から 522 個のテープ容量 (「物理容量の計
算」を参照)。

図1.3 ドライブモジュール (背面図)
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1. テープドライブベイ

2. ドライブスイッチカードケージ (最大 2 つのドライブネットワークスイッチを含
む、下部のスロット 1 と上部のスロット 2)

3. ドライブ用 DC 電源装置

4. 配電盤

カートリッジモジュール

カートリッジモジュールは、追加のストレージセルを提供します。

• カートリッジモジュールの最大数は、存在するほかのモジュールによって異なり
ます。ライブラリは、合計 15 のモジュールに制限されます。たとえば、ライブラ
リに基本モジュールと 2 つのドライブモジュールが存在する場合、ライブラリは
最大 12 のカートリッジモジュールをサポートできます。

• オプションの回転式 CAP (「回転式カートリッジアクセスポート (CAP)」を参
照)。

• それぞれ 438 から 620 個のテープ容量 (「物理容量の計算」を参照)。

パーキングモジュール

パーキングモジュールは、変更されたモジュール識別ブロックを含むカートリッジ
モジュールです (「モジュール識別ブロック」を参照)。ライブラリは、ライブラリ
にアクセスモジュールが存在しないときの冗長ロボット構成でのみパーキングモ
ジュールを必要とします。

6 列 (手前側の壁面にある 3 列と奥側の壁面にある 3 列) にはアクセスできず、こ
こにはテープを収容できません (図B.9「パーキングモジュール、左」および図
B.10「パーキングモジュール、右」を参照)。この領域は、動作可能なロボットのア
クセスをブロックすることなく、故障したロボットを「パーキング」するために使
用されます (「ロボット」を参照)。アクセスできないカートリッジアレイを取り外
す必要はありません。このモジュールは、モジュール識別ブロックを変更すること
によって、いつでもカートリッジモジュールに復元できます。

ノート:

パーキングモジュール内の無効になったロボットで保守を実行すると、ライブラリ操作が中断
されます。中断なしでロボットの保守を実行するには、代わりにアクセスモジュールを使用し
てください (「アクセスモジュール」を参照)。
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ライブラリモジュールの概要

• 230 から 312 個のテープ容量 (「物理容量の計算」を参照)。

• オプションの CAP は、左側のパーキングモジュールにのみ収容できます。右側の
パーキングモジュールの CAP 領域はロボットからアクセスできません。

• ライブラリの両端に取り付ける必要があります。

図1.4 パーキングモジュール - パーキング領域

1. アクセスできない CAP 領域、CAP 空きプレート

2. ロボットパーキング領域 (アクセスできないテープセル)

アクセスモジュール

アクセスモジュールには、最大 234 個のテープの一括ロードに使用されるカート
リッジアクセスドアがあります。さらに、2 つのアクセスモジュールを備えたライ
ブラリは冗長ロボット機能をサポートします (「ロボット」を参照)。アクセスモ
ジュール内のスライド式の安全ドアは故障したロボットをライブラリの残りから分
離できるため、保守担当者はライブラリをオンラインにしたまま、無効になったロ
ボットにアクセスできます。

ノート:

アクセスモジュールとパーキングモジュールを同じライブラリに取り付けることはできませ
ん。

• アクセスモジュールは、ライブラリの端に配置する必要があります。
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ライブラリモジュールの概要

• 1 つのアクセスモジュールは、一括ロード機能のみをサポートします。1 つのアク
セスモジュールは、追加の 104 個のストレージセルの左側に取り付けるようにし
てください (「物理容量の計算」を参照)。

• 2 つのアクセスモジュールは、一括ロードと冗長ロボットをサポートします。

図1.5 アクセスモジュール

1. サイドカバーが取り外され、スライド式のドアを示す

2. 一括ロードのカートリッジアクセスドア

3. アクセスモジュールの保守パネルとハンドル

モジュール識別ブロック

各モジュールには、最初のライブラリ起動中や、「Probe for Configuration Changes」
が選択された起動中にロボットがスキャンするモジュール識別ブロックがあります
(「ライブラリ設定のオプション」を参照)。この識別ブロックは、モジュールタイ
プとモジュールオプション (CAP やドライブの数など) を示します。モジュール識別
ブロックの位置については、「セルマップ」を参照してください。
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ハードウェアコンポーネントの概要

図1.6 モジュール識別ブロックの例 - 基本モジュール

ハードウェアコンポーネントの概要

• オペレータパネル

• 基本モジュールカードケージ

• サポートされるテープドライブ

• ロボット

• 回転式カートリッジアクセスポート (CAP)

• 一括ロードのカートリッジアクセスポート (アクセスモジュール)

• 冷却

オペレータパネル

基本モジュールの前面には、オペレータパネルが収容されています。これは、GUI
にアクセスするためのタッチスクリーンと、画面の下の制御パネルにある一連のイ
ンジケータおよびボタンで構成されています。

図1.7 オペレータパネル
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ハードウェアコンポーネントの概要

1. ロケータライト — GUI から検出機能をアクティブ化すると点滅します。

2. 保守アクション要求インジケータ — ライブラリは動作不能であり、保守を必要
としています。

3. 待機インジケータ — ライブラリはオフライン状態に移行しています。このイン
ジケータが消灯するまで、ライブラリに入らないでください。

4. ライブラリアクティブインジケータ — ライブラリは電源投入され動作していま
す。

5. LCD 表示コントロール — モニターの設定 (明るさやコントラストなど) を調整す
るために使用されます。

6. SOURCE (表示の切り替え) — 表示信号のルーティングをコントローラまたは機
能カードの間で切り替えます。現在、表示が VGA ポートにある場合は、最初に
押すと前面タッチスクリーンに切り替えられ、そのあとに押すとコントローラ間
で表示が切り替えられます。L1 と L2 はライブラリコントローラです。F1 と F2
は機能カードです。

基本モジュールカードケージ

基本モジュールの背面には、コントローラカード、ディスクストレージ、冷却ファ
ン、スイッチ、および電源コンバータを含むカードケージが収容されています。メ
インのコントローラカードはライブラリコントローラです。

図1.8 基本カードケージ

1. ルートスイッチ
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ハードウェアコンポーネントの概要

2. ファン構成部品

3. ライブラリコントローラ

4. ライブラリコントローラストレージ

5. ビデオカード

6. DC 電源コンバータ

7. 安全コントローラ

8. ネットワークパッチパネル

コントローラカードインジケータ

基本カードケージ内のほとんどのコントローラカードには、同じ 3 つのインジケー
タライトがあります。

1. デバイスを取り外し可能 (青色)

2. 保守アクション要求 (黄色)

3. デバイスへの電源 (緑色の点灯)

ライブラリコントローラ

ライブラリコントローラは、ライブラリ内のメインのコントローラカードです。こ
れには、ホスト接続やサービス保守に使用されるポートが含まれています。ホス
ト接続に使用される 2 つの FC ポートと 2 つの Ethernet ポートが存在します。詳細
は、「ホスト接続オプション」を参照してください。
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ハードウェアコンポーネントの概要

1. FC ポート (これらには LINK ライトがありません — 「FC 接続が機能している
か? LINK ライトがない。」を参照)

2. 保守ネットワークポート

3. 顧客ネットワークポート 1 および 2

4. ライブラリ間のネットワークポート (SL4000 では使用されません)

5. USB ポート (キーボードおよびマウス用)

DC 電源コンバータ

電源装置からの 48V DC を 12V DC に変換します。詳細は、「電源構成の概要」を
参照してください。

ライブラリコントローラストレージ

ライブラリソフトウェアの情報を格納するハードドライブ。ライブラリには 3 枚の
ストレージカードが標準で付属しており、それぞれでデータがミラー化されます。

ネットワークパッチパネル

ドライブモジュールのドライブスイッチとアクセスモジュールのコントローラを
基本モジュールに接続する Ethernet バルクヘッド。ネットワークには、ネットワー
ク 1 とネットワーク 2 の 2 つがあります。ネットワークごとに、6 つのドライブモ
ジュール Ethernet ポートと 2 つのアクセスモジュール Ethernet ポートがあります。
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ハードウェアコンポーネントの概要

ルートスイッチ

ルートスイッチは、ドライブスイッチ、ロボットネットワーク、およびコントロー
ラカードへの接続を提供します。これには、ドライブ暗号化に使用される Oracle
Key Manager ネットワークに接続するための 1 つの Ethernet ポートが含まれていま
す (詳細は、Oracle Key Manager (OKM) のドキュメントを参照)。ポート構成情報に
ついては、「パブリックネットワーク、保守ネットワーク、または OKM ポートの
構成」を参照してください。

1. Oracle Key Manager (OKM) ネットワークポート

安全コントローラ

ライブラリのすべてのドアのステータスをモニターし、いずれかのドアが予期せず
開いたらレールへの電源を切断します。ライブラリに電源が供給されていない間に
いずれかのドアが開いたら「Door Has Been Opened」ステータスを報告できるよう
に、このカードにはバッテリが含まれています。
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1. Emergency power off — 一般には、緊急時にライブラリへの電源を切断する (顧客
によって取り付けられる) 外部スイッチを通して顧客の緊急電源切断 (EPO) シス
テムに接続されます。

コネクタは、2 ピンの Universal Mate and Lock コネクタ (メス接点 TYCO
770010-3 を持つ TYCO 770024-1) です。このポートに接続するには、オス接点
TYCO 770009-1 を持つ TYCO 770017-1 (または同等のパーツ番号) を使用できま
す。

2. Door open — モジュールに開いた前面アクセスドアがあるかどうかを示します

ビデオカード

ビデオカードは、前面タッチスクリーンまたは VGA ポートに接続された別のモニ
ターにどのコントローラが表示されるかを示します。

1. SELECT (表示の切り替え) — 表示信号のルーティングをコントローラまたは機
能カードの間で切り替えます。現在、表示が前面タッチスクリーンにある場合
は、最初に押すと VGA ポートに切り替えられ、そのあとに押すとコントローラ
間で表示が切り替えられます。

2. コントローラカードインジケータ — L1 と L2 はライブラリコントローラで
す。F1 と F2 は機能カードです。SELECT ボタンを押すことにより、どのコント
ローラが表示されるかを切り替えることができます。

サポートされるテープドライブ

SL4000 ライブラリは、次のテープドライブの種類をサポートします。基本モジュー
ルには、2 台の LTO 7 ドライブが標準で付属しています。Oracle から追加のドライ
ブを購入するか、またはドライブを旧バージョンの Oracle ライブラリからアップグ
レードする必要があります。

• StorageTek T10000 (すべてのモデル)

• HP LTO 第 5 および 6 世代

• IBM LTO 第 5、6、および 7 世代
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テープドライブの暗号化

暗号化鍵の管理オプションには、次の 2 つがあります。

• アプリケーションによる管理 — アプリケーションがデータパスを使用して鍵を管
理します。

• OKM による管理 — Oracle Key Manager (OKM) アプライアンスが、一般にはより
セキュアな、データパスの外部にある Ethernet 接続を使用して鍵を管理します。
暗号化の詳細は、ドライブのドキュメントおよび Oracle Key Manager (OKM) のド
キュメントを参照してください。

アプリケーション管理による暗号化と OKM 管理による暗号化のサポートは、ドラ
イブの種類によって異なります。

T10000 の暗号化

T10000 のすべての世代が暗号化に対応していますが、アプリケーション管理による
暗号化または OKM 管理による暗号化のどちらかを有効にするには T10K-EKEY-A-N
暗号化アクティベーション許可が必要です。暗号化アクティベーション許可は (初回
の購入時またはそれ以降の) いつでも注文できます。この許可を購入したら、Virtual
Operator Panel (VOP) を使用して暗号化を有効にします (Oracle Technical Network にあ
る VOP のドキュメントを参照)。T10000C および T10000D ドライブには、暗号化を
有効にするための暗号化ライセンスキーが必要なくなりました

LTO の暗号化

OKM 管理による暗号化には、LTO-ENCRYPT-ACTIVE 暗号化アクティベーション
許可が必要です。データパスを使用したアプリケーション管理による暗号化には、
この許可は必要ありません。

HP LTO 5 および 6 ドライブは、OKM 管理による暗号化とアプリケーション管
理による暗号化の両方をサポートします。IBM LTO 5、6、および 7 ドライブで
は、OKM とインタフェースするためにドライブトレー内に Belisarius カードが必要
です。OKM 互換性のあるドライブまたは OKM 互換性のないドライブを購入できま
す。OKM 互換性のないドライブをアップグレードするには、Belisarius カードを追
加するためのキットを購入できます。
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暗号化アクティベーション許可の再利用

以前に古いドライブ用のアクティベーション許可を購入している場合は、暗号化に
対応したドライブの総数がそのファミリ用のアクティベーション許可の総数を超え
ないかぎり、同じファミリ内の新しい世代のドライブにアップグレードするときに
そのアクティベーション許可を再利用できます。たとえば、6 つの T10K-EKEY-A-N
アクティベーション許可がある場合は、暗号化に対応した合計 6 台の T10000 ドライ
ブ (世代には関係なし) しか使用できません。

サポートされるテープカートリッジ

すべてのテープに読み取り可能な外部ラベルが必要です (ラベルの要件について
は、付録C「バーコードラベルの概要 」を参照)。ライブラリは、ラベルが付いてい
ないか、または不明なテープの種類 (LTO または T10000 以外のすべて) をインポー
トまたはマウントしません。テープの種類には次のものがあります。

• データ — 顧客データを格納します

• 診断 — ドライブに対する読み取り/書き込みテストを実行したり、診断テストを
実行したりするために保守担当者によって使用されます (ラベルは DG[スペース]
で始まります)

• クリーニング — ドライブのテープパスおよび読み取り/書き込みヘッドをクリー
ニングします (ラベルは CLN で始まります)

ドライブトレー

ドライブトレーにはテープドライブが収容され、そのドライブがライブラリとイン
タフェースできるようにするドライブコントローラカードが含まれています。ドラ
イブトレーは、ドライブアレイのドライブベイにスライドさせます。多くの場合、
「テープドライブ」と「ドライブトレー」は同義です。

SL3000 ドライブトレーに SL4000 コントローラ LOD カードが含まれている場合
は、SL4000 でそのトレーを使用できます。SL3000 ドライブコントローラの HBD
カードはサポートされていません。トレーの上部のポートの数に注目することに
よって、トレーの種類を容易に識別できます。SL3000 HBD カードには 1 つのポー
トがあり、LOD には 2 つのポートがあります。

ノート:

SL4000 では、ドライブトレー背面の Ethernet ポートは無効になっています。
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図1.9 LOD および HBD ドライブトレーの識別

1. SL4000 ポートと SL3000 ポートを含む LOD トレー

2. SL3000 ポートのみを含む HBD トレー
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図1.10 SL4000 ドライブトレー - 背面図
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1. ドライブへの電源 (緑色の点灯)。トレーのみまたは取り付けコードへの電源 (緑
色の点滅)。

2. 保守アクション要求 (黄色)

3. ライブラリからドライブトレーを取り外し可能 (青色)。検出機能を使用すると点
滅します (「ロケータ LED を使用したドライブの物理的な検索」を参照)。

4. トレーへの電源のオン/オフ (プッシュボタン) — SL4000 では無効になっていま
す。代わりに、GUI を使用してトレーの電源をオン/オフします (「ドライブのオ
ンまたはオフ」を参照)。

5. Ethernet リンク (緑色)。このポートは SL4000 では無効になっており、保守のた
めに Oracle の保守担当者によってのみ使用されます。

6. デフォルトの IP アドレスへの暗号化のリセット (プッシュボタン)

7. 暗号化インジケータ

8. 暗号化カードポート。このポートは SL4000 では無効になっています。

9. ファイバチャネルポート

10. 保守用プッシュボタン (SL4000 では使用しないでください。ドライブがオフライ
ンになります。)

11. ドライブステータスインジケータ

12. ドライブ保守インジケータ

ドライブスイッチ

ドライブスイッチは、ドライブトレーをライブラリの残りに接続します。スイッチ
とドライブトレーの間の接続は内部的に行われるため、個々のドライブに Ethernet
ケーブルを接続する必要はなくなりました。

基本モジュールと各ドライブモジュールには、最大 2 つのドライブスイッチを保持
するドライブスイッチカードケージが含まれています (図1.2「基本モジュール (背
面図)」および図1.3「ドライブモジュール (背面図)」を参照)。基本モジュールには
1 つのドライブスイッチが、またドライブモジュールには 2 つのドライブスイッチ
が標準で付属しています。ただし、基本モジュールに 2 番目のルートスイッチを取
り付けるまで、ドライブモジュール内の動作可能なドライブスイッチは 1 つだけで
す。
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1. ドライブトレー接続インジケータ — 各 LED がドライブベイの位置に対応しま
す。アクティブな LED は、ドライブトレーが取り付けられ、ライブラリと通信
していることを示します。

2. 基本モジュールのネットワークパッチパネルを各ドライブモジュールに接続する
ために使用される Ethernet ポート。基本モジュールのドライブスイッチでは、こ
のポートを未接続のままにします。

3. 基本モジュールでは、この LED はネットワークパッチパネルとドライブスイッ
チの間にアクティブな接続が存在することを示します。ドライブモジュールで
は、この LED はドライブスイッチと Web カメラの間にアクティブな接続が存在
することを示します (取り付けられている場合)。

4. ドライブスイッチのオンボードプロセッサが動作していることを示します。

ロボット

ロボットはテープを取り出し、CAP、ストレージセル、およびドライブに挿入しま
す。ロボットは、ライブラリの奥側の壁面にある 2 つのレールに沿って移動しま
す。上部のレールにある銅ストリップは、電源およびロボットとライブラリコント
ローラの間の信号パスを提供します。電源は、レール電源モジュール内の +48 VDC
1200 W 負荷分散電源装置から供給されます (「DC 電源装置」を参照)。
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ロボットには、CAP の挿入やライブラリの監査中にテープのボリュームシリアル
番号 (volser) を識別するバーコードスキャナが含まれています。このスキャナはま
た、ライブラリの初期化中に各モジュール内のモジュール識別ブロックも読み取り
ます。

各ライブラリには、1 台 (標準) または 2 台のロボット (冗長ロボットと呼ばれる) を
取り付けることができます。オプションの冗長ロボット機能は、ライブラリの効率
を向上させるとともに、1 台のロボットに障害が発生した場合でもライブラリ操作
を続行できるようにします。冗長ロボットには、2N 電源 (「電源の冗長性オプショ
ン」を参照) および 2 つのパーキングモジュールまたは 2 つのアクセスモジュールの
どちらかが必要です。

回転式カートリッジアクセスポート (CAP)

回転式 CAP (GUI では「rotary CAP」) は、2 つの取り外し可能な 13 セルマガジンを
含む、垂直に取り付けられる回転式のシリンダです。

• 基本モジュールには CAP が標準で付属しています。

• 各ドライブモジュールまたはカートリッジモジュールには、オプションの CAP を
モジュールあたり 1 つ収容できます。CAP は、左側のパーキングモジュールにの
み収容できます。右側のパーキングモジュールにある CAP にはアクセスできませ
ん。

• 各 CAP には、ロック解除インジケータと CAP を開くためのボタンを備えたキー
パッドがあります (「GUI を使用した CAP の開閉」を参照)。
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図1.11 回転式 CAP

1. CAP (閉じた状態)

2. CAP 取り付けなし

3. CAP (開いた状態)

4. キーパッド

一括ロードのカートリッジアクセスポート (アクセスモジュール)

アクセスモジュールでは、最大 234 個のテープの挿入と取り出しが可能です。一括
ロード機能をサポートするために必要なのは 1 つのアクセスモジュールだけです
(「アクセスモジュール」を参照)。

冷却

ライブラリには、次のコンポーネントの冷却ファンが含まれています。

ファン構成部品

ライブラリでは、カードケージ内の電子デバイスの冷却を提供する 2 つのファン
構成部品が基本モジュールカードケージ内に標準で付属しています (位置について
は、「基本モジュールカードケージ」を参照)。ライブラリコントローラは、これら
のファンが正しく動作しているかどうかをモニターします。ファン構成部品の障害
インジケータは障害を示します。この構成部品は、ライブラリ操作を妨げることな
く交換できます。
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テープドライブ

各テープドライブトレーには、ドライブを冷却するための 2 つのファンが含まれて
います。テープドライブの電源コンバータカードがファンの電源を供給します。ド
ライブの前面から吸気し、ファンを経由してドライブの背面に排気します。

DC 電源装置

各 1200 ワット DC 電源装置には、ライブラリから吸気し、電源の背面を経由してラ
イブラリの背面に排気する 2 つのファンが含まれています。

オプションのライブラリ機能
• アクティベーションファイルを必要とする機能

• アクティベーションファイルを必要としない機能

アクティベーションファイルを必要とする機能

オプションのライブラリ機能の多くでは、ハードウェアアクティベーションファイ
ルを購入してインストールする必要があります。「オプションのライブラリ機能の
追加または削除」を参照してください。

アクティブ化されたテープカートリッジ容量

容量アクティベーションファイルによって、ライブラリ内で許可されたテープの数
が決定されます。ライセンスされた容量にシステムセル内のテープはカウントさ
れません。ライブラリにアクティブ化容量より多くのテープが含まれている場合で
も、引き続き正常に機能しますが、アクティブ化されていない容量を使用すること
は不正です。テープを取り出すか、または別の容量アクティベーションファイルを
購入してインストールしてください (「テープ数の警告を修正する方法」を参照)。

ライブラリのパーティション分割

ライブラリのパーティション分割は、特定の StorageTek ライブラリ制御インタ
フェース (SCI) および FC-SCSI ホストの排他的使用のためにライブラリリソース (ド
ライブ、ストレージセル、および CAP) を予約します。パーティション分割は、ラ
イブラリに標準で付属しているが、アクティベーションファイルで有効にするオ
プション機能です。SL4000 は、最大 16 のパーティションをサポートします。アク
ティベーションファイルをアップロードしたら、GUI を使用してパーティション分
割を構成できます (9章「ライブラリのパーティション分割 」を参照)。
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マルチポートネットワーク (冗長制御パス)

マルチポートネットワークは、ライブラリコントローラ上の 2 番目の FC ポートお
よび 2 番目の顧客 Ethernet ポートをアクティブ化します。この機能を使用するに
は、冗長制御パスアクティベーションファイルを購入してアップロードする必要が
あります (「ホスト接続オプション」を参照)。

アクティベーションファイルを必要としない機能

メディア検証

メディア検証を使用して T10000 テープの整合性を検証できます。メディア検証を
有効にするには、T10000C または D ドライブを「メディア検証」パーティション/
プールに割り当てる必要があります。このパーティションにテープは含まれず、ホ
ストはメディア検証パーティション内のドライブにアクセスできません。ライブラ
リは、このパーティション内のドライブを使用して T10000 テープの整合性を評価し
ます。ドライブのパーティションを構成するには GUI を使用します (「メディア検
証パーティション (プール) へのドライブの追加または削除」を参照)。

ストレージ容量の概要
容量には、次の 2 つの種類があります。

• 物理容量 — ライブラリ内のストレージセルの数 (予約されたシステムセルを除
く)。物理ストレージ容量の範囲は、セルが 300 から 9,017 まで、ドライブが 1 か
ら 120 までです。

ノート:

将来のストレージのニーズを満たすために、あらかじめ物理容量を追加することをお勧めし
ます。モジュールはいつでも追加できますが、モジュールを追加するとライブラリ操作が中
断されます。

• アクティブ化容量 — ライブラリにインストールされた容量ハードウェアアクティ
ベーションファイルの累積量で定義されている、ライブラリ内で許可されたテー
プの数。容量アクティベーションファイルをインストールするには GUI を使用し
ます (「オプションのライブラリ機能の追加または削除」を参照)。SL3000 とは異
なり、SL4000 はアクティブなセルと非アクティブなセルを指定しません。容量ア
クティベーションファイルは、ライブラリ内で許可されたテープの総数のみを制
限します。GUI で表示されるテープ数の合計では、システムセル内のテープは除
外されます。
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ノート:

ライブラリに、インストールされた容量アクティベーションファイルより多くのテープが含
まれている場合でも、ライブラリは引き続き機能します。ただし、アクティブ化されていな
い容量を使用することは不正です。テープを取り出すか、または別の容量アクティベーショ
ンファイルを購入してインストールしてください (「テープ数の警告を修正する方法」を参
照)。

物理容量の計算

ライブラリのストレージセル容量 (システムセルを除く) を計算するには、下の表
を使用します。ライブラリ内のモジュールごとに、標準のセル数から始めます。
次に、そのモジュールの位置とアドオンオプションに基づいて加算または減算しま
す。最後に、各モジュールのセル数を合計して、ライブラリの合計容量を取得しま
す。

表1.1 モジュールあたりのストレージセル容量

物理構成 基本モ
ジュール

ドライブモ
ジュール

カートリッ
ジモジュー
ル

パーキング
モジュール

アクセスモ
ジュール

標準     339     378     516     308       0

2 番目のドライブアレイ1 -55/-66 -55/-66       --       --       --

3 番目のドライブアレイ1 -60/-72 -60/-72       --       --       --

4 番目のドライブアレイ1       -- -65/-78       --       --       --

左側にあるモジュール     +88    +88   +104       +4       0

右側にあるモジュール     +13    +51       0       0       --

CAP     標準 -39/-77 2    -78    -783       --
1追加のドライブアレイの場合、示されている最初の数字は左側にモジュールがないときの容量の変化で
あり、2 番目の数字は左側にモジュールがあるときの容量の変化です。
2-39 は右側にモジュールがないときの容量の変化であり、-78 は右側にモジュールがあるときの容量の変
化です。
3左側のパーキングモジュールの場合のみ。

容量の計算例 1

このサンプルライブラリには、パーキングモジュール、ドライブモジュール、カー
トリッジモジュール、基本モジュール、カートリッジモジュール、およびパーキン
グモジュールがあります (図1.1「SL4000 ライブラリの構成例」を参照)。
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左側のパーキングモジュール
CAP が含まれています。右側にモジュールがあります。

308 (標準) - 78 (CAP) + 0 (右側にあるモジュール) = 230
ドライブモジュール
CAP と 4 台のドライブアレイが含まれています。右側と左側にモジュールがあ
ります。

378 (標準) – 78 (右側にモジュールがある CAP) – 66 (2 番目のドライブアレイ) –
72 (3 番目のドライブアレイ) – 78 (4 番目のドライブアレイ) + 52 (右側にあるモ
ジュール) + 88 (左側にあるモジュール) = 224
左側のカートリッジモジュール
右側と左側にモジュールがあります。

516 (標準) + 0 (右側にあるモジュール) + 104 (左側にあるモジュール) = 620
基本モジュール
3 台のドライブアレイが含まれています。右側と左側にモジュールがあります。

339 (標準) – 66 (2 番目のドライブアレイ) – 72 (3 番目のドライブアレイ) + 13 (右
側にあるモジュール) + 88 (左側にあるモジュール) = 302
右側のカートリッジモジュール
CAP が含まれています。右側と左側にモジュールがあります。

516 (標準) – 78 (CAP) + 0 (右側にあるモジュール) + 104 (左側にあるモジュール)
= 542
右側のパーキングモジュール
308 (標準) + 4 (左側にあるモジュール) = 312
ライブラリの合計
230 (パーキングモジュール) + 224 (ドライブモジュール) + 620 (カートリッジモ
ジュール) + 302 (基本モジュール) + 542 (カートリッジモジュール) + 312 (パーキ
ングモジュール) = 2,230

容量の計算例 2

このサンプルライブラリには、基本モジュール (中央) と基本モジュールの両側に 7
つのカートリッジモジュール (合計 15 モジュール) があります。これは、SL4000 の
最大ストレージ容量を表します。

基本モジュール
1 台のドライブアレイが含まれています。右側と左側にモジュールがあります。

339 (標準) + 13 (右側にあるモジュール) + 88 (左側にあるモジュール) = 440
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カートリッジモジュール
左端のカートリッジモジュール: 516 (標準) + 0 (右側にあるモジュール) = 516

右端のカートリッジモジュール: 516 (標準) + 104 (左側にあるモジュール) = 620

その他のすべてのカートリッジモジュール: 516 (標準) + 104 (左側にあるモ
ジュール) + 0 (右側にあるモジュール) = 620

ライブラリの合計
440 (基本) + 516 (左端のカートリッジモジュール) + 620 (右端のカートリッジモ
ジュール) + 12 x 620 (その他のカートリッジモジュール) = 9,016

容量の計算例 3

このサンプルライブラリには、カートリッジモジュール、基本モジュール、ドライ
ブモジュール、もう 1 つのカートリッジモジュール、および一括ロードのための右
側の 1 つのアクセスモジュールがあります。1 つのアクセスモジュールを右側に取
り付けることはお勧めしません。アクセスモジュールがライブラリの左端に取り付
けられた場合、左端のカートリッジモジュールから 104 個の追加のセルにアクセス
できます。

左側のカートリッジモジュール
このモジュールはライブラリの左端にあります。右側にモジュールがあります。

516 (標準) = 516

基本モジュール
2 台のドライブアレイが含まれています。右側と左側にモジュールがあります。

339 (標準) + 13 (右側にあるモジュール) + 88 (左側にあるモジュール) – 66 (2 番目
のドライブアレイ) = 374

ドライブモジュール
3 台のドライブアレイが含まれています。右側と左側にモジュールがあります。

378 (標準) + 13 (右側にあるモジュール) + 88 (左側にあるモジュール) – 66 (2 番目
のドライブアレイ) – 72 (3 番目のドライブアレイ) = 341

右側のカートリッジモジュール
これは、右側と左側にあるモジュールです。

516 (標準) + 0 (右側にあるモジュール) + 104 (左側にあるモジュール) = 620

アクセスモジュール
このモジュールはライブラリの右端にあります (1 つのアクセスモジュールには
お勧めしません)。
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0 (標準) = 0
ライブラリの合計
516 (左側のカートリッジモジュール) + 374 (基本) + 341 (ドライブモジュール) +
620 (右側のカートリッジモジュール) + 0 (アクセスモジュール) = 1,851

関連項目

• 「ライブラリモジュールの概要」

電源構成の概要
すべての電源装置と配電盤 (PDU) は、基本モジュールおよびドライブモジュール内
に存在します。電源構成を選択する場合は、ライブラリ内のドライブの機能と数と
ともに、電源の冗長性の要件について考慮してください。

• 電源の冗長性オプション

• AC 電源のオプション

• DC 電源装置

• 電源装置の数の計算

• 合計消費電力の計算

• 冷却

電源の冗長性オプション

さまざまなレベルの電源の冗長性を提供する 3 つの電源構成が存在します。

構成 AC 電源 DC 電源 機能のサポート

N+1 (標準) 冗長性なし

基本またはドライブモ
ジュールあたり 1 台の
PDU

1 つの予備のドライブ用 DC 電源装
置と 1 つの予備のロボット用 DC 電
源装置を提供します

T10000 ドライブのサポート
は制限され、冗長ロボット
のサポートはなし

2N 冗長

基本またはドライブモ
ジュールあたり 2 台の
PDU

PDU ごとに一連の DC 電源装置を
提供します

冗長ロボットおよび冗長電
子デバイスのサポートに必
要です

T10000 ドライブの完全なサ
ポート。

2N+1 冗長 PDU ごとに追加の電源装置を提供
します。つまり、PDU ごとに N+1
の DC 電源の冗長性 (2 番目の PDU

冗長ロボットおよび冗長電
子デバイスをサポートしま
す
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構成 AC 電源 DC 電源 機能のサポート

基本またはドライブモ
ジュールあたり 2 台の
PDU

には、ロボットに対して N の DC
電源の冗長性しかありません)

T10000 ドライブの完全なサ
ポート。

AC 電源のオプション

ライブラリ内の各 PDU には、次の個別の AC 電源が必要です。

• 240 VAC、50/60 Hz、30 アンペア (範囲: 200–240 VAC、47–63 Hz、24 アンペア)、
単相

AC 電源ケーブル

• N+1 — 基本モジュール用の 1 本の電源コードと、各ドライブモジュール用の追加
の電源コードを注文します

• 2N または 2N+1 — 基本モジュール用の 2 本の電源コードと、各ドライブモジュー
ル用の追加の 2 本の電源コード

電源コード - 長さ/種類 電源 回路遮断器 壁側コネクタ ライブラリ側コネ
クタ

米国 3.7 m (12 フィート) 12
AWG

240 VAC/30A 30A L6-30P L6-30R

国際 4 m (13 フィート) HAR 240 VAC/30A 30A 330P6W L6-30R
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DC 電源装置

図1.12 電源装置の位置 - 基本およびドライブモジュール (背面図)

1. レール用 DC 電源装置 (1200W DC)

2. DC 電源コンバータ

3. PDU (240 VAC)

4. ドライブ用 DC 電源装置 (1200W DC)

基本カードケージの DC 電源コンバータ

カードケージ内の DC コンバータ (位置については、「基本モジュールカードケー
ジ」を参照) は、ドライブ用 DC 電源装置からの 48VDC を 12VDC に変換します。
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これらのコンバータは、SL3000 の cPCI 電源装置の機能を置き換えます。各基本モ
ジュールには、2 つの DC コンバータが標準で付属しています。

最小のカードケージ構成 (1 つのコントローラ、1 つのルートスイッチ、3 枚のスト
レージカード、1 枚のビデオカード、および 1 つのファン構成部品) では、N+1 のた
めに少なくとも 2 つの DC コンバータ、2N または 2N+1 冗長性のために 3 つの DC
コンバータが必要です。

最大のカードケージ構成 (4 つのコントローラ、2 つのルートスイッチ、7 枚のスト
レージカード、1 枚のビデオカード、および 2 つのファン構成部品) では、N+1 のた
めに少なくとも 3 つの DC コンバータ、2N または 2N+1 冗長性のために 4 つの DC
コンバータが必要です。

レール用電源装置

ロボットは、基本モジュールの上部にある負荷分散 1200 W DC 電源装置を使用しま
す (ドライブモジュールにレール用 DC 電源装置は含まれていません) — 図1.12「電
源装置の位置 - 基本およびドライブモジュール (背面図)」を参照してください。
レール用 DC 電源装置は、ドライブに使用される電源装置と物理的に同じです。

各基本モジュールには、N+1 および 2N 構成に使用される 2 台のレール用 DC 電源
装置が標準で付属しています。2N+1 構成にするには、3 番目の DC 電源装置を注文
する必要があります。

テープドライブ用電源装置

これらのドライブは、負荷分散 1200 W DC 電源装置を使用します。基本およびドラ
イブモジュールのどちらも、各 PDU の左側には最大 4 台の電源装置が配置されます
— 図1.12「電源装置の位置 - 基本およびドライブモジュール (背面図)」を参照して
ください。

ライブラリには、基本モジュールあたり 2 台、およびドライブモジュールあたり 2
台のドライブ用電源装置が標準で付属しています。必要な追加の電源装置の数は、
ライブラリ構成によって異なります (下の「電源装置の数の計算」を参照)。

電源装置の数の計算

必要な電源装置の数は、次のものによって異なります。

• 電源構成 (N+1、2N、または 2N+1)

• 基本カードケージの構成
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• ドライブの数と種類 (T10000 および LTO)

ライブラリ構成のために注文する電源装置の数を確認するには、次のようにしま
す。

1. カードケージの最大消費電力を確認します (「カードケージの消費電力」を参
照)。

2. 各ドライブの最大消費電力を計算します。

a. 各ドライブの種類の数を確認し、ドライブの種類ごとに 1 ドライブあたりの
ワット数を掛けます (「ドライブの消費電力」を参照)。

b. ドライブの種類ごとに使用されるワット数を合計して、消費される合計ワッ
ト数を計算します。

3. カードケージとドライブの消費電力を合計します。必要な DC 電源装置の数を
確認するには、「基本モジュールに必要な DC 電源装置」および 「ドライブモ
ジュールに必要な DC 電源装置」を参照してください。

カードケージの消費電力

構成 最大ワット数

最小 (1 つのコントローラ、1 つのルートスイッチ、3 枚のストレージカード、1 枚
のビデオカード、および 2 つのファン構成部品)

352

中間 (2 つのコントローラ、2 つのルートスイッチ、3 枚のストレージカード、1 枚
のビデオカード、および 2 つのファン構成部品)

511

最大 (2 つのコントローラ、2 枚の機能カード、2 つのルートスイッチ、7 枚のスト
レージカード、1 枚のビデオカード、および 2 つのファン構成部品)

793

ドライブの消費電力

ドライブの種類 各ドライブによって使用されるワット数

T10000A/B/C 91

T10000D 117

LTO 5,6,7 48

基本モジュールに必要な DC 電源装置

すべてのドライブによっ
て使用される合計ワット
数

N+1 に必要な電源装置 2N に必要な電源装置 2N+1 に必要な電源装置

1 - 1,063 2 2 4
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すべてのドライブによっ
て使用される合計ワット
数

N+1 に必要な電源装置 2N に必要な電源装置 2N+1 に必要な電源装置

1,064 - 2,263 3 4 6

2,264 - 3,463 4 6 8

3,464 - 3,805 5 8 8

ドライブモジュールに必要な DC 電源装置

すべてのドライブによっ
て使用される合計ワット
数

N+1 に必要な電源装置 2N に必要な電源装置 2N+1 に必要な電源装置

1 - 1,200 2 2 4

1,201 - 2,400 3 4 6

2,401 - 3,600 4 6 8

3,601 - 4,443 5 8 8

例: DC 電源装置の必要な数の計算

このサンプルライブラリには、基本モジュールと両方のドライブの種類 (T10000 お
よび LTO) を含む 1 つのドライブモジュールがあります。基本には、最小構成の
カードケージ (352W) が含まれています。

基本モジュールのドライブの消費電力の例

ドライブの種類 ドライブの数 ドライブごとに掛ける
ワット数

ドライブの種類ごとの合
計ワット数

T10000D 6 117 702

T10000C 6 91 546

LTO6 4 48 192

基本のドライブ消費の合計 = 702 + 546 + 192 = 1,440 W

ドライブモジュールのドライブの消費電力の例

ドライブの種類 ドライブの数 ドライブごとに掛ける
ワット数

ドライブの種類ごとの合
計ワット数

T10000C 10 91 910

LTO7 4 48 192
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ドライブモジュールの合計 = 910 + 192 = 1,102 W

基本は 1,792W (カードケージの 352 W およびドライブの 1,440 W) を消費します。ド
ライブモジュールは 1,102 W を消費します。

下の表は、このサンプルライブラリに必要な電源装置の一覧を示しています。基本
には 2 台のテープドライブ用 DC 電源装置が、ドライブモジュールには 2 台の電源
装置が標準で付属しています。そのため、注文する内容を確認するときに、必要な
DC 電源装置の個数から 2 を引きます。

