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HPE Primera UI の概要

HPE Primera UI は、単一の HPE Primera ストレージシステムの管理と保守のための、使いやすいグラフィ
カルユーザーインターフェイスです。HPE Primera UI ソフトウェアは各 HPE Primera ストレージシステ
ムに含まれていて、サーバーにインストールする必要はありません。

利用可能なヘルプ

HPE Primera UI は、以下へのリンクを含むフライアウトヘルプパネルを提供します。

• オンラインヘルプ。オンラインヘルプのトピックを参照することも、表示している画面またはダイア
ログでヘルプを取得することもできます。

• コミュニティフォーラム。HPE ストレージ製品に関する情報を確認する、またはフォーラムやブログ
でつながりを持つことができます。

• フィードバックの送信。HPE ストレージに関するコメントや提案をメールで送信します。

詳細は、ヘルプの表示を参照してください。

詳細情報の検索

項目 情報の入手先

HPE ストレージのドキュメントはどこで入手でき
ますか。

HPE Information Library（ストレージ）

HPE InfoSight の詳細情報はどこで入手できます
か。

HPE InfoSight

HPE Primera UI 1.1 の新機能
HPE Primera UI のバージョン 1.1 には、バージョン 1.0 と比較して、以下の新機能または拡張機能が含ま
れています。

全般

• 基本機能のガイド付きツアーがユーザーインターフェイスに含まれています。ツアーにアクセスする
には、メインメニューでヘルプを選択し、ヘルプフライアウトからツアーを選択します。

• クイックアクションタイルが複数の画面に追加されました。クイックアクションタイルをクリックす
ると、中間画面に移動せずにアクションダイアログがすぐに開きます。たとえば、ストレージ画面で
アプリケーションセットの作成タイルをクリックしてアクションダイアログを開くことができます。

• ストレージシステムの名前がブラウザータブに表示されるようになりました。ストレージシステム名
を表示することで、複数の HPE Primera システムでのブラウザーセッションの追跡が簡単になります。

• 小さなフィルターアイコンが、新しいフィルターボタンに置き換わりました。新しいフィルターボタ
ンは使いやすく、画面に情報を表示する方法を制御できます。フィルターボタンには、表示されてい
る画面にフィルターが適用されるタイミングも示されます。詳細は、画面表示フィルターを参照して
ください。

プロビジョニング

HPE Primera UI を使用して、多くのストレージプロビジョニングタスクが実行できるようになりました。

HPE Primera UI の概要 8
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• アプリケーションセットの作成と管理。詳細は、アプリケーションセットを参照してください。

• ボリュームの作成と管理。詳細は、ボリュームを参照してください。

• ホストセットの作成と管理。詳細は、ホストセットを参照してください。

• ホストの作成と削除。詳細は、ホストを参照してください。

ハードウェア

• iSCSI アダプターのサポートが追加されました。

• NVMe 物理ドライブのサポートが追加されました。

• 物理ドライブの予防的な交換のサポートが追加されました。

• 直流の電源冷却モジュール（DC PCM）および電源冷却バッテリモジュール（DC PCBM）のサポート
が追加されました。

• シャットダウンまたは障害が発生したために到達できないコントローラーノードは、コントローラー
画面に不明のステータスで表示されます。（コントローラーノードの不明のステータスは、以前はサ
ポートされていませんでした。）

• カスタマーセルフリペア（CSR）コンポーネントのアラートに、サービスダイアログを自動入力する
ための修復リンクが含まれています。

コールホームテレメトリ

• Mini InSplore データ収集が追加されました。詳細は、サポートデータについてを参照してください。

• System Reporter AI データ収集が追加されました。詳細は、サポートデータについてを参照してくだ
さい。

セキュリティ

アレイ証明書のサポートが追加されました。詳細は、アレイ証明書を参照してください。

その他

• ポートの Ping コマンドへの応答の成功または失敗の表示が簡略化されました。

• 位置 LED がタイムアウトするのを待つ代わりに、UI の位置確認トグルを使用して LED をオフにでき
ます。

HPE Primera UI へのログイン

前提条件

• HPE Primera ストレージシステムがセットアップおよび初期化されていること。

• ストレージシステムの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名がわかっていること。

手順

1. https://<IP アドレスまたは FQDN>でストレージシステムを参照します。
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ヒント：ブラウザーに、ストレージシステムのセキュリティ証明書に関する警告が表示されます。こ
の警告は、ブラウザーの予想される動作です。続行できるようにするブラウザーオプションを選択し
ます。

2. ログイン画面が開きます。ユーザー名とパスワードを入力します。

3. ログインをクリックします。ダッシュボード画面が開きます。

ユーザーインターフェイスの概要

メインメニュー（1）。メインメニューから、ユーザーインターフェイスの主な機能にアクセスできます。
メニュー項目をクリックすると、関連する画面が開きます。

システム名（2）。ストレージシステムの名前がブラウザータブに表示されます。

画面（3）。画面には情報が表示されるだけでなく、クリック可能なパネル、グラフィック、ナビゲーショ
ンアイコンを含めることができます。多くの画面では、クイックアクションパネルまたはアクションメ
ニュー（表示されていません）からアクションを選択して実行できます。