基本の例に必要な DC 電源装置

ライブラリの電源構成 必要な DC 電源装置 注文する DC 電源装置 (= 必要数
- 2)

N+1 3 1

2N 4 2

2N+ 1 6 4

ドライブモジュールの例に必要な DC 電源装置

ライブラリの電源構成 必要な DC 電源装置 注文する DC 電源装置 (= 必要数
- 2)

N+ 1 2 0

2N 2 0

2N+1 4 2

注文する必要のある DC 電源装置の数は、電源構成によって異なります。たとえ
ば、このサンプルライブラリに 2N+1 構成が存在する場合は、6 台の追加の DC 電源
装置 (基本に 4 台の電源装置、およびドライブモジュールに 2 台の電源装置) の注文
が必要になります。2N+1 ではまた、レールにも追加の DC 電源装置が必要です。そ
のため、合計 7 台の DC 電源装置を注文する必要があります。

合計消費電力の計算

環境または経済的な理由から、ライブラリとドライブの合計消費電力 (ワット
数)、CO2 排出量、および英国熱量単位 (BTU/時) を確認することもできます。

コンポーネント 数量 アイドル時
ワット数

最大ワット数

ベースライブラリ (必須) 1 301 518

第1章 ライブラリの概要 · 51



電源構成の概要

コンポーネント 数量 アイドル時
ワット数

最大ワット数

カードケージ、1 台のロボット、1 つの CAP、オペレータパ
ネルが含まれます

冗長ロボット (オプション) 1 48 154

追加の CAP (オプション) 個々 10 14

ドライブモジュール/カートリッジモジュール 個々 3 5

アクセスモジュール 個々 9 29

T10000A/B/C 個々 61 93

T10000D 個々 64 127

LTO 個々 30 46

合計ワット数、CO2 排出量、および BTU/時の計算

ライブラリの合計消費電力 (ワット数) を計算するには、ライブラリ構成の適用可能
なすべてのワット数値を合計します。

1 日あたりの CO2 排出量 (Kg) を計算するには、ワット数に CO2 排出量定数を掛け
ます。各国で適用可能な定数を使用します (米国の場合は 0.02497)。

電力値を BTU/時に変換するには、ワット数に 3.412 (1 W = 3.412 BTU/時) を掛けま
す。

消費電力の例 1

コンポーネント 数量 ワット数

SL4000 基本 1 518

LTO6 テープドライブ 16 736

ライブラリの合計 -- 1,254

• 排出量: 1,254W x 0.02497 = 31.3 Kg の CO2

• 消費電力: 1,254W x 3.412 = 4,279 BTU/時

消費電力の例 2

コンポーネント 数量 ワット数

SL4000 基本 1 518

T10000D テープドライブ 8 1,016

ドライブモジュール 1 5

52



ホスト接続オプション

コンポーネント 数量 ワット数

T10000C テープドライブ 8 744

カートリッジモジュール 1 5

CAP (各 10 ワットが 3 つ) 3 30

ライブラリの合計 -- 2,318

• 排出量: 2,318W x 0.02497 = 57.9 Kg の CO2

• 消費電力: 2,318W x 3.412 = 7,909 BTU/時

ホスト接続オプション
SL4000 ライブラリは、次の 2 種類のホスト接続をサポートします。

• 物理ファイバチャネルインタフェース経由の SCSI (Small Computer System
Interface)

• 10/100/1000 Base-T および CAT 5e/1Gb ケーブルを使用する Ethernet

FC-SCSI 接続

ライブラリには、ライブラリコントローラカード上の 2 つの FC ポート (1 および 2)
が標準で付属しています。ただし、デフォルトでは、完全にアクティブなのはポー
ト 1 だけです。ポート 2 をアクティブ化するには、冗長制御パスアクティベーショ
ンファイルが必要です。ライブラリは、両方の FC ポートを使用する同時アクセス
をサポートします。ただし、SCSI インタフェースを使用するアプリケーションがこ
れらの接続を管理する必要があります。複数のパスを認識するマルチパスのデバイ
スドライバまたはアプリケーションを使用する必要があります。

SCSI コマンドセット、FC 操作、トポロジ、およびコマンド実装の詳細は、SL4000
SCSI リファレンスガイドを参照してください。

関連項目

• 「使用できないファイバチャネルポートの動作」

TCP/IP 接続

ライブラリコントローラは、クライアントアプリケーションとの通信のためにライ
ブラリコントローラ上の 2 つの個別の Ethernet 接続 (顧客ポート) を提供します。

• ポート 1 は、プライマリホスト接続 (標準) を提供します。
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ライブラリ管理アプリケーション

• ポート 2 は、デュアル接続 (デュアル TCP/IP と呼ばれる) を提供します。この
ポートをアクティブ化するには、冗長制御パスアクティベーションファイルが必
要です。デュアル Ethernet を有効にすると、2 つのポートが 1 つのインタフェース
に結合されるため、各ライブラリコントローラカード上のポートのペアに対して
1 つの IP アドレスだけが必要になります。デュアル TCP/IP は、障害が発生した
ポートを自動的に回避することによって、ライブラリとホストの間の接続が失わ
れることを防ぎます。

関連項目

• 「冗長性のため、ライブラリコントローラの両方のカスタマポートに接続する」

ライブラリ管理アプリケーション

• ソフトウェアベンダー (ISV)

ソフトウェアベンダー (ISV)

• Oracle DIVA

• Oracle Hierarchical Storage Manager (HSM)

• Oracle Secure Backup

• Hewlett Packard Enterprise Data Protector

• Commvault Software

• Dell/EMC NetWorker

• IBM Spectrum Protect

• Veritas Netbackup

すべてのアプリケーションがすべてのプラットフォームまたはバージョンでテスト
されているわけではありません。ソフトウェアがサポートされていること確認する
には、オラクル社の販売担当者またはアプリケーションベンダーに問い合わせてく
ださい。

注文

営業担当者 (+1.888.672.2534) にお問い合わせください。

テープカートリッジは個別に注文する必要があります。互換性があり、かつまだ保
証期間内である場合は、既存のテープを使用できます。次のプロフェッショナル
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注文

サービスおよびデータセンターサービスでは、メディアおよびドライブの移行サー
ビスが提供されます。

• 各地域の販売代理店からメディアを注文するには、またはメディアのプリセール
スサポートを受けるには、1-877-STK-TAPE に電話で問い合わせてください。

• 電子メール: <tapemediaorders_ww@oracle.com>

次の表は、ライブラリコンポーネントおよびアップグレードオプションの販売パー
ツ番号を示しています。ATO は初回注文用であり、PTO はアップグレード注文用で
す。

パーツタイプ 説明 ATO PTO

モジュール 基本モジュール、アクティブなセルなし、1
台のドライブアレイ、CAP、2 台の LTO 7 ド
ライブ

7112359 該当なし

モジュール ドライブモジュール、アクティブなセルな
し、1 台のドライブアレイ

7112361 7112379

モジュール カートリッジモジュール、アクティブなセル
なし (438 - 620 個のストレージセル)

7112362 7112380

モジュール 左側のアクセスモジュール、234 個の一括ロー
ド CAP

7112363 7112381

モジュール 右側のアクセスモジュール、234 個の一括ロー
ド CAP

7112364 7112382

アップグレー
ド

デュアルロボット 7112369 7112388

アップグレー
ド

CAP (2 つの 13 セルマガジンを含む) 7112370 7112389

アップグレー
ド

予備の CAP マガジン (13 セル) 7112375 7112394

アップグレー
ド

テープドライブアレイ (8 つのドライブベイ) 7112371 7112390

アップグレー
ド

Web カメラ 7116404 7116405

電源 1200W DC 電源装置 (テープドライブおよびロ
ボット用)

7112368 7112386

電源 200 - 240 VAC 30 アンペア PDU 7112365 7112383

電源 米国電源コード 30A/220V、L6-30P プラグ、
L6-30R コネクタ、3.6 m の長さ

7112366 7112384
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注文

パーツタイプ 説明 ATO PTO

電源 国際電源コード、30A/220V、330 P6W プラ
グ、L6-30R コネクタ、4 m の長さ

7112367 7112385

アクティベー
ションファイ
ル

25 テープカートリッジセル 該当なし 7112417

アクティベー
ションファイ
ル

100 テープカートリッジセル 該当なし 7112418

アクティベー
ションファイ
ル

200 テープカートリッジセル 該当なし 7112419

アクティベー
ションファイ
ル

500 テープカートリッジセル 該当なし 7112420

アクティベー
ションファイ
ル

1000 テープカートリッジセル 該当なし 7112421

アクティベー
ションファイ
ル

パーティション分割 該当なし 基本に含まれます

アクティベー
ションファイ
ル

冗長制御パス 該当なし 7112416

テープドライ
ブ

T10000D テープドライブ: 16G ビット FC 該当なし 7105799

テープドライ
ブ

T10000D テープドライブ: 16G ビット FICON 該当なし 7105800

テープドライ
ブ

OKM 互換性のある IBM LTO6 FC 該当なし 7104436

テープドライ
ブ

OKM 互換性のない IBM LTO6 FC 該当なし 7113288

テープドライ
ブ

OKM 互換性のある IBM LTO7 FC 該当なし 7113979

テープドライ
ブ

OKM 互換性のない IBM LTO7 FC 該当なし 7113981

テープドライ
ブ

IBM LTO 用の OKM インタフェースアップグ
レードキット (Bel カード)

該当なし 7113290
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注文

パーツタイプ 説明 ATO PTO

暗号化許可 1 台のドライブ用の T10000 暗号化アクティ
ベーション許可1

該当なし T10K-EKEY-A-N

暗号化許可 1 台のドライブ用の LTO 暗号化アクティベー
ション許可2

該当なし LTO-ENCRYPT-
ACTIVE

1T10000 の暗号化および暗号化アクティベーション許可の再利用を参照
2LTO の暗号化および暗号化アクティベーション許可の再利用を参照

サポートオプション

保守およびサポート担当者は、ハードウェアおよびソフトウェアの問題解決を支援
します。初回注文時および設置計画時に、ローカルおよびリモートのサポートに連
絡して質問できます。

Service Delivery Platform

StorageTek Service Delivery Platform (SDP) は、より迅速な問題解決、分析と傾向、
および機能強化された診断機能を提供するサポート拡張ソリューションです。SDP
は、ライブラリおよび任意の StorageTek T シリーズテープドライブに接続される
Linux サーバーにインストールできるリモートアプリケーションです。SDP はデバ
イスイベントを収集し、サポートアナリストに警告することによって、リモート診
断および自動保守要求 (ASR) を提供します。

詳細は、Oracle 担当者に連絡するか、または http://www.oracle.com/
technetwork/systems/asr/documentation/oracle-installed-

storage-330027.html にアクセスしてください

Oracle Premier Support for Systems

Oracle Premier Support は、次の特徴を持つ完全に統合されたサポートソリューショ
ンです。

• 完全なシステム保証範囲および Oracle システムの専門家への無制限で 24 時間 365
日のアクセス

• ファームウェアなどの重要な製品の更新

• パーソナライズされた予防的な IT サポート、および迅速な対応のハードウェア保
守

詳細は、http://www.oracle.com/us/support/index.html にアクセスしてくださ
い
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注文

サポートへの連絡

Oracle Global Customer Support Contacts Directory: http://www.oracle.com/us/
support/contact-068555.html

My Oracle Support での保守要求の送信、更新、または確認: https://support
.oracle.com/
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2 
第2章 ハードウェア設置の計画

内容

• パフォーマンスを最大にするためのライブラリ構成のガイドライン

• ライブラリの寸法と重量

• 設置場所の要件

• 火気抑制計画

• ネットワーク

• ケーブル配線

• およそのインストール時間

• 初期構成ウィザード情報

パフォーマンスを最大にするためのライブラリ構成のガイドライン

• 基本モジュールを、ライブラリストリングの中央に配置します。

• 基本モジュールの左側と右側にカートリッジモジュールをバランスよく配置しま
す。

• ドライブモジュールをライブラリストリング内に分散して、ロボットの競合を軽
減します。

• 一括ロード用に 1 つのアクセスモジュールのみを追加する場合は、ライブラリス
トリングの左側にモジュールを置きます。

• 追加の CAP を取り付ける場合は、ライブラリストリングの左側と右側で CAP の
バランスを取ります。ライブラリをパーティション分割する場合は、各パーティ
ションに少なくとも 1 つの CAP を提供できるように十分な CAP を取り付けま
す。これにより、各パーティションに専用 CAP が搭載されます。

• ピーク時のワークロードを適切に処理するための十分なテープドライブを取り付
けます。テープドライブと互換性のあるテープを論理的にグループ化します。

• 停止なく拡張させるために、物理容量をあらかじめインストールします。
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ライブラリの寸法と重量

ライブラリの寸法と重量

• 基本モジュールの寸法

• ドライブモジュールの寸法

• カートリッジモジュールおよびパーキングモジュールの寸法

• アクセスモジュールの寸法

• カバー、ドア、保守用スペース

• 出荷重量および寸法

関連項目

• 「ライブラリモジュールの概要」

図2.1 スペースと寸法 (SL4000 の側面図)

1. 基本およびドライブモジュールの背面保守用スペース

2. 基本およびドライブモジュールの前面保守用スペース

3. アクセスモジュールの保守用スペース

4. 重量パッド調整範囲
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ライブラリの寸法と重量

図2.2 スペースと寸法 (SL4000 のレイアウト例の上面図)

1. 側面冷却エリア

2. サイドカバー

3. 火気抑制システム用のノズル孔

4. 基本モジュールおよびドライブモジュールの保守用スペース (薄い灰色の部分)

5. アクセスモジュールの保守用スペース (濃い灰色の部分)

6. 重量分散パッド

基本モジュールの寸法
寸法 寸法

高さ 196.7 cm (77.45 インチ) (移動用キャスター装着時)

第2章 ハードウェア設置の計画 · 61



ライブラリの寸法と重量

寸法 寸法

197.5 cm (77.75 インチ) - 201.68 cm (79.4 インチ) (常設用重量パッド装着時)

幅 76.8 cm (30.22 インチ) (モジュールの間に設置した場合)

81.3 cm (32 インチ) 移動幅 (サイドカバーなし) 1

91.5 cm (36 インチ) (スタンドアロン、両側面にサイドカバーあり)2

奥行き 121.9 cm (48 インチ)

保守エリア 前面: 45.7 cm (18.0 インチ)

背面: 81.3 cm (32.0 インチ)

側面冷却エリア: 5 cm (2 インチ)

側面設置エリア: 45.7 cm (18.0 インチ)

重量 フレームのみ: 357 kg (786 ポンド)、出荷重量: 406 kg (895 ポンド)

8 ドライブおよびテープ: 618 kg (1362 ポンド)

16 ドライブおよびテープ: 656 kg (1447 ポンド)

24 ドライブおよびテープ 682 kg (1504 ポンド)

サイドカバー: 片面で 18.5 kg (41 ポンド)
1モジュールの各側面の位置合わせタブにより、幅が 4.5 cm - 76.8 cm 追加されるため、最小の運送用ス
ペースは 81.3 cm です。
2サイドカバー 1 枚でモジュール幅が 7.4 cm (2.9 インチ) 広くなります。サイドカバーが必要になるのはラ
イブラリの端のみです。

ドライブモジュールの寸法

寸法 寸法

高さ 196.7 cm (77.45 インチ) (移動用キャスター装着時):

197.5 cm (77.75 インチ) - 201.68 cm (79.4 インチ) (常設用ジャックパッド装着時)

幅 (モジュールのみ) 76.8 cm (30.22 インチ) (モジュールの間に設置した場合)

81.3 cm (32 インチ) 移動幅 (サイドカバーなし) 1

83.8 cm (33 インチ) (片面にサイドカバーあり)

奥行き (ドアを閉じた
状態)

121.9 cm (48 インチ)

保守エリア 前面: 45.7 cm (18.0 インチ)

背面: 81.3 cm (32.0 インチ)

側面冷却エリア: 5 cm (2 インチ)
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ライブラリの寸法と重量

寸法 寸法

側面設置エリア: 45.7 cm (18.0 インチ)

重量 フレームのみ、CAP なし: 265 kg (584 ポンド)

出荷時 (フレームのみ): 314 kg (693 ポンド)、CAP ありの場合 321 kg (708 ポンド)

8 ドライブおよびテープ: 540 kg (1190 ポンド)、CAP ありの場合 582 kg (1284 ポン
ド)

16 ドライブおよびテープ: 596 kg (1314 ポンド)、CAP ありの場合 621 kg (1369 ポ
ンド)

24 ドライブおよびテープ: 647 kg (1426 ポンド)、CAP ありの場合 660 kg (1456 ポ
ンド)

32 ドライブおよびテープ: 709 kg (1564 ポンド)、CAP ありの場合 723 kg (1594 ポ
ンド)

1モジュールの各側面の位置合わせタブにより、幅が 4.5 cm - 76.8 cm 追加されるため、最小の運送用ス
ペースは 81.3 cm です。

カートリッジモジュールおよびパーキングモジュールの寸法
寸法 寸法

高さ 196.7 cm (77.45 インチ) (移動用キャスター装着時)

197.5 cm (77.75 インチ) - 201.68 cm (79.4 インチ) (常設用ジャックパッド装着時)

幅 (モジュールのみ) 76.8 cm (30.22 インチ) (モジュールの間に設置した場合/サイドカバー)

81.3 cm (32 インチ) 移動幅 (サイドカバーなし) 1

83.8 cm (33 インチ) (片面にサイドカバーあり)

奥行き 77.5 cm (30.5 インチ)

重量 (カートリッジモ
ジュール)

フレームのみ: 175 kg (385 ポンド)

出荷: 213 kg (469 ポンド)

設置、テープあり: 340 kg (749 ポンド)

重量 (パーキングモ
ジュール)

フレームのみ: 122.5 kg (270 ポンド)

出荷: 213 kg (469 ポンド)
1モジュールの各側面の位置合わせタブにより、幅が 4.5 cm - 76.8 cm 追加されるため、最小の運送用ス
ペースは 81.3 cm です。

アクセスモジュールの寸法
寸法 寸法

高さ 196.7 cm (77.45 インチ) (移動用キャスター装着時)
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ライブラリの寸法と重量

寸法 寸法

197.5 cm (77.75 インチ) - 201.68 cm (79.4 インチ) (常設用ジャックパッド装着時)

幅 91.4 cm (36.0 インチ) (モジュールの間に設置した場合、サイドカバー)

96 cm (37.8 インチ) 移動幅 (サイドカバーなし) 1

99.1 cm (39 インチ) (片面にサイドカバーあり)

奥行き 77.5 cm (30.5 インチ)

保守エリア 前面: 59.7 cm (23.5 インチ)

重量 フレームのみ: 204.2 kg (450 ポンド)

出荷: 260 kg (570 ポンド)
1モジュールの各側面の位置合わせタブにより、幅が 4.5 cm - 91.5 cm 追加されるため、最小の運送用ス
ペースは 96 cm です。

カバー、ドア、保守用スペース

寸法 寸法

高さ 190.3 cm (74.9 インチ) (フレームのみ)

ドア厚み 前面: 1.9 cm (0.75 インチ)

背面: 4.5 cm (1.75 インチ)

ドアラッチ 2.53 cm (0.9 インチ)

保守用スペース 前面: 基本およびドライブモジュールのみの場合 45.7 cm (18 インチ)、アクセスモ
ジュールの場合 59.7 cm (23.5 インチ)

背面: 基本およびドライブモジュールのみの場合 81 cm (32 インチ)

側面: 5 cm (2 インチ) (冷却用)、45.7 cm (18.0 インチ) (設置用)

サイドカバー 7.4 cm (2.9 インチ) 幅

各 18.5 kg (41 ポンド)

出荷重量および寸法

SL4000 ライブラリモジュールおよびその他のコンポーネントは、パレットに載せて
出荷されます。次の表に、各モジュールおよびその出荷仕様を示します。パレット
に載せた装置をエレベータで運搬する必要がある場合は、エレベータのかごがその
重量に安全に対処できる必要があります。

コンポーネント 高さ 幅 奥行き 重量

基本モジュール 216 cm (85 インチ) 97 cm (38.3 インチ) 160 cm (63 インチ) 415 kg (916 ポンド)
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設置場所の要件

コンポーネント 高さ 幅 奥行き 重量

ドライブモジュー
ル

216 cm (85 インチ) 97 cm (38.3 インチ) 160 cm (63 インチ) 338 kg (745 ポンド)

カートリッジ/パー
キングモジュール

216 cm (85 インチ) 97 cm (38.3 インチ) 96 cm (38 インチ) 213 kg (469 ポンド)

アクセスモジュー
ル

216 cm (85 インチ) 97 cm (38.3 インチ) 148 cm (58 インチ) 260 kg (570 ポンド)

LTO ドライブト
レー

32 cm (12.6 インチ) 31 cm (12.2 インチ) 66 cm (26 インチ) 9.5 kg (20.9 ポンド)

T10000 ドライブト
レー

34 cm (13.4 インチ) 31 cm (12.2 インチ) 66 cm (26 インチ) 10.5 kg (23.1 ポンド)

ドライブアレイ 50 cm (19.7 インチ) 66 cm (26 インチ) 85 cm (33.5 インチ) 24 kg (53.9 ポンド)

CAP 36 cm (14.2 インチ) 40 cm (15.7 インチ) 136 cm (53.5 インチ) 22.6 kg (49.8 ポンド)

冗長ロボット 65 cm (25.6 インチ) 47 cm (18.5 インチ) 198.2 cm (78 インチ) 27.6 kg (60.8 ポンド)

PDU 43.2 cm (17 インチ) 34.3 cm (13.5 イン
チ)

45.7 cm (18 インチ) 8.6 kg (19 ポンド)

電源装置 14 cm (5.5 インチ) 29 cm (11.4 インチ) 40 cm (15.7 インチ) 4 kg (8.8 ポンド)

電源コード 10.2 cm (4 インチ) 31.8 cm (12.5 イン
チ)

31.8 cm (12.5 イン
チ)

1.6 kg (3.5 ポンド)

お客様側でモジュールを安全に取り外せるように、パレットにはパレットランプ設
計が使われています。モジュールには、簡単に位置決めできるようにホイールが
あります。位置決めされたら、設置者は、モジュールをホイールベースから持ち上
げ、安定性と高さ調整のため、ウエイトプレートに載せる必要があります。

設置場所の要件

• 物理領域の要件

• 床面要件

• 環境要件

• 電力要件

• 廃棄物処理

物理領域の要件

ライブラリには十分な物理スペースと保守スペースが必要になります。コンポーネ
ントが戸口を通り、エレベータに入ることを確認します (「ライブラリの寸法と重
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設置場所の要件

量」を参照してください)。今後モジュールを追加する予定がある場合は十分なス
ペースがあることを確認してください。

推奨されるライブラリの調整高さは 200 cm (77.6 インチ) です。ライブラリの上部が
設置サイトの天井にある器具の妨げにならないようにしてください。

床面要件

ライブラリは、十分な気流があれば、上げ床、一枚床、またはカーペット貼りの床
の上に設置できます。

• 上げ床 - 通気パネルのすぐ上にライブラリを設置しないようにしてください。

• 一枚床 - ケーブルによるつまずき防止のため、ケーブルを天井から配線してくだ
さい。

• カーペット貼りの床 - コンピュータ室の機器での使用が許可されていて、静電気
放電 (ESD) 保護のあるカーペットを使用してください。

重量

サイトの床がライブラリの重量に耐えられることを確認してください。重量分散
パッドあたり 454 kg (1,000 ポンド) の耐重量が必要です。モジュールごとに 4 つの
分散パッドがあります (図2.2「スペースと寸法 (SL4000 のレイアウト例の上面図)」
を参照してください)。

機器の輸送にエレベータを使用する場合は、耐重量の問題がないことを確認します
(「出荷重量および寸法」を参照してください)。

床の傾斜

ライブラリ内でロボットが常に水平面に沿って移動する状態が要求されます。面か
らの逸脱が大きすぎる場合、ロボットが動かなくなったり、早期摩耗や損傷を引き
起こしたりすることがあります。ライブラリの重量パッドで、小さな傾斜を調整し
ます。ただし、設置する前に、床に著しく大きな傾斜がないことを確認してくださ
い。

環境要件

最良の信頼性を確保するため、推奨範囲内の環境を維持してください。
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設置場所の要件

説明 温度 相対湿度 (結露な
し)

最高湿球温度 最大高度

動作時 15 - 32°C (60 - 90°F)
乾球

20% - 80%1 29.2°C (84.5°F) 3.05 km (10,000
フィート)

保管時 10 - 40°C (50 - 104°F) 10% - 95% 35.0°C (95.0°F) 3.05 km (10,000
フィート)

輸送時 -40 - 60°C (-40 - 140°F) 10% - 95% 35.0°C (95.0°F) 15.24 km (50,000
フィート)

140% - 50% の相対湿度を維持することをお勧めします。

空気汚染

大気中に浮遊する微粒子によって、テープライブラリ、ドライブ、テープが損傷す
る可能性があります。ライブラリの動作環境は次の要件を満たしている必要があり
ます。

• ISO 14644-1 クラス 8 環境

• 大気中に浮遊する微粒子の全質量を 1 立方メートルあたり 200 マイクログラム以
下にする必要がある

• ANSI/ISA 71.04-1985 準拠の重要度レベル G1

10 ミクロン以下の粒子は、ほとんどのデータ処理ハードウェアにとって特に有害
です。電子部品に特に危険なガスには、塩素化合物、アンモニアとその誘導体、硫
黄酸化物、および石油系炭化水素が含まれています。適切なハードウェアのエクス
ポージャーの限度を設けていない場合は、健全性のエクスポージャーの限度を使用
する必要があります。

空気中塩素は主に、塩素処理水による加湿によって発生します。塩素処理水を使用
して加湿を行う場合は、適切に設計されたカーボンフィルタを使用し、空気中の塩
素を安全なレベルに維持してください。

表2.1 ガス制限に関する推奨事項

化学物質 ASHRAE OSHA (PEL) ACGIH NIOSH

酢酸 (CH3COOH) 未定義 10 ppm 未定義 未定義

アンモニア (NH) 3500 µg/m3 350 ppm 25 ppm 未定義

塩素 (Cl) 2100 µg/m3 31 ppm (c) 未定義 0.5 ppm (c)

塩化水素 (HCl) 未定義 5 ppm (c) 未定義 未定義
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設置場所の要件

化学物質 ASHRAE OSHA (PEL) ACGIH NIOSH

硫化水素 (H2S) 50 µg/m3 320 ppm (c) 10 ppm 10 ppm

オゾン (O3) 235 µg/m3 30.1 ppm 未定義 未定義

石油炭化水素 (CnHn) 未定義 500 ppm 75 ppm 300 ppm

二酸化硫黄 (SO2) 80 µg/m3 35 ppm 2 ppm 0.5 ppm (c)

硫酸 (H2SO4) 未定義 1 ppm 未定義 1 ppm (c)

基本的な注意事項に従います。

• データセンターへの飲食の持ち込みを禁止すること。

• データセンターの清潔な場所に段ボール、木材、または梱包材を保管しないこ
と。

• クレートやボックスから新しい機器を開梱するための個別の場所を特定するこ
と。

• データセンターで繊細な機器を先に隔離しないで、建築または掘削作業を許可し
ないでください。特に乾式壁や石こうは機器に損傷を与えます。

耐震または地震に関する格付け

耐震性の要件は国によって大きく異なります。そのためオラクル社では、SL4000 ラ
イブラリについて標準の「耐震」機能を提供していません。耐震性について懸念の
あるお客様は、地域の条例や要件に詳しい地元の専門家の支援を受けて作業するこ
とをお勧めします。この作業の調整は、プロフェッショナルサービスでも行なって
います。

注意:

地震帯の影響と適切なサイト準備を確認するには、認定された耐震工学技術者に問い合わせる
必要があります。

地震活動地域内のサイトでは、安定性を高めるためライブラリを固定して設置する
ことをお勧めします。ライブラリの各モジュールの底部には据え付け用の穴があ
り、ハーフインチの根角ボルト (据え付け用ボルト) を使用してライブラリを固定し
て設置できます。

電力要件

「電源構成の概要」を参照してください。
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火気抑制計画

廃棄物処理

すべての梱包材の廃棄に関する計画。ごみ箱やリサイクルコンテナを現地に設置す
るかどうか、または追加費用で独立した企業が廃棄物を処理するかどうかを決定し
ます。

火気抑制計画
出荷時のライブラリに火気抑制システムの装備はありませんが、各モジュールに
は直径 5 cm (2 インチ) の丸いノズル孔があります (図2.2「スペースと寸法 (SL4000
のレイアウト例の上面図)」 を参照)。ノズルに合うように、カバープレートを開孔
できます (各プレートは 7 cm (2.75 インチ) 四方で 1.2 mm (0.048 インチ) 厚)。プロ
フェッショナルサービスは、火気抑制計画を支援できます。

重要:

ノズルがロボットの動作を妨げないようにし、ライブラリ内への突出は 1.9 cm (0.75 インチ) 以
内にとどめてください。

基本モジュールのコントローラカードのコネクタを使用して、緊急電源オフ (EPO)
システムにライブラリを接続できます (「安全コントローラ」 を参照してくださ
い)。

ネットワーク
ライブラリとホストソフトウェア間の通信に、専用のセキュアプライベートネット
ワークを使用することをお勧めします。スループットを最大にし、リソース競合を
最小にするために、Ethernet ハブまたはスイッチを使用したセキュアプライベート
ネットワーク接続を使用する必要があります。スイッチは自動ネゴシエーションに
設定する必要があります。外部ライブラリポートはそれぞれ別のサブネット上にあ
る必要があります。ネットワークポートが同じサブネット上にある場合は、1 つの
ポートにしか到達できません

冗長性のため、ライブラリコントローラの両方のカスタマポート
に接続する

デュアル TCP/IP を使用する場合は、各カスタマポートを、物理的に個別のスタック
構成でないスイッチに接続します。両方のカスタマポートを単一の物理スイッチま
たは単一の論理スイッチに接続すると、カスタマネットワークポートが機能を停止
することがあります。
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ケーブル配線

次の図は、「カスタマワークステーション」が、ライブラリ GUI に接続するための
ブラウザを実行しているシステムか、または直接に SCI インタフェースを使用して
ライブラリを制御するアプリケーションを実行しているサーバーである構成例を示
しています。

関連項目

• 「ホスト接続オプション」

ケーブル配線
基本およびドライブモジュールの背面ドアの上部および下部には、ケーブル配線を
可能にする開口部があります。開口部は 2.5 cm (1 インチ) x 73 cm (29 インチ) です。

ノート:

背面ドアには、ドア面の下部近くに 2 つの四角形の穴があります。これらは、PDU オン/オフ
スイッチにアクセスするためのものであり、ケーブル配線用ではありません。

ケーブルを配線するときには、電源、ライブラリコントロール、および Ethernet
ケーブルの場所を必ず含めるようにします。ベストプラクティスは、電源ケーブル
を 1 つの開口部使用して配線し、ほかの信号ケーブルを別の開口部を使用して配線
する方法です。

図2.3 ドアのケーブル配線用開口部

1. ケーブル配線エリア

2. 背面ドアの上面図
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およそのインストール時間

AC 電源ケーブル

電源ケーブルの場所について計画し、対応する回路遮断器の場所をメモしておいて
ください。電源構成に適切なケーブルを注文してください (「AC 電源のオプショ
ン」を参照してください)。

ライブラリネットワーク用ケーブル

ライブラリは、62.5 ミクロンケーブルで接続されたストレージエリアネットワーク
(SAN) に配置できます。ただし、ライブラリをネットワークに接続するケーブルは
50 ミクロンのケーブルである必要があります。

サポートされるケーブル最大距離は、リンク速度、ファイバタイプ (50 または 62.5
ミクロン)、およびライブラリが接続されるデバイスによって決まります。一般的な
距離は次のとおりです。

• 8G ビット/秒 = 62.5 ミクロンの場合 21 m (69 フィート) まで、50 ミクロンの場合
50 m (164 フィート) まで

• 4G ビット/秒 = 62.5 ミクロンの場合 70 m (230 フィート) まで、50 ミクロンの場合
150 m (492 フィート) まで

• 2G ビット/秒 = 62.5 ミクロンの場合 150 m (492 フィート) まで、50 ミクロンの場
合 300 m (984 フィート) まで

• 1G ビット/秒 = 62.5 ミクロンの場合 175 m (574 フィート) まで、50 ミクロンの場
合 500 m (1640 フィート) まで

ライブラリをホストバスアダプタ (HBA) に接続する場合は、サポートされている
ケーブル距離を HBA のドキュメントで確認してください。

およそのインストール時間
次の一覧に示す時間には、ライブラリの初期化、テスト、監査、および機能のアッ
プグレードは含まれていません。詳細については、Oracle の販売担当者に連絡して
ください。

モジュール/コンポーネント 見積もり時間
(時間)

必要な人員 合計人時

8 ドライブが搭載された基本 (標準) 3 2 6

ドライブモジュール (それぞれ) 2 2 4

カートリッジモジュール (それぞれ) 2 2 4
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初期構成ウィザード情報

モジュール/コンポーネント 見積もり時間
(時間)

必要な人員 合計人時

2 つのパーキングモジュール 2 2 4

アクセスモジュール (それぞれ) 2 2 4

CAP (それぞれ) 1 2 2

テープドライブ (各ドライブ) 0.5 1 0.5

ファームウェア 0.2 1 0.2

統合 (ケーブル、ハブ、スイッチ、接続) 8 1 8

テープ (それぞれ) 0.02 1 可変

ソフトウェア構成 2 - 8 1 可変

初期構成ウィザード情報

はじめてライブラリの電源を投入する前に、次のライブラリ構成情報を収集しま
す。ライブラリ GUI の初期構成ウィザードを完了するには、次の情報が必要です。

• パブリックポート、保守ポート、OKM ポート (OKM を使用している場合) の IPv4
または IPv6 情報。各ポートは異なるサブネット上にある必要があります。

◦ IPv4 の場合、IP アドレス、ネットマスク、およびゲートウェイを特定します

◦ IPv6 の場合、IP アドレス、接頭辞の長さ、ゲートウェイを特定します

• HTTP (デフォルト 80) および HTTPS (デフォルト 443) 待機ポート

• ライブラリのタイムゾーン:

◦ UTC を使用するか、地域を使用するかを特定します。

◦ NTP サーバーを使用するか、または時間を手動で設定するかを特定します

• ライブラリ名

• 目的のシステムセルラベル形式を特定します (「ボリュームラベル形式のオプショ
ン」 を参照してください)。

• オプション: ライブラリコントローラパブリックポートの DNS 情報:

◦ ドメイン名

◦ 最大 3 つの DNS サーバーアドレス

注意:

DNS を使用している場合は、構成前にすべての DNS サーバー情報が正しく、カスタマポー
トに有効なリンクがあることを確認します。無効な DNS 情報のために、ライブラリの起動
に 2 時間かかる場合があります。
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3 
第3章 GUI の基本操作

内容

• GUI へのログイン

• GUI の領域

• GUI テーブルのスプレッドシートへのエクスポート

• テーブルの検索およびソート

• キーボードを使用した GUI のナビゲート

関連項目

• 4章「ユーザーログイン設定の構成 」

GUI へのログイン
GUI には、前面タッチスクリーン経由で、または基本モジュールに接続されたキー
ボードとモニター経由で、ブラウザを使用してリモートでアクセスできます。

ノート:

無効なログイン試行を 5 回繰り返すと、30 分間ロックアウトされます。アカウントをロック
解除する必要がある場合は、ライブラリ管理者に連絡してください (「ユーザーアカウントの
ロック解除」を参照)。

関連項目

• 4章「ユーザーログイン設定の構成 」

リモートでのログイン

1. ライブラリのホスト名または IP アドレスを取得します。標準ポート番号を使用
していない場合は、ライブラリ管理者からポート番号を取得します。

2. ブラウザで、次の場所に移動します。

<ライブラリのホスト名または IP アドレス>:<ポート>
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GUI へのログイン

80 (http) または 433 (https) の標準ポート番号を使用していない場合は、ポート番
号のみが必要です。たとえば、ポート 7102 を使用している場合は、MyLibrary

.mycompany.com:7102 になります。

ノート:

「HTTPS connection untrusted」という警告を受信した場合は、ブラウザの画面上の指示に
従って、ユーザーインタフェースサーバーを信頼するようにブラウザを構成してください
(「HTTPS 用のライブラリの SSL/TLS 証明書の管理」を参照)。

3. ログイン画面で、ユーザー名とパスワードを入力します。「Log In」をクリック
します。

サポートされるブラウザ

• Microsoft Edge 25.x

• Microsoft Internet Explorer 11

• Google Chrome 53+

• Mozilla Firefox 45+

• Apple Safari 8 および 9

ノート:

ブラウザ操作に若干の違いや異常がある可能性があります。問題が発生している場合は、別の
ブラウザを試してください。

ライブラリの前面タッチスクリーンでのローカルでのログイン

1. オペレータパネルの画面にタッチしてそれをアクティブ化します。何も表示さ
れない場合は、表示が背面の VGA ポートまたは別のコントローラのどちらかに
設定されています。SOURCE ボタン (図については、「オペレータパネル」を参
照) を押して、コントローラソースをアクティブなライブラリコントローラ (L1)
に設定します。

2. ログイン画面で、ユーザー名とパスワードを入力します。「Log In」をクリック
します。

キーボード、マウス、およびモニターを使用したローカルでのロ
グイン

1. キーボードとマウスを基本カードケージ内のライブラリコントローラ上の USB
ポートに接続します (図については、「ライブラリコントローラ」を参照)。
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GUI の領域

2. モニターを基本カードケージ内のビデオカード上の VGA ポートに接続します
(図については、「ビデオカード」を参照)。

3. ビデオカード上の SELECT ボタンを押して、表示を VGA ポートに設定します
(図については、「ビデオカード」を参照)。コントローラソースをアクティブな
ライブラリコントローラ (L1) に設定します。

4. ログイン画面で、ユーザー名とパスワードを入力します。「Log In」をクリック
します。

GUI の領域

1. マストヘッド — 現在のユーザーを表示するほか、ユーザープリファレンスを設
定したり、ヘルプにアクセスしたり、ログアウトしたりできるようにします。

2. ステータスバー — 現在のライブラリ、デバイス、およびパーティションの状態
を表示し (「ステータスバーでのライブラリ、デバイス、およびパーティション
の状態の表示」を参照)、ライブラリの制御状態を制御できるようにします (「ラ
イブラリのオンラインまたはオフラインへの設定」、「ライブラリの再起動また
はライブラリ OS のリブート」、および 「ライブラリの電源切断」を参照)。

3. ナビゲーション — GUI の別の部分を表示する場合にクリックします。ユーザー
のロールによっては、これらのボタンの一部が表示されない場合があります
(「各ユーザーロールが使用できる機能」を参照)。

4. コンテンツ領域 — ナビゲーションや選択されたタブに応じて変化します。

5. タブ — 現在のページの別のコンテンツを表示します。
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GUI テーブルのスプレッドシートへのエクスポート

6. アクションボタン — さまざまな GUI タスク (パーティションの追加やリフレッ
シュなど) を実行します。マウスのポインタをアイコンの上に置くと、ツール
チップが表示されます。

GUI テーブルのスプレッドシートへのエクスポート

GUI 内にある任意のテーブルの .xls ファイルをエクスポートできます。

1. テーブルに移動します。

2. 「Export」  をクリックします。

3. ファイルを目的の場所に保存します。

4. ファイルをスプレッドシートアプリケーション (Microsoft Excel など) で開きま
す。

ノート:

ファイルの拡張子は .xls ですが、形式は html です。ファイルをスプレッドシートプログラ
ムで開くときに、そのファイルが破損していないこと、および信頼できるソースからのも
のであることの確認を要求される場合があります。

5. いずれかの「Date/Time」列の形式を変更することが必要になる場合があり
ます。Excel を使用している場合は、列を選択します。「Format Cell」、
「Custom」を選択してから、mm/dd/yy hh:mm:ss.0;@ などの形式を入力しま
す。

「Format Cell」、「Date」を選択し、MM/DD/YY HH:MM などの日付の種類を選択
した場合、時間はもっとも近い分に丸められます。

テーブルの検索およびソート

GUI 内のテーブルを検索したり、ソートしたりできます。追加のソート機能が必要
な場合は、そのテーブルをスプレッドシートとしてエクスポートできます (「GUI
テーブルのスプレッドシートへのエクスポート」を参照)。

テーブルのソート

1. マウスのポインタを列タイトルの上に置きます。

2. 上矢印または下矢印  をクリックして列をソートします。
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テーブルの検索およびソート

フィルタを使用したテーブル内の検索

1. 列タイトルの上にある白色の検索バー内をクリックします。

2. 検索値を入力します。この値は完全に一致する必要があります (大文字と小文字
は区別されません)。または、検索演算子を使用できます。

• > (より大きい) および < (より小さい) — 数値フィールドまたは値を含む文
字列に対して有効です。たとえば、Media Type: <LtoGen6 または Date/Time:
>2017-06-16 (YYYY-MM-DD は完全に指定する必要があるため、>2017-06 は
機能しません)。

• ! (に等しくない) — !Complete や !DefaultPartition など

• * (ワイルドカード) — たとえば、Z* は、文字 Z で始まるすべての行に一致し
ます。

◦ ワイルドカードはテキストフィールドに対してのみ有効であり、数値または
日付フィールドに対しては有効ではありません。

◦ フィルタあたり 1 つのワイルドカードのみを使用します。ほかのどの検索演
算子とも一緒に使用しないでください。

• 数値フィールドの場合は、検索でコンマを使用しないでください (たとえ
ば、5,280 の代わりに 5280 を使用します)。

• null 値はどのフィルタにも一致しません。

ノート:

検索は大文字と小文字を区別せず、1 回につき 1 つの検索演算子しか使用できないため、!

Default* (2 つの演算子を使用しています) は結果を返しません。

3. Enter キーを押すか、または「Refresh」  をクリックします。

4. フィルタを削除するには、テキストを削除してから、Enter キーを押すか、また

は「Refresh」  をクリックします。
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キーボードを使用した GUI のナビゲート

複数列のフィルタリングの例

結果をさらに制限するために、複数の列に検索項目を入力できます。たとえば、
「Tapes」テーブル内のすべてのクリーニングおよび診断 LTO テープを検索する場
合は、「Media Type」に対して LTO* を、「Medium Type」に対して !Data を検索で
きます。

キーボードを使用した GUI のナビゲート

アクセシビリティーのために、次のキーボードアクションを使用して GUI をナビ
ゲートできます。

• タブトラバーサル — タブトラバーサルでは、そのページのアクティブなすべての
要素にアクセスできます。次のコントロールに移動するには Tab キーを、前のコ
ントロールに移動するには Shift+Tab キーを使用します。ほとんどの場合、コン
トロールにフォーカスがある場合は、Enter キーを押すことによってアクション
を開始できます。

• 矢印キー — 一部の複雑なコンポーネントでは、Tab キーを使用してそのコンポー
ネントがフォーカスを受信したあと、矢印キーを使用してナビゲートします。

関連項目

• 「アクセシビリティーオプションの設定」
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4 
第4章 ユーザーログイン設定の構成

個々のユーザーのタスク:

• 自分のパスワードの変更

• ユーザー ID への回復電子メールアドレスの追加

• 忘れたパスワードの回復

• アクセシビリティーオプションの設定

• セッションタイムアウトの設定

• ログイン後に表示する初期ページの設定

• ライブラリの現在の日付と時間のステータスバーでの表示

• 日付と時間の UTC での表示

• 非表示の警告および確認プロンプトの復元

管理者のタスク:

• ユーザーの追加、変更、または削除

• 別のユーザーのパスワードの変更

関連項目

• 付録A「ユーザーロール」

自分のパスワードの変更

この手順では、GUI に正常にログインできることを前提にしています。自分のパス
ワードを忘れた場合は、「忘れたパスワードの回復」を参照してください。

1. GUI の右上隅にある「Preferences」をクリックし、「Reset Password」を選択し
ます。

2. 新しいパスワードを入力します。
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ユーザー ID への回復電子メールアドレスの追加

ノート:

パスワードは少なくとも 8 文字の長さであり、文字と数字が混在して含まれている必要が
あります。

別のユーザーのパスワードの変更

管理者ロールでは、ほかのユーザーのパスワードを変更できます。「ユーザーの追
加、変更、または削除」を参照してください。

ユーザー ID への回復電子メールアドレスの追加
パスワードを忘れてそのリセットが必要になった場合に備えて、ユーザー ID に電
子メールアドレスを関連付けることができます。ただし、電子メール経由でのパス
ワードのリセットは、ライブラリに SMTP サーバーが構成されており、かつ電子
メールアクティビティーが有効になっている場合にのみ機能します (「電子メール通
知の構成」を参照)。

1. GUI の右上隅にある「Preferences」をクリックします。

2. 「User Preferences」を選択します。

3. パスワードを忘れた場合に使用する電子メールアドレスを入力します。

関連項目

• 「忘れたパスワードの回復」

忘れたパスワードの回復

オプション 1 — ライブラリの管理者ユーザーに連絡してパスワー
ドをリセットする

ライブラリ管理者は、「別のユーザーのパスワードの変更」で手順を参照できま
す。

オプション 2 — 回復電子メールを生成する

このオプションは、SMTP サーバーが構成されており (「電子メール通知の構成」を
参照)、かつユーザー ID に回復電子メールアドレスが関連付けられている (「ユー
ザー ID への回復電子メールアドレスの追加」を参照) 場合にのみ使用できます。パ
スワードリセット電子メールは、2 時間後に期限切れになります。
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アクセシビリティーオプションの設定

1. GUI ログイン画面に移動し、「Forgot Password」をクリックします。

2. 「Generate Recovery Email」をクリックします。このボタンが表示されていない
場合は、ライブラリでの電子メール通知が無効になっています。ほかの 2 つのオ
プションのどちらかを使用してパスワードを回復します。

3. 電子メールアドレスを入力します。その電子メールがユーザー ID に関連付けら
れている場合、ライブラリは回復電子メールを送信します。

4. 回復電子メールの手順に従います。新しいパスワードを入力し、「Save」をク
リックします。

オプション 3 — 保守ユーザー鍵をダウンロードして Oracle サ
ポートに連絡する

1. GUI ログイン画面に移動し、「Forgot Password」をクリックします。

2. 「Download Service User Key File」をクリックします。

3. 鍵ファイルを Oracle に送信します。

ノート:

鍵ファイルは暗号化されています。そのため、Oracle はこのファイルを復号化して、ライ
ブラリにログインするための管理者ユーザー ID とパスワードを取得します。Oracle 担当者
は、SL4000 の設置および保守ガイドで手順を参照できます。

4. Oracle サポートはライブラリにログインし、パスワードをリセットします。

アクセシビリティーオプションの設定
はじめて GUI にログインすると、アクセシビリティーオプションを設定するよう求
められます (「Do not show these options」を選択するまで、このプロンプトがログイ
ンのたびに表示されます)。ただし、これらの設定はいつでも変更できます。

1. GUI の右上隅にある「Preferences」をクリックします。

2. 「accessibility settings」を選択します。

3. アクセシビリティーの設定を選択します。

• Screen reader - スクリーンリーダーを使用して GUI とインタフェースして
いる場合は、このオプションを選択します。GUI は、豊富なユーザーインタ
フェース対話機能を持ち、かつキーボード経由でアクセス可能なコンポーネン
トを生成します。

• High contrast - GUI は、高コントラストに対応したビジュアルコンテンツを生
成します。高コントラストモードは、高コントラスト機能が有効になっている
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セッションタイムアウトの設定

オペレーティングシステムまたはブラウザで使用するように設計されていま
す。

• Large-fonts - GUI は、ブラウザのズームに対応したコンテンツを生成します。

関連項目

• 「キーボードを使用した GUI のナビゲート」

セッションタイムアウトの設定

GUI セッションは、一定の期間非アクティブの状態が続くとタイムアウトします。
デフォルトのタイムアウトは 60 分です。

1. GUI の右上隅にある「Preferences」をクリックします。

2. 「User Preferences」を選択します。

3. 20 から 1440 (24 時間) までのセッションタイムアウト (分) を入力します。

ログイン後に表示する初期ページの設定

1. GUI の右上隅にある「Preferences」をクリックします。

2. 「User Preferences」を選択します。

3. ドロップダウンリストから開始ページを選択します。

ノート:

このページに複数のタブが存在する場合、特定のタブを選択して表示されるようにはでき
ません。ログインすると、最初のタブだけが表示されます。

ライブラリの現在の日付と時間のステータスバーでの表示

ライブラリの現在の日付と時間を GUI ステータスバーのライブラリステータスイン
ジケータの下に表示できます。これは、要求、ジョブ、システムレポートなどを表
示する場合に役立つことがあります。ステータスバーには、時間がローカルと UTC
の両方で表示されます。ただし、時間を UTC で表示することを選択した場合、ス
テータスバーには UTC 時間のみが表示されます (「日付と時間の UTC での表示」を
参照)。

1. GUI の右上隅にある「Preferences」をクリックします。

2. 「User Preferences」を選択します。
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日付と時間の UTC での表示

3. 「Show Time in Status Area」を選択します。

日付と時間の UTC での表示
すべての日付と時間を GUI 全体を通して協定世界時 (UTC) で表示できます。これ
は、個々のユーザーに対して表示される日付と時間にのみ影響を与えます。ライブ
ラリの日付と時間の構成設定は変更されません。

1. GUI の右上隅にある「Preferences」をクリックします。

2. 「User Preferences」を選択します。

3. 「Display dates and times in UTC」を選択します。

関連項目

• 「日付と時間の構成オプション」

非表示の警告および確認プロンプトの復元
ポップアップ警告が表示された場合は、その警告をふたたび表示しないように選択
できます。ただし、そのプロンプトをふたたび表示するように、非表示の警告をい
つでも復元できます。

1. GUI の右上隅にある「Preferences」をクリックします。

2. 「User Preferences」を選択します。

3. 「Reset all warning prompts」を選択します。

ユーザーの追加、変更、または削除
ノート:

ユーザーを管理できるのは管理者ロールだけです。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Users」をクリックします。

2. 「Add User」  をクリックするか、またはユーザーを選択してから「Change

Role」 、「Change Password」 、または「Delete」  をクリックします。

ノート:

管理者、ユーザー、オペレータ、またはビューアロールのみを割り当てることができます
(付録A「ユーザーロール」を参照)。保守ロールは、ライブラリに保守が必要な場合にのみ
作成されます (下の「保守ユーザーの追加」を参照)。
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ユーザーの追加、変更、または削除

3. ユーザーごとに、オプションで回復電子メールアドレスを追加できます。ライブ
ラリに SMTP サーバーが構成されている場合は、これにより、ユーザーは忘れ
たパスワードを回復できます (「忘れたパスワードの回復」を参照)。

保守ユーザーの追加

Oracle の保守担当者が保守のためにライブラリにアクセスする必要がある場合、管
理者は保守ユーザーを作成し、Oracle に鍵ファイルを提供できます。すべての保守
ユーザーは、作成から 72 時間後に期限切れになります。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Users」をクリックします。

2. 「Create Service User 」をクリックします。

3. Oracle からの指示どおりにロールを選択します (各ロールについては、付録
A「ユーザーロール」を参照)。

4. リスト内の保守ユーザーを選択し、「Download Service User Key File」  をク
リックします。

5. 鍵ファイルを Oracle に送信します。

ノート:

鍵ファイルは暗号化されています。そのため、Oracle はこのファイルを復号化して、ライ
ブラリにログインするためのユーザー ID とパスワードを取得します。Oracle の保守担当者
は、SL4000 の設置および保守ガイドで手順を参照できます。

関連項目

• 「保守ユーザーとしてのログイン」

ユーザーアカウントのロック解除

無効なログイン試行が 5 回繰り返されると、システムはそのユーザーを 30 分間ロッ

クアウトします。管理者ロールは、ユーザーを選択し、「Unlock User(s)」  をク
リックすることによってそのアカウントをロック解除できます。
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5 
第5章 ライブラリの構成

内容

• ライブラリを物理的に設置したあとの初期の構成ステップ

• 構成ウィザードを使用したライブラリの構成

• ライブラリ構成プロパティーの表示

• オプションのライブラリ機能の追加または削除

• 機能アクティベーションアクティビティーの履歴の表示

• ライブラリ構成のインポートまたはエクスポート

• ライブラリファームウェアのアップロードおよび管理

• HTTPS 用のライブラリの SSL/TLS 証明書の管理

• デフォルトのポート番号

関連項目

• 10章「SCSI ホスト接続の管理 」

• 9章「ライブラリのパーティション分割 」

• 12章「通知の構成 - 電子メール、SNMP、SCI、または ASR」

• 14章「ロギング」

• 「ドライブの自動クリーニングの構成」

ライブラリを物理的に設置したあとの初期の構成ステップ
モジュールとテープドライブを物理的に取り付けたあと、初期のライブラリ構成お
よび SCSI ホストアプリケーションへの接続のために、次のリストをガイドラインと
して使用してください。

ライブラリの電源投入または再起動の前に行うべきこと

• Ethernet ケーブルをライブラリコントローラのカスタマポートに接続し、さらにオ
プションで保守および OKM ポートに接続します。
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ライブラリを物理的に設置したあとの初期の構成ステップ

• テープドライブを取り付けます (まだ取り付けられていない場合)。ファイバチャ
ネルケーブルをすべてのドライブに接続します。Ethernet ケーブルを個々のドライ
ブに接続しないでください。ドライブの IP ネットワークはライブラリの内部にあ
ります。

• FC-SCSI ホストアプリケーションを使用している場合は、ファイバチャネルケー
ブルをライブラリコントローラのポートに接続します。最初は、ポート 1 のみ
が完全にアクティブです (「使用できないファイバチャネルポートの動作」を参
照)。

ライブラリの電源投入および初期化の完了のあとに行うべきこと

• テープドライブとライブラリコントローラの接続のための FC スイッチで LINK ラ
イトがアクティブであることを確認します。ライブラリコントローラには FC リ
ンクライトがありません。接続を確認するには、FC スイッチをチェックするか、
または GUI を使用する必要があります (「FC 接続が機能しているか? LINK ライ
トがない。」を参照)。

• ハードウェアアクティベーションファイルをインストールします (必要に応じて、
パーティション分割、冗長制御パス、およびテープ容量) (「オプションのライブ
ラリ機能の追加または削除」を参照)。

• オプション: ライブラリをパーティション分割します (9章「ライブラリのパーティ
ション分割 」を参照)。CAP プールを作成します (「CAP プールの管理」)。パー
ティションを作成し、各パーティションにセルを割り当てます (「ストレージセル
およびドライブベイのパーティションへの移動」)。

• CAP を使用してテープをロードします (電源投入の前に実行されていない場合)。

◦ 共有 CAP の場合は、テープをインポートする前に、パーティションに所有権を
割り当てる必要があります (「共有 CAP の所有権をパーティションに割り当て
る」)

◦ CAP を開き、テープをロードし、GUI を使用してテープを CAP から移動しま
す (「CAP を介したテープの挿入」を参照)。

ライブラリのテープドライブにリモートでアクセスする方法

• ドライブにリモートでアクセスするには、個別の管理サーバーを構成する必要が
あります。この管理サーバーは OKM ドライブの登録、VOP 2.3.3 操作、IBM ドラ
イブ暗号化ファームウェアのアップグレード、およびドライブファームウェアの
アップグレードに使用します。
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構成ウィザードを使用したライブラリの構成

• SL4000 のドライブネットワークは SL3000 とは異なるため、別のルーティングが
必要になります。OKM SL4000 の設定情報については、OKM のドキュメントを参
照してください。

• 管理サーバーを構成したあと、GUI にあるドライブの IP アドレスを使用して
SL4000 ドライブへの ping の発行を試みます (「ドライブの IP アドレス指定」を
参照)。

SCSI ホストアプリケーションをライブラリに接続する方法

• ライブラリとドライブの FC ポートが FC スイッチにログインしていることを確認
します。ドライブとライブラリロボットがホストアプリケーションから使用可能
になるように、FC スイッチをゾーン化します。この時点で、ホストがドライブを
認識できるようになります。

• ホストが GUI に表示されることを確認します (「アクティブにログインしている
SCSI ホストの表示」を参照)。GUI では、World Wide Port Name (WWPN) がホスト
HBA の WWPN です。ホストの名前を変更します (「SCSI ホストの追加、変更、
または削除」)。

◦ 予測されるより多くの「ホスト」がリストに表示される場合があります。これ
らは FC スイッチポートである可能性があります。これらを特定したら、これ
らの「ホスト」の名前を変更するか、または無視できます。

• パーティションを割り当てます (「パーティションの SCSI ホストへの割り当てお
よび LUN 割り当ての変更」を参照)。各ホストには、ホストポートあたり 1 つの
LUN 0 だけを割り当てる必要があります。

• これで、ホストアプリケーションがロボットを認識できるようになります。

• ホストアプリケーションを構成します。たとえば、SL4000 ライブラリをサポート
するために必要なパッチをインストールしたり、デバイスを設定したり (ドライブ
の順序に注意してください。これは、SCSI アドレス指定の順序である可能性があ
ります)、テープのインベントリを実行したりします。

構成ウィザードを使用したライブラリの構成
重要:

ネットワークと時間の構成の変更には、ライブラリの再起動が必要になります。時間の変更を
有効にするには、ライブラリをただちに再起動する必要があります。

構成ウィザードを使用して、ネットワーク設定、時間の設定、およびライブラリ設
定を構成します。
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1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Configuration」をクリックします。

2. 「Settings」タブから、「Configure」  をクリックします。

3. 構成するオプションを選択し、「Next」をクリックします。ウィザードの指示に
従います。

• 「パブリックネットワーク、保守ネットワーク、または OKM ポートの構
成」を参照

• 「日付と時間の構成オプション」を参照

• 「ライブラリ設定のオプション」を参照

注意:

DNS を使用している場合は、構成を適用する前に、すべての DNS サーバー情報が正し
く、カスタマポートに有効なリンクがあることを確認します。無効な DNS 情報のために、
ライブラリの起動に 2 時間かかる場合があります。

4. 「Accept Changes」を選択します。「Apply」をクリックします。

パブリックネットワーク、保守ネットワーク、または OKM ポー
トの構成

ノート:

各ポートが個別のサブネット上に存在する必要があります。ネットワークポートが同じサブ
ネット上にある場合は、1 つのポートにしか到達できません。

構成ウィザードで、ポートごとの適用可能な IPv4 または IPv6 情報を入力できま
す。カスタマおよび保守ポートの物理的な位置については、「ライブラリコント
ローラ」を参照してください。OKM ポートの物理的な位置については、「ルートス
イッチ」を参照してください。

• Public Network Port (Customer Port) — IP 情報は必須です。DNS 情報はオプショ
ンですが、構成を適用する前に、すべての DNS 情報が有効である必要がありま
す。正しくない DNS 情報または到達不可能な DNS サーバーのために、ライブラ
リの起動に最大 2 時間かかります。

• Service Network Port — IP アドレスおよびネットマスク情報は必須です。ゲート
ウェイ情報はオプションです。デフォルトの情報を受け入れることができます。

• Oracle Key Manager Port — IP 情報はオプションです。ポートを構成解除して停
止する「Port Disabled」を選択できます。
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構成ウィザードには、取り付けられている各ネットワークポートに固有の構成ス
テップがあります。各ポートについて 1 回につき 1 つの画面を実行する必要があり
ます。たとえば、OKM ポートのみを構成するには、「Next」をクリックしてパブ
リックポートと保守ポートのページを省略します。OKM ポートのページから開始す
る方法はありません。

OKM に使用するライブラリインタフェースの選択

ライブラリ内のドライブは、ライブラリ上の 3 つの外部インタフェース (パブリッ
ク、保守、OKM) のいずれかを経由して Oracle Key Manager (OKM) クラスタと通信
できます。OKM インタフェースを使用することをお勧めします。OKM アプライア
ンスと SL4000 インタフェースは同じサブネット上に存在する必要があります。

OKM にどのライブラリインタフェースを使用するかを選択するには、構成ウィ
ザードを使用します (「構成ウィザードを使用したライブラリの構成」を参照)。
「Configure Network Settings」を選択し、「Choose OKM Interface」ページに達す
るまで「Next」をクリックします。ネットワークインタフェースを選択し、変更を
受け入れます。ライブラリを再起動する必要があります。

SL4000 で OKM インタフェースを構成したあと、OKM アプライアンスのゲート
ウェイ設定を変更する必要があります。詳細は、OKM のドキュメントを参照してく
ださい。

関連項目

• 「Oracle Key Manager (OKM) ポート」

• 「ドライブの IP アドレス指定」

日付と時間の構成オプション

構成ウィザードを使用して、ライブラリの日付と時間を設定します (「構成ウィザー
ドを使用したライブラリの構成」を参照)。時間の変更を有効にするには、ライブラ
リをただちに再起動する必要があります。

• Library Time Zone - ライブラリが存在する地域タイムゾーンを選択します。内
部的にライブラリは常に UTC (協定世界時) で動作しますが、ライブラリはこの
「Library Time Zone」パラメータを使用して、ローカルオペレータパネルに表示
される時間を調整します。ブラウザ接続の場合、GUI は時間をブラウザのローカ
ル時間に自動的に調整します。
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• Configure Date and Time - ドロップダウンメニューからオプション「Using
Network Time Protocol」を選択してから、最大 5 台の NTP (Network Time Protocol)
サーバーのアドレスを入力します。または、「Manually」を選択してから、ライ
ブラリタイムゾーンと同じタイムゾーンを使用した時間を入力します。ライブラ
リは、上で選択されたライブラリタイムゾーンパラメータに基づいて、その内部
クロックを UTC に調整します。

関連項目

• 個々のユーザーは、日付と時間を UTC で表示することを選択できます — 「日付
と時間の UTC での表示」

ライブラリ設定のオプション

ライブラリ設定は、電源を切断するとき (「ライブラリの電源切断」を参照) か、ま
たはライブラリを構成するとき (「構成ウィザードを使用したライブラリの構成」を
参照) に選択します。

• Bypass audit if door opened with power off — 通常、ライブラリがオフになってい
るときにドアが開いた場合、ライブラリは操作を再開するときに完全な監査を
実行します。ただし、ライブラリがオフのときにライブラリに入ろうとしている
が、どのテープカートリッジも移動しない場合は、完全な監査を省略するために
このオプションを有効にできます。これは「HBO の抑制」(「Has Been Opened」
の抑制) とも呼ばれます。このオプションは、テープまたはドライブトレーを追
加したり、取り外したり、移動したりする予定がない場合にのみ選択してくださ
い。

• Probe for physical configuration changes upon next restart - ロボットは起動中にモ
ジュール識別ブロックをスキャンし、完全な監査を実行します。物理構成を変更
するときは、このオプションを選択する必要があります (「物理構成が変更された
ときのパーティションに対する処理」も参照)。

検証は、このオプションを選択したあとの最初の再起動時にのみ実行されます。
そのあと、以降の再起動によって構成の変更が検証されないように、このオプ
ションはリセットされます。

物理構成の変更には次のものが含まれます。

◦ モジュール、回転式 CAP、またはドライブアレイの追加または取り外し。
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◦ カートリッジモジュールのパーキングモジュールへの変換、またはその逆の変
換。

物理構成の変更に次のものは含まれません。

◦ テープカートリッジまたはドライブトレーの追加、取り外し、または移動。

◦ ロボットまたはコントローラカードの追加または取り外し。

• Enable redundant electronics — 冗長電子デバイス (RE) (初期リリースでは使用で
きない機能) を有効にします。取り付けられている 1 つのコントローラでのみ RE
を有効にした場合、ライブラリは、存在しないスタンバイコントローラに障害が
発生したと見なします。これにより、見つからないコントローラの障害が発生し
ます。ライブラリは、2 番目のコントローラが取り付けられるまで「Degraded」状
態のままになります。

• System Cell Volume Label Format — システムセル volser のプレゼンテーションを
制御します (「ボリュームラベル形式のオプション」を参照)。ストレージセル内
のテープのラベル形式を変更するには、パーティション属性を変更する必要があ
ります (「パーティション属性」を参照)。

• Park Robot(s) - ロボットは、ライブラリの端の、パーキングモジュールまたはア
クセスモジュールの保守エリアに移動します。このオプションは、ライブラリの
電源を GUI ステータスバーから切断する場合にのみ使用できます。

• IPv4 HTTP Listening Port - デフォルトは 80 です。有効なカスタム値は
10000-22000 です。IPv6 HTTP は、ポート 7102 上でのみ待機します。

• IPv4HTTPS Listening Port - デフォルトは 443 です。有効なカスタム値は
10000-22000 です。Pv6 HTTPS は、ポート 7103 上でのみ待機します。

物理構成が変更されたときのパーティションに対する処理

パーティション分割されたライブラリでは、物理構成を変更すると、ライブラリは
次の動作を実行します。

• 存在しなくなったストレージセルおよびドライブベイを、前に存在していたパー
ティションから削除します。

• 存在しなくなった CAP を、前に存在していた CAP プールから削除します。

• 新しく作成されたパーティションに新しいストレージセルおよびドライブベイを
配置します (ライブラリは、この新しいパーティションに CAP プールまたは SCSI
ホストを割り当てません)。
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• 新しく作成された CAP プールに新しい CAP を配置します (ライブラリは、この
CAP プールをパーティションに割り当てません)。

ライブラリは、モジュールが中央に追加された場合でも、すべての構成変更がライ
ブラリの端で発生したと見なします。次に例を示します。

• 初期構成 — カートリッジ (左 -1)、基本 (0)

• 新しい構成 — カートリッジ (左 -2)、新しいカートリッジ (左 -1)、基本 (0)、新し
いドライブ (右 1)

新しいカートリッジモジュールを古いカートリッジモジュールと基本モジュールの
間に取り付けたにもかかわらず、古いカートリッジモジュール (現在の左 -2) の方
が端に近いため、ライブラリはそのカートリッジモジュールを新しいモジュールで
あると見なします。ライブラリは、カートリッジ (左 -2) 内のセルを新しいパーティ
ションに配置します。ライブラリは、新しく追加されたカートリッジ (左 -2) を以前
と同様にパーティション分割します。ライブラリは、ドライブモジュールを新しい
ものと見なすため、すべてのストレージセルおよびドライブベイを新しいパーティ
ションに配置します。

図5.1 パーティション分割に関する構成変更の例

ボリュームラベル形式のオプション

ライブラリ設定を構成するときにシステムセルのボリューム形式を (「ライブラリ
設定のオプション」を参照)、またパーティションを定義するときにストレージセル
のボリューム形式を (「パーティション属性」を参照) 選択できます。ボリューム形
式は、ライブラリが volser を外部アプリケーションに対して、および GUI テーブル
内で表示する方法を制御します。下に示されている例では、テープのバーコードは
「STA015L4」です。
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• Prepend Last Two Characters - バーコードの最後の 2 文字をいちばん前に移動し
ます。たとえば、「L4STA015」です。

• Full Label - 完全な 8 文字のラベル (raw ラベルとも呼ばれます) を表示します。た
とえば、「STA015L4」です。

• Trim Last Character - バーコードの最後の文字を削除します。たとえば、
「STA015L」です。

• Trim Last Two Characters (デフォルト) - バーコードの最後の 2 文字を削除しま
す。たとえば、「STA015」です。

• Trim First Character - バーコードの最初の文字を削除します。たとえば、
「TA015L4」です。

• Trim First Two Characters - バーコードの最初の 2 文字を削除します。たとえば、
「A015L4」です。

ライブラリ構成プロパティーの表示
GUI の左側のナビゲーション領域で「Library」をクリックします。このページに
は、ライブラリ名、モデル、シリアル番号、状態、セル数、およびディスク使用率
などのライブラリプロパティーが表示されます。テープ数の合計に関する警告の詳
細は、「テープ数の警告を修正する方法」を参照してください。

ライブラリプロパティーは、左ナビゲーション領域にある「Hardware」をクリック
して表示することもできます。次に、「Device Status」タブで「All Devices」を選択
します。「Library」を右クリックし、「Properties」を選択します。

オプションのライブラリ機能の追加または削除
ハードウェアアクティベーションファイルは、パーティション分割、アクティブ化
されたテープ容量、冗長制御パス (マルチポート) ネットワーキングなどのライブラ
リ機能を有効にする .jar ファイルです。機能を購入したあと、その機能を使用でき
るようにするには、ハードウェアアクティベーションファイルをダウンロードし、
それをライブラリにアップロードする必要があります。

ハードウェアアクティベーションファイルのダウンロード

1. 次の Oracle Software Delivery Cloud にアクセスします。

http://edelivery.oracle.com/

2. 「Sign In /Register」をクリックします。
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3. 条件や制約事項を読みます。同意することを示します。

4. SL4000 を検索し、ハードウェアアクティベーションファイルを選択します。
「Select Platform」をクリックします。

5. 「GENERIC (All Platforms)」を選択し、「Select」をクリックします。

6. 「Selected Products」の下に正しいハードウェアアクティベーションファイルが一
覧表示されていることを確認し、「Continue」をクリックします。

7. 使用可能なリリースを選択します。「Continue」をクリックします。

8. 条件や制約事項を読みます。同意することを示し、「Continue」をクリックしま
す。

9. zip ファイルを保存したあと、それを GUI ブラウザからアクセス可能な場所に抽
出します。

ライブラリ上のハードウェアアクティベーションファイルのアッ
プロードまたは削除

ハードウェアアクティベーションファイルをローカルオペレータパネル経由でアッ
プロードすることはできません。リモート接続を使用してアップロードする必要が
あります。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Configuration」をクリックします。

2. 「Features」タブをクリックします。

3. 機能を追加するには、「Upload」  をクリックし、アクティベーションファイ
ル (.jar) を参照します。

機能を削除するには、テーブル内の機能を選択し、「Delete」  をクリックしま
す。

関連項目

• 「機能アクティベーションアクティビティーの履歴の表示」

機能アクティベーションファイルが削除されたときの処理

容量アクティベーションファイルの削除

容量アクティベーションファイルを削除したあと、アクティブ化されたテープ容量
はアクティベーションファイルの容量だけ減少します。残りのアクティブ化容量よ
り多くのテープがライブラリ内に存在する場合は、「Library」ページにストレージ
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セルアラート  が表示されます (「ステータスバーでのライブラリ、デバイス、お
よびパーティションの状態の表示」を参照)。これを修正するには、テープを取り出
すか、または容量アクティベーションファイルを再インストールします (「テープ数
の警告を修正する方法」を参照)。

パーティション分割アクティベーションファイルの削除

パーティション分割アクティベーションファイルを削除したあと、ライブラリは次
の動作を実行します。

• すべてを 1 つのデフォルトパーティションに移動し、その他のすべてのパーティ
ションを削除します。

• すべての CAP を DefaultPartition によって所有される 1 つの DefaultPool に移動
し、その他のすべての CAP プールを削除します。

• すべての SCSI ホストから 0 より大きい SCSI LUN をすべて削除し、各ホスト上の
SCSI LUN 0 をデフォルトパーティションに割り当てます。

マルチポート FC またはデュアル TCP/IP アクティベーション
ファイルの削除

マルチポート FC アクティベーションファイルを削除したあと、ライブラリは使用
できない FC ポートの電源を切断します。これは、ポート 2 とポート 4 です (2 番目
のライブラリコントローラカードを含むライブラリの場合)。

テープ数の警告を修正する方法

ライブラリにアクティブ化容量より多くのテープが含まれている場合は、

「Library」ページに警告  が表示されます。ライブラリは引き続き正常に機能し
ますが、アクティブ化されていない容量を使用することは不正です。テープを取り
出すか、または別の容量アクティベーションファイルを購入してインストールして
ください (「オプションのライブラリ機能の追加または削除」を参照)。

容量アクティベーションファイルによって、ライブラリ内で許可されたテープの数
が決定されます。たとえば、100 の容量アクティベーションファイルと 200 の容量
アクティベーションファイルをインストールした場合、ライブラリはアクティブ化
容量が 300 になり、最大 300 個のテープを合法的に格納できます。ライセンスされ
た容量にシステムセル内のテープはカウントされません。
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機能アクティベーションアクティビティーの履歴の表示

アクティベーションファイルをだれがいつインストールまたは削除したかを示すリ
ストを表示できます。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Configuration」をクリックします。

2. 「Features」タブをクリックします。

3. 「Feature History」  をクリックします。

関連項目

• 「オプションのライブラリ機能の追加または削除」

ライブラリ構成のインポートまたはエクスポート

ライブラリ構成の .xml ファイルをエクスポートまたはインポートできます。この
ファイルを使用すると、あるライブラリの構成を同じモジュール構成を持つ別のラ
イブラリにクローニングしたり、既存のライブラリの構成を復元したりできます。
すべての主要な構成変更のあとに構成をエクスポートし、障害に備えて、そのファ
イルを安全な場所に保存することをお勧めします。

ライブラリ構成ファイルのエクスポート

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Configuration」をクリックします。

2. 「Settings」タブから、「Import/Export Configuration」  をクリックします。

3. 「Export Configuration to File」を選択します。

4. ファイルをダウンロードします。

構成ファイルにエクスポートされる内容

• ライブラリ設定

• ハードウェアアクティベーションファイル

• ネットワーク設定

• NTP 設定

• GUI ユーザー名およびプリファレンス

• パーティション構成およびマッピング
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• CAP プール構成およびマッピング

• SCSI ホスト構成およびパーティションマッピング

• 通知の宛先

• 通知ユーザーとパスワード (SNMP および SCI)

• ASR 設定

• ロギングレベル

構成ファイルにエクスポートされない内容

• GUI ユーザーパスワード

ライブラリ構成ファイルのインポート

インポート先のライブラリは、構成ファイル内のライブラリと同じモジュール構成
を持っている必要があります。

注意:

構成ファイルのインポートは中断を伴い、現在の設定が構成ファイル内の値で置き換えられま
す。ライブラリを再起動する必要があります。

1. すべてのライブラリアクティビティーを停止します。

2. パーティション分割情報をインポートする場合は、下の 「パーティション情報
を含む構成をインポートする前にチェックすべきこと」にあるチェックリストを
完了します。

3. GUI の左側のナビゲーション領域で「Configuration」をクリックします。

4. 「Settings」タブから、「Import/Export Configuration」  をクリックします。

5. 「Import Configuration from File」を選択します。

6. libraryConfigSettings.xml ファイルを参照します。

7. 構成を確認します (この構成を適用するには、ライブラリを再起動する必要があ
ります)。「Apply」をクリックします。

8. クローンのあと、次のアクションを実行します。

• ネットワーク設定: クローンでは、複製されたネットワーク構成が元のライ
ブラリのネットワーク構成と競合します。ネットワークの競合を回避するに
は、構成のインポートのあと、ライブラリコントローラのカスタマポートの
Ethernet ケーブルを抜くようにしてください。次に、オペレータパネルでロー
カルに、または接続されたモニター、キーボード、およびマウスを使用して、
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ライブラリ構成のインポートまたはエクスポート

クローニングされたライブラリのネットワーク設定を手動で変更する必要があ
ります。

• ライブラリ設定: 一意のライブラリ名を作成し、時間の設定を確認します。完
全なライブラリ構成ウィザードを実行して設定を更新します (「構成ウィザー
ドを使用したライブラリの構成」を参照)。

• SCSI ホスト構成: SCSI ホストと SCSI ホストマッピングを確認および更新しま
す。

• パーティション分割および CAP プール構成: パーティション分割と CAP プー
ルを確認および更新します。

9. クローンまたは復元のあと、次のアクションを実行します。

• ユーザーパスワード: 構成ファイルでは、GUI ユーザーパスワードは転送され
ません。構成のインポートを実行した管理者は、一時的なパスワードを作成
し、各ユーザーに自分のパスワードをリセットするよう通知する必要がありま
す。

• 通知設定: 通知設定 (電子メール、SNMP、SCI、ASR) が引き続き有効であるこ
とことを確認し、各通知タイプをテストして接続を確認します。

パーティション情報を含む構成をインポートする前にチェックす
べきこと

パーティションマッピングをインポートすると、次のことを確認しないかぎり、
テープが意図しないパーティションによって「所有される」場合があります。

• すべてのドライブ、CAP、およびロボットが完全に初期化されていることを確認
します。

a. ライブラリの状態が「Operative」である場合、ライブラリハードウェアは続行
するための適切な状態にあります。

b. ライブラリの状態が「Operative」でない場合は、「Hardware」の「Device
Status」ツリーをスキャンして、障害のあるコンポーネントを見つけます。こ
の問題が構成パーティションマッピングのインポートに影響しないことを確認
します。