アラートとタスクのインジケーター（4）。すべての画面でアラート（ ）と実行中のタスク（ ）のリ
ストにアクセスできます。詳細は、アラートについておよびタスクについてを参照してください。

ヘルプ（5）。メインメニューのヘルプをクリックすると、ヘルプフライアウトパネルが開きます。その
後、ヘルプシステムを参照、および画面のヘルプトピックを表示することができます。または、HPE ス
トレージのコミュニティフォーラムで交流することができます。

ユーザー名とログアウト（6）。ユーザーアイコンの下にログインのユーザー名とロールが表示されます。
アイコンをクリックすると、セッションからログアウトできます。詳細は、ユーザーとロールについてを
参照してください。

ヘルプのクイックツアー
ヘルプシステムは、HPE Primera UI メインメニューに表示される機能に対応するトピックの章で構成さ
れています。

ヘルプの章は、機能を簡単に説明し、トピックのサブセクションへのリンクを提供するトピックから始ま
ります。たとえば、ストレージの章には、ボリューム、アプリケーションセット、ホスト、ホストセット
に関するサブセクションが含まれています。

ヘルプのサブセクションは、機能を簡単に説明し、関連するヘルプトピックへのリンクの表を提供するト
ピックから始まります。ほとんどの場合、次の種類のヘルプトピックが提供されます。

• ユーザータスクのトピック。これらのトピックは、実行可能なタスクとアクションのコンテキストを
提供します。ユーザータスクのトピックには、関連する画面およびアクションダイアログに移動する
方法を示す手順のセクションが含まれています。

• 概念のトピック。概念（概要）のトピックは、タスクを実行する際の決定に役立つ概念情報や背景情
報を提供します。

• プロパティのトピック。これらのトピックでは、インターフェイスに表示されるプロパティについて
説明します。

例：一般的な関連トピックの表
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タスクについて 概念について

• ボリュームの表示

• ボリュームコピーの表示

• ボリュームの作成、編集、および削除

• ホストへのボリュームのエクスポート

• ボリュームについて

• ボリューム容量バーについて

• エクスポートされたボリュームについ
て

• ボリュームのプロパティ

ヘルプの表示
ヘルプを開いて、ヘルプシステムの開始トピックを表示することができます。または、ヘルプを開いて、
表示している画面またはダイアログのヘルプトピックを表示できます。

ヒント：ヘルプを表示したときは、左側のコンテンツペインのトピックのリストが折りたたまれている場
合があります。すべてのトピックを表示するには、コンテンツペインの上部にある展開アイコン（+）を
クリックします。表示するトピックを減らすには、折りたたみアイコン（-）をクリックします。

手順

1. メインメニューでヘルプを選択します。ヘルプフライアウトが開きます。

2. ヘルプフライアウトで、次のいずれかを実行します。

• ヘルプを開いて開始トピックを表示するには、ヘルプの参照を選択します。

• ヘルプを開いて、表示している画面またはダイアログのヘルプトピックを表示するには、このペー
ジのヘルプを選択します。

ヒント：画面が灰色で、フライアウトパネルまたはプロパティウィンドウを表示している場合は、
メインメニューでヘルプを選択することはできません。ヘルプを開くには、 初にフライアウトま
たはプロパティウィンドウを閉じてから、メインメニューでヘルプを選択します。

画面表示フィルター
いくつかの画面には表示フィルターが含まれています。表示フィルターを使用すると、画面に情報を表示
する方法を制御できます。たとえば、ボリューム画面の表示フィルターを使用すると、表示されているボ
リュームをフィルター、グループ化、およびソートすることができます。

画面上部のフィルターボタンをクリックすると、フィルターメニューが開きます。さまざまなフィルター
設定の確認および変更ができます。フィルター設定を変更すると、画面に設定がすぐに適用されます。
フィルターボタンの右上の数字は、適用されているフィルタータイプの数を示します。次の例で、数値 2
は 2 つのフィルタータイプが適用されていることを示しています。番号がない場合は、フィルターが適用
されておらず、すべてのオブジェクトが表示されていることを示しています。

 

• オブジェクト数。画面に表示されるオブジェクトの数とストレージシステム上のオブジェクトの数
が、画面名の右側に表示されます。次の例は、ストレージシステムに 63 個のボリュームがあることを
示しています。ただし、表示されているのは 28 個のボリュームのみです（セットメンバーシップフィ
ルターが適用されるため）。
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• フィルタリング。フィルタリングにより、表示するオブジェクトまたは表示しないオブジェクトを選
択できます。たとえば、ボリューム画面では、ボリュームのステータス、エクスポートタイプ、およ
びセットメンバーシップでフィルタリングできます。

• グループ化。一部のフィルターメニューには、グループ化設定が含まれています。グループ化により、
オブジェクトをカテゴリ別に表示できます。たとえば、ボリューム画面では、ステータス、プロビジョ
ニングタイプ、またはサイズごとのグループ別にボリュームを表示できます。

• ソーティング。一部のフィルターメニューには、ソーティング設定が含まれています。ソーティング
により、オブジェクトを昇順または降順で表示できます。たとえば、ボリューム画面では、名前順ま
たはサイズ順にボリュームを表示できます。
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構成の概要