• すべての CAP を閉じます。

a. 「CAPs」をクリックします。すべての CAP の「Physical State」が「Closed」
であることを確認します。

b. CAP を閉じるには、「GUI を使用した CAP の開閉」を参照してください。
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• CAP またはドライブセルからすべてのテープを移動します。

a. 「Cells/Tapes」をクリックします。「Tapes」タブから、「Cell Type」列内の
「!Storage」をフィルタ処理します。

b. リストにシステムセルのみが表示されることを確認します。CAP またはドラ
イブセルからすべてのテープを移動します。

ライブラリファームウェアのアップロードおよび管理
新しいファームウェアをアップロードしたり、新しいファームウェアをアクティブ
化したり、古いバージョンに戻したりできます。

注意:

ライブラリファームウェアの変更は中断を伴い、最大 20 分かかる場合があります。GUI から
ログアウトされ、アクティブ化が完了するまでライブラリにログインしたり、ライブラリを使
用したりできなくなります。新しいファームウェアをアクティブ化すると、ライブラリ時間が
UTC 時間にリセットされます。ライブラリ時間の再構成が必要になる場合があります。

My Oracle Support からのファームウェアのダウンロード

1. My Oracle Support (MOS): https://support.oracle.com/ にアクセスします。

2. MOS アカウントにサインインします。

3. 「パッチと更新版」タブをクリックします。

4. 「検索」タブで、「製品またはファミリ (拡張)」をクリックします。

5. 「製品」フィールドに「SL4000」と入力し、ドロップダウンリストから
「StorageTek SL4000 モジュラーライブラリシステム」を選択します。

6. 「リリース」フィールド、でファームウェアバージョンを選択します。

7. 「検索」をクリックします。

8. 「パッチ名」の下のリンクをクリックします。

9. 「ダウンロード」をクリックし、ファイルをシステム上の場所に保存しま
す。ZIP アーカイブをシステム上のフォルダに抽出します。

新しいファームウェアのアップロードおよびアクティブ化

アップロードする前に、ファームウェアをブラウザからアクセス可能な場所にダウ
ンロードします (「My Oracle Support からのファームウェアのダウンロード」を参
照)。ファームウェアは、リモートで接続されている場合にのみアップロードできま
す。前面タッチスクリーンからは、またはライブラリの背面に接続されたモニター
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HTTPS 用のライブラリの SSL/TLS 証明書の管理

とキーボードを使用して接続されている場合はファームウェアをアップロードでき
ません。

1. 新しいコードをアクティブ化する前に、ライブラリ構成をエクスポートするよ
うにしてください (「ライブラリ構成ファイルのエクスポート」を参照)。以前の
バージョンのコードに戻す必要がある場合、ライブラリ構成は転送されません。

2. GUI の左側のナビゲーション領域で「Firmware」をクリックします。

3. 「Library Firmware」タブをクリックします。

4. 「Upload」をクリックします。

5. ファームウェアファイルを選択します。「Upload」をクリックします。

6. アップロードが完了したら、「OK」をクリックします。

7. 「Activate」をクリックします。コードをアクティブ化すると、ライブラリ時間
が UTC にリセットされます。アクティブ化を確認します。

以前のファームウェアバージョンに戻す

1. ライブラリ構成をエクスポートします (「ライブラリ構成ファイルのエクスポー
ト」を参照)。以前のバージョンのファームウェアに戻すと、ライブラリ構成が
消去されます。

2. GUI の左側のナビゲーション領域で「Firmware」をクリックします。

3. 「Library Firmware」タブをクリックします。

4. 「Revert」をクリックします。アクティブ化を確認します。

5. ライブラリ構成をインポートします (「ライブラリ構成ファイルのインポー
ト」を参照)。

関連項目

• 「ライブラリファームウェアの表示」

• 「デバイスファームウェアアップグレードのブロック、許可、または強制」

HTTPS 用のライブラリの SSL/TLS 証明書の管理
証明書は、ライブラリとの間の SSL/TLS トラフィックを暗号化します。初期インス
トール時、ライブラリにはデフォルトの証明書が割り当てられます。少なくとも、
デフォルトの証明書を新しい自己署名付き証明書に置き換えるようにしてくださ
い。次に、オプションで、認証局 (CA) によって署名された証明書をインストールで
きます。詳細は、SL4000 セキュリティーガイドを参照してください。
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HTTPS 用のライブラリの SSL/TLS 証明書の管理

自己署名付き証明書の生成

自己署名付き証明書はセキュアですが、ログイン画面を表示できるようにするに
は、ブラウザにその証明書を信頼するよう手動で指示する必要があります。このブ
ラウザのセキュリティー例外を削除するには、認証局 (CA) によって署名された証
明書をインストールできます (「サードパーティーの署名付き証明書のインストー
ル」を参照)。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Configuration」をクリックします。

2. 「Certificate」タブをクリックしてから、「New Certificate」  をクリックしま
す。

3. 証明書情報を入力します。

サードパーティーの署名付き証明書のインストール

サードパーティーの署名付き証明書をインストールできるようにするには、ライブ
ラリに自己署名付き証明書が存在する必要があります。デフォルトの証明書から
サードパーティー証明書に直接移行することはできません。サードパーティー証明
書のインストールは、証明書署名要求 (CSR) を CA に送信し、CA から証明書を取得
し、いくつかの証明書を 1 つのファイルに結合してから、その証明書ファイルをラ
イブラリにインポートする複数ステップのプロセスです。

タスク 1 CSR ファイルのエクスポート
1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Configuration」をクリックします。

2. 「Certificate」タブをクリックしてから、「Export CSR」  をクリックしま
す。

3. CSR をサードパーティーの認証局 (CA) に送信します。

タスク 2 証明書の 1 つのファイルへの結合
CA から証明書を取得したら、いずれかのテキストエディタを使用して、次の証
明書をアップロードのために 1 つのファイルにまとめます。

• トラストアンカー CA のプライマリ証明書 (VeriSign のパブリックプライマリ
ルート CA など)

• 発行元の SSL CA の中間証明書。中間の発行者が存在しない場合は、結合され
たファイルの中間証明書の部分を省略できます。これはサイトに大きく依存す
るため、会社のセキュリティー専門家に要件を確認してください。

• 新しく発行された SSL 証明書
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結合された証明書ファイルは、次のようになります。

-----BEGIN CERTIFICATE-----
(Encoded Primary certificate)
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
(Encoded Intermediate certificate)
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
(Your encoded SSL certificate)
-----END CERTIFICATE-----

タスク 3 証明書ファイルのインポート
1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Configuration」をクリックします。

2. 「Certificate」タブをクリックしてから、「Import Certificate」  をクリッ
クします。

3. 結合された証明書ファイルを参照し、「OK」をクリックします。

デフォルトのポート番号

デフォルトでは、ライブラリは下の表に一覧表示されているポート番号を使用しま
す。ファイアウォールを使用している場合は、トラフィックがこれらのポートを
使用できるようにファイアウォールを構成します。使用中の各ネットワークインタ
フェースで、下に一覧表示されているポートを有効にします (OKM インタフェー
スは除きます。OKM ポートは、OKM クラスタに接続するために使用されるネッ
トワークインタフェースでのみ有効にする必要があります。「Oracle Key Manager
(OKM) ポート」を参照)。

ポート IP プロトコ
ル

説明 方向

22 TCP SSH ライブラリ上で実行されている Linux への SSH アクセス。
「エスカレーション」ロールの保守ユーザーが作成された
あと 72 時間だけ有効になります。

ライブラリ
へ

25 TCP SMTP 外部の SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) サーバーへの接
続。電子メールの宛先を構成している場合に必要です。

ライブラリ
から

53 TCP お
よび
UDP

DNS DNS (ドメインネームサーバー) 検索。 ライブラリ
から

80 TCP HTTP ブラウザアクセスのためのデフォルトポート。 ライブラリ
へ

161 UDP SNMP SNMP 経由のインバウンド GET 要求。 ライブラリ
へ
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ポート IP プロトコ
ル

説明 方向

162 UDP SNMP アウトバウンド SNMP トラップ。 ライブラリ
から

123 TCP NTP ライブラリから外部の NTP サーバーへの接続。 ライブラリ
から

443 TCP HTTPS ブラウザおよび Web サービスインタフェースのためのデ
フォルトポート。

ライブラリ
へ

7104 TCP HTTP ブラウザアクセスのための代替ポート。 ライブラリ
へ

7102 TCP HTTPS ブラウザおよび Web サービスインタフェースのための代替
ポート。

ライブラリ
へ

7104 TCP HTTP ライブラリ上で実行されている WebLogic コンソールへの
ブラウザ GUI ベースのアクセス。「エスカレーション」
ユーザーのみアクセスできます。

ライブラリ
へ

7105 TCP HTTPS ライブラリ上で実行されている WebLogic コンソールへの
ブラウザ GUI ベースのアクセス。「エスカレーション」
ユーザーのみアクセスできます。

ライブラリ
へ

外部定義 TCP HTTP
および
HTTPS

アウトバウンド SCI 呼び出しを受信するように構成されて
いるサーバーは、自身で選択したポート上で SCI 呼び出し
を待機します。すべてのファイアウォールでこれらのポー
ト番号を開き、ライブラリ上の宛先を構成するポート番号
を指定します。

ライブラリ
から

外部定義 TCP OKM ライブラリが OKM クラスタからテープドライブ暗号化鍵
を取得するように構成されている場合は、OKM に使用さ
れるポートを開きます (OKM のドキュメントを参照)。

ライブラリ
から

ブラウザおよび Web サービスインタフェースポート

GUI は、HTTP と HTTPS の両方を使用できます。SCI プロトコルは、各要求で渡
される資格証明をセキュリティー保護するために HTTPS のみを使用します。デ
フォルトでは、これらの 2 つのプロトコルはその標準のポート番号 (HTTP の場合は
80、HTTPS の場合は 443) を使用します。これらのポートは、GUI で変更できます
(「構成ウィザードを使用したライブラリの構成」を参照)。

保守アクセスポート

通常のライブラリ操作では、ライブラリにログインできるのはカスタマが作成した
ユーザーだけです。ただし、管理者は必要に応じて保守アクセスを有効にできま
す (「保守ユーザーの追加」を参照)。エスカレーションロールを使用して保守ユー
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ザーを作成すると、通常は許可されないライブラリへのアクセスが可能になりま
す。具体的には、エスカレーションユーザーはポート 22 で SSH を使用してライブ
ラリ上の Linux にログインしたり、HTTP の場合はポート 7104、HTTPS の場合は
ポート 7105 を使用して WebLogic コンソール機能にアクセスしたりできます。保守
ユーザーは、作成から 72 時間後に期限切れになります。有効になっている保守ユー
ザーが存在しない場合、ライブラリはポート 22 を無効にします。ライブラリはポー
ト 7104 と 7105 を常に有効にしますが、エスカレーションユーザーが存在しないか
ぎり、WebLogic コンソールにログインできる有効なユーザーはいません。

SNMP ポート

ライブラリは、SNMP v3 プロトコルをサポートします。ライブラリは、SNMP GET
コマンドと SNMP トラップにそれぞれ、ポート 161 (インバウンド) と 162 (アウトバ
ウンド) を使用します。

電子メールポート

特定のイベントが発生した場合、ライブラリは電子メールメッセージを送信できま
す (「電子メール通知の構成」を参照)。電子メールの宛先を構成する場合は、SMTP
サーバーを構成してポート 25 を開くことも必要です。

DNS ポート

DNS の構成はオプションです。DNS は、宛先 (SNMP、電子メール、アウトバウ
ンド SCI) がホスト名を使用する場合にのみ構成する必要があります。最大 3 つの
DNS サーバーを追加できます (「構成ウィザードを使用したライブラリの構成」を
参照)。DNS はポート 53 を使用します。

NTP ポート

ライブラリは、外部の NTP サーバーを使用してライブラリのクロックを制御できま
す (「日付と時間の構成オプション」を参照)。外部の NTP サーバーを使用している
場合は、ポート 123 を開く必要があります。

Oracle Key Manager (OKM) ポート

OKM クラスタは、ライブラリのカスタマインタフェース、保守インタフェース、
または OKM インタフェースに接続できます。このインタフェースは、ライブラリ
のネットワーク構成中に選択します (「構成ウィザードを使用したライブラリの構
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成」を参照)。旧バージョンのテープライブラリとは異なり、SL4000 には暗号化さ
れた各テープドライブへの個々の接続ではなく、OKM への単一の接続だけが必要で
す。選択された接続で、OKM アプライアンスによって使用されるポートを開く必要
があります。使用するポート番号の詳細は、OKM のドキュメントを参照してくださ
い。
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6 
第6章 ドライブの管理

内容

• ドライブ情報の表示

• ロケータ LED を使用したドライブの物理的な検索

• ドライブのオンラインまたはオフラインの設定

• ドライブのオンまたはオフ

• ドライブのリセット (ドライブの電源再投入)

• ドライブからテープカートリッジを強制的にアンロードする

• ドライブ高速ロード設定の構成

• ドライブの自動クリーニングの構成

• ドライブの手動クリーニング

• ドライブ別名の追加

• ドライブシリアル番号のスプーフィング

関連項目

• 「テープカートリッジの移動またはマウント」

• 「メディア検証パーティション (プール) へのドライブの追加または削除」

• 「OKM に使用するライブラリインタフェースの選択」

ドライブ情報の表示

ドライブテーブルは、状態、SCSI 要素 ID、IP アドレス、シリアル番号、WWN な
どのドライブ情報を表示します。

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Drives」をクリックします。

2. その他のオプションについては、ドライブを選択して、右クリックするか、
「Actions」ドロップダウンを使用します。
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ドライブ情報の表示

ノート:

一度に複数のドライブを選択するには、Shift キーまたは Ctrl キーを押しながらテーブル内
のドライブをクリックします。

• 「ロケータ LED を使用したドライブの物理的な検索」

• 「ドライブのオンラインまたはオフラインの設定」

• 「ドライブのリセット (ドライブの電源再投入)」

• 「ドライブの手動クリーニング」

• 「ドライブからテープカートリッジを強制的にアンロードする」

• 「ドライブのオンまたはオフ」

ドライブの IP アドレス指定

GUI に、取り付けられているドライブの IP アドレスが示されます (上記の手順に
従って「IP Address」列を見つけます)。ドライブの IP アドレスの割り当ては、ドラ
イブベイとモジュールフレーム ID によって異なります。

SL4000 ネットワークアドレス 第 3 オクテット 第 4 オクテット

192.168.0.0/19

すべてのドライブネットワークホスト用の 1
つのサブネット

フレーム ID によって決定さ
れる 1 - 30

ドライブベイによって決定
される 1 - 32

フレーム ID 値

ドライブの IP アドレス指定では、モジュールのフレーム ID を使用します。ライブ
ラリの初期化時に、ライブラリコントローラおよびルートスイッチが、フレーム ID
を計算します。有効な値の範囲は 1 - 30 です。基本モジュールは常に 1 で、基本の
左側のモジュールが常に 30 です。値は右に移動すると増え、左に移動すると減りま
す。フレーム ID 値は、モジュール番号とは異なることに注意してください (「ライ
ブラリの中心線とモジュール番号」を参照してください)。
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ロケータ LED を使用したドライブの物理的な検索

ロケータ LED を使用したドライブの物理的な検索
ドライブの背面の「取り外し OK」青色 LED を点滅させて、ドライブを特定できま
す。LED の位置を示す図については、図1.10「SL4000 ドライブトレー - 背面図」 を
参照してください。

1. ドライブテーブルまたはセルマップから 1 つまたは複数のドライブを選択します
(「ドライブ情報の表示」または 「セルマップの表示」を参照してください)。

2. 「Actions」ドロップダウン (または右クリックメニュー) から、「Locate」を選
択し、次に「Activate Locator LED」を選択します。

3. ベースまたはドライブモジュールの背面のドアを開き、青色の LED が点滅して
いるドライブトレーを特定します。

4. LED をオフにするには、「Deactivate Locator LED」を選択することを除いて、
前述のステップを繰り返します。

ドライブのオンラインまたはオフラインの設定
通常、ドライブの保守またはドライブファームウェアの更新時に、ドライブをオフ
ラインにします。ライブラリは、オフラインのドライブにテープをマウントしませ
ん。マウントされているドライブをオフラインにすると、ドライブの状態が「オフ
ラインに移行中」に切り替わり、テープがマウント解除されると「オフライン」に
なります。

1. ドライブテーブルまたはセルマップから 1 つまたは複数のドライブを選択します
(「ドライブ情報の表示」または 「セルマップの表示」を参照してください)。

2. 「Actions」ドロップダウン (または右クリックメニュー) から、「Go Online」ま
たは「Go Offline」を選択します。

ドライブのオンまたはオフ
ドライブトレーの背面の電源ボタンは機能しません (図1.10「SL4000 ドライブト
レー - 背面図」 を参照してください)。したがって、GUI を使用して、ドライブの電
源を投入または切断する必要があります。

1. ドライブテーブルから 1 つまたは複数のドライブを選択します (「ドライブ情報
の表示」を参照してください)。

2. 「Actions」ドロップダウン (または右クリックメニュー) から、「Power On
Drive」または「Power Off Drive」を選択します。
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ドライブのリセット (ドライブの電源再投入)

ドライブのリセット (ドライブの電源再投入)

ドライブをリセットすると、ドライブの電源がオフになってから、ふたたびオンに
なり、ドライブの初期化が実行されます。このアクションにより、ドライブの問題
が解決する場合があります。

1. ドライブテーブルまたはセルマップから 1 つまたは複数のドライブを選択します
(「ドライブ情報の表示」または 「セルマップの表示」を参照してください)。

2. 「Actions」ドロップダウン (または右クリックメニュー) から、「Power Cycle
Drive」を選択します。

ドライブからテープカートリッジを強制的にアンロードする

ドライブに強制的にアンロードさせると、進行中の読み取り/書き込み操作が停止
します。通常、アプリケーションは、ライブラリにドライブをマウント解除するコ
マンドを発行する前に、データパス上のドライブにアンロードコマンドを送信しま
す。ただし、ドライブに問題がある場合は、GUI を使用して強制的なアンロードを
開始する必要がある場合があります。

1. ドライブテーブルからドライブを選択します (「ドライブ情報の表示」を参照し
てください)。

2. 「Actions」ドロップダウン (または右クリックメニュー) から、「Force Unload
Drive」を選択します。

ドライブ高速ロード設定の構成

高速ロード設定は、ドライブのマウント要求への応答の処理方法を定義します。
パーティション設定または個々のドライブ設定が高速の場合、ライブラリはドライ
ブを高速ロードします。

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Drives」をクリックします。

2. テーブルの 1 つまたは複数のドライブを選択します。

3. 「Actions」ドロップダウン (または右クリックメニュー) から、「Drive Setting」
を選択し、次に、「Normal」または高速ロードタイプの「Fast」を選択しま
す。

• Normal (デフォルト) - ライブラリは、選択されたテープがドライブにロードさ
れ、スレッド化されたあとにのみマウント要求に応答します。
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ドライブの自動クリーニングの構成

• Fast - ライブラリは、選択されたテープがドライブに挿入されたが、ロードと
スレッド化が完了する前に、マウント要求に応答します。

ドライブの自動クリーニングの構成
自動クリーニングが有効になっている場合、ライブラリは、マウント解除後にク
リーニングが必要であると示されているドライブに、システムセルからクリーニン
グテープを自動的にマウントします。このクリーニング操作は、ライブラリがマウ
ント解除操作のステータスを返す前に行われます。無効になっている場合は、ホス
トソフトウェアでドライブのクリーニングを管理する必要があります。ライブラリ
は、自動クリーニングに、システムセルからのクリーニングテープのみを使用しま
す。ホストで管理されているドライブクリーニング用のクリーニングテープはスト
レージセルに存在します。

自動クリーニングは、パーティション全体に対して、または個々のドライブに対し
て有効にできます。ドライブまたはドライブが含まれているパーティションのいず
れかに対して、自動クリーニングが有効になっている場合に、ライブラリはドライ
ブを自動クリーニングします。たとえば、パーティションの自動クリーニングを
無効にしているが、そのパーティション内の 1 つのドライブの自動クリーニングを
有効にしている場合、ライブラリはそのドライブを自動クリーニングします。同様
に、パーティションの自動クリーニングを有効にしているが、そのパーティション
内の 1 つのドライブに対して無効にしている場合、ライブラリはそのドライブを自
動クリーニングします。

個々のドライブのドライブ自動クリーニングの設定

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Drives」をクリックします。

2. テーブルの 1 つまたは複数のドライブを選択します。

3. 「Actions」ドロップダウン (または右クリックメニュー) から、「Drive Setting」
を選択し、次に、「Auto Clean Enabled」について「Yes」または「No」を選択し
ます。

パーティションのドライブ自動クリーニングの設定

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Partitioning」をクリックします。

2. パーティションを選択し、「Edit Partition」  をクリックします。

3. 「Drive Auto Clean」を選択します (チェックされていると、ライブラリは自動
的にドライブクリーニングを処理します)。
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ドライブの手動クリーニング

関連項目

• 「クリーニングテープの使用しきい値の設定」

• 「ドライブの手動クリーニング」

ドライブの手動クリーニング

通常、ライブラリまたはホストがドライブのクリーニングを管理します。ただし、
手動クリーニングを実行する必要がある場合もあります。手動クリーニングが許可
されているかどうかについては、ドライブの製造元のドキュメントを参照してくだ
さい。

注意:

必要になる前にドライブをクリーニングすることはお勧めできません。ドライブの過剰なク
リーニングのために、ドライブヘッドが早く摩耗する場合があります。

1. システムセルに、クリーニングする必要があるドライブに有効なクリーニング
テープが含まれていることを確認します (「テープカートリッジのリストの表
示」を参照してください)。

2. ドライブテーブルに移動します (「ドライブ情報の表示」を参照してください)。
クリーニングが必要なドライブを確認するには、「Cleaning Needed」列のステー
タスを調べます。

3. ドライブを選択し、「Actions」ドロップダウン (または右クリックメニュー) か
ら、「Clean Drive」を選択します。

関連項目

• 「ドライブの自動クリーニングの構成」

ドライブ別名の追加

ライブラリ GUI で表示するドライブの別名を構成できます。これはドライブの識別
に役立つことがあります。

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Drives」をクリックします。

2. テーブルの 1 つまたは複数のドライブを選択します。

3. 「Actions」ドロップダウン (または右クリックメニュー) から、「Drive Setting」
を選択し、次に、ドライブの別名を入力します。
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ドライブシリアル番号のスプーフィング

ドライブシリアル番号のスプーフィング

ライブラリは LTO ドライブの本当のシリアル番号を「スプーフィング」します。つ
まり、ライブラリは、ドライブの製造シリアル番号ではなく、ドライブトレーシリ
アル番号の右端 10 文字を使用します。ライブラリは LTO ドライブのドライブシリ
アル番号のみスプーフィングします (T10000 ドライブのスプーフィングはサポート
されていません)。ライブラリは、SCSI メディアチェンジャーの「要素のステータ
スの読み取り」コマンドと「照会」コマンドに対して、スプーフィングした値を返
します。

「スプーフィング」されたドライブのシリアル番号は、交換後も同じであり、アプ
リケーションの再構成の必要がないため、スプーフィングは障害のあるドライブの
交換時に役立ちます。ドライブの保守の要求時に、スプーフィングされた値を提供
して、ドライブの保守契約を検索できます。
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7 
第7章 テープカートリッジの管理

内容

• テープカートリッジのリストの表示

• クリーニングカートリッジのリストの表示

• テープカートリッジの移動またはマウント

• システムセル内のテープのインポート/エクスポート

• クリーニングテープの使用しきい値の設定

• テープカートリッジの取り扱いに関するヒント

関連項目

• 13章「メディアの検証 」

• 「CAP を介したテープの挿入」

• 「CAP を介したテープの取り出し」

テープカートリッジのリストの表示
1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Cells/Tapes」をクリックします。

2. 「Tapes」タブをクリックします。

関連項目

• 「クリーニングカートリッジのリストの表示」

• 「ライブラリ内のすべてのセルのリストの表示」

• 「セルマップの表示」

クリーニングカートリッジのリストの表示
クリーニングテープのリストを使用して、ライブラリ内のすべてのクリーニング
テープのクリーナステータス、現在のクリーニング数、クリーニングしきい値、
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テープカートリッジの移動またはマウント

タイプ、および場所を表示できます。システムセル内のクリーニングテープは、ラ
イブラリで管理される自動クリーニング用です。ストレージセル内のクリーニング
テープは、ホストで管理されるクリーニング用です。

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Cells/Tapes」をクリックします。

2. 「Cleaning Tapes」タブをクリックします。

関連項目

• 「ドライブの自動クリーニングの構成」

• 「クリーニングテープの使用しきい値の設定」

• 「システムセル内のテープのインポート/エクスポート」

テープカートリッジの移動またはマウント

セルやドライブからテープを空のセル、ドライブ、または CAP セルに移動でき
ます。ユーザーおよびオペレータロールは、テープを同じパーティション内のセ
ルにのみ移動できます。管理者および保守ロールは、2 つのオフラインパーティ
ション間とシステムセルまたはドライブまたは CAP にテープを移動できます (付録
A「ユーザーロール」を参照してください)。GUI を使用してオンラインパーティ
ション内のカートリッジを移動すると、ホストアプリケーションを中断させるた
め、許可されません (「ライブラリが SCSI、SCI、および GUI 間で移動要求の競合
を回避する方法」 を参照してください)。

注意:

パーティション間でカートリッジを移動すると、一部のアプリケーションが混乱し、アプリ
ケーションとライブラリの再同期が必要になる場合があります。

1. 2 つのパーティション間でテープを移動する場合は、影響を受ける両方のパー
ティションをオフラインにします (「パーティションのオンラインまたはオフラ
インへの設定」を参照してください)。

2. GUI テープテーブルまたはセルマップからテープを選択します (「テープカート
リッジのリストの表示」または「セルマップの表示」を参照してください)。

3. 「Actions」ドロップダウン (または右クリックメニュー) から、「Move Tape」
を選択します。

• テープをドライブに移動する場合、移動先のドロップダウンには空の互換性の
あるドライブのみが表示されます。
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システムセル内のテープのインポート/エクスポート

• テープを CAP に移動する場合、移動先のドロップダウンにはロックされてい
る CAP のみが表示されます。テープを別のパーティションで所有されている
CAP に移動することはできません。

• ドライブからテープを移動する場合、移動先のドロップダウンの最初のオプ
ションはホームセルです。

4. 移動先を選択します。ドライブ間で移動する場合は、次のオプションを選択しま
す。

• Force unload - 選択すると、ドライブはプロセス内の読み取りまたは書き込み
操作を停止し、テープをアンロードします。一般に、強制アンロードは、ドラ
イブに問題がある場合に、GUI を介してのみ行います。この操作は中断を伴い
ます。

• Read-only mount - 選択すると、ドライブはテープを読み取るだけで、書き込
みコマンドを拒否します。LTO ドライブでは、この機能をサポートしていま
せん。

ライブラリが SCSI、SCI、および GUI 間で移動要求の競合を回
避する方法

SCSI、SCI、および GUI のカートリッジの移動を要求する機能は、パーティション
のオンライン/オフライン状態とパーティションが SCSI 対応かどうかによって異な
ります。

移動を要求するインタ
フェースタイプ

パーティションオ
ンライン、SCSI 対
応

パーティションオ
ンライン、SCSI 無
効

パーティションオ
フライン、SCSI 対
応

パーティションオ
フライン、SCSI 無
効

SCSI 許可 不可能 許可されていませ
ん

不可能

SCI 許可されていませ
ん

許可 許可されていませ
ん

許可されていませ
ん

GUI 許可されていませ
ん

許可されていませ
ん

許可 許可

システムセル内のテープのインポート/エクスポート
クリーニングおよび診断テープをシステムセルにインポートし、システムセルから
テープをエクスポートできます。インポートおよびエクスポート時に、選択した
CAP はホストアプリケーションから使用できなくなります。ホストでこのアクティ
ビティーを調整する必要があります。

第7章 テープカートリッジの管理 · 117



クリーニングテープの使用しきい値の設定

システムセル内のクリーニングテープは、ライブラリで管理される (自動) ドライ
ブクリーニング用です (「ドライブの自動クリーニングの構成」を参照してくださ
い)。ホストで管理されるドライブクリーニングを使用する場合は、通常のデータ
テープの場合と同様に、クリーニングカートリッジをインポートおよびエクスポー
トします (「CAP を介したテープの挿入」および「CAP を介したテープの取り出
し」を参照してください)。

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Cells/Tapes」をクリックします。

2. 「Cleaning Tapes」タブをクリックします。

3. 「Import/Export System Cells」  をクリックします。

4. 使用する CAP を選択します。

5. エクスポートするテープを選択します (オプション)。新しいテープをインポート
するために、既存のテープをエクスポートする必要はありません。エクスポート
できるテープの数は、選択した CAP のサイズに制限されます。「OK」をクリッ
クします。

6. CAP から取り出されたすべてのテープを取り外します。

7. オプションで、クリーニングおよび診断テープをシステムセルにインポートでき
るようになりました。インポートするテープの数に対して十分な空のシステムセ
ルがあることを確認します。テープを CAP に挿入します。「CAP」ボタンを押
して CAP を閉じます。

ノート:

ライブラリは、データテープをシステムセルにインポートしません。システムセルへの
インポート中に、CAP 内にデータテープを置くと、ライブラリは CAP を再オープンしま
す。データテープを CAP から取り外します (それらをストレージセルにインポートするに
は、「CAP を介したテープの挿入」を参照してください)。

クリーニングテープの使用しきい値の設定

クリーニングテープは、特定の使用回数 (一般に最大 50 回) 後、交換してください。
使用しきい値により、クリーニングテープの残りの使用回数がしきい値を下回る
と、警告が示されます。テープを交換するのに十分な時間を得られるように、高い
しきい値を設定するべきです。デフォルトのしきい値は残り 5 回です。
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テープカートリッジの取り扱いに関するヒント

ノート:

クリーニングテープをインポートすると、ライブラリは、テープが以前に使用されているか
どうかにかかわらず、テープの使用回数をゼロに設定します。そのため、新しいクリーニング
テープのみをインポートすることをお勧めします。

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Cells/Tapes」をクリックします。

2. 「Cleaning Tapes」タブをクリックします。

3. 「Set Cleaning Thresholds 」をクリックします。

4. クリーニングテープのタイプごとにしきい値を設定します。しきい値は、そのタ
イプのすべてのクリーニングテープに適用されます。

関連項目

• 「ドライブの自動クリーニングの構成」

• 「ドライブの手動クリーニング」

テープカートリッジの取り扱いに関するヒント

注意:

テープを不適切に取り扱うと、データの損失やライブラリコンポーネントの損傷が発生する可
能性があります。

• テープは清潔に保ち、使用する前に損傷していないか検査します。

• 絶対にテープカートリッジを開けないでください。

• カートリッジの外部にあるテープに触れないでください。テープの端が破損する
可能性があります。

• テープやカートリッジを直射日光、湿気、過度な温度、磁場にさらさないでくだ
さい。

• カートリッジは耐衝撃ケースに入れて持ち運んでください

テープカートリッジの検査

テープをドライブまたはライブラリに挿入する前に、常に検査を行なってくださ
い。故障したテープや汚れたテープを使用すると、ドライブが破損する場合があり
ます。破損したテープは絶対に使用しないでください。次の点を調べます。

• 汚れやほこり
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テープカートリッジの取り扱いに関するヒント

• ハウジングのひびや割れ

• 書き込み保護スイッチの破損

• テープカートリッジ内の液体

• ラベルがしっかりと貼付されているか、またはテープカートリッジの端を越えて
貼付されていないか

テープカートリッジ外側部分のクリーニング

カートリッジに付いたほこり、汚れ、および水滴は、糸くずのでない布で拭き取り
ます。Oracle StorageTek Tape Cleaner Wipe を使用してカートリッジ外側をクリーニ
ングします。これらのクリーニング用ティッシュには、イソプロピルアルコールが
含まれています。液剤をテープに触れさせたり、カートリッジ内部に入れたりしな
いでください。

注意:

カートリッジの破損を回避するために、アセトン、トリクロロエタン、トルエン、キシレン、
ベンゼン、ケトン、メチルエチルケトン、塩化メチレン、塩化エチル、エステル、酢酸エチ
ル、または同様の化学物質を使用して、ラベルをはがしたり、カートリッジをクリーニングし
たりしないでください。

テープカートリッジの保管

テープは清潔な環境で保管してください。使用する準備ができるまで、保護用の袋
からテープカートリッジを出さないでください。袋を開封するときには、鋭利な器
具ではなく開封糸を使用します。テープカートリッジを使用する前に、動作環境に
24 時間以上置いておき、温度や湿度の変化に適応できるようにします。
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8 
第8章 CAP の管理と操作

ノート:

CAP には、回転式 CAP とアクセスモジュール CAP の 2 つのタイプがあります。特に指定のな
いかぎり、「CAP」という用語は両方のタイプを意味します。

内容

• CAP を使用するためのガイドライン

• CAP のロックまたはロック解除

• GUI を使用した CAP の開閉

• CAP を介したテープの挿入

• CAP を介したテープの取り出し

• CAP プールの管理

• CAP プールのパーティションへの割り当て

• 共有 CAP の所有権をパーティションに割り当てる

• デフォルトの CAP の状態

CAP を使用するためのガイドライン

• 正しい方向 (ハブギアが下向きで、ラベルが自分側に向く) でカートリッジを挿入
します。カートリッジをロードするときに、CAP マガジンのスロットはスキップ
できます。

• CAP に配置する前に、すべてのカートリッジに正しくラベルが付けられているこ
とを確認します。ラベルの付いていないカートリッジは挿入しないでください

• カートリッジをより効率的に挿入するには、挿入コマンドを発行する前に CAP マ
ガジンをロードします。

• ジョブの実行に必要な CAP が 1 つだけの場合は、複数の CAP を使用しないでく
ださい。複数の CAP を開くと監査時間が長くなります。
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CAP のロックまたはロック解除

CAP のロックまたはロック解除

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「CAPs」をクリックします。

2. 「CAPs」タブをクリックします。

3. リストから CAP を選択します。「Actions」ドロップダウン (または右クリック
メニュー) から、「Lock」または「Unlock」を選択します。

ロック状態
ロックされた状態では、CAP の「ロック解除」LED インジケータはオフになり
ます。ライブラリは、CAP を開くすべての手段を無効にして、ロボットが CAP
にアクセスできるようにします。GUI を使用して CAP をロックするには、それ
が閉じられていて、オンラインで、パーティションによって所有されている必要
があります。
ロック解除状態
ロック解除された状態では、CAP の「ロック解除」LED はオンになります。
ロック解除状態の CAP は、オペレータが CAP ボタンを押して開けられます。
ロック解除されると、ロボットは CAP セルにアクセスできません。GUI を使用
して CAP をロック解除するには、それが閉じられていて、オンラインで、パー
ティションによって所有されて (または GUI によって制御されて) おり、ロボッ
トによって現在使用されていない必要があります。

関連項目

• 「デフォルトの CAP の状態」

• 「GUI を使用した CAP の開閉」

GUI を使用した CAP の開閉

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「CAPs」をクリックします。

2. 「CAPs」タブをクリックします。

3. リストから CAP を選択します。「Actions」ドロップダウン (または右クリック
メニュー) から、「Open」または「Close」を選択します。

開く
「Open」を選択することは、閉じられていて、ロック解除されている CAP の
CAP ボタンを押すことと同じです。
閉じる
「Close」を選択することは、開いている CAP の CAP ボタンを押すことと同じ
です。閉じられると、ライブラリは CAP セルをロックし、監査します。
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CAP を介したテープの挿入

関連項目

• 「CAP のロックまたはロック解除」

• 「CAP を介したテープの挿入」

• 「CAP を介したテープの取り出し」

• 「システムセル内のテープのインポート/エクスポート」

CAP を介したテープの挿入

ノート:

共有 CAP を介して、テープを挿入する場合は、CAP の所有権を割り当てる必要があります
(「共有 CAP の所有権をパーティションに割り当てる」を参照してください)。

CAP マガジンは取り外し可能です。テープは任意のマガジンセルに、任意の順序で
配置できます (ハブ側が停止していることを確認します)。「CAP を使用するための
ガイドライン」を参照してください。

CAP を介してテープが挿入されると、ライブラリは CAP を監査します。ホストソ
フトウェアまたは GUI からのコマンドに基づいて、ライブラリはストレージセルに
テープを移動し、場所を記録して、場所をホストに送信します。CAP が空の場合、
ライブラリは CAP をデフォルトの状態に戻します。

注意:

機器の損傷を回避するため、CAP を無理に開いたり閉じたりしないでください。ラベルが付い
ていないテープを挿入したり、テープを上下逆に挿入したりしないでください。

回転式 CAP を使用したテープの挿入

1. 共有 CAP を使用する場合、その CAP が、テープを追加するパーティションに
よって所有されていることを確認します (「共有 CAP の所有権をパーティション
に割り当てる」を参照してください)。

2. CAP が自動挿入モードの場合は、次のステップに進みます。手動モードになっ
ている場合は、ホストで挿入操作を開始します (ホストのドキュメントを参照し
てください)。

3. 「CAP」ボタン  を押します。

ボタンのライトが点灯し、ドアが開きます。
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CAP を介したテープの挿入

4. テープを CAP に配置します。ハブギアが下向きで、バーコードが自分側を向い
ていることを確認します。

5. 「CAP」ボタンを押します。

CAP が閉じて一時的にロックされ、CAP ボタンのライトが消灯します。

アクセスモジュールを使用したテープの挿入

1. 共有 CAP を使用する場合、その CAP が、テープを追加するパーティションに
よって所有されていることを確認します (「共有 CAP の所有権をパーティション
に割り当てる」を参照してください)。

2. CAP が自動挿入モードの場合は、次のステップに進みます。手動モードになっ
ている場合は、ホストで挿入操作を開始します (ホストのドキュメントを参照し
てください)。

3. 「ロック解除」インジケータが点灯したら、アクセスモジュール CAP ボタン 
を押します。

安全ドアが完全に下がるまで、「Wait」インジケータが点滅します。ライブラリ
内のアクティビティーのレベルによっては、これに数分かかることがあります。

4. 「Enter」インジケータのライトが点灯している場合は、ラッチを持ち上げて、
ドアを開きます。ハブギアが下向きになり、バーコードが自分側を向くようにし
て、テープを CAP に配置します。

5. アクセスモジュールのアクセスドアを閉じて、ドアをロックします。

6. アクセスモジュール CAP ボタンを押します。

「Enter」ライトが消え、「Wait」ライトが点滅を開始します。安全ドアが上昇
します。

ライブラリ GUI を使用した CAP 内のすべてのテープのストレー
ジセルへの移動

通常の操作中に、ホストアプリケーションはテープを CAP からストレージセルに移
動します。ただし、必要に応じて、GUI を使用して、CAP を手動でアンロードでき
ます。

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「CAPs」をクリックします。

2. CAP が閉じていて、ロックされていることを確認します。
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CAP を介したテープの取り出し

3. リストから CAP を選択し、「Actions」ドロップダウン (または右クリックメ
ニュー) から、「Unload CAP」を選択します。

ライブラリは現在 CAP を所有しているパーティション内の空のセルにテープを
移動します。

4. 新しいテープの場所で、ホストアプリケーションを更新する必要がある場合があ
ります。

CAP を介したテープの取り出し

ライブラリのすべてのテープが取り出され、ロボットが CAP が空であることを
確認すると、ライブラリはライブラリデータベースからテープの場所を消去しま
す。CAP はデフォルトの状態に戻ります。

注意:

機器の損傷を回避するため、CAP を無理に開いたり閉じたりしないでください。

回転式 CAP を使用したテープの取り出し

1. 共有 CAP を介して、テープを取り出す場合は、CAP の所有権を割り当てます
(「共有 CAP の所有権をパーティションに割り当てる」を参照してください)。

2. 取り出し操作を開始します。取り出すテープを指定します。CAP ボタンのライ
トが点灯します。

3. 「CAP」ボタン  を押して CAP を開きます。

4. すべてのテープを CAP から取り外します。

5. 「CAP」ボタンを押して CAP を閉じます。

CAP が閉じてロックされ、CAP ボタンのライトが消灯します。

6. 選択したテープがすべて取り出されるまで、ロボット は引き続き CAP を充填
します。CAP ドアのロックが解除されるまで待機してから、ステップ 2 からス
テップ 4 を繰り返します。

アクセスモジュールを使用したテープの取り出し

1. 共有 CAP を介して、テープを取り出す場合は、CAP の所有権を割り当てます
(「共有 CAP の所有権をパーティションに割り当てる」を参照してください)。

2. 取り出し操作を開始します。取り出すテープを指定します。
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CAP プールの管理

3. 「Access Module CAP」ボタン  を押します。

安全ドアが所定の位置にくるまで「Wait」インジケータが点滅したあとに、
「Enter」ライトが点灯します。ライブラリ内のアクティビティーのレベルに
よっては、このプロセスに数分かかることがあります。

4. ラッチを持ち上げて、ドアを開きます。テープをアクセスモジュール CAP から
取り外します。アクセスモジュールのアクセスドアを閉じて、ドアをロックしま
す。

5. 「Access Module CAP」ボタンを押します。「Enter」ライトが消え、「Wait」ラ
イトが点滅を開始します。安全ドアが上昇します。さらにテープをエクスポート
する必要がある場合は、ロボットが引き続き必要なアクセスモジュールを充填し
ます。

6. 選択したテープがすべて取り出されるまで、ロボット は引き続きアクセスモ
ジュールを充填します。ドアのロックが解除されるまで待機してから、ステップ
2 からステップ 4 を繰り返します。

CAP プールの管理

CAP プールはパーティションに割り当てるライブラリ内の CAP のグループで
す。CAP プールを作成して構成できるのは、パーティション分割されたライブラ
リに限られます (パーティション分割されていないライブラリには、常に 1 つのデ
フォルトのパーティションに割り当てられる 1 つのデフォルトプールのみが含まれ
ます)。

テープをエクスポートおよびインポートするには、CAP プールをパーティションに
割り当て (「CAP プールのパーティションへの割り当て」 を参照)、そのプール内の
CAP の所有権を割り当てる必要があります (「共有 CAP の所有権をパーティション
に割り当てる」 を参照してください)。

• CAP プールの作成

• プールへの CAP の割り当て

• CAP プールの削除

関連項目

• 「共有 CAP の所有権をパーティションに割り当てる」

• 「CAP プールのパーティションへの割り当て」
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CAP プールの管理

CAP プールの作成

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「CAPs」をクリックします。

2. 「CAP Pools」タブをクリックします。

3. 「Add」  をクリックします。

ノート:

「Add」アイコン  がグレー表示の場合、アクティベーションファイルによってパー
ティション分割を有効にする必要があります (「オプションのライブラリ機能の追加また
は削除」 を参照してください)。

4. CAP プール名を入力します。

5. 新しい CAP プールには CAP が割り当てられていません。後述の「プールへの
CAP の割り当て」を参照してください。

プールへの CAP の割り当て

各 CAP は 1 つの CAP プールにのみ割り当てることができます。CAP のプール割り
当てを変更する前に、CAP が空でアイドル状態である必要があります。

重要:

変更されたプールに割り当てられたパーティションは、プール内の CAP を変更すると一時的に
オフラインになります。

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「CAPs」をクリックします。

2. 「CAPs」タブをクリックします。

3. 割り当てる CAP が空であることを確認します。

ノート:

CAP を空にするには、ホストで CAP からテープを取り出すことが最適です。ただし、
CAP を選択し、「Actions」ドロップダウン (または右クリックメニュー) から、「Unload
CAP」を選択できます。個々のテープを手動で移動するには、「テープカートリッジの移
動またはマウント」を参照してください。

4. 「Assign CAPs to Pools」  をクリックします。

5. ドロップダウンリストから CAP プールを選択します。
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CAP プールのパーティションへの割り当て

CAP プールの削除

CAP プールを削除できるのは、パーティションに割り当てられておらず、CAP を含
んでいない場合のみです。

1. プール内のすべての CAP を別のプールに割り当てます (上記の「プールへの
CAP の割り当て」を参照してください)。

2. CAP プールのパーティション割り当てを削除します (「パーティション属性の編
集」 を参照してください)。

3. GUI の左側のナビゲーション領域の「CAPs」をクリックします。

4. 「CAP Pools」タブをクリックします。

5. リスト内の CAP プールを選択し、「Delete」  をクリックします。

CAP プールのパーティションへの割り当て

パーティションの作成または変更時に、パーティションに CAP プールを割り当て
られます (「パーティションの追加」または「パーティション属性の編集」を参
照)。各パーティションに、CAP プールは 1 つだけ割り当てることができます。ただ
し、1 つの CAP プールを複数のパーティションに割り当てられます。CAP プールに
割り当てられるパーティションの数により、プール内の CAP が専用か、または共有
かが決定します。

• Dedicated CAP - CAP プールが 1 つのパーティションにのみ割り当てられている場
合、プール内の CAP は「専用」であり、パーティションが自動的にプール内のす
べての CAP の所有権を想定します。

• Shared CAP - CAP プールが複数のパーティションに割り当てられている場合、
プール内の CAP は「共有」されます。パーティションでインポート/エクスポー
ト操作に共有 CAP を使用するには、そのパーティションが CAP を「所有」して
いる必要があります (「共有 CAP の所有権をパーティションに割り当てる」を参
照してください)。インポート/エクスポート操作が完了したら、パーティション
は、ほかのパーティションが使用できるように、CAP の所有権を解放する必要が
あります。

ノート:

共有 CAP プールを SCSI パーティションに割り当てないでください。詳細は、SL4000 SCSI リ
ファレンスガイドを参照してください。
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共有 CAP の所有権をパーティションに割り当てる

共有 CAP の所有権をパーティションに割り当てる

複数のパーティションに CAP プールを割り当てる場合、パーティションがテープを
インポートまたはエクスポートする前に、プール内に CAP を「所有」している必要
があります。CAP を 1 つのパーティションにのみ割り当てる場合は、そのパーティ
ションが自動的にプール内のすべての CAP を所有するため、次の手順に従う必要は
ありません。

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「CAPs」をクリックします。

2. 「CAPs」タブをクリックします。

3. リストから CAP を選択します。「Actions」ドロップダウン (または右クリック
メニュー) から、「Set CAP Owner」を選択します。

4. ドロップダウンリストからパーティションを選択します。

関連項目

• 「CAP プールのパーティションへの割り当て」

• 「CAP プールの管理」

• 「デフォルトの CAP の状態」

デフォルトの CAP の状態

CAP をロックまたはロック解除できます (「CAP のロックまたはロック解除」 を
参照してください)。CAP のデフォルトの状態 (つまり、ライブラリの初期化直後の
CAP の状態) は、CAP プールのステータスおよび、CAP を所有するパーティション
が SCSI 対応であるかどうかによって異なります。

表8.1 CAP プールおよびパーティションのステータスに基づいた CAP のデフォルトの状態

CAP プールステータス CAP ステータス パーティションは
SCSI 対応

パーティションは SCSI
非対応

ライブラリには 1 つのデ
フォルトのプールのみ
がある (パーティション
分割アクティベーション
ファイルがインストール
されておらず、ライブラ

すべての CAP は「専
用」である (デフォルト
のパーティションは自動
的にライブラリ内のすべ
ての CAP を所有する)

すべての CAP がロッ
ク解除されている

すべての CAP がロックさ
れている
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デフォルトの CAP の状態

CAP プールステータス CAP ステータス パーティションは
SCSI 対応

パーティションは SCSI
非対応

リには 1 つのデフォルト
のパーティションがある)

CAP プールがパーティ
ションに割り当てられて
いない

プール内の CAP が「空
き」でロックされている

該当なし 該当なし

CAP プールが 1 つのパー
ティションに割り当てら
れている

プール内の CAP が「専
用」である (パーティ
ションはプール内のすべ
ての CAP を所有する)

プール内の CAP が
ロック解除されている

プール内の CAP がロック
されている

CAP プールが複数のパー
ティションに割り当てら
れている

プール内の CAP は「共
有」されていて、パー
ティションが明示的に
プール内の CAP の所有
権を取得するまでロック
されたままになる

パーティションによっ
て所有されている場
合、CAP はロック解除
される

パーティションによっ
て所有されている場合、
CAP はロックされる。

関連項目

• 「CAP のロックまたはロック解除」

• 「GUI を使用した CAP の開閉」

• 「CAP プールのパーティションへの割り当て」

• 「共有 CAP の所有権をパーティションに割り当てる」
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9 
第9章 ライブラリのパーティション分割

ライブラリのパーティション分割は、ライブラリリソース (ドライブベイ、ストレー
ジセル、および CAP) をより小さなサブセクションに分割して、異なるホストがラ
イブラリの各部分を独立して使用できるようにするオプション機能です。ライブラ
リは、最大 16 のパーティションをサポートします。各パーティションはホストには
スタンドアロンライブラリとして表示されるため、複数のアプリケーションがライ
ブラリを同時に使用できます。

重要:

パーティション分割は標準で付属するようになりました。ただし、パーティション分割を有効
にするには、引き続きパーティション分割ハードウェアアクティベーションファイルをインス
トールする必要があります (「オプションのライブラリ機能の追加または削除」を参照)。

内容

• ライブラリのパフォーマンスを最大にするためのパーティション分割のガイドラ
イン

• パーティションの追加

• パーティション属性の編集

• ストレージセルおよびドライブベイのパーティションへの移動

• パーティションの削除

• パーティションの SCSI ホストへの割り当ておよび LUN 割り当ての変更

• パーティションのホスト接続の表示

• パーティションのオンラインまたはオフラインへの設定

• 「パーティション分割されていない」ライブラリにデフォルトパーティションが
存在する理由

• メディア検証パーティションが存在する理由

関連項目

• 「メディア検証パーティション (プール) へのドライブの追加または削除」
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ライブラリのパフォーマンスを最大にするためのパーティション分割のガイドライン

• 「CAP プールの作成」

• 「CAP プールのパーティションへの割り当て」

• 「共有 CAP の所有権をパーティションに割り当てる」

ライブラリのパフォーマンスを最大にするためのパーティション分
割のガイドライン

• ストレージスロットは、可能な最大のブロックにパーティション分割します。
ワークロードに基づいて、カートリッジとドライブをまとめてクラスタ化しま
す。各パーティションに、ピークのワークロードをサポートするための十分な数
のデータカートリッジ、スクラッチカートリッジ、およびテープドライブがある
ことを確認してください。

• 個々のドライブとストレージセルをパーティション分割しないでください。より
大きなブロックですでに広範に定義されているパーティションを微調整する必要
がある場合にのみ、個別にリソースを追加および削除します。

• 各パーティションに少なくとも 1 つの CAP を提供できるように十分な CAP を取
り付けます。これにより、各パーティションに専用 CAP が搭載されます。

• 挿入と取り出しをより迅速に行うには、CAP に近いストレージセルをパーティ
ション分割します。格納されているデータへのアクセスをより迅速に行うには、
ドライブに近いストレージセルをパーティション分割します。

パーティションの追加

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Partitioning」をクリックします。

2. 「Create New Partition」  をクリックします。

ノート:

「Create New Partition」アイコンがグレー表示されている  場合は、アクティベーション
ファイルでパーティション分割を有効にする必要があります (「オプションのライブラリ
機能の追加または削除」を参照)。

3. パーティション属性を入力します (説明については、「パーティション属性」を
参照)。「OK」をクリックしてパーティションを作成します。

4. 新しく作成されたパーティションには、リソースが割り当てられていません。リ
ソースを割り当てるには、「ストレージセルおよびドライブベイのパーティショ
ンへの移動」を参照してください。
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パーティションの追加

パーティション属性

パーティションを追加または変更する場合は、パーティション属性を設定できます
(「パーティションの追加」または 「パーティション属性の編集」を参照)。

• Partition Name — 20 文字の制限があります。

• Drive Auto Clean — 選択されている場合は、パーティション内のドライブに対す
るライブラリ管理によるドライブのクリーニングが可能になります (「ドライブの
自動クリーニングの構成」を参照)。選択されていない場合は、ホストソフトウェ
アがドライブのクリーニングを管理する必要があります。

• Volume Label Format — ストレージセル volser のプレゼンテーションを制御しま
す (「ボリュームラベル形式のオプション」を参照)。

• Initial Control State — パーティションの初期状態。「Online」パーティションは
クライアント要求に応答できます。「Offline」パーティションは、「Online」に設
定されるまで、すべてのクライアント要求を拒否します。

• SCSI Access Enabled — 「Yes」は、SCSI クライアントのみがパーティションに
アクセスできることを示します。「No」は、StorageTek ライブラリ制御インタ
フェース (SCI) クライアントのみがパーティションにアクセスできることを示し
ます。「ライブラリが SCSI、SCI、および GUI 間で移動要求の競合を回避する方
法」も参照してください。

• Fast-Load Type — パーティションがマウント要求への応答を処理する方法を定義
します。

◦ Normal (デフォルト) — ライブラリは、選択されたテープがロードされ、ドラ
イブ内でスレッドされたあとでのみマウント要求に応答します。

◦ Fast - ライブラリは、選択されたテープがドライブに挿入されたが、ロードと
スレッド化が完了する前に、マウント要求に応答します。

• CAP Pool Name — リストから CAP プールを選択します (CAP プールを作成また
は変更するには、「CAP プールの作成」を参照)。テープをインポート/エクス
ポートするには、パーティションに CAP プールを割り当てる必要があります。
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パーティション属性の編集

パーティション属性の編集

注意:

パーティション分割の構成を変更すると、クライアントシステムが中断される場合がありま
す。現在オンラインである変更されたすべてのパーティションが一時的に OFFLINE になり、
そのあとオンラインに戻ります。すでにオフラインであったパーティションはオフラインのま
まになります。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Partitioning」をクリックします。

2. テーブル内のパーティションを選択し、「Edit Partition」  をクリックしま
す。

3. パーティション属性を更新します (「パーティション属性」を参照)。

関連項目

• 「ストレージセルおよびドライブベイのパーティションへの移動」

• 「パーティションの SCSI ホストへの割り当ておよび LUN 割り当ての変更」

ストレージセルおよびドライブベイのパーティションへの移動

最初は、すべてのリソースが事前定義済みのデフォルトパーティションに割り当て
られます。少なくとも 1 つのパーティションを追加したあと (「パーティションの
追加」を参照)、パーティション間でストレージセルおよびドライブベイを移動でき
ます。ライブラリ内のすべてのストレージセルおよびドライブベイが常にパーティ
ションに属している必要があります。

ノート:

実際の構成変更は、サマリーページで「Apply」がクリックされるまでライブラリには適用さ
れません。変更を適用したあと、現在オンラインである変更されたすべてのパーティションが
一時的に OFFLINE になります。すでにオフラインであったパーティションはオフラインのま
まになります。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Partitioning」をクリックします。

2. 「Assign Cells」  をクリックします。

3. ドロップダウンリストから、ソースおよび移動先のパーティションを選択しま
す。矢印は、リソースが移動する方向を示します。最初、デフォルトパーティ
ションはソースパーティションである必要があります。

134



ストレージセルおよびドライブベイのパーティションへの移動

ノート:

方向を逆にするには、矢印をクリックします。

4. 変更するモジュールをクリックします (モジュールの下の緑色の矢印  は、現
在選択されているモジュールを示します)。

5. 「Select Cells By」の方法 (定義については、下の「パーティション分割の選択方
法」を参照) を選択し、セルマップ上のセルをクリックします (下の「パーティ
ション分割セルマップの凡例」を参照)。セルまたはドライブベイの上の数字は
パーティション ID を示します。

しまった...間違いました。セルを元に戻すにはどうすればよいですか?
セル割り当て方向の矢印をクリックして方向  を切り替えます。「Select
Cells By」の方法を選択し、セルマップ上のセルをクリックします。セルが
ソースパーティションに再割り当てされます。

6. 別のモジュールをクリックして繰り返します。

7. パーティション分割の設計を完了したら、「Next」をクリックします。

重要:

変更を適用すると、変更されたすべてのパーティションが一時的に OFFLINE になりま
す。影響を受けないパーティションは ONLINE のままになります。パーティション分割の
変更を適用する前に、変更されるパーティションに関連するすべてのホスト操作を停止す
るようにしてください。
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ストレージセルおよびドライブベイのパーティションへの移動

8. 「Cell Assignment Count Summary」および「Cell Assignment Details」を確認し、
「Apply」をクリックします。

パーティション分割の選択方法

基本モジュールおよびドライブモジュールでは、ドライブベイとストレージセルの
間で行と列が整列されないため、ストレージとドライブセルの両方を同時に選択
するために使用できる選択オプションは「Side」、「Module」、および「Cell-by-
Cell」だけです。その他の選択方法は類似セルのみを選択します。つまり、この方
法はストレージセルのみ、またはドライブベイのみを選択します。

• Cell-by-cell — 個々のセルをクリックすることによって、一度に 1 つずつセルを割
り当てます。

• Cell Block — 矩形ブロック内の類似セルを割り当てます (2 回のクリックが必要で
す)。ブロックの左上隅をクリックしてから、ブロックの右下隅をクリックします
(クリックしてドラッグしないでください)。

• Column — 列内のいずれかのセルをクリックすることによって、列内のすべての
類似セルを割り当てます。

• Side — どちらかのサイド (前面または背面) にあるいずれかのセルをクリックする
ことによって、そのサイドにあるすべてのセルを割り当てます。

• Row — 行内のいずれかのセルをクリックすることによって、すべての類似セルを
連続して割り当てます。

• Module — モジュール内のいずれかのセルをクリックすることによって、現在そ
のモジュール内のソースパーティションに割り当てられているすべてのセルを割
り当てます。

パーティション分割セルマップの凡例

セルマップアイコン 意味

テープ - セルが占有されているか、またはドライブがマウントされてい
ることを示します。

 (色のオーバーレイは
なし)

未割り当て - ソースパーティションに割り当てられたセル (この場合は ID
1 のパーティション)。

 (黄色のオーバーレイ)
割り当て済み - 宛先パーティションに割り当てられたセル (この場合は ID
21 のパーティション)。

 (赤色のオーバーレイ)
選択不可能 - 現在ドロップダウンリストで選択されているどのパーティ
ションでもないパーティションに割り当てられたセル。または、このセ
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パーティションの削除

セルマップアイコン 意味

ルはシステムセルです。システムセルはどのパーティションにも割り当
てることができません。

CAP セル - これらのセルをパーティションに割り当てることはできませ
ん。パーティションに割り当てられた CAP セルは CAP プールに依存し
ます。

アクセス不可能 - システムセル。これらのセルはパーティションに追加
できず、ホストはこれらのセルにアクセスできません。

パーティションの削除

パーティションを削除できるのは、そこにストレージセルやドライブベイが含まれ
ていない場合だけです。

1. 削除されるパーティションのすべてのストレージセルおよびドライブベイを別の
パーティションに移動します (「ストレージセルおよびドライブベイのパーティ
ションへの移動」を参照)。

ヒント:

ソースパーティションに属しているモジュール内のすべてのセルをすばやく再割り当てす
るには、「By Module」の選択方法を選択し、セルマップ上の任意の領域をクリックしま
す。

2. セル割り当てのサマリー画面で、削除するパーティションにリソースが含まれて
いないことを確認し、「Apply」をクリックします。

3. 空のパーティションを削除するには、GUI の左側のナビゲーション領域で
「Partitioning」をクリックします。

4. テーブル内のパーティションを選択し、「Delete」  をクリックします。
「Delete」がグレー表示されている場合は、最初に、すべてのストレージセルお
よびドライブベイを別のパーティションに移動する必要があります (「ストレー
ジセルおよびドライブベイのパーティションへの移動」を参照)。
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パーティションの SCSI ホストへの割り当ておよび LUN 割り当ての変更

ノート:

このパーティションに割り当てられた SCSI ホストはすべて、その LUN が削除されます。
さらに、ホストに削除したパーティションより大きな番号の LUN が存在する場合、ライ
ブラリは一部の LUN の番号を付け直す可能性があります。ホストの再構成が必要になりま
す。

パーティションの SCSI ホストへの割り当ておよび LUN 割り当て
の変更

重要:

パーティションを SCSI ホストに割り当てると、そのパーティションが一時的に OFFLINE にな
ります。LUN の番号を変更すると中断されるため、ホストの再構成が必要になります。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Partitioning」をクリックします。

2. 「SCSI Host Configuration」タブをクリックします。

3. 「Configure SCSI Connections」  をクリックします。

4. ドロップダウンリストから SCSI ホストを選択します。

ノート:

パーティションが表示されない場合は、SCSI アクセスが有効になっていません。SCSI ア
クセスを有効にするには、「パーティション属性の編集」を参照してください。

5. パーティションごとに、LUN の割り当てを選択します。LUN 0 が存在する必要
があり、ホストに重複した LUN を割り当てることはできません。パーティショ
ンを未割り当てのままにできます。

6. 割り当てる追加の SCSI ホストが存在する場合は、リストからホストを選択して
繰り返します。
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パーティションのホスト接続の表示

7. 「OK」をクリックして再構成を開始します。これにより、影響を受けるパー
ティションがオフラインになり、LUN が再割り当てされます。必要に応じて、
ホストを再構成します。

関連項目

• 10章「SCSI ホスト接続の管理 」

• 「SCSI ホストの追加、変更、または削除」

• 「SCSI LUN マッピングの表示」

• 「アクティブにログインしている SCSI ホストの表示」

• 「パーティションのホスト接続の表示」

パーティションのホスト接続の表示

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Partitioning」をクリックします。

2. 「Partitions」タブをクリックします。

3. リスト内のパーティションを選択します。「Actions」ドロップダウン (または右
クリックメニュー) から、「Properties」を選択します。

関連項目

• 10章「SCSI ホスト接続の管理 」

• 「パーティションの SCSI ホストへの割り当ておよび LUN 割り当ての変更」

パーティションのオンラインまたはオフラインへの設定

パーティション分割や SCSI ホスト構成の変更中、パーティションは自動的にオフ
ラインになります。ただし、パーティションの状態を手動で変更することもできま
す。オフラインのパーティションは、オンラインに設定されるまで、すべてのクラ
イアント要求を拒否します。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Partitioning」をクリックします。

2. 「Partitions」タブをクリックします。

3. パーティションを選択します。

4. 「Actions」ドロップダウン (または右クリックメニュー) から、「Go Online」ま
たは「Go Offline」を選択します。
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「パーティション分割されていない」ライブラリにデフォルトパーティションが存在する理由

「パーティション分割されていない」ライブラリにデフォルトパー
ティションが存在する理由

SL4000 ライブラリ内のすべてのリソース (ドライブベイ、ストレージセル、および
CAP) が常に少なくとも 1 つのパーティションに含まれている必要があります。その
ため、パーティション分割されていない (つまり、パーティション分割アクティベー
ションファイルがインストールされていない) ライブラリには、ライブラリ全体を
含む 1 つのデフォルトパーティションが存在します。最初、このパーティションに
は「DefaultPartition」という名前が付けられますが、そのパーティション分割属性は
いつでも名前を変更したり編集したりできます (「パーティション属性の編集」を参
照)。

メディア検証パーティションが存在する理由

メディア検証パーティションは、T10000C および D ドライブを T10000 テープの
整合性の検証専用に割り当てるために使用されます (13章「メディアの検証 」を参
照)。デフォルトでは、メディア検証パーティションは常に存在し (パーティション
分割アクティベーションファイルがインストールされていないライブラリであって
も)、メディア検証パーティションを削除したり名前を変更したりすることはできま
せん。最初、このパーティションは空であり、リソースは含まれていません。この
パーティションにドライブを追加するには、「メディア検証パーティション (プー
ル) へのドライブの追加または削除」を参照してください。
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10 
第10章 SCSI ホスト接続の管理

内容

• SCSI ホストの追加、変更、または削除

• SCSI LUN マッピングの表示

• アクティブにログインしている SCSI ホストの表示

• 使用できないファイバチャネルポートの動作

• FC 接続が機能しているか? LINK ライトがない。

関連項目

• 「パーティションの SCSI ホストへの割り当ておよび LUN 割り当ての変更」

• 「パーティションのホスト接続の表示」

SCSI ホストの追加、変更、または削除
ライブラリは、SAN に接続された SCSI ホストを自動的に検出します。ただ
し、SCSI ホストの追加、変更、名前の変更、または削除は手動で行うことができま
す。

ノート:

ホストを削除できるのは、そのホストが現在ログアウトされている場合だけです。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Partitioning」をクリックします。

2. 「SCSI Host Configuration」タブをクリックします。

3. 「Add」  をクリックするか、または SCSI ホストを選択してから「Modify」

または「Delete」  をクリックします。

• Host Alias - 64 文字に制限されています。

• World Wide Name - 先頭に「0x」が付かない 16 文字 (8 バイト) の 16 進数
フィールド (B97F877BF079F405 など)。
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SCSI LUN マッピングの表示

関連項目

• 「パーティションの SCSI ホストへの割り当ておよび LUN 割り当ての変更」

• 「パーティションのホスト接続の表示」

• 「SCSI LUN マッピングの表示」

• 「アクティブにログインしている SCSI ホストの表示」

SCSI LUN マッピングの表示
パーティション分割されていないライブラリでは、すべてのホストが LUN 0 上のデ
フォルトパーティションに自動的に接続されます。パーティション分割を構成した
あと、LUN 割り当てを変更したり、各ホストに複数のパーティションを割り当てた
りできます (「パーティションの SCSI ホストへの割り当ておよび LUN 割り当ての
変更」を参照)。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Partitioning」をクリックします。

2. 「SCSI Host Configuration」タブをクリックします。

ノート:

SCSI 接続に関する問題の診断に役立つように、保守ロールを持つユーザー (付録A「ユー
ザーロール」を参照) にはこのテーブルで追加の列が表示されます。

アクティブにログインしている SCSI ホストの表示
ライブラリは、アクティブにログインしているホストを一覧表示し、それらのホス
トの接続先のポートを表示します。さらに、各ホストの LUN 割り当てを表示できま
す。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Partitioning」をクリックします。

2. 「Active SCSI Hosts」タブをクリックします。このテーブルには、ライブラリに
アクティブにログインしているホストのみが表示されます。

3. LUN 割り当てを表示するには、ホストを選択してから「Show LUNs」  をク
リックするか、または 「SCSI LUN マッピングの表示」を参照してください。

関連項目

• 「SCSI ホストの追加、変更、または削除」

• 「パーティションの SCSI ホストへの割り当ておよび LUN 割り当ての変更」
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使用できないファイバチャネルポートの動作

• 「パーティションのホスト接続の表示」

使用できないファイバチャネルポートの動作

ライブラリコントローラには、2 つの FC ポート (1 および 2) が標準で付属していま
す。デフォルトでは、ポート 1 のみが完全にアクティブ (使用可能) です。ポート 2
は、冗長制御パス (マルチポート) ハードウェアアクティベーションファイルをイン
ストールするまで使用できません (「オプションのライブラリ機能の追加または削
除」を参照)。

ライブラリは、使用できないポート上のコマンドを受信できます。ただし、使用で
きないポートは、Inquiry、Report LUNs、Report Target Port Groups、および
Request Sense しか完全にサポートしません。その他のすべてのコマンドの場合、
ライブラリは Check Condition ステータスでコマンドを終了し、センスキーを Not
Ready, Logical Unit Not Accessible, Target Port in Unavailable State

に設定します。

詳細は、『SL4000 SCSI リファレンスガイド』を参照してください。

FC 接続が機能しているか? LINK ライトがない。

ライブラリコントローラカード上のファイバチャネルポートには、リンクが存在す
ることを示すライトがありません。ポートがホストに接続されているかどうかを確
認するには、次のようにします。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Hardware」をクリックします。

2. 「FC Ports」タブをクリックします。

3. ホストが現在接続されている場合、ポートの「Link State」は「Up」になりま
す。

ノート:

デフォルトでは、FC ポート 1 のみが完全にアクティブ (使用可能) であり、サポートされ
るすべての SCSI コマンドを受信できます。ポート 2 を完全にアクティブ化するには、冗
長制御パス (マルチポート) アクティベーションファイルをインストールする必要がありま
す。「使用できないファイバチャネルポートの動作」を参照してください。

関連項目

• 「使用できないファイバチャネルポートの動作」
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11 
第11章 ライブラリの操作および管理

内容

• ステータスバーでのライブラリ、デバイス、およびパーティションの状態の表示

• セルマップの表示

• ハードウェアデバイスステータスの表示

• Web カメラを使用したライブラリ内部の表示

• ライブラリ要求、ジョブ、およびリソースの表示

• ライブラリ要求の取り消し

• ライブラリ内のすべてのセルのリストの表示

• SCSI 要素 ID の表示

• ファームウェアレベルの表示

• デバイス遠隔監視データのグラフの表示

• デバイスの制御状態のオンラインまたはオフラインへの設定

• ライブラリのオンラインまたはオフラインへの設定

• ライブラリの電源切断

• ライブラリへの電源投入

• ライブラリの再起動またはライブラリ OS のリブート

• ライブラリのすべてまたは一部の監査

関連項目

• 7章「テープカートリッジの管理 」

• 8章「CAP の管理と操作 」

• 6章「ドライブの管理 」
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ステータスバーでのライブラリ、デバイス、およびパーティションの状態の表示

ステータスバーでのライブラリ、デバイス、およびパーティション
の状態の表示

GUI 画面の上部近くにあるステータスバーには、現在のライブラリの状態と各状態
にあるデバイスおよびパーティションの数が表示されます。ライブラリの全体的な
状態は、ライブラリ内のデバイスのステータスに基づいて自動的に更新されます。

ノート:

ステータスバーのライブラリの状態をクリックすると、現在のライブラリ状態インジケータが
表示され、すべてのオフラインまたは動作不能デバイスが注記されます。

ライブラリの状態

• Starting Up — ライブラリは電源投入または再起動の直後にこの状態になります。
ライブラリは、デバイスが自身の存在を「通知する」のを待機しています。ライ
ブラリが数分経っても「Starting Up」状態のままである場合は、ライブラリの状態
をクリックしてライブラリが何を待機しているのかを確認します。

• Initializing  — ライブラリはロボットを初期化しています。

• Operative  — ライブラリは完全に動作中です。

• Operative, Partially Online — ライブラリは動作中ですが、一部のデバイスは
オフライン状態にあります。オフラインデバイスのリストを表示するには、
「Operative, Partially Online」ステータスをクリックします。

• Degraded  — ライブラリ内のデバイスに障害が発生したか、またはデバイスが
オフラインですが、ライブラリは引き続き機能できます。

• Inoperative  — デバイスに障害が発生し、ライブラリは機能できません (単一ロ
ボット構成での障害が発生したロボットなど)。

パーティションおよびデバイスの状態

デバイスステータス — ステータスバーで、インジケータの横にあるデバイス数をク
リックするとハードウェアデバイスツリーが表示されます (「ハードウェアデバイス
ステータスの表示」を参照)。ステータスバーのデバイス数には、モジュールを除く
すべてのデバイスが含まれているのに対して、デバイスツリー内のデバイス数には
モジュールが含まれています。そのため、ステータスバーとデバイスツリーのデバ
イス数は若干異なります。
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セルマップの表示

パーティションステータス — ステータスバーで、いずれかのパーティション数をク
リックすると、制御または動作状態でフィルタまたはソートできるパーティション
ページが表示されます (9章「ライブラリのパーティション分割 」を参照)。

ステータスインジケータ:

• Operative  — デバイス/パーティションは正常に動作しています。デバイスが動
作中になるのは、ライブラリがそのデバイスを完全に使用でき、その制御状態が
オンラインであり、さらにその動作状態が動作中である場合です。

• Offline  — デバイス/パーティションはオフライン制御状態にあります。

• Degraded  — デバイス/パーティションに障害が発生しましたが、ライブラリは
引き続き機能できます。

• Inoperative  — デバイス/パーティションに障害が発生し、ライブラリが機能し
なくなっています。

障害が発生したデバイスの特定

ライブラリが「Partially Online」、「Degraded」、または「Inoperative」である場合
は、ステータスバーのライブラリの状態をクリックしてオフラインデバイスまたは
障害が発生したデバイスを表示します。または、「Hardware」、「Device Status」
タブの順にクリックしてから「Faulted Devices」タブをクリックして、この状態の
原因になっているデバイスを識別します。

セルマップの表示

セルマップを使用すると、ライブラリ内のテープおよびドライブの現在の位置を表
示できます。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Library」をクリックします。

2. モジュールをクリックします。緑色の矢印  は、現在選択されているモジュー
ルを示します。

3. マウスのポインタをセルの上に置くと、セルアドレス、パーティションの割り当
て、テープの種類などが表示されます。さらに多くのオプションを表示するに
は、セルをクリックします。

• 「テープカートリッジの移動またはマウント」

• 「ロケータ LED を使用したドライブの物理的な検索」
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ハードウェアデバイスステータスの表示

• 「ドライブのオンラインまたはオフラインの設定」

• 「ドライブのリセット (ドライブの電源再投入)」

セルマップの凡例

セルマップアイコン 意味

テープ。セルが占有されているか、またはドライブがマウントされていること
を示します。

テープセル。

CAP セル。

予約されたシステムセル。一般には、クリーニングおよび診断テープを格納す
るために使用されます。ホストはこれらのセルにアクセスできません。

ドライブ。

空のドライブベイ。

関連項目

• 「ライブラリ内のすべてのセルのリストの表示」

ハードウェアデバイスステータスの表示
ライブラリ内のすべてのデバイスのステータス情報を表示できます。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Hardware」をクリックします。

2. タブを選択します。

• 「Device Status Tree」タブ - ライブラリ内のすべてのデバイスの階層デバイス
ツリーを表示します。ライブラリは、「Starting Up」状態にある間はデバイス
ツリーを移入できません。デバイスツリーの表示オプションを選択します。

◦ 「All Devices」ボタン - 取り付けられているすべてのデバイスを表示します
(デフォルトの表示)

◦ 「Faulted Devices」ボタン - 障害が発生した状態にあるデバイスのみを表示
します

◦ 「All Locations」ボタン - 取り付けられているすべてのデバイスに加えて、
デバイスを取り付けることのできる空いている位置 (占有されていないドラ
イブベイなど) を表示します
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Web カメラを使用したライブラリ内部の表示

ヒント:

デバイス階層の特定の部分を表示するには、デバイスツリー内を右クリックしてから
「Collapse」、「Collapse All Below」、「Expand All Below」、または「All Below」を使
用します。

• その他のすべてのタブ - その種類のデバイスを表形式で表示します。ライブラ
リが「Starting Up」状態にある場合、これらのタブは不完全になる可能性があ
ります。

Web カメラを使用したライブラリ内部の表示

Web カメラは、基本またはドライブモジュールの内部に取り付けられるオプション
機能であり、ライブラリ操作を表示できるようにします。これは、ライブラリのド
アを開くことなくテープドライブを表示するために役立ちます。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Hardware」をクリックします。

2. 「Cameras」タブをクリックします。

ノート:

ライブラリにカメラは含まれているが、リストに表示されていない場合は、「Actions」ド
ロップダウンから「Detect Cameras」を選択します。

3. リストからカメラを選択し、「Actions」ドロップダウン (または右クリックメ

ニュー) を使用して「View」  を選択します。

4. 矢印ボタン  を使用してカメラの視野を移動するか、または「Reset」をクリッ
クしてカメラをまっすぐ前方に向けます。

ライブラリ要求、ジョブ、およびリソースの表示

ライブラリへのすべての外部コマンド (SCSI、SCI、GUI、SNMP、GET) および多く
の内部アクションによって要求が生成されます。「Requests」ページを使用して、ラ
イブラリへの要求をモニターできます。ライブラリは要求を実行すると、ライブラ
リが実行したアクションや検出されたエラーを記述した「要求出力メッセージ」を
生成します。これらのメッセージは GUI で表示できます。

一部のライブラリ要求ではジョブが生成されます。たとえば、テープをあるセルか
ら別のセルに移動すると、親の「Move」ジョブおよび「Fetch」と「Put」の 2 つの
サブジョブが生成されます。ジョブはセル、デバイス (ロボット、ドライブなど)、
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ライブラリ要求の取り消し

およびレールセグメントを割り当てます。同時には 1 つのジョブだけが各リソー
スを使用できます。ライブラリアクティビティーをモニターするには、「Jobs and
Resources」ページを使用します。

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Activity」をクリックします。

2. 「Requests」タブ、「Jobs」タブ、または「Resources」タブをクリックしま
す。

3. 詳細情報を表示するには、テーブル内の行を選択してから、「Actions」ドロッ
プダウン (または右クリックメニュー) から「Details」を選択します。