• システムハードウェア HPE Primera ストレージシステムには、物理ドライブを含むベースエンクロー
ジャーが含まれます。物理ドライブをストレージシステムに追加するために、オプションのドライブ
エンクロージャー（図には表示されていません）を使用できます。

ベースエンクロージャーには、ストレージシステムのコントローラーやその他のコンポーネントも格
納されます。ストレージコントローラーのファイバーチャネルおよび iSCSI ポートは、ホスト（サー
バー）への IO 接続を提供します。ストレージコントローラーの内蔵イーサネットポートは、ネット
ワークへの接続を提供します。ストレージコントローラーの内蔵 RCIP ポートは、HPE Primera
Remote Copy 構成で使用する接続を提供します。

• システム OS および UI。HPE Primera OS および HPE Primera UI は、ストレージシステムに工場出荷
時にインストールされます。OS は、ストレージシステムの物理ドライブからストレージの仮想プール
を自動的に作成します。

ストレージシステムの管理とサービスは、コンピューターから UI を参照して行います。OS のアップ
デートは、UI を参照して実行されます。

• ブラウザーを備えたコンピューター。サポートされているブラウザーを備えたコンピューターを使用
して、ストレージシステム上の HPE Primera UI を初期化、管理、および保守します。同じコンピュー
ターを使用して、HPE SSMC のインスタンスからストレージシステムを管理することもできます。

• HPE SSMC。HPE Primera UI を使用することに加えて、HPE SSMC を使用して、ストレージボリュー
ム、ホスト接続、およびホストへのボリュームエクスポートを作成および管理できます。さらに HPE
SSMC は、HPE Primera UI と比較して機能が追加されています 。

HPE SSMC は、ネットワークに接続されている仮想マシンサーバーにデプロイされます。HPE SSMC
インターフェイスは、コンピューターから参照することでアクセスできます。HPE SSMC は、複数の
HPE Primera および HPE 3PAR ストレージシステムを同時に管理できます。

• HPE InfoSight。HPE Primera ストレージシステムは、HPE InfoSight サポートを使用するように簡単
に構成できます。このサポートは、HPE Primera UI または HPE SSMC を参照することで有効にする
ことができます。

• ホスト（サーバー）。ホストは、ファイバーチャネルまたはイーサネットによって HPE Primera スト
レージシステムのストレージコントローラーポートに接続されます。複数のタイプのホストのオペ
レーティングシステムがサポートされています。
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HPE Primera 600 モデルの概要
HPE Primera 600 ストレージシステムには、HPE Primera 630、HPE Primera 650、および HPE Primera
670 が含まれています。各モデルは、オールフラッシュドライブ構成またはコンバージドドライブ構成で
使用できます。コンバージドドライブ構成は、フラッシュと非フラッシュの物理ドライブの混在をサポー
トします。すべてのモデルには、HPE Primera OS および HPE Primera UI が工場出荷時にインストール
されます。

以下に基本構成の概要を示します。使用可能なアドオンドライブエンクロージャーとその他のオプショ
ンに関する情報は含まれません。ホストポートの数や 大ストレージ容量などについて詳しくは、HPE
Primera 600 QuickSpecs を参照してください。

• HPE Primera A630 および C630。A630 はオールフラッシュドライブ構成で、C630 はコンバージドド
ライブ構成です。630 には、2U または 4U のベースエンクロージャーが含まれています。2U ベースエ
ンクロージャーには、2 つのストレージコントローラーが含まれています。4U ベースエンクロー
ジャーには、2 つまたは 4 つのストレージコントローラーが含まれています。2U および 4U ベースエ
ンクロージャーには、それぞれ 大 24 または 48 個の SFF（2.5 型）の物理ドライブを収容できます。
各ストレージコントローラーには 1 つの CPU があり、 大 16 個のホストポートをサポートします。

• HPE Primera A650 および C650。A650 はオールフラッシュドライブ構成で、C650 はコンバージドド
ライブ構成です。650 には、2U または 4U のベースエンクロージャーが含まれています。2U ベースエ
ンクロージャーには、2 つのストレージコントローラーが含まれています。4U ベースエンクロー
ジャーには、2 つまたは 4 つのストレージコントローラーが含まれています。2U および 4U ベースエ
ンクロージャーには、それぞれ 大 24 または 48 個の SFF（2.5 型）の物理ドライブを収容できます。
各ストレージコントローラーには 2 つの CPU があり、 大 48 個のホストポートをサポートします。

• HPE Primera A670 および C670。 A670 はオールフラッシュドライブ構成で、C670 はコンバージド
ドライブ構成です。670 には、2U または 4U のベースエンクロージャーが含まれています。2U ベース
エンクロージャーには、2 つのストレージコントローラーが含まれています。4U ベースエンクロー
ジャーには、2 つまたは 4 つのストレージコントローラーが含まれています。2U および 4U ベースエ
ンクロージャーには、それぞれ 大 24 または 48 個の SFF（2.5 型）の物理ドライブを収容できます。
各ストレージコントローラーには 2 つの CPU があり、 大 48 個のホストポートをサポートします。