要求の場合、「Details」画面には次のいくつかのタブが表示されます。

• Details - 要求に関する詳細情報のサマリー。

• Output Messages - ライブラリによって要求が処理されると生成される要求
メッセージのリスト

• Log Messages - (選択されたロールのみ) 要求を参照するログメッセージ。

ジョブの場合は、「Request Details」を選択して、そのジョブを生成した親要求
に関する情報を表示できます。「Download」ボタンが表示されている場合は、
詳細全体を保存するか、またはアプリケーションでそれらの詳細を開くことがで
きます。

4. アクティブな要求またはジョブのみを表示するには、「Status」列内の
「Active」をフィルタ処理します (「テーブルの検索およびソート」を参照)。

関連項目

• 「ライブラリ要求の取り消し」

ライブラリ要求の取り消し

ノート:

取り消すことができるのは、「Active」または「Submitted」である要求だけです。

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Activity」をクリックします。

2. 「Requests」タブまたは「Jobs」タブをクリックします。

3. 要求またはジョブを選択します。「Actions」ドロップダウン (または右クリッ
クメニュー) から、「Request Cancel」(要求の場合) または「Cancel Parent
Request」(ジョブの場合) を選択します。
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ライブラリ内のすべてのセルのリストの表示

ヒント:

複数の要求を取り消すには、[Ctrl] キーまたは [Shift] キーを押しながら要求を選択してか
ら、「Actions」ドロップダウン (または右クリックメニュー) から「Request Cancel/Cancel
Parent Request」を選択します。

取り消しは即座には実行されない

要求を取り消したあと、ライブラリは進行中のロボット操作をすべて完了し、自身
を一貫性のある状態のままにしようとします。移動が進行中の場合、ライブラリは
テープをソースセルに返します (可能な場合)。診断テストが取り消された場合、ラ
イブラリは、テープを診断が開始される前にあったセルに返そうとします。

関連項目

• 「ライブラリ要求、ジョブ、およびリソースの表示」

• 「テーブルの検索およびソート」

ライブラリ内のすべてのセルのリストの表示
1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Cells/Tapes」をクリックします。

2. 「All Cells」タブをクリックします。

関連項目

• 「セルマップの表示」

• 「テープカートリッジのリストの表示」

• 「クリーニングカートリッジのリストの表示」

SCSI 要素 ID の表示
マウスのポインタをセルマップ上のセルの上に置くか (「セルマップの表示」を参
照)、またはドライブテーブルまたはセルテーブルの「SCSI element ID」列を表示し
ます (「ドライブ情報の表示」および 「ライブラリ内のすべてのセルのリストの表
示」を参照)。

ファームウェアレベルの表示
ライブラリとデバイスにはファームウェアが含まれています。現在のファームウェ
アバージョンおよびビルド日を表示できます。
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デバイス遠隔監視データのグラフの表示

デバイスファームウェアの表示

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Firmware」をクリックします。

2. 次のいずれかのタブをクリックします。

• Available Device Firmware - ライブラリファームウェアイメージの一部として
配布されたデバイスファームウェアを表示します。

• Reported Device Firmware - デバイス自体が報告するファームウェアを表示し
ます。一部のデバイスはアップグレードの受信をブロックされている可能性
があるため、このファームウェアは「Available」テーブルに表示されるものと
同じバージョンである場合とない場合があります (「デバイスファームウェア
アップグレードのブロック、許可、または強制」を参照)。

ライブラリファームウェアの表示

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Firmware」をクリックします。

2. 「Library Firmware」タブをクリックします。

関連項目

• 「ライブラリファームウェアのアップロードおよび管理」

デバイス遠隔監視データのグラフの表示

ライブラリ内の一部のデバイスは、タイムスタンプされた測定値を定期的に収集し
ます。GUI を使用して、遠隔監視データのグラフを表示できます。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Hardware」をクリックします。

2. デバイスツリーからデバイスを選択します。次のものの遠隔監視データを表示で
きます。

• ライブラリコントローラ

• ロボット

• ドライブ

• ルートスイッチ

• ドライブスイッチ

• ファン構成部品

• DC 電源コントローラ
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デバイス遠隔監視データのグラフの表示

3. 「Actions」ドロップダウン (または右クリックメニュー) を使用して「Device
Telemetry」を選択してから、測定のタイプを選択します。

4. デフォルトでは、グラフには過去 3 日間の遠隔監視データが表示されます。この
間隔は、グラフの上にあるボタンをクリックして調整します。

5. 遠隔監視データをさらに分析するために、グラフのソースデータを CSV 形式で
ダウンロードし、そのデータを任意のグラフ作成アプリケーションにインポート
できます。

遠隔監視測定のタイプ

遠隔監視データは累積合計 (ロボットや CAP の動作データなど) である場合と、ある
時点の瞬時値 (温度やファン速度など) を示す場合があります。累積合計は、ライブ
ラリが起動されるたびにリセットされます。次に、収集されたデバイスデータにつ
いて説明します。

ロボットの測定値

• Gets - ロボットによって実行された取得の累積合計

• Get Retries - 取得中に実行された再試行の累積合計

• Failures - 取得中の失敗の累積合計

• Puts - ロボットによって実行された配置の累積合計

• Put Retries - 配置中に実行された再試行の累積合計

• Put Failures - 配置中の失敗の累積合計

CAP の測定値

ライブラリは、回転式 CAP とアクセスモジュール CAP の両方の CAP 測定値を収集
します。

• Operations - CAP によって実行された開く操作と閉じる操作の累積合計

• Retries - 再試行の累積合計

• Unrecoverable Errors - CAP の回復不可能なエラーの累積合計 (回復不可能なエ
ラーは交換が必要になるため、通常は 0 または 1 です)

• Reboots - CAP の再起動の累積合計 (通常はライブラリ起動時の 1 だけですが、ラ
イブラリの実行中に CAP コントローラカードを交換した場合はそれより増えるこ
とがあります)
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デバイス遠隔監視データのグラフの表示

ライブラリエネルギーの測定値

ライブラリ内の各 PDU には、PDU のエネルギー出力およびエネルギー消費量を収
集する 1 つのセンサーがあります。合計消費電力は、ライブラリ内のすべての PDU
エネルギー使用量の合計です。

• Kilowatts - 測定期間にわたる平均消費電力 (KW)

• Kilowatt hours - 測定期間にわたるエネルギー消費量 (KW 時)

• Duration - 測定期間

デバイス電源の測定値

一部のデバイスには、そのデバイスとすべての下位コンポーネントのエネルギー出
力およびエネルギー消費量を収集する「ホットスワップコントローラチップ」が含
まれています。

• Input Voltage - デバイスへの入力 DC 電圧 (V)。

• Watts - 測定時点での消費電力 (W)

• Input Amps - デバイスへの入力電流 (A)。

基本カードケージ内のモニターされるデバイス:

• ライブラリコントローラ

• 機能カード

• それぞれに Web カメラ用の 12V の入力センサーと 48V の電力センサーを備えた
ルートスイッチ

• ファン構成部品

• ストレージハードドライブ

• ビデオカード

モニターされるロボット関連のデバイス:

• レールコントローラへの入力センサーとレールへの入力センサーを備えたレール
コントローラ

• ロボットコントローラとロボットへの入力を取得するロボットコントローラ (すべ
ての機械的なメカニズムを含む)
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デバイス遠隔監視データのグラフの表示

モニターされるドライブ関連のデバイス:

• ドライブスイッチ

• ドライブトレーへの入力を取得するドライブコントローラ (ドライブコントロー
ラ、ドライブトレー内のファン、テープドライブ、および暗号化カード (存在する
場合) の電源を含む)

モニターされるアクセスモジュールデバイス:

• アクセスモジュールへの入力を取得するアクセスモジュールコントローラ (アクセ
スモジュールコントローラおよびモジュール内の機械的なメカニズムの電源を含
む)

モニターされるその他のデバイス:

• 回転式 CAP

ネットワーク統計の測定値

ライブラリ内の Ethernet スイッチおよび一部のデバイスコントローラは、ネット
ワークパフォーマンスデータの累積合計を収集します。ルートおよびドライブス
イッチは、ポートの数が多いため、低い頻度で (約 10 分から 20 分に 1 回) データを
収集します。レール、ロボット、ドライブ、およびアクセスモジュールコントロー
ラは、数分に 1 回データを収集します。各デバイスには、別のデバイスにリンク
するそのデバイス上のネットワークポートを表す複数のセンサーがあります。セン
サー名には、リンクの宛先が反映されます。

• Port Speed - ポートが動作する速度。

• Transmit Bytes — ポートによって送信されたバイト数。

• TX Dropped Packets — リソース不足または内部の MAC サブレイヤー転送エラー
のためにポートによって削除された送信パケット数。

• TX Collisions — パケット転送中にポートで発生した衝突数。

• TX Pause Events — ポート上で送信された PAUSE パケット数。

• Receive Bytes — ポートによって受信されたデータのバイト数。

• RX Dropped Packets — リソース不足のために削除された、ポートによって受信さ
れたパケット数。これは、「RX Alignment Errors」または「RX FCS Errors」カウ
ンタによって受信エラーがカウントされなかった場合にのみ増分します。

• RX Pause Frames — ポートによって受信された PAUSE パケット数。
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デバイス遠隔監視データのグラフの表示

• RX Alignment Errors — 非整数バイト数の不正な FCS を含む、ポートによって受
信されたパケット数。

• RX FCS Errors — 整数バイト数の不正な FCS を含む、ポートによって受信された
パケット数。

• RX Symbol Errors — 有効な長さのパケットがポートで受信され、少なくとも 1 つ
の無効なデータシンボルが検出された回数。

ネットワーク統計を記録するデバイス:

• アクセスモジュールコントローラ

• ドライブコントローラ

• ドライブスイッチ

• レールコントローラ

• ロボットコントローラ

• ルートスイッチ

ファンの測定値

• Performance - 測定されたファン速度と予測される速度の比較に基づいた、ファン
の健全性の全体的な評価。実際の速度は、予測される速度を超える場合も下回る
場合もあります。

◦ GOOD — 測定された速度は、予測される速度の 15% 以内にあります。

◦ MARGINAL — 測定された速度は、予測される速度の 15% から 20% の間にあ
ります。

◦ POOR — 測定された速度は、予測される速度から 20% 以上離れています。

◦ UNSTABLE — ファン速度を正確に測定できません

◦ NO_READING — 測定の時点ではファンのパフォーマンスを判定できません。

• Speed - 測定時点での実際のファン速度 (RPM)

ファンの測定値を記録するデバイス:

• ドライブコントローラ (ドライブの種類に応じて最大 3 つのファン)

• ファン構成部品 (4 つのファン)

温度の測定値

• Temperature - 測定時点での摂氏度数
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デバイスの制御状態のオンラインまたはオフラインへの設定

温度を記録するデバイス:

• ライブラリコントローラ (2 つのセンサー)

• ロボットコントローラ (2 つのセンサー)

• ドライブコントローラ

• ルートスイッチ (2 つのセンサー)

• ドライブスイッチ

• アクセスモジュールコントローラ

• DC コンバータ (2 つのセンサー)。

デバイスの制御状態のオンラインまたはオフラインへの設定
オフラインデバイスはホストから使用できません。デバイスは、ライブラリから取
り外す前にオフラインにするようにしてください。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Hardware」をクリックします。デバイス
ツリーでデバイスを見つけます。

2. デバイスを選択してから、「Actions」ドロップダウン (または右クリックメ
ニュー) から「Control State」を選択し、「Go Online」または「Go Offline」を
クリックします。

ノート:

一部のデバイス (ドライブやロボットなど) は、オフラインになる前に進行中のジョブを完
了します。これが発生した場合、GUI はそのデバイスに対して「offline pending」を示しま
す。

制御状態と位置状態の違いとは

制御状態は、デバイスの現在のオンラインまたはオフライン状態を示します。位置
状態 (「Bring Online」または「Keep Offline」のどちらか) は、新しいデバイスを挿
入したり、ライブラリに電源を投入したりしたときにライブラリがそのスロット内
のデバイスをオンラインにするべきかどうかを判定します。

ライブラリのオンラインまたはオフラインへの設定
オフラインライブラリはホストから使用できないため、ライブラリをオフラインに
するとホスト操作が中断されます。ライブラリをオフラインにする前に、ホストア
クティビティーをすべて停止するようにしてください。
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ライブラリの電源切断

1. GUI の右上隅にある「Online」または「Offline」をクリックします。

2. ライブラリの状態を変更します。

ノート:

ライブラリをオフラインにしたときに進行中のジョブが存在する場合、ライブラリはその
ジョブを完了するまで「going offline」状態のままになり、そのあと「offline」に移行しま
す。

ライブラリの電源切断

ノート:

ライブラリの電源を切断すると、すべてのホストジョブが中断されます。次の手順を実行しな
いでライブラリへの電源を切断すると、機器の破損、テープの破損、およびデータの損失が発
生する危険性があります。

1. ホストアクティビティーをすべて停止します。すべてのライブラリ要求が完了し
たことを確認します (「ライブラリ要求、ジョブ、およびリソースの表示」を参
照)。

2. GUI の左上にある電源ボタン  をクリックします。

3. 「Power Down Library」を選択します。

4. オプションで、ライブラリに電源が投入される場合は、設定「Bypass audit」
または「Probe for configuration」を選択します (これらのオプションについて
は、「ライブラリ設定のオプション」を参照)。

ノート:

モジュール、ドライブアレイ、または CAP を追加したり取り外したりする予定がある場合
は、「Probe for configuration changes」を選択する必要があります。

5. 「Power Down」をクリックします。電源切断シーケンスが完了すると、ライブ
ラリオペレータパネルが消えます。

6. 基本モジュール (および、存在する場合はすべてのドライブモジュール) の背面
ドアを開きます。

7. 各 PDU のブレーカーの電源を切断します。
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ライブラリへの電源投入

ライブラリへの電源投入

ライブラリに電源を投入すると、初期化シーケンスが開始されます。ライブラリが
オフになっているときにだれかがアクセスドアを開けた場合、ライブラリは完全な
監査を実行します (ライブラリ設定で監査の省略を選択していないかぎり。「ライブ
ラリ設定のオプション」を参照)。

1. 基本モジュール (および、存在する場合はすべてのドライブモジュール) の背面
ドアを開きます。

2. 各 PDU のブレーカーに電源を投入します。

3. 必要に応じて、基本モジュールの上部にあるレールコントローラモジュールに電
源を投入します。

ノート:

PDU とレールコントローラのブレーカーへの電源投入は任意の順序で行うことができま
す。ただし、最初のブレーカーに電源を投入してから 2 分以内にすべてのブレーカーに電
源を投入する必要があります。

1. レールコントローラモジュール

ライブラリの再起動またはライブラリ OS のリブート

• Restart the Library — ライブラリコントローラを完全に停止して再起動します。

• Reboot Library OS — すべてのライブラリシステムの完全な再起動は行わず、オ
ペレーティングシステムのみを再起動します。このオプションは一般に、かかる
時間が短くなります。

どちらのオプションも、ライブラリの電源の再投入は行いません。電源を再投入す
るには、PDU スイッチを手動で切り替える必要があります。

1. GUI の左上にある電源ボタン  をクリックします。
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ライブラリのすべてまたは一部の監査

2. 「Restart Library」または「Reboot Library OS」を選択します。

ノート:

監査を省略する場合は、ライブラリのコンテンツを変更してはいけません。ライブラリ
は、初期化時に監査を実行しません。

3. 「Restart」をクリックします。

4. GUI からログアウトされます。ライブラリが初期化されたあと、ログインし直す
まで待ちます。

ライブラリのすべてまたは一部の監査

監査によってセルコンテンツが検証され、各テープのボリューム ID (volser)、現在
の位置、および検証済みのステータスを含むライブラリデータベースが更新されま
す。ライブラリは、前面アクセスドアが閉じたあと (CAP として使用されていると
きのアクセスモジュールドアを除く) や、ライブラリが初期化されたあとにライブラ
リの完全な監査を自動的に実行します (「ライブラリ設定のオプション」で監査の省
略を選択していないかぎり)。

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Cells/Tapes」をクリックします。

2. 「Actions」ドロップダウン (または右クリックメニュー) から、「Audit」を選択
します。

3. 開始および終了アドレスを選択します。監査するセルタイプを選択します。

ライブラリの完全な監査を実行するには、次の値を選択します。

• Starting Address

◦ Column: 使用可能な最小値 (最大の負の値である可能性があります)

◦ Side: Back

◦ Row: 1

• Ending Address

◦ Column: 使用可能な最大の正の値

◦ Side: Front

◦ Row: 52

• Cell Types: All
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12 
第12章 通知の構成 - 電子メール、SNMP、SCI、また

は ASR

ライブラリは、特定のライブラリイベントが発生したときに外部宛先に通知を送信
できます。ライブラリは 4 つの宛先タイプ (アウトバウンド StorageTek ライブラリ
制御インタフェース (SCI)、Simple Network Management Protocol (SNMP)、電子メー
ル、および自動保守要求 (ASR)) をサポートしています。各宛先タイプでは、特定の
プロトコルを使用し、IP アドレス、電子メールアドレス、資格情報などの宛先タイ
プ固有の情報が必要です。

内容

• アラートイベントカテゴリ

• ライブラリイベントのリストの表示

• 電子メール通知の構成

• SNMP 通知の構成

• アウトバウンド SCI 通知の構成

• ASR 通知を受信する SDP2 サーバーの追加

• ASR 通知アクティビティーの履歴の表示

• テストイベントアラートの作成

アラートイベントカテゴリ

ライブラリのイベントはカテゴリに分類されます。各通知の宛先タイプを構成する
ときに、目的のアラートイベントカテゴリを選択します。イベントが発生すると、
ライブラリはそのイベントカテゴリを受信するように構成されているすべての宛
先にメッセージを送信します。次の表で、x は宛先タイプがイベントカテゴリをサ
ポートしていることを示します。

第12章 通知の構成 - 電子メール、SNMP、SCI、または ASR · 161



ライブラリイベントのリストの表示

イベントカテ
ゴリ

含まれるイベント 電子
メー
ル

SNMP SCI ASR

Fault (障害) 障害が検出された。 x x x x

Cartridge
_movement
(カートリッジ
の移動)

テープがストレージセル間で移動された、テープがマウ
ントされた、テープがマウント解除された。

x - x -

Media
_validation (メ
ディア検証)

メディア検証パーティションが変更された、検証データ
の通知 (メディア検証の開始 1 分後とその後 10 分ごとに
送信される)

x - x -

Device (デバイ
ス)

デバイスの状態が変化した、デバイスが取り外された、
デバイスに障害が発生した、デバイスの障害が検出され
た。

x x x x

Door (ドア) ドアが開いた、ドアが閉じた、監査が完了した。 x x x -

Cap CAP の所有権がオーバーライドされた、CAP を開く準備
が完了した、CAP が開いた、CAP が閉じた、監査が完了
した。

x - x -

Partition (パー
ティション)

パーティションの変更。通常、パーティションを変更す
るコマンドは、セルやドライブを別のパーティションに
移動するため、パーティションの変更には少なくとも 2
つのパーティションが関与します。

x - x -

Cleaning
_required (ク
リーニングが
必要)

ドライブは、アプリケーションによるクリーニングが必
要。ライブラリの自動クリーニングが有効になっている
場合、ライブラリはこの呼び出しを送信しません。

x - x -

Library (ライブ
ラリ)

ライブラリまたはレールの状態が変更された、容量が変
更された、ライブラリの監査が完了した、失われていた
カートリッジが見つかった。

x x x x

Heartbeat (ハー
トビート)

ハートビートが停止した。 - - x x

Test (テスト) ライブラリによってテスト通知が送信された (「テストイ
ベントアラートの作成」を参照)。

x x x x

ライブラリイベントのリストの表示

ライブラリに対してイベントが発生したタイミングと内容のリストを表示できま
す。

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Activity」をクリックします。
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電子メール通知の構成

2. 「Events」タブをクリックします。

関連項目

• 「アラートイベントカテゴリ」

電子メール通知の構成

• SMTP サーバーの構成

• 電子メール受信者の構成

• 電子メール通知のテスト

SMTP サーバーの構成

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Notifications」をクリックします。

2. 「Email」タブの下の「Configure」  をクリックします。

3. SMTP 情報を入力します。

• Enabled - ライブラリのすべての電子メールアクティビティー (パスワード回復
電子メールを含む) をグローバルに有効または無効にします。

• SMTP Host Address - 電子メールサーバーのホストアドレスを入力します。

• From Name および From Email Address - 電子メールクライアントの「差出
人」フィールドに表示される情報。短くてもわかりやすい値を設定します。次
に例を示します。

◦ 名前: STK_Alert_YourLibraryName

◦ 電子メールアドレス: STK_Alert@YourLibraryName

ノート:

受信者が迷惑メールフィルタを使用している場合は、ライブラリの電子メールアドレス
をホワイトリストに登録して、フィルタによって電子メールがブロックされないように
します。

• SMTP Protocol - TCP は開いており、未認証です。SSL と TLS はセキュアで、
ユーザー名とパスワードが必要です。

4. SMTP 設定に何らかの変更を行なったら、受信者を追加し (下記の「電子メール
通知の構成」を参照)、テスト電子メールを送信 (「電子メール通知のテスト」を
参照) してください。
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SNMP 通知の構成

電子メール受信者の構成

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Notification」をクリックします。

2. 「Email」タブをクリックします。

3. 「Add」  をクリックするか、または受信者を選択して、「Modify」  また

は「Delete」  をクリックします。

• Locale - 通知の言語を設定します。

• Alerting Event Types - ライブラリが送信すべき通知カテゴリ (「アラートイ
ベントカテゴリ」を参照してください)。管理者の電子メールに「Test」イ
ベントを含めるようにします。次に、「Notifications Test」タブから「Test
Notification」をトリガーする (「テストイベントアラートの作成」 を参照)
と、管理者が電子メールを受信します。

電子メール通知のテスト

電子メール通知が正しく定義されていることを検証するために、テストを実行でき
ます。テストでは、構成済みの SMTP サーバーを使用してメッセージを送信しま
す。

1. 「Email」タブをクリックし、リストから受信者を選択します。

2. 「Test」  をクリックして、テストを確認します。

3. SMTP サーバーが正しく設定されている場合、「Message accepted for delivery」
と表示されます。

試行がタイムアウトするか、エラーが発生した場合、SMTP 構成にほかの問題が
あるため、問題を解決して、テストを再試行します。電子メールサーバーを ping
してみて、ライブラリが到達できることを確認します。

SNMP 通知の構成
SNMP (Simple Network Management Protocol) は、UDP/IP (User Datagram Protocol/
Internet Protocol) を使用して Ethernet 上でネットワーク管理操作を実行するアプリ
ケーション層プロトコルです。SNMP を使用して、クライアントは情報 (構成、操
作、統計情報) についてライブラリに問い合わせることができ、ライブラリは潜在的
な問題をクライアントに通知できます。

• SNMP ユーザーの構成

• SNMP トラップ受信者の構成
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SNMP 通知の構成

• SNMP 受信者のテスト

SNMP ユーザーの構成

SNMP マネージャーがライブラリに対して GET 要求を実行する場合、SNMP ユー
ザーを定義する必要があります。

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Notification」をクリックします。

2. 「SNMP Users」タブをクリックします。

3. 「Add」  をクリックするか、またはユーザーを選択して、「Modify」  ま

たは「Delete」  をクリックします。

• Authentication Protocol - 最良のセキュリティーを得るには「SHA」、または
MD5 を使用するシステムとの互換性を得るには「MD5」を選択します。認証
パスワードを入力します。

• Privacy Protocol - 「NONE」、「AES」、または「DES」を選択します。最良
のセキュリティーを得るには「AES」(Advanced Encryption Standard)、DES を
使用するシステムとの互換性を得るには「DES」(Data Encryption Standard) を
選択します。AES または DES のプライバシパスワードを入力します。

SNMP トラップ受信者の構成

SNMP トラップ受信者は、ライブラリ上の SNMP エージェントから送信されるト
ラップ通知を受け取るように指定されたネットワーク管理ステーションです。

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Notification」をクリックします。

2. 「SNMP Trap Recipients」タブをクリックします。

3. 「Add」  をクリックするか、または受信者を選択して、「Modify」  また

は「Delete」  をクリックします。

• Host address - トラップを受信する管理ホストの IP アドレス。

• Alerting Event Types - ライブラリが送信すべき通知カテゴリ (「アラートイベ
ントカテゴリ」を参照してください)。構成をテストできるように各受信者に
「Test」イベントを含めてください。「SNMP 受信者のテスト」を参照してく
ださい。

• Authentication Protocol - 最良のセキュリティーを得るには「SHA」、または
MD5 を使用するシステムとの互換性を得るには「MD5」を選択します。認証
パスワードを入力します。
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アウトバウンド SCI 通知の構成

• Privacy Protocol - 「NONE」、「AES」、または「DES」を選択します。最良
のセキュリティーを得るには「AES」(Advanced Encryption Standard)、DES を
使用するシステムとの互換性を得るには「DES」(Data Encryption Standard) を
選択します。AES または DES のプライバシパスワードを入力します。

• Engine ID - ほとんどの場合、デフォルト値を受け入れます。この値をオー
バーライドする必要がある場合は、0x で始まる 16 進値を入力します。ただ
し、すべてゼロ (0) とすべて 16 (F) は除きます。

SNMP 受信者のテスト

SNMP 受信者が正しく定義されていることを検証するために、テストを実行できま
す。テストではテストトラップ (レベル 13) を受信者に送信します。

1. 宛先を選択します。

2. 「Test」  をクリックして、テストを確認します。

MIB ファイルのダウンロード

管理情報ベース (MIB) は、管理対象デバイス (ライブラリ) の特性を定義するオブ
ジェクト識別子 (OID) が含まれている ASCII テキストファイルです。マネージャー
が情報を要求したり、管理対象デバイスがトラップを生成したりすると、MIB は数
値文字列をメッセージ内の各データオブジェクトを識別する読み取り可能なテキス
トに変換します。

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Notification」をクリックします。

2. 「SNMP Users」タブをクリックします。

3. 「Download MIB File」  をクリックします。

アウトバウンド SCI 通知の構成

アウトバウンド StorageTek ライブラリ制御インタフェース (SCI) メッセージがリス
ナーとして登録されているクライアントに送信されます。アウトバウンド SCI メッ
セージの送信は、SNMP トラップの送信と似ています。

アウトバウンド SCI を送信するライブラリの構成

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Notifications」をクリックします。
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アウトバウンド SCI 通知の構成

2. 「SCI」タブをクリックします。

3. 「Add」  をクリックするか、または宛先を選択して、「Modify」  または

「Delete」  をクリックします。

• Username および password - クライアントのセキュリティーポリシーに応じて
オプション

• IP address、port number、URL - クライアント情報を入力します。

• Retention Time Limit - 宛先が使用できない場合に、ライブラリがアウトバウ
ンドメッセージを保存する時間 (時間単位)。ライブラリは定期的に保留中の
メッセージを宛先に送信しようとします。ライブラリは、保持時間制限内に送
信できない保留中のすべてのメッセージを削除します。

• Alerting Event Types - ライブラリが送信すべき通知カテゴリ (「アラートイベ
ントカテゴリ」を参照してください)。SCI 宛先構成をテストできるように各
受信者に「Test」イベントを含めてください。

SCI 通知を受信する宛先の構成

最低でも、ライブラリ接続に SSL/TSL を使用するように宛先を構成する必要があり
ます。ライブラリの宛先を構成するときに、ユーザー名とパスワードを追加した場
合は、メッセージの SOAP ヘッダーで、ユーザー名/パスワードトークンとして、資
格情報を送信します。

WSDL インタフェースの実装

ライブラリは WSDL インタフェースを使用してアウトバウンド SCI メッセージを送
信します。アプリケーション開発者は、ライブラリがアウトバウンド SCI 呼び出し
に成功できるように、宛先にこのインタフェースを実装する必要があります。

WSDL は次の場所で見つかります。

http://<hostname>:<port>/OutboundWebService/

• <hostname> は DNS 内のライブラリのホスト名です。

• <port> は、ライブラリ用に構成したポートです。デフォルトのポート番号は 80
です。

開発者は、呼び出しで送信されたデータを取り込み、呼び出しをすばやく返すこと
によって、これらの呼び出しがすばやく返されるように、アウトバウンド SCI イン
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ASR 通知を受信する SDP2 サーバーの追加

タフェース方法を実装する必要があります。アプリケーションは呼び出しが返され
るまで、データの処理を待機するようにします。

SCI 宛先のテスト

SCI 宛先が正しく定義されていることを検証するために、テストを実行できます。
テストは「test」イベントメッセージを宛先に送信します。

1. 宛先を選択します。

2. 「Test」  をクリックして、テストを確認します。

ASR 通知を受信する SDP2 サーバーの追加

ローカルの Service Delivery Platform (SDP2) サーバーを使用している場合は、ライブ
ラリが Oracle に自動保守要求 (ASR) を送信できます。詳細については、SDP のド
キュメントを参照してください。

ASR の宛先の追加

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Notifications」をクリックします。

2. 「ASR」タブをクリックします。

3. 「Configure」  をクリックします。

4. 「Enabled」を選択します。SDP2 サーバー情報を入力します。SDP2 との通信に
使用するネットワークインタフェースを選択し、「OK」をクリックします。

ASR 宛先の登録

1. 「Register and Test ASR Destination」  をクリックし、クライアントの登録を
開始します。ライブラリは、クライアント識別子を自動入力します。

2. ASR の登録を完了するには SDP2 ドキュメントを参照してください。

ASR 通知アクティビティーの履歴の表示

ライブラリによって ASR 通知が送信されたタイミングと内容のリストを表示できま
す。

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Notifications」をクリックします。

2. 「Notification History」タブをクリックします。
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テストイベントアラートの作成

テストイベントアラートの作成

構成済みのすべての通知の宛先を検証するためにテストイベントを作成できます。
テストイベントの作成では、「テスト」イベントタイプを受信するように構成され
ている宛先 (電子メール、SNMP、SCI、ASR) のみに通知します。

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Notifications」をクリックします。

2. 「Test」タブをクリックします。

3. 「Test Notifications」をクリックします。
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13 
第13章 メディアの検証

メディア検証 (MV) 機能を使用して T10000 カートリッジの整合性を検証できます。

内容

• メディア検証パーティション (プール) へのドライブの追加または削除

• T10000 テープの検証 (メディア検証)

関連項目

• 9章「ライブラリのパーティション分割 」

• 7章「テープカートリッジの管理 」

• 6章「ドライブの管理 」

メディア検証パーティション (プール) へのドライブの追加または削
除

メディア検証 (MV) を使用するには、ドライブを T10000C または D ドライブを含
む特殊なメディア検証パーティション専用にする必要があります。パーティション
にはドライブのみ (ストレージセルではなく) 含めることができます。ホストは MV
パーティション内のドライブにアクセスできません。ライブラリは、MV プール内
のほかのパーティションや個々のドライブの自動クリーニングのステータスに関係
なく MV ドライブを自動的にクリーニングします。

ノート:

MV パーティションにドライブを追加または削除する場合、影響を受けるパーティションは一
時的にオフラインになります。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Partitioning」をクリックします。

2. 「Assign Cells」  をクリックします。

3. ドライブを追加するには - 最初のドロップダウンリストから、ドライブの移動元
のソースパーティションを選択します (ライブラリをパーティション分割してい
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T10000 テープの検証 (メディア検証)

ない場合は、「DefaultPartition」を選択します)。2 番目のドロップダウンリス
トから、「Media Validation」を選択します。

ドライブを削除するには - 最初のドロップダウンリストから「Media
Validation」を選択します。2 番目のドロップダウンリストから、ドライブの移
動先のパーティションを選択します。

4. ドライブが含まれているモジュールをクリックします (モジュールの下の緑色の

矢印  は、現在選択されているモジュールを示します)。

5. 「Select Cells By」方法を選択します (説明については、「パーティション分割の
選択方法」を参照してください)。

6. T10000C/D ドライブまたは空のドライブベイをクリックして、追加/削除しま
す。サポートされていないドライブを追加できますが、それらはメディア検証に
使用されません。

ヒント:

ドライブにポインタを合わせると、ドライブタイプが表示されます。

セルマップでは、メディア検証ドライブベイが MV  で示されます。

7. 「Next」をクリックして、変更を適用します。

関連項目

• 「T10000 テープの検証 (メディア検証)」

T10000 テープの検証 (メディア検証)

メディア検証 (MV) 機能を使用すると、ストレージセルに含まれている T10000 テー
プの整合性を評価できます。メディア検証を使用するには、メディア検証パーティ
ションに T10000C または D ドライブを割り当てる必要があります (「メディア検証
パーティション (プール) へのドライブの追加または削除」を参照してください)。

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Cells/Tapes」をクリックし、「Tapes」タ
ブをクリックします。

2. テープテーブルから T10000 T1 または T2 テープを選択します。「Actions」ド
ロップダウン (または右クリックメニュー) から、「Media Validation」を選択し
ます。
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T10000 テープの検証 (メディア検証)

ノート:

システムセルではなく、ストレージセル内のテープのみ検証できます。システムセル内の
テープにメディア検証を実行する場合は、最初にそのテープをストレージセルに移動する
必要があります。

3. 検証のタイプを選択します (下記の「メディア検証タイプ」を参照してくださ
い)。

4. ドライブを選択します。メディアの書き込みに使用するドライブと同じレベル
かそれ以上のドライブでメディアを検証してください。たとえば、メディアが
T10000C ドライブを使用して書き込まれた場合は、C または D ドライブ上でそ
れを検証できます。ただし、メディアが D ドライブで書き込まれた場合は、メ
ディアを検証するために、D ドライブのみを使用します。

ドロップダウンに、メディア検証パーティションで現在使用可能な T10000C ま
たは D ドライブが表示されます。ドライブを追加するには、「メディア検証
パーティション (プール) へのドライブの追加または削除」を参照してくださ
い。

メディア検証タイプ

タイプ 説明 開始位置 テープあたりの所要
時間

Basic Verify マウントまたはマウント解除して、メディア情報
レコード (MIR) が読み取り不可か、または非同期
状態かを判断します。空白のテープに対して有効
な唯一のテスト。

該当なし 2 分

Standard
Verify

次を検証します。

- テープの先頭から 1000 レコード (メディアのもっ
とも優先順位の高い領域)

- データの終端 (EOD)

- バンドの上端と下端のもっとも外側の折り返し
(端部を確認するため)

レコードは、圧縮解除も復号化も行われません。

テープ開始位置
(BOT)

データおよび使用さ
れている圧縮比に関
係なく最大 30 分

Rebuild
MIR

MIR を検証し、必要に応じて、再構築します。レ
コードは、圧縮解除も復号化も行われません。

MIR 内の最新の
既知の有効な位
置

T10000C - 最大 5 時
間

T10000D - 最大 9 時
間
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T10000 テープの検証 (メディア検証)

タイプ 説明 開始位置 テープあたりの所要
時間

エラーがある場合、ドライブが MIR 上の最新の既
知の有効な位置から、テープ速度でデータの読み
取りを開始します。

MIR が無効または非同期状態の場合は、ドライブ
が BOT から読み取りを開始し、情報を収集して、
MIR を再構築します。

または、MIR を
再構築するテー
プ開始位置

Complete
Verify

テープ上のすべてのデータレコードが読み取り可
能であることを検証します。テープ速度でデータ
を読み取ります。レコードは、圧縮解除も復号化
も行われません。

テープの開始位
置

T10000C - 最大 6 時
間

T10000D - 最大 9 時
間

Complete
Verify Plus

テープ上のすべてのデータレコードが読み取り
可能であることを検証します。データ整合性検証
(DIV) をチェックします。レコードにホストによっ
て追加された巡回冗長検査 (CRC) コードが含ま
れる場合、データは圧縮解除され、複合化されま
す。

ドライブは暗号化可能で、Oracle Key Manager に接
続されている必要があります。FICON ドライブに
は有効でありません。

テープの開始位
置

T10000C - 圧縮率が
2.5:1 未満の場合、6
時間。

T10000D - 圧縮率が
3:1 未満の場合、9 時
間。
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14 
第14章 ロギング

内容

• ロギングの概要

• システムレポートの表示

• 障害レポートの表示

• ライブラリログの表示またはダウンロード

• 以前にあったログメッセージまたはサポートバンドルはどこに行ったのか

関連項目

• 「サポートバンドルの作成、ダウンロード、または削除」

• 「デバイスのロギングレベルの変更」

ロギングの概要
システムレポートとは
ジョブとインテリジェントデバイス (オンボードプロセッサ搭載) は、潜在的な
障害が発生したときにシステムレポートを生成します。ライブラリは、システ
ムレポートの情報を評価して、問題からの回復を試みます。ライブラリが問題
を解決できない場合、障害レポート、サポートバンドル、および通知 (電子メー
ル、SNMP、アウトバウンド SCI、または ASR) を作成します。

ジョブまたはデバイスがシステムレポートを生成すると、ライブラリが回復を
試みます。ライブラリは回復ジョブを開始するか、または障害の処理を開始しま
す。一般的な回復ジョブは次のようになります。

• 1 つまたは複数の診断テストを実行します

• 疑わしい FRU のリストを生成し、障害のあるデバイス (障害のある FRU が識
別された場合) を示す最終システムレポートを作成します

• 診断のステータスをログに記録します
障害レポートとは
ライブラリがシステムレポートに示されている問題から回復できない場合、
障害レポートを生成します。レポートには、障害が発生したデバイスとログ

第14章 ロギング · 175



ロギングの概要

情報が一覧表示されます。障害によって、サポートバンドルと通知 (電子メー
ル、SNMP、アウトバウンド SCI、ASR) も生成されます。
サポートバンドルとは
サポートバンドルには、Oracle の保守担当者が障害診断に使用する暗号化された
ログファイルおよびデータベース情報が含まれています。ライブラリで障害が検
出されると、サポートバンドルが自動的に生成されます。

障害の例

この例では、外部クライアント (GUI など) が要求を作成します。その要求によっ
て、親ジョブが作成され、それによりサブジョブが作成されます。サブジョブは問
題を検出すると、システムレポートの要求を送信します。システムレポートは回復
ジョブを生成します。回復ジョブが失敗した場合、障害レポートを作成する障害イ
ベントジョブを作成します。障害により、サポートバンドルが生成され、障害イベ
ントカテゴリを受信するように登録されているすべての宛先に通知が送信されます
(「アラートイベントカテゴリ」 を参照してください)。