HPE SPOCK について
HPE SPOCK は、サポート対象の HPE ストレージの構成と製品の相互運用性の詳細情報を提供します。

ストレージシステムと次のものとの相互運用性に関する情報を参照できます。ファイバーチャネルス
イッチ、ホストバスアダプター（HBA）、コンバージドネットワークアダプター（CNA）、ストレージ管理
ソフトウェア、およびホストオペレーティングシステム。

HPE SPOCK には、HPE SAN Design Reference Guide などの一般情報も含まれます。このガイドでは、
ストレージエリアネットワーク（SAN）の設計と構成の方法について説明しています。ここでは、HPE
ストレージシステム、ストレージ管理ツール、およびファイバーチャネル製品を使用して、オープンな異
種 SAN を構成する方法について説明しています。

HPE SPOCK の Web サイトは http://www.hpe.com/storage/spock にあります。ログインするには
HPE パスポートアカウントが必要です。

HPE Quick Specs について
HPE QuickSpecs は、HPE のハードウェアとソフトウェアの技術的な概要と仕様を提供します。

HPE Primera の QuickSpecs には以下のものが含まれます。
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• HPE Primera モデルおよびホスト OS サポートの概要。仕様：コントローラー、CPU およびキャッ
シュ、ホストポート、SSD ドライブ、HDD ドライブ、物理容量、およびアドオンのドライブエンク
ロージャー。

• 注文のための段階的な構成ガイダンス：ベースエンクロージャーとコントローラーノード、ホストア
ダプター、SAS アダプター、ドライブエンクロージャー、物理ドライブ、およびケーブル。

• 工場での設置とご自身（現場）での設置のためのラックオプション。

• 包括的なソフトウェアライセンスとデータ暗号化ライセンスに関する情報。

• 物理的な寸法、電源要件、環境仕様。

HPE QuickSpecs を見つけるには、https://www.hpe.com/info/qs にアクセスしてください。

HPE パスポートについて
HPE パスポートは、1 つのユーザー ID とパスワードを使って多くの HPE Web サイトにサインインでき
る、シングルサインインサービスです。お使いのメールアドレスが HPE パスポート ID になります。

• アカウントプロファイル（ユーザー ID、パスワード、名前、メールアドレス、国、言語設定）が保存
されているため、サインインする際に再入力する必要はありません。

• アカウントプロファイルは、業界標準の暗号化技術で保護され、HPE の厳格なプライバシーポリシー
に従っています。

• Cookie は、すべての HPE パスポートサイトでパーソナライズと認証に使用されます。

HPE パスポートアカウントを作成するかサインインするには、https://cf.passport.hpe.com/hppcf/
login.do にアクセスします。

関連する HPE ストレージ管理インターフェイス

• HPE Primera UI。HPE Primera UI は、単一の HPE Primera ストレージシステムを管理するためのグ
ラフィカルユーザーインターフェイスです。

HPE Primera UI ソフトウェアは各 HPE Primera ストレージシステムに含まれていて、サーバーにイン
ストールする必要はありません。

• HPE Primera CLI。HPE Primera CLI は、一度に 1 つの HPE Primera ストレージシステムを管理する
ための、テキストベースのコマンドラインインターフェイスです。この機能は、HPE Primera ストレー
ジシステム上の HPE Primera OS に含まれています。HPE Primera CLI クライアントソフトウェア
は、さまざまなコンピューターオペレーティングシステムを実行しているホスト（サーバー）にイン
ストールできます。

• HPE SSMC。HPE SSMC は、一度に複数の HPE Primera および HPE 3PAR ストレージシステムを管
理するためのグラフィカルユーザーインターフェイスです。このソフトウェアは、HPE Software
Depot からダウンロードされる仮想アプライアンスとして入手できます。このソフトウェアは、サ
ポートされている複数の仮想マシン環境にデプロイできます。

HPE SSMC は、HPE Primera UI と比較して追加の機能を提供します。

FAQ
• HPE Primera UI とは何ですか。
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HPE Primera UI は、単一の HPE Primera ストレージシステムの管理と保守のための、使いやすいグラ
フィカルユーザーインターフェイスです。詳細は、HPE Primera UI の概要を参照してください。

• HPE Primera ストレージシステムにサービスプロセッサーは必要ですか。

いいえ。サービスプロセッサーは必要ありません。HPE Primera UI が保守機能を提供します。この保
守機能により、次のことが可能になります。

◦ ストレージシステムを初期化します。

◦ HPE Primera OS を新しいリリースとアップデートでアップデートします。詳細は、HPE Primera
OS についてを参照してください。

◦ ストレージシステムのヘルス状態を監視します。詳細は、ダッシュボードについてを参照してくだ
さい。

◦ 新しいハードウェアがストレージシステムに追加されたら、ファームウェアをアップデートしま
す。

◦ HPE サポートにテレメトリデータを送信し、HPE InfoSight を使用して診断情報とアラートを提供
します。詳細は、HPE InfoSight についてを参照してください。

• HPE SSMC を使用して HPE Primera ストレージシステムを管理することはできますか。

はい。HPE SSMC バージョン 3.6 以降が必要です。

• CLI を使用して HPE Primera ストレージシステムを管理することはできますか。

はい。HPE Primera OS には HPE Primera CLI が含まれています。ただし、コマンドラインインター
フェイスは、上級ユーザーとストレージスペシャリスト向けです。
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ダッシュボード

ダッシュボードでは、システム全体の概要を一目で確認できます。

タスクについて 概念について

• メインダッシュボードの表示

• 容量ダッシュボードの表示

• パフォーマンスダッシュボードの表示

• ダッシュボードについて

• メインダッシュボードのプロパティ

• 容量ダッシュボードのプロパティ

• パフォーマンスダッシュボードのプロパティ

メインダッシュボードの表示
メインダッシュボードには、システム全体の概要が表示されます。詳細は、ダッシュボードについてを参
照してください。

手順

1. メインメニューで、ダッシュボードを選択します。

2. ダッシュボード画面が開きます。

容量ダッシュボードの表示
容量ダッシュボードには、ストレージシステムの容量の概要が表示されます。詳細は、ダッシュボードに
ついてを参照してください。

手順

1. メインメニューで、ダッシュボードを選択します。

2. ダッシュボード画面の容量パネルで、詳細表示をクリックします。

容量画面が開きます。

パフォーマンスダッシュボードの表示
パフォーマンスダッシュボードには、接続されたホストでのストレージシステムの IO パフォーマンスの
概要が表示されます。詳細は、ダッシュボードについてを参照してください。

手順

1. メインメニューで、ダッシュボードを選択します。

2. ダッシュボード画面のパフォーマンスパネルで、詳細表示をクリックします。

パフォーマンス画面が開きます。

ヒント：エクスポートされたボリュームがない場合、詳細表示リンクは使用できません。
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ダッシュボードについて
メインダッシュボードにはストレージシステム全体の概要が表示されます。概要情報から、次のことがわ
かります。

• ヘルス。新しいアラート、ストレージボリュームのヘルス、ストレージシステムのハードウェアとソ
フトウェアのヘルス。

• 容量。合計空きスペースと使用済みスペース、および物理ドライブで使用されているスペースの割合。

• パフォーマンス。過去 24 時間のホストのオンラインホスト数とストレージシステムの平均 IOPS、帯
域幅、遅延。

容量ダッシュボードには以下に関する情報が表示されます。

• 容量のオーバープロビジョニング。ストレージシステムのオーバープロビジョニング率、エクスポー
ト済み容量、使用可能容量、および使用済み容量。

• スペースのセービング。ストレージシステムの合計スペースセービングと、シンプロビジョニングお
よびデータ削減機能によるセービング。

• 空きスペースと使用済みスペースの内訳。ストレージシステムの合計空き容量とボリュームタイプ別
の使用済み容量の割合。

• 過去 12 か月間にプロビジョニングされた容量の傾向。

パフォーマンスダッシュボードには以下に関する情報が表示されます。

• ストレージシステムからホストへの IOPS。ストレージシステムのデータおよびタイムラインのグラ
フは、過去 24 時間の接続されたホストでの IO、読み取り、および書き込みの平均の集計を示します。

• ストレージシステムからホストへの遅延。ストレージシステムのデータおよびタイムラインのグラフ
は、過去 24 時間の接続されたホストでの平均 IO 遅延を示します。

• ストレージからホストへの帯域幅。ストレージシステムのデータおよびタイムラインのグラフは、過
去 24 時間の接続されたホストでの平均帯域幅を示します。

• トップのホスト。過去 24 時間にストレージシステムで も IOPS が高かったホストを示すブロック
チャート。

ダッシュボードのヘルスアイコンについて
ダッシュボード画面のヘルスパネルのアイコンは、ストレージシステムのヘルスステータスを示します。

各ヘルスカテゴリで、 も重大なステータスが報告されます。たとえば、ヘルスカテゴリ内の 1 つのオブ
ジェクトのステータスがクリティカルで、2 つのオブジェクトのステータスが劣化の場合、ヘルスカテゴ
リはクリティカルとして表示されます。
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ダッシュボードのヘルスアイコン

ヘルスカテゴリ... ヘルスアイコンの意味...