初期要求は「ソース要求」で、問題が検出されたサブジョブは「ソースジョブ」で
す。システムレポートを作成するためにサブジョブによって送信される要求は、
「作成された要求」です。回復ジョブは「作成されたジョブ」です。要求を実行
するためにライブラリによって実行されるアクションに応じて、要求に関する詳細
に、出力メッセージやログメッセージが含まれることがあります。

関連項目

• 「障害レポートの表示」

• 「システムレポートの表示」

• 「ライブラリ要求、ジョブ、およびリソースの表示」

• 「サポートバンドルの作成、ダウンロード、または削除」

• 12章「通知の構成 - 電子メール、SNMP、SCI、または ASR」

176



システムレポートの表示

システムレポートの表示

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Reports」をクリックします。

2. 「System Reports」タブをクリックします。

3. テーブル内のレポートを選択します。追加情報を表示するには、「Actions」ド
ロップダウン (または右クリックメニュー) を使用します。

• Source Request Details - 問題のあるジョブを生成した要求に関する情報。問題
が要求の直接の結果でなかった (突然のデバイスの障害など) 場合は、ソース
要求やソースジョブ情報がありません。

• Source Job Details - 問題を検出したジョブに関する情報。

• Created Request Details - 問題のあるジョブまたはインテリジェントデバイス
によって行われたシステムレポートを生成する要求に関する情報。すべてのシ
ステムレポートに、作成済み要求 ID があります。

• Created Job Details - 場合により、システムレポートの生成によって、問題か
ら回復するためのジョブが作成されることがあります。作成されたジョブの詳
細には、システムレポートの結果として生成されたジョブに関する情報が含ま
れます。

一部の要求の詳細ページには、問題に関する詳細情報を表示するために使用でき
る追加のタブが含まれます。

• Output Messages - ライブラリによって要求が処理されると生成される要求
メッセージのリスト

• Log Messages - (選択されたロールのみ) 要求を参照するログメッセージ。

関連項目

• 「ロギングの概要」

障害レポートの表示

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Reports」をクリックします。

2. 「Fault Reports」タブをクリックします。

3. テーブル内のレポートを選択します。Actions ドロップダウン (または右クリッ
クメニュー) を使用して、プロパティーを表示したり、対応するシステムのレ
ポートプロパティーを表示したり、確認済みとマークしたり、対応するサポート
バンドルをダウンロードしたりします。
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ライブラリログの表示またはダウンロード

関連項目

• 「ロギングの概要」

ライブラリログの表示またはダウンロード

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Service」をクリックします。

2. 「Library Logs」タブをクリックします。

3. ログの開始および終了時間を選択します。特定のイベントに関する開始および
終了時間を選択するべきです。検索するテキストを入力します (オプション)。
「View Log」をクリックします。

ノート:

数時間または数日のログを表示すると、切り捨てられたビューになったり、生成に数分か
かったりすることがあります。GUI ビューアによってログが切り捨てられた場合は、ログ
をダウンロードして、全体の期間を表示します。

4. オプションで、「Download Log」をクリックして、外部アプリケーションでロ
グを保存または表示します。「Download All Logs」をクリックして、Oracle サ
ポートに送信できるすべてのログファイルの暗号化された ZIP を作成します。

ログの分析

ログにはトラブルシューティングに使用できる診断情報が含まれている場合があり
ます。ログを分析するもっとも簡単な方法は、ダウンロードして、検索可能なテキ
ストビューアで開くことです。

GUI のシステムレポート、障害レポート、またはジョブページを使用して、問題に
関連する日時と deviceId、jobId、または requestId を特定します。次に、ログでその
ID を検索します。たとえば、GUI にライブラリのレールが動作していないことを示
しており、レールの deviceId が 38 である場合、「deviceId: 38」を検索して、そ
のデバイスに関連するすべてのログエントリで、問題の手掛かりを確認します。

以前にあったログメッセージまたはサポートバンドルはどこに行っ
たのか

ディスクドライブ上のストレージスペースが不足しないように、ライブラリは古い
ログをローテーション (上書き) し、最大 500M バイトの診断ログデータを格納しま
す。ログローテーションのため、一部の要求とジョブの詳細にログメッセージタブ
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以前にあったログメッセージまたはサポートバンドルはどこに行ったのか

がなくなることがあります。同様に、ライブラリは、最新の 10 個のサポートバンド
ルを維持し、新しく作成されたら、もっとも古いものを削除します。できるかぎり
イベント後すぐにログ情報やサポートバンドルをコピーまたはダウンロードするよ
うにします。
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15 
第15章 ライブラリの保守

内容

• 保守ユーザーとしてのログイン

• 診断テストの実行

• デバイスファームウェアアップグレードのブロック、許可、または強制

• サポートバンドルの作成、ダウンロード、または削除

• デバイスのロギングレベルの変更

• データベースのクリア

• データベースの変更

• ライブラリファイルシステムの表示および変更

• ライブラリを開いて内部に入る

• ロックをオーバーライドしてアクセスモジュールドアを開く

• ホストへの ping の発行

• ホストへのルートのトレースの実行

• ローカルオペレータパネルのタッチスクリーンの較正

• ローカルオペレータパネルのタッチスクリーンの再起動

• ライブラリの出荷時のデフォルトへのリセット

関連項目

• 「ライブラリログの表示またはダウンロード」

• 「保守ユーザーの追加」

保守ユーザーとしてのログイン
保守ユーザーは、障害を検出したあとにライブラリが保守ユーザーを自動的に生成
するか、または管理者が保守ユーザーを手動で作成するかの 2 つの方法のどちらか
で作成されます。
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ライブラリは障害を検出すると、「保守」ロールを持つユーザーを自動的に作成し
(付録A「ユーザーロール」を参照)、保守ロール鍵ファイルを含む暗号化されたサ
ポートバンドルを生成します。ただし、その障害が 72 時間以内に解決されないか、
またはより高いレベルの保守ロールを必要とする場合は、ライブラリの管理者が保
守ユーザーを作成してから、Oracle に鍵ファイルを提供する必要があります (「保守
ユーザーの追加」を参照)。Oracle の保守担当者はそのあと、保守ユーザー ID とパ
スワードを提供するこの鍵ファイルを復号化します (手順については、SL4000 の設
置および保守ガイドを参照)。すべての保守ユーザーは、作成から 72 時間後に自動
的に期限切れになります。

診断テストの実行
診断テストは、ライブラリまたはコンポーネントの問題を識別したり、取り付けを
検証したりするのに役立ちます。診断テストは通常、Oracle の保守担当者によって
実行されます。

重要:

テープを移動する診断テストは、一度に 1 つずつ実行するようにしてください。そうしない
と、衝突によってテストのどちらかまたは両方が終了する可能性があります。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Diagnostics」をクリックします。

2. 実行を予定している診断テストが中断を伴うかどうかをチェックします。中断を
伴うテストを実行する前に、ホスト操作をすべて停止し、ライブラリをオフライ
ンにします (「ライブラリのオンラインまたはオフラインへの設定」を参照)。

3. リストから診断テストを選択し、「Run」  をクリックします。

ノート:

「Run」がグレー表示されている  場合は、テストを実行する前にライブラリをオフラ
インにする必要があります。

4. テストの値を入力し (下の 「診断テストの説明」を参照)、「OK」をクリックし
ます。

5. テストの進行状況を表示するには、「Diagnostics Results」タブをクリックしま
す。

詳細なテスト情報を表示するには、リスト内の診断を選択してから、
「Actions」ドロップダウン (または右クリックメニュー) から「Request Details」
を選択します。「Output Messages」タブをクリックします。
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診断テストの実行

診断テストの説明

一部の診断テストでは、テストを実行する前に GUI からパラメータを取得する必要
があります。必要な GUI 値を取得するには、次のリストを使用します。

allCaps (DISRUPTIVE TEST)
すべての適格な CAP を開いて閉じます。CAP が適格であるには、空であり、か
つ閉じられている必要があります。このテストでは、開いた CAP、開いている
か、または閉じている最中の CAP、カートリッジを含む CAP をすべてスキップ
します。このテストは、iterationCount または timeLimit (のどちらか早い方) に達
すると終了します。このテストは、アクセスモジュールドアを物理的には開き
ません。このテストは、診断の期間中、既存の CAP 所有権をすべて上書きしま
す。この診断が完了すると、ライブラリは所有権を以前の所有者に返します。

• stopOnError (チェックボックス) - 選択されている場合は、エラーが発生する
とこの診断テストは停止します。選択されていない場合は、テストでエラーが
発生すると、iterationCount または timeLimit に達するまでテストは続行されま
す。

• iterationCount - 実行する繰り返しの回数。1 回の繰り返しでは、適格な各
CAP を開いてから閉じます。

• timeLimit - テストの合計時間の制限。1 回の繰り返しあたり、回転式 CAP ご
とに約 100 秒が許可されます。

allDrives (DISRUPTIVE TEST)
診断テープをライブラリ内の適格な各ドライブにマウントしてからマウント解
除します。ドライブが適格であるには、空である必要があります。このテスト
では、ライブラリに互換性のある診断カートリッジがない場合を除き、テープ
を含むドライブまたは空であるドライブをすべてスキップします。このテスト
は、iterationCount または timeLimit (のどちらか早い方) に達すると終了します。

• stopOnError (チェックボックス) - 選択されている場合は、エラーが発生する
とこの診断テストは停止します。選択されていない場合は、テストでエラーが
発生すると、iterationCount または timeLimit に達するまでテストは続行されま
す。

• iterationCount - 実行する繰り返しの回数。各繰り返しでは、診断テープを各
ドライブにマウントしてマウント解除します。

• timeLimit - テストの合計時間の制限。1 回の繰り返しあたり、ドライブごとに
約 25 秒が許可されます。

allLeds
すべてのデバイスのサポートされるすべての LED を holdTime の間
desiredLedState に設定します。一部の LED では瞬時に状態が変更されないた
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診断テストの実行

め、すべてのデバイス LED の状態の変更が可能になるように、十分に長い
holdTime (300 秒など) を選択します。
• desiredLedState - 目的の LED テストの状態 —

LIT、UNLIT、SLOWBLINK、FASTBLINK

• holdTime - LED がその元の状態に戻る前に desiredLedState のままになる期間
(秒)。

cellCalibration
ロボットをカートリッジアレイまたはドライブに対して較正します。カートリッ
ジアレイの場合は、アレイ内のいずれかのセルのセル ID を指定します。
• deviceId - 較正するロボットの ID — 「ロボット ID の確認」を参照してくださ

い。

• cellId - 較正に使用するカートリッジアレイのセル ID、またはドライブのセル
ID — 「セル ID の確認」を参照してください。

• isHandFull (チェックボックス) - 選択されている場合、ロボットは較正を実行
する前にテープを選択します (この診断の実行中にそのテープがクライアント
アプリケーションに必要になる場合は、通常の動作が妨げられる可能性があ
ります)。この診断が完了すると、ロボットはテープをその元のセルに返しま
す。選択されていない場合は、テスト中、ロボットハンドは空のままになりま
す。

• fetchOrPutCellId - 「isHandFull」が選択された場合、このパラメータは使用す
るテープを含むセル ID です。「isHandFull」が選択されなかった場合、このパ
ラメータは無視されます — 「セル ID の確認」を参照してください。

customerAcceptance (DISRUPTIVE TEST)

重要:

完全な顧客受け入れテストを実行するには、ライブラリのストレージセル内に少なくとも
8 個のテープが含まれている必要があります。

設置のあと、ただし顧客ハンドオフの前に、システムを適格にするための一連の
診断テストを実行します。顧客受け入れテストは、次を順番に実行します。

1. すべてのシステムバージョンを取得します

2. すべてのデバイス状態を取得します

3. すべての機能情報を取得します

4. すべてのデバイスのサポートされるすべての LED を holdTime の間
desiredLedState に設定します。次に、LED をその元の状態に戻します。

5. すべての閉じられた空の CAP を開いて閉じます
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6. テープをライブラリの各隅に、または各隅から移動します (合計 8 個)。

7. ライブラリにそのドライブの種類の互換性のある診断テープが含まれている
場合は、診断テープをすべてのドライブにマウントしてマウント解除します

8. システムセルのテープをすべての CAP マガジンの最初と最後の各セルに移
動します

9. cellMoveType パラメータに基づいてテープを移動します

入力パラメータ:

• stopOnError (チェックボックス) - 選択されている場合は、エラーが発生する
とこの診断テストは停止します。選択されていない場合は、テストでエラーが
発生すると、iterationCount または timeLimit に達するまでテストは続行されま
す。

• iterationCount - 実行する繰り返しの回数。各繰り返しでは、上のテスト
6、7、8、および 9 を繰り返します。

• timeLimit - テストの合計時間の制限 (分)。

• holdTime - LED がその元の状態に戻る前に点滅する期間。約 4 分が許可され
ます。

• cellMoveType - ライブラリは、移動の種類のパラメータに基づいて移動を実行
します。

MAGAZINES — テープをライブラリ内の各ストレージアレイのもっとも高い
セルともっとも低いセルに、またはそれらのセルから移動します

ALL — テープをライブラリ内のすべてのセルに、またはそれらのセルから移
動します

NONE — 移動を実行しません

devices
取り付けられているすべてのデバイス、およびデバイスを取り付けることのでき
る位置に関する情報を提供します。

この情報を表示するには、「Diagnostic Results」タブに移動します。「デバイ
ス」テストを選択してから、「Actions」ドロップダウン (または右クリックメ
ニュー) から「Request Details」を選択します。「Output Messages」タブをク
リックします。
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diagnosticMove
セルのペアの間でのセルからセルへの繰り返される移動を実行します。このテス
トは、繰り返しの回数または制限時間 (のどちらか早い方) に達すると終了しま
す。

• stopOnError (チェックボックス) - 選択されている場合は、エラーが発生する
とこのテストは停止します。選択されていない場合は、テストでエラーが発生
すると、iterationCount または timeLimit に達するまでテストは続行されます。

• iterationCount - 実行する繰り返しの回数。1 回の繰り返しは、sourceCellId か
ら destinationCellId への移動、および sourceCellId への戻しです。

• timeLimit - 診断テストの合計時間の制限。1 回の繰り返しあたり、約 20 - 60
秒が許可されます。

• suppressNotification (チェックボックス) - 選択されている場合、ライブラリは
診断中に検出されたエラーをすべて無視します。これらのエラーによって障害
は生成されません。

• partitionId - 移動に使用するパーティションの ID — 「パーティション ID の確
認」を参照してください。

• sourceCellId - ライブラリでセルが選択されるようにするには、「random」と
入力します。または、指定されたパーティション内のテープを含むセル ID を
入力します — 「セル ID の確認」を参照してください。

• destinationCellId - ライブラリでセルが選択されるようにするには、
「random」と入力します。または、指定されたパーティション内の空のセル
のセル ID を入力します — 「セル ID の確認」を参照してください。

features
アクティベーションファイルを使用して有効にされる可能性のあるすべての機能
を一覧表示します。現在アクティブなすべての機能を一覧表示します。

この情報を表示するには、「Diagnostic Results」タブに移動します。「機能」テ
ストを選択してから、「Actions」ドロップダウン (または右クリックメニュー)
から「Request Details」を選択します。「Output Messages」タブをクリックしま
す。

libraryCalibration
ライブラリ全体のロボットの較正を実行します。

• deviceId - 較正されるロボットの ID — 「ロボット ID の確認」を参照してくだ
さい。

• isHandFull (チェックボックス) - 選択されている場合、ロボットは較正を実行
する前にテープを選択します (この診断の実行中にそのテープが必要になる場
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合は、通常の動作が妨げられる可能性があることに注意してください)。選択
されていない場合は、較正中、ロボットハンドは空のままになります。

• fetchOrPutCellId - 「isHandFull」が選択されている場合は、テープを含むセル
の ID を入力します (この診断が完了すると、ロボットはテープをその元のセ
ルに返します)。「isHandFull」が選択されていない場合、このパラメータは無
視されます — 「セル ID の確認」を参照してください。

mountDismountDrives (DISRUPTIVE TEST)
すべてのドライブをマウントするか、またはすべてのドライブをマウント解除し
ます。このテストは、ほかのテストのためにすべてのドライブにテープが必要な
ときに使用することを目的にしています。

ノート:

このテストを使用する前に、ライブラリの自動クリーニングを無効にしてください。この
テストでは、テストの開始時にマウントされているクリーニングテープが正しく処理され
ません。

• isOperationMount (チェックボックス) - 選択されている場合、このテストは
テープをすべてのドライブにマウントします。空のドライブの場合、ライブラ
リは、そのドライブによってサポートされるもっとも高いメディア世代のテー
プをマウントします。そのドライブ用のもっとも高いメディア世代のテープが
不足している場合、ライブラリは一部のドライブを空のままにする可能性があ
ります。すでに占有されている (「Mounted」または「Tape Present」状態にあ
る) ドライブの場合、ライブラリはそのテープをマウント解除してから、元の
ドライブに再マウントします。

選択されていない場合、このテストはすべてのドライブをマウント解除しま
す。ライブラリは、占有されている (「Mounted」または「Tape Present」状態
にある) ドライブをすべて強制的にアンロードします。ライブラリは、そのド
ライブと同じモジュール内のセルにテープを移動します (可能な場合)。

moveInRange (DISRUPTIVE TEST)
テープを指定された範囲内の各セルに、およびそれらのセルから移動します。テ
ストは startCellId から開始したあと、行を 1 ずつ増やします。セルの列のいちば
ん下で、テストはサイドを 1 増やし、セルの新しい列の最初の行から開始しま
す。テストが列 (最初に背面、次に前面) を完了すると、テストは次の列に移動
します。テストは、endCellId に達すると終了します。

ストレージおよびシステムセルをテストしている場合 — 空のテストセルの場
合、ライブラリは別のセルからテープを選択し、そのテープを空のテストセルに
移動してからその開始セルに戻します。占有されているテストセルの場合、ライ
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ブラリはテープを取り外し、それを空のセルに配置してからテストセルに戻しま
す。

ドライブセルをテストしている場合 — このテストに対して適格であるには、ド
ライブは空である必要があり、ライブラリには互換性のある診断テープが含まれ
ている必要があります。ライブラリは、システムセルの診断テープをマウントし
てからマウント解除し、それをシステムセルに返します。

• startCellId - 範囲内の最初のセルの ID — 「セル ID の確認」を参照してくださ
い

• endCellId - 範囲内の最後のセルの ID (最初に列、次にサイド、次に行の順序に
基づいて、開始セルのあとである必要があります) — 「セル ID の確認」を参
照してください

• stopOnError (チェックボックス) - 選択されている場合は、エラーが発生する
とこのテストは停止します。選択されていない場合は、テストでエラーが発生
すると、iterationCount または timeLimit に達するまでテストは続行されます。

• timeLimit - テストの合計時間の制限。

moveToAllCells (DISRUPTIVE TEST)
テープをライブラリ内のすべてのシステム、ストレージ、およびドライブセル
に、およびそれらのセルから移動します。これにより、子の moveInRange 診断
テストが作成されます (詳細は、moveInRange (DISRUPTIVE TEST)を参照)。

• stopOnError (チェックボックス) - 選択されている場合は、何らかのエ
ラーが検出されるとこの診断テストは停止します。選択されていない場合
は、timeLimit に達するか、または範囲内のすべてのセルがテストされるまで
テストは続行されます。

• timeLimit - 診断テストの合計時間の制限。

moveToCapMagazines (DISRUPTIVE TEST)
テープを各 CAP マガジンのいちばん上といちばん下のセルの間で移動しま
す。CAP セルが空である場合、ライブラリは別のセルからテープを選択し、そ
のテープを CAP セルに移動してからその開始セルに戻します。CAP セルが占有
されている場合、ライブラリはテープを空のセルに移動してから CAP セルに戻
します。テストが制限時間に達したり、エラーが発生したりした場合でも、ライ
ブラリは常にテープをその元のセルに返します (可能な場合)。

• inputCapId - テストする CAP の ID — 「CAP ID の確認」を参照してください

• stopOnError (チェックボックス) - 選択されている場合は、エラーが発生する
とこのテストは停止します。選択されていない場合は、テストでエラーが発生
すると、iterationCount または timeLimit に達するまでテストは続行されます。
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• iterationCount - 実行する繰り返しの回数。1 回の繰り返しでは、CAP の各マ
ガジン内のいちばん上といちばん下のセルをテストします。

• timeLimit - テストの合計時間の制限。

moveToCorners (DISRUPTIVE TEST)
テープをライブラリ内の隅の各セルに、およびそれらのセルから移動します。隅
のセルは、ライブラリの各壁面にある最初と最後の列のいちばん上といちばん下
のストレージセルです (合計 8 個のセル)。隅のセルが空である場合、ライブラリ
は隣接するセルからテープを選択し、そのテープを隅のセルに移動してからその
開始セルに戻します。隅のセルが占有されている場合、ライブラリはテープをそ
のセルから移動してからそのセルに戻します。テストが制限時間に達したり、エ
ラーが発生したりした場合でも、ライブラリは常にテープをその元のセルに返し
ます (可能な場合)。

• stopOnError (チェックボックス) - 選択されている場合は、エラーが発生する
とこのテストは停止します。選択されていない場合は、テストでエラーが発生
すると、iterationCount または timeLimit に達するまでテストは続行されます。

• iterationCount - 実行する繰り返しの回数。1 回の繰り返しは、隅の各セルへの
移動、およびそれらのセルからの移動です。

• timeLimit - テストの合計時間の制限。

robotToStorageMagazines (DISRUPTIVE TEST)
テープをライブラリ内の各カートリッジアレイのいちばん上といちばん下のセ
ルの間で移動します。セルが空である場合、ライブラリは隣接するセルからテー
プを選択し、そのテープをそのセルに移動してからその開始セルに戻します。セ
ルが占有されている場合、ライブラリはテープをそのセルから移動してからその
セルに戻します。テストが制限時間に達したり、エラーが発生したりした場合で
も、ライブラリは常にテープをその元のセルに返します (可能な場合)。

• stopOnError (チェックボックス) - 選択されている場合は、エラーが発生する
とこのテストは停止します。選択されていない場合は、テストでエラーが発生
すると、iterationCount または timeLimit に達するまでテストは続行されます。

• iterationCount - 実行する繰り返しの回数。1 回の繰り返しでは、ライブラリ内
のすべてのカートリッジアレイをテストします。

• timeLimit - 診断テストの合計時間の制限。

robotCellToCellMove (DISRUPTIVE TEST)
ロボットを 2 つのセルの間で移動します (どのテープも移動しません)。このテス
トの実行中、指定されたロボットは 2 つのセルの間を移動します。ライブラリに
2 番目のロボットがある場合、そのロボットは邪魔にならないように移動するた
め、この診断の実行中にほかのアクションは実行できません。

• robotId - 移動するロボットの ID — 「ロボット ID の確認」を参照してくださ
い。
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• sourceCellId および destinationCellId - ロボットがその間を移動する 2 つのセ
ルのセル ID (それらのセル内のテープには影響を与えません) — 「セル ID の
確認」を参照してください。

• numberOfMoves - 実行するサイクルの数。各サイクルは、ソースセルから宛
先セルまでとその戻りの往復です。

robotMove
ロボットを指定されたセルに移動します (どのテープも移動しません)。ライブラ
リに 2 番目のロボットがある場合、そのロボットは邪魔にならないように移動し
ますが、この診断が完了するとすぐに動作を再開します。

• deviceId - 移動するロボットの ID — 「ロボット ID の確認」を参照してくださ
い

• cellId - 宛先セル ID — 「セル ID の確認」を参照してください

robotMoveToLocation (DISRUPTIVE TEST)
「ミル」を使用して目的の位置を指定することによって、ロボットメカニズムを
移動します。このテストは主に、製造を目的にしています。

注意:

このテストを誤って実行すると、ロボットが別のロボットまたはライブラリの内部と衝突
する場合があります。このテストを実行する前に、自由な移動が可能になるように、ほか
のロボットやほかのメカニズムを移動する必要があります。

• deviceId - 移動するロボットの ID — 「ロボット ID の確認」を参照してくださ
い

• mechName - 移動するメカニズムの名前:
TRACK、ZMECH、WRIST、REACH、GRIP — 「ロボットメカニズム」を参
照してください

• expectedFinalMilsPosition - 選択されたメカニズムの最後のミル位置。動作制
限の間の値のみを使用してください — 「ロボット範囲の確認」を参照してく
ださい。

robotMoveToTachCount (DISRUPTIVE TEST)
「タコカウント」を使用して目的の位置を指定することによって、ロボットメカ
ニズムを移動します。このテストは主に、製造を目的にしています。

注意:

このテストを誤って実行すると、ロボットが別のロボットまたはライブラリの内部と衝突
する場合があります。このテストを実行する前に、自由な移動が可能になるように、ほか
のロボットやほかのメカニズムを移動する必要があります。
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• deviceId - 移動するロボットの ID — 「ロボット ID の確認」を参照してくださ
い

• mechName - 移動するメカニズムの名前:
TRACK、ZMECH、WRIST、REACH、GRIP — 「ロボットメカニズム」を参
照してください

• expectedFinalTachPosition - 選択されたメカニズムの最後の tach 位置。動作制
限の間の値のみを使用してください — 「ロボット範囲の確認」および 「ミル
から tach への変換係数」を参照してください

robotSweep (DISRUPTIVE TEST)
ロボットメカニズムをその運動範囲全体に移動します。

注意:

このテストを誤って実行すると、ロボットが別のロボットまたはライブラリの内部と衝突
する場合があります。このテストを実行する前に、自由な移動が可能になるように、ほか
のロボットやほかのメカニズムを移動する必要があります。

• deviceId - 移動するロボットの ID — 「ロボット ID の確認」を参照してくださ
い

• mechName - 移動するメカニズムの名前:
TRACK、ZMECH、WRIST、REACH、GRIP — 「ロボットメカニズム」を参
照してください

singleCap (指定された CAP では DISRUPTIVE)
指定された CAP を開いて閉じます。この CAP は、テストの開始時に閉じられて
いて、かつ空である必要があります。アクセスモジュールでこのテストを使用し
た場合、ドアは物理的には開きません。

• inputCapId - テストする CAP の ID — 「CAP ID の確認」を参照してください

• iterationCount - 実行する繰り返しの回数。1 回の繰り返しでは、CAP を開い
てから閉じます。

• timeLimit - 診断テストの合計時間の制限。1 回の繰り返しあたり、約 100 秒が
許可されます。

singleDrive (指定されたドライブでは DISRUPTIVE)
診断テープを指定されたドライブにマウントしてからマウント解除します。ライ
ブラリは、システムセルの互換性のある診断テープを使用し、ドライブをマウン
トしてからマウント解除し、テープをその元のセルに返します。

• inputDriveId - テストするドライブの ID — 「ドライブ ID の確認」を参照して
ください。
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• stopOnError (チェックボックス) - 選択されている場合は、エラーが発生する
とこのテストは停止します。選択されていない場合は、テストでエラーが発生
すると、iterationCount または timeLimit に達するまでテストは続行されます。

• iterationCount - 実行する繰り返しの回数。1 回の繰り返しは、診断テープのマ
ウントおよびマウント解除です。

• timeLimit - 診断テストの合計時間の制限。1 回の繰り返しあたり、約 25 秒が
許可されます。

singleLed
デバイスのすべての LED を指定された時間だけ指定された状態に設定します。
指定された期間が経過すると、LED はその以前の状態に戻ります。

• deviceId - デバイスの ID — 「デバイス ID の確認」を参照してください。

有効なデバイスは、アクセスモジュールコントローラ、アクセスモジュール
の保守パネル、基本モジュールの保守パネル、CAP、ライブラリコントロー
ラ、DC コンバータ、ドライブコントローラ、ドライブスイッチ、ファン構成
部品、電源装置、レールコントローラ、ロボットコントローラ、ルートスイッ
チ、安全コントローラ、安全ドア、ストレージカード、およびビデオカードで
す。

ノート:

ドライブを選択するには、ドライブコントローラの deviceId を使用します。

• desiredLedState - 目的の LED テストの状態 —
LIT、UNLIT、SLOWBLINK、FASTBLINK

• holdTime - LED がその元の状態に戻る前に desiredLedState のままになる期間
(秒)。

versions
ライブラリコントローラ、Web ロジック、ADF、データベース、オペレーティ
ングシステム、Java、およびテープドライブを除くすべてのデバイスのソフト
ウェアおよびファームウェアバージョン情報を収集します。

この情報を表示するには、「Diagnostic Results」タブに移動します。「バージョ
ン」テストを選択してから、「Actions」ドロップダウン (または右クリックメ
ニュー) から「Request Details」を選択します。「Output Messages」タブをク
リックします。
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診断テスト値を見つける方法

下のリストは、GUI を使用して一般に必要な診断テスト値を見つける方法を示して
います (「診断テストの説明」も参照してください)。

セル ID の確認

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Cells/Tapes」をクリックします。

2. テープカートリッジを見つけるには「Tapes」を、空のセルを見つけるには「All
Cells」タブを選択します。セル ID は、「Cell ID」列にある整数値 (666 など) で
あり、セルアドレス (1,F,1 など) ではありません。

デバイス ID の確認

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Hardware」をクリックします。

2. デバイスに対応するタブを選択します。

3. 「ID」列は、デバイス ID を示します。

CAP ID の確認

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「CAPs」をクリックします。

2. 「CAP」タブを選択します。「ID」列は、CAP ID を示します。

ドライブ ID の確認

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Drives」をクリックします。

2. 「Drive ID」列は、ドライブ ID を示します。

ロボット ID の確認

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Robots」をクリックします。

2. 「ID」列は、ロボット ID を示します。

パーティション ID の確認

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Partitioning」をクリックします。

2. 「Partitions」タブを選択します。「ID」列は、パーティション ID を示します。

ロボット範囲の確認

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Robots」をクリックします。
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デバイスファームウェアアップグレードのブロック、許可、または強制

2. 「Actions」ドロップダウン (または右クリックメニュー) から「Robot
Diagnostics」を選択してから、「Get Robot Ranges」を選択します。

重要:

動作制限の間の値のみを使用してください。物理的な制限内にはあるが、動作制限を外れ
た値を使用すると、大量の電流が流れロボットが破損する可能性があります。

ロボットメカニズム

• TRACK — レールに沿ったロボットの水平運動。

• WRIST — ハンドの回転運動により、奥側の壁面から手前側の壁面に移動できま
す。

• REACH — グリッパをハンドから移動させて、テープを取得したり、セルまたは
ドライブに配置したりするメカニズム

• GRIP — テープカートリッジをつかみ、ハンドへの移動またはハンドからの移動
の間それを保持するメカニズム。

ミルから tach への変換係数

• TRACK - 0.552024828 tach/ミル

• WRIST - 0.3669 tach/ミル

• ZMECH - 1.3503 tach/ミル

• REACH - 0.8128 tach/ミル

• GRIP - 20.48 tach/ミル

デバイスファームウェアアップグレードのブロック、許可、または
強制

ライブラリファームウェアを自動的に更新すると、新しいファームウェアがデバイ
スにプッシュされます。まれなケースでは、Oracle の保守担当者が、特定のデバイ
スに対する自動ファームウェア更新をブロックすることが必要になる場合がありま
す。

ノート:

デバイスにプッシュされないようにファームウェアアップグレードをブロックできるのはエス
カレーションユーザーだけです (付録A「ユーザーロール」を参照)。
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サポートバンドルの作成、ダウンロード、または削除

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Firmware」をクリックします。

2. 「Device Locations」タブをクリックします。「Code Load Enabled」列は、自動
ファームウェアアップグレードが許可されているかどうかを示します。

3. デバイスを選択し、「Block Upgrade」 、「Allow Upgrade」 、または

「Force Upgrade」  (これは即座のアップグレードを強制し、将来のアップグ
レードを許可します) をクリックします。

関連項目

• 「ライブラリファームウェアのアップロードおよび管理」

• 「ライブラリファームウェアの表示」

サポートバンドルの作成、ダウンロード、または削除

サポートバンドルには、Oracle の保守担当者が障害診断に使用する暗号化されたロ
グファイルが含まれています。Oracle の保守担当者は、SL4000 の設置および保守ガ
イドでこれらのファイルの復号化に関する手順を参照できます。

ライブラリで障害が検出されると、サポートバンドルが自動的に生成されます。た
だし、サポートバンドルはいつでも作成できます。このバンドルは最新のデータの
みを取得するため、調査対象のイベントが発生したら、できるだけ早くバンドルを
作成するようにしてください。

1. GUI の左側のナビゲーション領域の「Reports」をクリックします。

2. 「Support Bundles」タブをクリックします。

3. 「Create」  をクリックするか、またはバンドルを選択してから

「Download」  または「Delete」  をクリックします。

ノート:

新しいバンドルの生成には時間がかかる場合があります。ダウンロードの前に、

「Refresh」  をクリックし、バンドルの状態が「Completed」になるまで待ちます。1 回
につき 1 つのサポートバンドルしか作成できません。

4. サポートバンドルをダウンロードしたら、それを Oracle に送信します。
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デバイスのロギングレベルの変更

デバイスのロギングレベルの変更
重要:

ロギングレベルは、Oracle サポートから指示された場合にのみ変更するようにしてください。
それ以外の場合は、ロギングレベルをデフォルトのままにしてください。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Hardware」をクリックします。

2. デバイスツリーで次のいずれかのデバイスを選択します。

• ロボットコントローラ

• ライブラリコントローラ

• ドライブコントローラ

• ルートスイッチ

• レールコントローラ

• ドライブスイッチ

• アクセスモジュールコントローラ

• ファイバポート

3. 右クリックメニューから、「Device Logging...」を選択します。

4. ロギングレベルを選択します (「ロギングレベルのオプション」を参照)。

ライブラリコントローラ上の Java コードのロギングレベルの変
更

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Service」をクリックします。

2. 「Logging Levels」タブをクリックします。

3. ライブラリの各ロガーのロギングレベルを選択します (「ロギングレベルのオプ
ション」を参照)。

4. 「Save」をクリックします。

ロギングレベルのオプション

• SEVERE — ライブラリでユーザーの介入を必要とする回復不可能なエラーが検出
された状況でのみ使用されます。重大レベルのメッセージは通常、ASR を生成し
ます。

• WARNING — ライブラリで問題が検出された異常な状況で使用されますが、ユー
ザーの即座の介入は必要ありません。ライブラリは回復して操作を続行できま
す。
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データベースのクリア

• INFO — 特定のロガーに関するライブラリアクションのサマリーを提供します。

• CONFIG — ライブラリ構成への何らかの変更をログに記録するために使用されま
す。これは、SCI または GUI コマンド (パーティションの変更や LDAP サーバー
の再構成など)、あるいはハードウェアの変更 (FRU の追加や取り外しなど) から
発生する場合があります。

• FINE — 詳細なデバッグ情報を取得するために使用されます。「FINE」は、どの
ロガーでもデフォルト設定ではありません。ただし、Oracle サポートは、問題を
トラブルシューティングするために「FINE」を有効にできます。「FINE」メッ
セージはトラブルシューティング中に数時間、場合によっては数日にわたって取
得されるため、十分低い頻度にするようにしてください。

• INHERITED — 親ロガーの設定を使用します。たとえば、deviceInterface
.Controller が「INHERITED」に設定されている場合は、deviceInterface
(deviceInterface.Controller の親) と同じロギングレベルになります。

データベースのクリア

問題をトラブルシューティングする場合、ライブラリデータベースのクリアが必要
になることがあります。これは、Oracle の保守担当者から指示された場合にのみ実
行するようにしてください。

注意:

データベースをクリアできるのは、管理者と保守ユーザーだけです。管理者は、Oracle の保守
担当者から指示された場合にのみデータベースをクリアするようにしてください。

1. GUI の左上隅にある電源ボタン  をクリックします。

2. 「Restart Library」を選択します。

3. 「Clear Database」を選択します。

4. 「Restart」をクリックします。ライブラリはモジュール識別ブロックをスキャ
ンし、完全な監査を実行します。

データベースの変更

注意:

データベースを変更できるのはエスカレーションユーザーだけです (付録A「ユーザーロー
ル」を参照)。この機能は、Oracle 技術サポートの指示の下での診断および修復にのみ使用して
ください。データベースを誤って変更すると、ライブラリが動作不能になる場合があります。
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ライブラリファイルシステムの表示および変更

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Service」をクリックします。

2. 「Database」タブをクリックします。

3. SQL コマンドを入力し、「Execute」をクリックします。

INSERT、UPDATE、DELETE、CREATE、ALTER、DROP、SELECT の各コマン
ドのみがサポートされています。

ライブラリファイルシステムの表示および変更
注意:

ファイルシステムにアクセスできるのはエスカレーションユーザーだけです (付録A「ユーザー
ロール」を参照)。この機能は、Oracle 技術サポートの指示の下での診断および修復にのみ使用
してください。ファイルを誤って変更すると、ライブラリが動作不能になる場合があります。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Service」をクリックします。

2. 「File System」タブをクリックします。

3. ファイルを選択し、「Download」  (ファイルをローカルに保存する場合)、ま

たは「Modify」  (ファイルをテキストエディタで開く場合) をクリックしま
す。

ライブラリを開いて内部に入る
ノート:

基本またはドライブモジュールのドアを開くと、ライブラリ設定で監査の省略を選択していな
いかぎり、ライブラリがオンラインに戻ったときに完全な監査がトリガーされます (「ライブ
ラリ設定のオプション」を参照)。

ライブラリ内に入るときの安全上の注意事項

警告:

ライブラリ内に居るときは、けがをしないように、アクセスドアを開いた状態でロックし、鍵
を保持するようにしてください。

• ライブラリがオフラインであることを確認します。ロボットがオンになっている
疑いがある場合は、ライブラリ内に入ったり、ロボットメカニズムを動かしたり
しないでください。

• ライブラリ内に居るときは、常にアクセスドアを開いた状態のままにしてくださ
い。
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ロックをオーバーライドしてアクセスモジュールドアを開く

• メカニカルドアリリース (アクセスドアの内側にある黄色のハンドル) を探しま
す。ライブラリ内に居るときにドアが閉じた場合は、メカニカルリリースを押し
てロックを解除し、ドアを開けてください。