ストレージのヘルス

ストレージボリュームのステータスに基づく

 ストレージのヘルスは良好です。劣化またはク
リティカルのステータスのストレージオブジェク
トはありません。

 ストレージのヘルスは劣化です。1 つ以上のス
トレージオブジェクトのステータスが劣化です。

 ストレージのヘルスはクリティカルです。1 つ
以上のストレージオブジェクトのステータスがク
リティカルです。

システムヘルス

ハードウェアおよびストレージシステムの OS の
ステータスに基づく

 ストレージシステムのハードウェアと OS のヘ
ルスは良好です。劣化またはクリティカルのス
テータスのハードウェアまたは OS のオブジェク
トはありません。

 ストレージシステムのハードウェアまたは OS
のヘルスは劣化です。1 つ以上のハードウェアま
たは OS のオブジェクトのステータスが劣化また
は障害です。

コールホームのヘルス

ストレージシステムのテレメトリのステータスに
基づく

 コールホーム機能のヘルスは良好です。劣化ま
たはクリティカルのステータスのコールホームオ
ブジェクトはありません。

 コールホーム機能のヘルスは劣化です。1 つ以
上のコールホームオブジェクトのステータスが劣
化です。

 コールホーム機能のヘルスはクリティカルで
す。1 つ以上のコールホームオブジェクトのス
テータスがクリティカルです。

メインダッシュボードのプロパティ
このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。

ダッシュボード画面

プロパティ： 説明：

システム名（左上隅） ストレージシステム上の名前。

表は続く
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ダッシュボード画面

ヘルスのプロパティ

新規アラートの数 ストレージシステムが生成したクリティカル、メジャー、ま
たはマイナーの新しいアラートの数。詳細は、アラートにつ
いてを参照してください。

ヘルスアイコン ストレージボリューム、システムのハードウェアと OS、お
よびコールホーム機能のヘルスを示すアイコン。詳細は、
ダッシュボードのヘルスアイコンについてを参照してくださ
い。

容量のプロパティ

空きスペース ストレージシステムの合計空き物理スペース。

容量（グラフ） 使用済みスペースの量と使用可能な空きスペース。

SSD（グラフ） ソリッドステート物理ドライブで使用されている容量の割
合。詳細は、物理ドライブ、デバイスタイプ、ストレージ階
層についてを参照してください。

FC（グラフ） ファストクラス物理ドライブで使用されている容量の割合。
詳細は、物理ドライブ、デバイスタイプ、ストレージ階層に
ついてを参照してください。

NL（グラフ） ニアライン物理ドライブで使用されている容量の割合。詳細
は、物理ドライブ、デバイスタイプ、ストレージ階層につい
てを参照してください。

パフォーマンスのプロパティ

オンラインのホスト ボリュームをエクスポートしたホストの数。詳細は、エクス
ポートされたボリュームについてを参照してください。

IOPS（IO/秒） すべてのホストにエクスポートされたすべてのボリューム
の、過去 24 時間のストレージシステムの総平均 IO。

帯域幅（MiB/秒） すべてのホストにエクスポートされたすべてのボリューム
の、過去 24 時間のストレージシステムの総平均 IO 帯域幅。

遅延（ミリ秒） 1 時間でのストレージシステムの総平均 IO 遅延。すべての
ホストにエクスポートされたすべてのボリュームについて、
過去 24 時間の平均が取られます。遅延は、ホストが IO リク
エストを開始してからストレージシステムがリクエストに応
答するまでの時間を測定します。
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パフォーマンスダッシュボードのプロパティ
このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。

パフォーマンスダッシュボード画面

プロパティ： 説明：

IOPS のプロパティ

IOPS エクスポートされたボリュームの過去 24 時間の
IOPS の数。

IOPS（グラフ） エクスポートされたボリュームの過去 24 時間の
読み取りおよび書き込み IOPS の数。詳細は、エ
クスポートされたボリュームについてを参照して
ください。

遅延のプロパティ

遅延 1 時間でのストレージシステムの総平均 IO 遅延。
すべてのホストにエクスポートされたすべてのボ
リュームについて、過去 24 時間の平均が取られま
す。遅延は、ホストが IO リクエストを開始してか
らストレージシステムがリクエストに応答するま
での時間を測定します。

遅延（グラフ） 1 時間でのストレージシステムの読み取りと書き
込みの IO 遅延。すべてのホストにエクスポート
されたすべてのボリュームについて、過去 24 時間
の平均が取られます。遅延は、ホストが IO リクエ
ストを開始してからストレージシステムがリクエ
ストに応答するまでの時間を測定します。

帯域幅のプロパティ

帯域幅 すべてのホストにエクスポートされたすべてのボ
リュームの、過去 24 時間のストレージシステムの
総平均 IO 帯域幅。

帯域幅（グラフ） すべてのホストにエクスポートされたすべてのボ
リュームの、過去 24 時間のストレージシステムの
読み取りと書き込みの帯域幅。

トップのホストのプロパティ

IOPS（ブロックチャート） 過去 24 時間でストレージシステムで も IO 操
作が多かったホスト。グラフ内の各ブロックに
は、ホスト名と IOPS の数が表示されます。 大
10 個のホストを表示できます。
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容量ダッシュボードのプロパティ
このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。

容量ダッシュボード画面

プロパティ： 説明：

オーバープロビジョニングのプロパティ

オーバープロビジョニング（率） ストレージシステム上のすべてのボリュームの
オーバープロビジョニング率。詳細は、オーバー
プロビジョニングについてを参照してください。

エクスポート済み容量 ホストにエクスポートされたボリュームの合計容
量。詳細は、エクスポートされたボリュームにつ
いてを参照してください。

使用可能容量 RAID およびシステムのオーバーヘッド後にスト
レージシステムに保存できる合計容量。データ削
減（重複排除と圧縮）およびシンプロビジョニン
グによるセービングは含まれません。

使用済み容量 消費された合計容量。

セービングのプロパティ

セービングの合計（比率） ストレージシステム上のすべてのボリュームの圧
縮率。

比率は、物理ドライブで使用されるスペースと比
較したすべてのボリュームの仮想サイズを示しま
す。たとえば、2.5:1 の比率は、仮想サイズが物理
ドライブで使用される容量の 2.5 倍であることを
示します。