• 物理的な制限を把握しておきます。体をぶつけたり、アレイに衣服を引っかけた
りしないでください (通路のすき間はわずか 0.4 m (18 インチ) です)。

• 手動でロボットを動かすときは、ロボットの機械的または電子的なコンポーネン
トの損傷を回避してください。

ライブラリに入る

1. あらゆる安全上の注意事項を遵守します (下の 「ライブラリ内に入るときの安全
上の注意事項」を参照)。

2. すべてのドライブをオフラインにします (「ドライブのオンラインまたはオフラ
インの設定」を参照)。

3. ライブラリをオフラインにします (「ライブラリのオンラインまたはオフライン
への設定」を参照)。

4. ドアのロックを解除します。

5. ドアラッチを引き上げて、ドアを開けます。

ライブラリから出る

1. ライブラリから出る前に、ライブラリ内にゆるんだ部品がないことを確認しま
す。

2. ドアを閉めて、ラッチをかけます。

3. ドアをロックし、鍵を安全な場所に置きます。

4. ライブラリをオンラインにします (「ライブラリのオンラインまたはオフライン
への設定」を参照)。

ロックをオーバーライドしてアクセスモジュールドアを開く

この手順により、内部のアクセスモジュール安全ドアの機能が低下することはあり
ません。
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ホストへの ping の発行

注意:

ロックをオーバーライドしてアクセスモジュールドアを開くと、ライブラリには、基本または
ドライブモジュールの前面ドアを開くことと同じ影響を与えます。これにより、ライブラリア
クティビティーが突然中断されます。ライブラリ設定で監査の省略を選択していないかぎり、
ドアを閉めると、ライブラリはライブラリの完全な監査を実行します (「ライブラリ設定のオ
プション」を参照)。

1. アクセスモジュールの保守鍵を「Door Lock Override」に回します。鍵がロック
解除の位置にある間は、鍵をロックから取り外すことはできません。

2. アクセスモジュールドアのラッチを持ち上げて、ドアを開けます。ドアを無理に
開けないでください。

ロボットの電源が失われ、進行中のジョブがすべて停止され、ライブラリがロ
ボットとアクセスモジュールをオフラインにします。

3. アクセスモジュールドアを閉めるには、閉めてラッチをかけます。ドアを無理に
閉めないでください。

4. ドアをロックし、鍵を保持します。

ドアが閉じられると、ライブラリが再初期化され、ロボットが初期化され、ライ
ブラリが完全な監査を実行し、ライブラリがアクセスモジュールをオンラインに
します。

ホストへの ping の発行
ホスト接続の問題が発生している場合は、ホストに ping を発行できます。ping を発
行すると、ホスト IP アドレスがライブラリから到達可能かどうかを判定したり、ラ
イブラリとホストの間の接続速度をテストしたりできます。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Service」をクリックします。

2. 「Network Tools」タブをクリックします。

3. 「Ping」をクリックします。

4. ホスト IP アドレスと最大試行回数 (デフォルトは 4) を入力します。「OK」をク
リックします。

ホストへのルートのトレースの実行
ホスト接続の問題が発生している場合は、ホストへのルートをトレースできます。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Service」をクリックします。
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ローカルオペレータパネルのタッチスクリーンの較正

2. 「Network Tools」タブをクリックします。

3. 「Trace Route」をクリックします。

4. ホスト IP アドレスと最大ホップ数 (デフォルトは 20) を入力します。「OK」を
クリックします。

ローカルオペレータパネルのタッチスクリーンの較正

タッチスクリーンの位置合わせは、工場出荷時に較正されます。タッチスクリーン
の位置合わせがおかしくなった場合は、それを再較正できます。

1. オペレータパネルでローカルに SL4000 GUI にログインします。

2. GUI の左側のナビゲーション領域で「Configuration」をクリックします。

3. 「Touch Panel」タブをクリックします。

4. 「Run Calibration」をクリックします。

5. タッチパネルで一連のターゲットをタップします。較正が完了すると、パネルは
ライブラリインタフェースの表示に戻ります。

ローカルオペレータパネルのタッチスクリーンの再起動

ライブラリオペレータパネルのタッチスクリーンが応答しなくなった場合は、タッ
チパネルの再起動が必要になることがあります。

1. 画面が消えている場合は、表示のソースが背面の VGA ポートに設定されている
可能性があります。オペレータパネルの下の SOURCE ボタンを押し、2 - 3 秒待
ちます。

SOURCE ボタンは、背面の VGA 出力とコントローラまたは機能カードの間で表
示を切り替えます。現在、表示が VGA ポートにある場合は、最初に押すと前面
タッチスクリーンに切り替えられ、そのあとに押すとコントローラ間で表示が切
り替えられます。L1 と L2 はライブラリコントローラです。F1 と F2 は機能カー
ドです。

2. オペレータパネルがまだ応答しない場合は、リモートで、または直接の Ethernet
接続経由で SL4000 GUI にログインします。

3. GUI の左側のナビゲーション領域で「Configuration」をクリックします。

4. 「Touch Panel」タブをクリックします。

5. 「Restart Touch Panel」をクリックします。
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ライブラリの出荷時のデフォルトへのリセット

ライブラリの出荷時のデフォルトへのリセット

ライブラリを出荷時のデフォルトにリセットすると、ドライブ、テープ、パーティ
ション、通知の宛先、ログ、日付と時間の設定、ネットワーク設定、およびその他
のすべてのライブラリ設定に関する格納済みの情報がすべて消去されます。ライブ
ラリが再起動されるため、インストーラロールは、初期のインストールウィザード
を実行してライブラリを再構成する必要があります。

注意:

ライブラリのデフォルトへのリセットは、取り消したり、元に戻したりできません。リセット
後は、Oracle の保守担当者のみがインストーラの資格証明を使用してログインし直すことがで
きます (付録A「ユーザーロール」を参照)。

1. GUI の左側のナビゲーション領域で「Service」をクリックします。

2. 「Reset」タブをクリックします。

3. 「Reset to Factory Default Settings」をクリックします。

4. ライブラリがリセットを完了するまで待ちます。画面が数分間消えたままになっ
たら、手動で PDU ブレーカーを切断してから投入し直します。
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付録A 
付録A ユーザーロール

ユーザーのロールによって、GUI および SCI 機能に対するそのユーザーのアクセス
権が決定されます (「各ユーザーロールが使用できる機能」を参照)。

• 管理者 (C3) — ライブラリ管理者。このロールはほぼすべての機能にアクセスで
き、ほかのユーザーを管理できます。

• ユーザー (C2) — ライブラリの日常のオペレータ用のロール。このロールはライブ
ラリに関するほとんどのアクションを実行できますが、パーティションの構成や
ユーザーの作成などの一部のアクションは除外されます。

• オペレータ (C1) — ユーザーより権限の少ないロール。このロールは、アクション
の小さなサブセット (データの表示や CAP の操作など) にのみアクセスできます。

• ビューア (V) — 読み取り専用のロール。このロールを持つユーザーはライブラリ
にあるものを表示できますが、何も変更できません。

• 保守 (S1) — 保守技術者用の特殊なロール。このロールは、保守バンドルの取得、
診断の実行、構成設定の変更などを実行できます。

• 高度な保守 (S2) — ライブラリを診断および修復するための追加のアクセスが可能
な拡張された保守ロール。

• エスカレーション (S3) — ライブラリを修復するための広範囲のアクセスが可能
な、もっとも高いレベルの保守ロール。

• インストーラ (I) — ライブラリの初期設置および構成中に使用される特殊なロー
ル。このロールは、ライブラリの顧客へのハンドオフの前にのみ使用できます。

関連項目

• 4章「ユーザーログイン設定の構成 」

各ユーザーロールが使用できる機能

次の表は、特定の機能を実行するための承認/権限をどのユーザーロールが持ってい
るかを示しています (x = このロールはこの機能を実行できます)。
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各ユーザーロールが使用できる機能

カテゴリ 機能 V C1 C2 C3 S1 S2 S3 I

アクティビ
ティー

ライブラリアクティビティー (要求、ジョブ、リソー
ス) の表示

x x x x x x x x

アクティビ
ティー

要求の取り消し - - x x x x x x

CAP CAP のロック解除/ロックおよび開く/閉じる - x x x x x x x

CAP CAP 所有者の設定およびクリア - x x x x x x x

CAP CAP プールの作成、割り当て、および削除 - - - x x x x x

セル/テープ 同じパーティション内でのテープの移動またはマウン
ト

- - x x x x x x

セル/テープ パーティションには関係なく、任意のセルへのテープ
の移動またはマウント

- - - x x x x x

セル/テープ システムセル内のテープのインポート/エクスポート - x x x x x x x

セル/テープ クリーニングテープのしきい値の設定 - - x x x x x x

セル/テープ セルの監査 - - x x x x x x

セル/テープ メディア検証の開始 - - x x x x x x

構成 ライブラリ構成設定の表示 x x x x x x x x

構成 ライブラリ構成のエクスポート - x x x x x x x

構成 ライブラリ構成のインポート - - - x - x x x

構成 ライブラリ、ネットワーク、および時間の設定を構成
するウィザードの実行

- - - x - x x x

構成 ハードウェアアクティベーションファイルの追加また
は削除

- - - x - x x x

デバイス ロケータ LED のアクティブ化/非アクティブ化 - x x x x x x x

デバイス デバイス遠隔監視の取得 - x x x x x x x

デバイス デバイス (ドライブ、コントローラなど) のリセット - - x x x x x x

デバイス デバイスのオンライン/オフライン状態の変更 - - x x x x x x

デバイス デバイスのプロパティーおよびステータスの表示
(「Hardware」ページを使用)

x x x x x x x x

診断 診断テストの実行および表示 - - x x x x x x

診断 ドライブ FDE 診断の実行 - - - - x x x x

診断 ロボット診断の実行 - - - - - x x x

ドライブ ドライブのクリーニングの開始 - x x x x x x x

ドライブ ドライブの強制的なアンロード - - x x x x x x

ドライブ メディア検証プールの作成 - - - x - x x x
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各ユーザーロールが使用できる機能

カテゴリ 機能 V C1 C2 C3 S1 S2 S3 I

ドライブ ドライブの電源投入/切断 - - x x x x x x

ファーム
ウェア

ライブラリおよびデバイスファームウェアレベルの表
示

x x x x x x x x

ファーム
ウェア

ライブラリまたはデバイスファームウェアレベルの変
更

- - x x x x x x

ファーム
ウェア

ファームウェアアップグレードのブロック、強制、ま
たは許可

- - - - - - x -

ロギング ロギングレベルの設定 - - x x x x x x

ロギング ログ、障害レポート、およびシステムレポートの表示
およびダウンロード

- - x x x x x x

ロギング サポートバンドルの表示、作成、ダウンロード、また
は削除

- - x x x x x x

ロギング ロボットログのクリア - - - - x x x x

ロギング ライブラリおよびドライブログのクリア - - - - - x x x

Library (ライ
ブラリ)

ライブラリコンテンツおよびプロパティーの表示
(テープ、セル、ドライブ、CAP)

x x x x x x x x

Library (ライ
ブラリ)

ライブラリの電源切断または再起動 - - x x x x x x

Library (ライ
ブラリ)

ライブラリのオンライン/オフライン状態の変更 - - x x x x x x

Library (ライ
ブラリ)

ライブラリの出荷時のデフォルトへのリセット - - - - - - x x

通知 通知構成 (SNMP、SCI、電子メール) の表示 x x x x x x x x

通知 テスト通知 (SNMP、SCI、電子メール) - - x x x x x x

通知 ASR の構成および送信 - - x x x x x x

通知 通知の宛先およびユーザーの構成 (SNMP、SCI、電子
メール)

- - x x - x x x

パーティ
ション分割

パーティション分割テーブルおよびプロパティーの表
示

x x x x x x x x

パーティ
ション分割

パーティションのオンライン/オフライン状態の変更 - - x x - x x x

パーティ
ション分割

パーティション情報 (名前、接続タイプなど) の編集 - - - x x x x x

パーティ
ション分割

セルの作成、削除、およびパーティションへの割り当
て

- - - x - x x x

SCSI SCSI ホストおよび LUN の表示 x x x x x x x x

付録A ユーザーロール · 205



各ユーザーロールが使用できる機能

カテゴリ 機能 V C1 C2 C3 S1 S2 S3 I

SCSI SCSI ホストの構成 - - - x - x x x

保守 保守鍵の追加 - - - - x x x -

保守 ホストへの ping の発行またはホストへのルートのト
レース

- - x x x x x x

保守 raw FRU-ID データの表示 - - - - x x x x

保守 ロボットの保守エリアへの移動 - - - - - x x x

保守 データベースまたはファイルシステムの変更 - - - - - - x -

ユーザー ユーザー設定 (セッションタイムアウト、初期表示な
ど) の設定

x x x x x x x x

ユーザー 自分のパスワードのリセット x x x x x x x x

ユーザー ユーザーの表示 - x x x x x x x

ユーザー 保守ユーザー鍵のダウンロード - x x x x x x x

ユーザー 保守ユーザーの追加 - - x x - - - x

ユーザー ユーザーの追加、削除、または変更 - - - x - - - x

ユーザー 別のユーザーのパスワードのリセット - - - x - x - x
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付録B 
付録B ライブラリアドレス指定のリファレンス

ノート:

特に指定のないかぎり、「左」と「右」はライブラリを CAP 側 (手前) から見たときの位置を
示しています。

内容

• セルアドレス指定スキームの比較

• ライブラリの中心線とモジュール番号

• ライブラリセルアドレス指定スキーム

• SCSI 要素アドレス指定

• セルマップ

セルアドレス指定スキームの比較

• ライブラリセルアドレス指定スキーム (ライブラリ、レール、列、サイド、行) -
ファームウェアおよび内部通信に使用され、ライブラリ内のすべてのデバイスお
よび場所を表現します。

◦ 1 から開始し、負の数値を使用します。

◦ サイドはライブラリの手前側または背面側の壁を示します (背面側の壁の場合 B
または 1、手前側の壁の場合 F または 2)。

• SCSI 要素アドレス指定 - ライブラリへの FC-SCSI 接続を持つホストによって使用
されます。

◦ 要素 ID に 1 つの正の数値を使用します。

◦ ストレージセルは 2000 から始まり、ドライブベイは 1000 から始まり、CAP は
10 から始まります。

◦ SL3000 とは異なり、SL4000 は空のドライブベイに要素番号を割り当てます。

◦ ライブラリ構成が変更されると、デフォルトの要素番号付けの再割り当てが行
われます。
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ライブラリの中心線とモジュール番号

ライブラリの中心線とモジュール番号
アドレス指定では、参照点として基本モジュールの左端 (ライブラリの前面から見
て) を使用し、中心線と呼ばれます。次の図は、さまざまなライブラリ構成の中心線
の場所を示しています。

モジュール番号は、モジュールゼロ (0) で基本から開始し、右に正および左に負で
増分します。

ライブラリセルアドレス指定スキーム
• セルアドレス設定の概要

• テープドライブベイのセルアドレス指定

• 回転式 CAP セルのセルアドレス指定

セルアドレス設定の概要

セルアドレス指定では、ライブラリ、レール、列、サイド、および行
(L、R、C、S、W) を使用して物理的な場所を指定します。SL4000 の場合、GUI は
(C、S、W) のみを使用します。
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ライブラリセルアドレス指定スキーム

ライブラリ
SL4000 ライブラリの場合、常に 1。
レール
SL4000 ライブラリの場合、常に 1。
列
中心線を基準とした、ストレージセルまたはドライブベイの水平方向の場所を示
します。

• プラス (+) の値は中心線の右側を示します

• マイナス (-) の値は中心線の左側を示します

• 列番号には 0 (ゼロ) を使用できません。中心線の右側 (ライブラリの前面から
見て) の最初の列は列 1 です。中心線の左側の最初の列は列 -1 です。

基本モジュール  - ストレージセル用の列 1 - 6 とドライブセル用の 1 - 4 が含まれ
ます。

ドライブモジュール  - ストレージセル用の 6 列とドライブベイ用の 4 列が含ま
れます。ストレージセルの列の番号付けは隣接するモジュールから連続して行
われます。ドライブベイの列の番号付けでは、0 にもっとも近いストレージセル
の列が使われます。たとえば、基本モジュールのすぐ右側のドライブモジュー
ルには、ストレージセル列 7 - 12 およびドライブ列 7 - 10 が含まれます。基本モ
ジュールのすぐ左側のドライブモジュールには、ストレージセル列 -6 から -1 お
よびドライブ列 -4 から -1 が含まれます。

カートリッジモジュール  - ストレージセル用の 6 列が含まれます。列の番号付
けは隣接するモジュールから連続して行われます。

パーキングモジュール  - ストレージセル用の 3 列が含まれます。いちばん外側
の 3 列は非アクティブです。列の番号付けは隣接するモジュールから連続して行
われます。

アクセスモジュール - ストレージセル用の 3 列が含まれます。列の番号付けは隣
接するモジュールから続けられます。

サイド
• 背面側壁面 (ドライブ側) = 1 (GUI で B)

• 前面側壁面 (CAP 側) = 2 (GUI で F)

行
ストレージセルの垂直方向の場所で、上から下へと連続した番号 (1 - 52) が割り
当てられます。
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ライブラリセルアドレス指定スキーム

テープドライブベイのセルアドレス指定

ライブラリのアドレス指定では、列と行によって、ドライブベイを識別します。サ
イド値は常に 1 (GUI で B と表示) です。

図B.1 テープドライブのライブラリアドレス指定の例 (ライブラリの背面から見た
図)

回転式 CAP セルのセルアドレス指定
列
CAP 列は、CAP を搭載するモジュールの場所によって異なります。CAP 列値
はモジュールの左側から 5 番目の列に対応します。たとえば、モジュール番号
2 (基本の右側 2 番目のモジュール) はストレージ列 13 から 18 になり、回転式
CAP 列は 17 になります。モジュール番号 -3 (基本の左側 3 番目のモジュール) は
ストレージセル列 -18 から -13 になり、回転式 CAP 列は -14 になります。
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SCSI 要素アドレス指定

サイド
CAP はモジュールの前面にしか配置しないため、常に 2 (GUI で F と表示)。
行
特定のセルのアドレス指定: 行値は CAP マガジン内のセル (値 1 - 26) です。
CAP セルアドレスの例
この例では、ライブラリにカートリッジモジュール、ドライブモジュール、基
本モジュールがあり、すべてのモジュールに CAP があります。カートリッジモ
ジュールの CAP の最上部のセルは (-8、F、1) になります。

SCSI 要素アドレス指定

ノート:

ライブラリ構成またはパーティション構成を変更すると、ライブラリに要素 ID が再度割り当
てられる可能性があります。

SCSI 要素アドレスは要素タイプによって異なります。各ライブラリまたはパーティ
ションでは、要素タイプごとに固定の開始アドレスを使用します。次に、各要素タ
イプ内で、要素アドレスが順番になります。

• ストレージ要素 (ストレージセル)

◦ 左端のモジュールで 2000 から開始します。

◦ 上から下、後ろから前、左から右に番号が付けられます。

• 要素のインポート/エクスポート (CAP)

◦ ライブラリ内の左端の回転式 CAP では 10 から開始します。

◦ すべての回転式 CAP が最初で (上から下および左から右)、続いて左側のアクセ
スモジュール CAP、次に右側のアクセスモジュール CAP (上から下、後ろから
前、左から右に番号が付けられる) に番号が付けられます。

• データ転送要素 (ドライブと空のドライブベイ)

◦ 左端のドライブモジュールまたは基本において 1000 から始まり、ドライブまた
は空のドライブベイごとに 1 ずつ増えます。

◦ 上から下、左から右に番号が割り振られます。

関連項目

• 「SCSI 要素 ID の表示」
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セルマップ

セルマップ

• 基本モジュールの手前の壁面および背面の壁面 8 ドライブ (図B.2「基本モジュー
ル - 手前の壁面と背面側の壁面に 8 ドライブ」)

• 基本モジュール背面側壁面 16 ドライブおよび 24 ドライブ (図B.3「基本モジュー
ル - 背面側壁面 16 ドライブおよび 24 ドライブ」)

• ドライブモジュールの前面側の壁面 (図B.4「ドライブモジュール - 前面側の壁
面」)

• ドライブモジュールの背面側壁面 (図B.5「ドライブモジュール - 背面側壁面 8 ド
ライブおよび 16 ドライブ」 および図B.6「ドライブモジュール - 背面側壁面 24 ド
ライブおよび 32 ドライブ」)

• カートリッジモジュールの手前の壁面 (図B.7「カートリッジモジュール - 手前の
壁面」)

• カートリッジモジュールの背面側の壁面 (図B.8「カートリッジモジュール - 背面
側壁面」)

• 左パーキングモジュール (図B.9「パーキングモジュール、左」)

• 右パーキングモジュール (図B.10「パーキングモジュール、右」)

• 左アクセスモジュール (図B.11「アクセスモジュール、左」)

• 右アクセスモジュール (図B.12「アクセスモジュール、右」)

凡例

セル 説明

通常のデータストレージセル

CAP セル

左側にモジュールがなく使用不可

右側にモジュールがなく使用不可

パーキングモジュールで使用不可

モジュール識別ブロック (「モジュール識別ブロック」 を参照してください)

クリーニングおよび診断テープ用システムセル
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セルマップ

図B.2 基本モジュール - 手前の壁面と背面側の壁面に 8 ドライブ
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セルマップ

図B.3 基本モジュール - 背面側壁面 16 ドライブおよび 24 ドライブ
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セルマップ

図B.4 ドライブモジュール - 前面側の壁面
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セルマップ

図B.5 ドライブモジュール - 背面側壁面 8 ドライブおよび 16 ドライブ
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セルマップ

図B.6 ドライブモジュール - 背面側壁面 24 ドライブおよび 32 ドライブ
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セルマップ

図B.7 カートリッジモジュール - 手前の壁面
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セルマップ

図B.8 カートリッジモジュール - 背面側壁面
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セルマップ

図B.9 パーキングモジュール、左
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セルマップ

図B.10 パーキングモジュール、右
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セルマップ

図B.11 アクセスモジュール、左
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セルマップ

図B.12 アクセスモジュール、右
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付録C 
付録C バーコードラベルの概要

この付録では、Oracle の StorageTek テープライブラリで使用されるテープのバー
コードラベルの要件について説明します。すべてのテープに正しいバーコードラ
ベルが付いている必要があります。ラベルの位置合わせが適切でないか、向きが間
違っているか、または正しく付けられていないテープによって、機器が破損する可
能性があります。

内容

• バーコード規格

• ラベルの設計

• ラベルの保守

関連項目

• 「ボリュームラベル形式のオプション」

バーコード規格

StorageTek ライブラリは、Code 39 バーコード規格に基づいたラベルを使用します
(ANSI/AIM BC1/1995、統一コード仕様 - コード 39 を参照)。この規格では、ディス
クリートバーコードを使用します。つまり、固定されたバーのパターンが 1 文字を
表します。各文字は、5 本の黒バーと 4 本の白バーで構成されます。ここで、3 本の
バーはほかのバーより広くなっています。たとえば、図C.1「Code 39 バーコード規
格 — 文字 A」は、6 本のナローバーと 3 本のワイドバー (2 本の黒および 1 本の白)
を使用した文字 A を表します。

図C.1 Code 39 バーコード規格 — 文字 A
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ラベルの設計

複数のバーコード文字がまとめてラベルとして配置されている場合は、個々の文字
の間に白のナローバーが配置されます。このバーは、文字間ギャップと呼ばれま
す。

図C.2 Code 39 バーコード規格 — 文字間ギャップ

ラベルの設計

各ラベルには、6 文字のボリュームシリアル ID (vol-id) と 1 または 2 文字のメディ
ア ID が含まれている必要があります。メディア ID は、テープの種類を識別しま
す。ラベルでは、大文字 A - Z、数字 0 - 9、開始および停止文字のためのアスタリス
ク (*) のみを使用できます (たとえば、*ABC123L6*。ここで、ABC123 は vol-id であ
り、L6 はメディア ID です)。

Tri-optic によって作成された StorageTek T シリーズのテープラベルは、開始および
停止文字としてドル記号 ($) を使用します。バーコードのカスタマ定義文字の一部と
してアスタリスクまたはドル記号を決して使用しないでください。バーコードのア
ルゴリズムでは、終了の停止文字までの文字のみをデコードし、その外側の文字を
すべて無視します。例については、下の表を参照してください。

表C.1 開始および停止文字の配置

実際のバーコードラベル デコード後 結果

*ABC123L6* ABC123L6 正しいラベル

*ABC*23L6* ABC 誤って配置された停止文字

*ABC1234L6 読み取り不可能 停止文字なし
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ラベルの設計

図C.3 バーコード配置の規格 (T10000 および LTO)

1. 開始文字

2. ボリューム ID

3. メディア ID

4. 停止文字
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ラベルの設計

LTO のラベル

これらのテープには、8 文字のラベル (6 文字の vol-id と 2 文字のメディア ID) が必
要です。メディア ID の文字は次のとおりです。

• L5 = 第 5 世代

• L6 = 第 6 世代

• L7 = 第 7 世代

• LV = 第 5 世代 WORM

• LW = 第 6 世代 WORM

• LX = 第 7 世代 WORM

• CU = ユニバーサルクリーニング

T10000 のラベル

これらのテープには、8 文字のラベル (6 文字の vol-id と 2 文字のメディア ID) が必
要です。メディア ID の文字は次のとおりです。

• T1 = T10000 A/B データ

• T2 = T10000 C/D データ

• TS = T10000 A/B スポーツ

• TT = T10000 C/D スポーツ

• CT = クリーニング (A と B のみ)

• CL = ユニバーサルクリーニング

クリーニングおよび診断ラベル

クリーニングおよび診断テープには、データテープから区別するための一意のラベ
ルが必要です。vol-id 内の最初の 3 つの英数字によって、テープの種類が決定され
ます。

• クリーニングテープ — vol-id およびクリーニング固有のメディア ID として
CLNnnn を使用します。ここで、CLN はクリーニングテープ識別子であり、nnn は
数字のシーケンスです (たとえば、CLN001CU は LTO クリーニングテープラベルで
ある可能性があります)。

• 診断テープ — DG[スペース]nnn およびメディア ID を使用します。ここで、DG[ス
ペース] は診断テープ識別子であり、nnn は数字のシーケンスです (たとえ
ば、DG 001L6 は LTO6 診断テープラベルである可能性があります)。
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ラベルの保守

テープラベルの例

図C.4 テープラベルの例

1. データテープ

2. クリーニングテープ

3. 診断テープ

ラベルの保守

バーコードの読み取りエラーや機器への損傷を防ぐには、適切なラベルの保守が必
要です。

• バーコードにものが触れないようにしてください。バーコードラベルをマークま
たは損傷したり、ラベルの上にテープを置いたりしないでください。

• 新しいラベルを貼る前に、古いラベルを完全にはがしてください。古いラベルの
上に新しいラベルを貼らないでください。

• 鋭利な器具を使用してラベルを貼ったりはがしたりしないでください。
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用語集
アクセスドア 保守担当者がライブラリに入るための基本およびドライブモジュール

のドア。「ライブラリを開いて内部に入る」のセクションを参照して
ください。

アクセスモジュール 一括テープロードと冗長ロボットのサポートを可能にする、ライブ
ラリの端に取り付けられたオプションのモジュール。1 つのモジュー
ルは、一括ロードのみをサポートします。2 つのモジュールは、一括
ロードと冗長ロボットをサポートします。GUI では「Accs」と短縮さ
れ、以前は SL3000 でアクセス拡張モジュール (AEM) と呼ばれていま
した。「アクセスモジュール」のセクションを参照してください。

安全ドア アクセスモジュールをライブラリの残りから分離する、回転する「ガ
レージドア」。保守操作中に、アクセスモジュールの内部で作業して
いる保守担当者にロボットがぶつからないようにするために安全ドア
が下がります。「アクセスモジュール」のセクションを参照してくだ
さい。

一括ロード アクセスモジュールを使用した、ライブラリへの多数のテープのロー
ド。用語集の用語アクセスモジュールも参照してください。

オペレータパネル タッチスクリーンインタフェースを備えたフラットパネルディスプレ
イ。この機能は、基本モジュールの前面ドアに接続されます。「オペ
レータパネル」のセクションを参照してください。

カートリッジアクセス
ポート (CAP)

オペレータがテープをインポートしたり、取り出したりできるように
するライブラリ内のデバイス。SL4000 には、回転式 CAP (26 スロッ
ト) および AEM CAP (234 スロット) を収容できます。CAP は、SCSI
やオープンシステムライブラリにおけるインポート/エクスポート
メールセルと同義です。8章「CAP の管理と操作 」のセクションを参
照してください。

カートリッジアレイ 複数のテープを保持するスロットのプラスチックアレイ。アレイあた
りのスロットの数は、ライブラリ内の場所によって異なります。アレ
イの範囲は 8 - 14 スロットです。

カートリッジモジュール ストレージ容量を追加するライブラリ内のオプションのモジュー
ル。GUI では「Cart」と短縮され、以前は SL3000 でカートリッジ拡
張モジュール (CEM) と呼ばれていました。「カートリッジモジュー
ル」のセクションを参照してください。

監査 テープのバーコードをスキャンし、ライブラリデータベースを更新す
るプロセス。ライブラリは、初期化のあとや、いずれかの前面アクセ
スドアが開かれたあとに完全な監査を自動的に実行します。「ライブ
ラリのすべてまたは一部の監査」のセクションを参照してください。
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偽装されたシリアル番号 LTO テープドライブの製造元のシリアル番号をドライブトレーのシ
リアル番号の右端の 10 文字でオーバーライドする機能。ドライブシ
リアル番号のスプーフィングを参照してください。

基本カードケージ ホストシステムからのコマンドを処理し、ロボット、CAP、および
テープドライブのアクティビティーを調整し、センサーやスイッチか
らのステータス入力をモニターするコントローラカードを収容する基
本モジュール内の構成部品。「基本モジュールカードケージ」のセク
ションを参照してください。

基本モジュール カードケージ、配電盤 (PDU)、電源装置、およびテープドライブが
収容されている SL4000 ライブラリ内のメインモジュール。このモ
ジュールは、すべてのライブラリに必要です。GUI では「Base」と短
縮されます。「基本モジュール」のセクションを参照してください。

クリーニングテープ テープドライブ内のテープパスをクリーニングするための特殊な材
料を含むテープ。ラベルの先頭に「CLN」が付きます。用語集の用
語データテープおよび診断テープと対比してください。「クリーニン
グカートリッジのリストの表示」のセクションを参照してください。

システムセル 退避用セルとして、またはクリーニングテープや診断テープの格納に
使用される、ライブラリによって予約されたセル。

ジョブ 一部の要求では、その要求を完了するために必要な何らかのアクショ
ンを実行するようライブラリに指示するジョブが生成されます。一部
のジョブは、親ジョブを完了するために必要なサブジョブを生成で
きます。用語集の用語要求も参照してください。「ライブラリ要求、
ジョブ、およびリソースの表示」のセクションを参照してください。

診断テープ 診断ルーチンに使用される「DG」のラベルを持つテープ。用語集
の用語クリーニングテープおよびデータテープと対比してくださ
い。「診断テストの実行」のセクションを参照してください。

スロット デバイスを保持できるライブラリ内の場所。スロットの例には、基本
カードケージ内のドライブベイやスロットがあります。スロットはセ
ルとは異なることに注意してください。セルは、テープカートリッジ
を保持します。

セル テープを格納できるライブラリ内の場所。「ライブラリ内のすべての
セルのリストの表示」のセクションを参照してください。

挿入 ライブラリがテープをストレージセルに挿入できるように、そのテー
プをカートリッジアクセスポート (CAP) に配置するプロセス。イン
ポートと同義です。「CAP を介したテープの挿入」のセクションを
参照してください。

データテープ カスタマデータを格納するテープ。用語集の用語クリーニングテー
プおよび診断テープと対比してください。
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テープカートリッジ 磁気テープを保持しているコンテナであり、テープをそのコンテナか
ら分離することなく処理できます。ライブラリは、データ、診断、
およびクリーニングテープを使用します。テープカートリッジは、
「テープ」、「カートリッジ」、または「メディア」と呼ばれる場合
もあります。7章「テープカートリッジの管理 」のセクションを参照
してください。

テープドライブ 磁気テープを移動し、そのテープとの間でデータの読み取りと書き
込みを行うためのメカニズムを備えている電気機械式デバイス。「ド
ライブ」と呼ばれる場合もあります。6章「ドライブの管理 」のセク
ションを参照してください。

デバイス ライブラリの機械的なコンポーネント。テープは除外されますが、ラ
イブラリ内のその他のすべての物理コンポーネント (コントローラ、
ロボット、CAP など) が含まれます。デバイスは互いの中で入れ子に
できます。「ハードウェアデバイスステータスの表示」のセクション
を参照してください。

ドライブアレイ 基本またはドライブモジュール内に取り付けられた 8 つのドライブベ
イのグループ。各ベイは、1 つのドライブトレーを保持できます。基
本モジュールは、最大 3 台のドライブアレイを保持します。ドライブ
モジュールは、最大 4 台のドライブアレイを保持します。「ライブラ
リモジュールの概要」のセクションを参照してください。

ドライブベイ 1 つのドライブトレーを保持するドライブアレイ内のスロット。ドラ
イブスロットと同義です。

ドライブモジュール 追加のドライブトレー容量およびテープストレージを提供するオプ
ションのライブラリモジュール。GUI では「Drive」と短縮され、
以前は SL3000 でドライブ拡張モジュール (DEM) と呼ばれていまし
た。「ドライブモジュール」のセクションを参照してください。

取り出し オペレータがライブラリからテープを取り外すことができるように、
ライブラリがそのテープをカートリッジアクセスポート (CAP) に配
置するアクション。エクスポートと同義です。「CAP を介したテー
プの取り出し」のセクションを参照してください。

パーキングモジュール ライブラリ構成の端に取り付けられた、変換されたカートリッジモ
ジュール。パーキング拡張モジュールは、冗長ロボットライブラリ内
の故障したロボットを収容できます。ロボットの保守は、ライブラリ
の中断を伴います。GUI では「Park」と短縮され、以前は SL3000 で
パーキング拡張モジュール (PEM) と呼ばれていました。用語集の用
語アクセスモジュールと対比してください。「パーキングモジュー
ル」のセクションを参照してください。

パーティション ホストクライアントに対して自身を独立したライブラリとして表示
するライブラリの一部。あるパーティション内のセルやドライブを別
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のパーティションで表示することはできません。9章「ライブラリの
パーティション分割 」のセクションを参照してください。

ハードウェアアクティ
ベーションファイル (機
能アクティベーション
ファイル)

ユーザーが購入し、ライブラリ上のアクティブなオプション機能に
アップロードする .jar ファイル。「オプションのライブラリ機能の追
加または削除」のセクションを参照してください。

配電盤 (PDU) AC ライン電源を 1 つの差し込み口から複数のコンセントに配電す
るためのデバイス。複数の PDU が存在すると、1 台の PDU (または
PDU が個別の AC 電源を使用している場合はその AC 電源) が電源を
失っても電源が維持されるため、より高い可用性が提供されます。

物理容量 ライブラリ内のストレージセルの数 (クリーニングテープ、診断テー
プ、およびモジュール識別ブロック用のシステムセルは除外されま
す)。

保守エリア 保守担当者が保守を実行するためのライブラリの周りのスペー
ス。「カバー、ドア、保守用スペース」のセクションを参照してくだ
さい。

ボリュームシリアル番号
(volser または vol-id)

ホストソフトウェアがテープカートリッジを識別するために使用する
英数字ラベル。テープの背に貼られており、人間とマシンの両方が読
み取り可能です。一般には、8 文字の英数字ラベルです。「ボリュー
ムラベル形式のオプション」のセクションを参照してください。

マガジン カートリッジアクセスポート (CAP) 経由でテープを挿入したり、取
り出したりするためにそのテープを保持する取り外し可能なアレイ。

メディア テープカートリッジと同じです。

要求 ライブラリへのすべての外部コマンド
(SCSI、SCI、GUI、SNMP、GET) および多くの内部アクションによっ
て要求が生成されます。要求では、その要求を完了するために必要な
アクションを実行するようライブラリに指示するためにジョブが生成
されることがあります。ジョブも参照してください。「ライブラリ要
求、ジョブ、およびリソースの表示」のセクションを参照してくださ
い。

ライブラリコントローラ 操作を制御し、オペレータコンソールおよびその他のモジュールと
通信します。基本カードケージ内に存在します。「ライブラリコント
ローラ」のセクションを参照してください。

ラベル テープに関連付けられた識別子。ラベルは人間が読み取り可能か、マ
シンが読み取り可能か、またはその両方です。ボリュームシリアル番
号 (volser または vol-id)と同義です。「ボリュームラベル形式のオプ
ション」のセクションを参照してください。
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レール ロボットに電源と通信を供給する、上部のロボットトラックの部分。

ロボット CAP、ストレージセル、およびドライブの間でテープを移動する電気
機械式デバイス。SL4000 ライブラリでは、1 台または 2 台のロボッ
トが使用されます。「ロボット」のセクションを参照してください。

CAP プール パーティションに割り当てることのできる CAP のグループ。この
パーティションは、インポート/エクスポートのためにそのパーティ
ションを使用するプール内の CAP の所有権を持っている必要があり
ます。CAP プールが 1 つのパーティションにのみ割り当てられてい
る場合、そのパーティションはプール内のすべての CAP を自動的に
所有します。CAP プールを複数のパーティションに割り当てること
ができますが、各パーティションは 1 つの CAP プールにしか割り当
てることができません。

dynamic World Wide
Name (dWWN)

ネットワークデバイスに、固定された名前ではなく、動的な名前を適
用する機能。dWWN で名前が付けられたデバイスが交換されると、
そのデバイスには交換されたデバイスと同じ WWN が割り当てられ
るため、ネットワークの再構成が回避されます。

FC-SCSI 物理ファイバチャネルインタフェース経由で Small Computer System
Interface を使用するライブラリ接続タイプ。10章「SCSI ホスト接続の
管理 」のセクションを参照してください。

raw ラベル volser とメディア ID を含む完全なバーコードラベル。「ラベルの設
計」のセクションを参照してください。

SCSI 要素 ファイバチャネルインタフェースで動作しているホストによって使
用されるアドレス指定スキームを表す 4 桁の数字。FC-SCSIも参照し
てください。「SCSI 要素 ID の表示」のセクションを参照してくださ
い。

StorageTek ライブラリ制
御インタフェース (SCI)

ライブラリを制御するために使用される Web サービス (WSDL) イン
タフェース。

TCP/IP Ethernet (10/100/1000 Base-T および CAT-5e ケーブル) を使用するライ
ブラリ接続タイプ。

World Wide Name
(WWN)

ファイバチャネルポートを識別する 64 ビットの整数。dynamic
World Wide Name (dWWN)も参照してください。
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