プロビジョニング済み容量 ホストが使用できるように見えるストレージシス
テムの容量。

ホスト書き込み容量 データ削減（重複排除と圧縮）が適用されなかっ
た場合にホストの書き込みに使用される、スト
レージシステム上のスペースの量。

使用済み容量 消費されたストレージシステムの合計容量。（残
りは空き容量です。）データ削減またはシンプロビ
ジョニングのセービングは含まれません。（デー
タ削減には、重複排除と圧縮が含まれます。）

シンセービング ボリュームのシンプロビジョニングによりセービ
ングされたストレージシステムの容量。

表は続く
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容量ダッシュボード画面

データ削減セービング ボリュームのデータ削減によりセービングされた
ストレージシステムの容量。（データ削減には、重
複排除と圧縮が含まれます。）

空きスペースと内訳のプロパティ

空きスペース ストレージシステム上の合計空き容量。

ボリュームの使用済み容量 ボリュームで使用されるストレージシステム容量
の割合。この割合には、ベースボリュームとク
ローンボリュームが含まれます。詳細は、 ボ
リュームについてを参照してください。

スナップショットの使用済み容量 スナップショットボリュームで使用されるスト
レージシステム容量の割合。詳細は、 ボリューム
についてを参照してください。

システムボリュームの使用済み容量 システムボリュームで使用されるストレージシス
テム容量の割合。ユーザーはシステムボリューム
にアクセスできません。

空き容量 ボリュームを作成するために空いているストレー
ジシステム容量の割合。

障害容量 障害が発生しているとマークされている物理ドラ
イブ上のストレージシステム容量の割合。

容量の傾向

プロビジョニング済み容量 過去 12 か月間にプロビジョニングされた容量の
傾向。

使用済み容量 過去 12 か月間に使用された容量の傾向。
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ストレージ

ストレージ画面では、ストレージシステムのアプリケーションセット、ボリューム、ホストセット、およ
びホストを表示できます。

表示と管理について 概念について

• アプリケーションセット

• ボリューム

• ホストセット

• ホスト

• アプリケーションセットについて

• ボリュームについて

• ホストセットについて

• ホストについて

ホストセット
ホストセット画面には、ホストセットの名前と主要なプロパティが表示されます。ホストセットの主要な
プロパティタイルをクリックすると、ホストセット画面が開いてホストセットの詳細なプロパティが表示
されます。

タスクについて 概念について

• ホストセットの表示

• ホストセットの作成

• ホストセットの編集

• ホストセットの削除

• ホストセットへのホストの追加

• ホストセットからのホストの削除

• ホストセットについて

• ホストセットのプロパティ

ホストセットの表示

ホストセット画面にはすべてのホストセットの名前と主要なプロパティを表示でき、ポート画面に個々の
ホストセットの詳細なプロパティを表示できます。詳細は、ホストセットについておよびホストセットの
プロパティを参照してください。

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、ホストセットタイルをクリックします。

ホストセット画面には、ホストセットの名前と主要なプロパティが表示されます。
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• デフォルトでは、ホストセットはステータス別にグループ化され、障害または劣化のステータス
（ある場合）が 初にリストされます。ステータスグループ内では、ホストセットは名前順にリス
トされます。

• 特定のホストセットを名前で検索するには、検索（ ）を使用できます。

• ホストセットをフィルタリング、グループ化、ソートするには、フィルターボタンを使用できま
す。

◦ ステータス（すべて、正常、劣化、障害、不明）でフィルタリングできます。

◦ グループ化によって、画面上のホストセットを整理できます。グループ化しないことや、ステー
タスごとにグループ化することもできます。

◦ ホストセット名またはホストセット内のメンバー（ホスト）の数で並べ替えることができます。

3. ホストセットに関する詳細情報を表示するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。

個々のホストセットの画面が開き、次のプロパティが表示されます。ステータスバー、一般、メン
バー、ボリュームのエクスポート、およびアプリケーションセットのエクスポート。

ホストセットの作成

ホストセットを使用して、複数のホストを単一のリソースとして編成および管理できます。詳細は、ホス
トセットについてを参照してください。

ホストセットを作成すると、次のことができます。

• ホストセットの一般プロパティを指定します。

• 既存のホストを選択するか、新しいホストをその場で作成して、ホストセット内のホストを指定しま
す。

• 各ホストのポートタイプとパスを指定します。

• 各ホストのオプション設定を指定します。

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、次のいずれかを実行します。

• クイックアクションで、ホストセットの作成タイルをクリックします。表示されたダイアログの指
示に従います。

• ホストセットタイルをクリックします。ホストセット画面で、画面の右上にある追加アイコン（+）
をクリックします。表示されたダイアログの指示に従います。

ホストセットの編集

ホストセットを編集すると、次のことができます。

• ホストセットの一般プロパティを変更します。

• ホストセットに含まれるホストを追加および削除します。
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手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、ホストセットタイルをクリックします。ホストセット画面が開きます。

3. ホストセットを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。ホストセットの画面
が開きます。

4. アクションメニューで編集を選択します。表示されたダイアログの指示に従います。

ホストセットの削除

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、ホストセットタイルをクリックします。ホストセット画面が開きます。

3. ホストセットを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。ホストセットの画面
が開きます。

4. アクションメニューで、削除を選択します。表示されたダイアログの指示に従います。

ホストセットへのホストの追加

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、ホストセットタイルをクリックします。ホストセット画面が開きます。

3. ホストセットを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。

4. ホストセットの画面で、アクションメニューから編集を選択します。

5. ホストセットの編集ダイアログで、ホストの追加パネルの追加アイコン（+）をクリックします。表示
されたダイアログの指示に従います。

6. ホストを追加した後、ホストセットの編集ダイアログで保存をクリックします。

ホストセットからのホストの削除

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、ホストセットタイルをクリックします。ホストセット画面が開きます。

3. ホストセットを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。

4. ホストセットの画面で、アクションメニューから編集を選択します。ホストセットの編集ダイアログ
が開きます。

5. ホストの追加パネルで、ホストを見つけます。

6. ホストの削除アイコン（x）をクリックしてから、保存をクリックします。

ストレージ 26



ホストセットについて

ホストセットは、単一のリソースとして管理できる個々のホストの論理セットです。

たとえば、ホストセットが 3 つのホストで構成されている場合、ボリュームをセットにエクスポートする
と、ボリュームはセット内の各ホストにエクスポートされます。ホストがホストセットに追加されると、
ホストセットのエクスポートされたボリュームはすべて、新しいホストに自動的にエクスポートされま
す。

詳細は、エクスポートされたボリュームについてを参照してください。

ホストセットのプロパティ

このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。

ホストセット画面（すべてのホストセット）

プロパティ… 説明…

ホストセット名 ホストセットの名前。

ステータス ホストセットのステータス：正常、劣化、障害、または不明。

メンバーの数 ホストセットのメンバーであるホストの数。

アプリケーションセットの数 ホストセットにエクスポートされたアプリケーションセットの数。

ボリューム数 ホストセットにエクスポートされたボリュームの数。詳細は、エクス
ポートされたボリュームについてを参照してください。

ホストセット画面（個々のホストセット）

プロパティ… 説明…

一般プロパティ

エクスポート済みサイズ ホストセットにエクスポートされたボリュームの合計仮想サイズ。仮
想サイズは、ボリュームがホストに見えるサイズです。

仮想サイズは RAID レベルによって異なり、ボリュームに使用される物
理ドライブスペースと同じではありません。

コメント ホストセットに関するユーザーの一般的なコメント。

メンバーのプロパティ

メンバーの数 ホストセットのメンバーであるホストの数。

メンバーのプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

表は続く
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ホストセット画面（個々のホストセット）

ホスト名 ホストセットのメンバーであるホストの名前。

オペレーティングシステム ホストのオペレーティングシステム。

パスの数 ストレージシステムとホスト間のパス（接続）の数。

ボリュームのエクスポートのプロパティ

ボリュームのエクスポート数 ホスト上のエクスポートされたボリュームの数。詳細は、エクスポート
されたボリュームについてを参照してください。

ボリュームのエクスポートのプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

ボリューム名 ホストセットにエクスポートされたボリュームの数。

アプリケーションセットのエクスポートのプロパティ

アプリケーションセットのエ
クスポート数

ホストセットにエクスポートされるアプリケーションセットの数。詳
細は、アプリケーションセットについてを参照してください。

アプリケーションセットのエクスポートのプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

アプリケーションセット名 ホストセットのエクスポート先となっているアプリケーションセット
の名前。

ホスト
ホスト画面には、ホストの名前と主要なプロパティが表示されます。ホストの主要なプロパティタイルを
クリックすると、ホスト画面が開いてホストの詳細なプロパティが表示されます。

タスクについて 概念について

• ホストの表示

• ホストの作成 - 概要

• ホストの編集

• ホストの削除

• ホストへのパスの追加

• ホストへのパスの削除

• ホストについて

• ホストのプロパティ

ホストの表示

ホスト画面にはすべてのホストの名前と主要なプロパティを表示でき、ホスト画面に個々のホストの詳細
なプロパティを表示できます。詳細は、ホストについておよびホストのプロパティを参照してください。
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手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、ホストタイルをクリックします。

ホスト画面には、すべてのホストの名前と主要なプロパティが表示されます。

• デフォルトでは、ホストはステータス別にグループ化され、障害または劣化のステータス（ある場
合）が 初にリストされます。ステータスグループ内では、ホストは名前順にリストされます。

• 特定のホストを名前で検索するには、検索（ ）を使用できます。

• ホストをフィルタリング、グループ化、およびソートするには、フィルターボタンをクリックしま
す。

◦ ステータス別（障害、劣化、正常、および不明）、およびホストがボリュームをエクスポートし
たかどうかでフィルタリングできます。

◦ グループ化により、画面上のホストを整理できます。グループ化しないことや、以下によるグ
ループ化が可能です。

– ステータス：すべて、正常、劣化、障害、不明

– Host Persona：たとえば、Windows Server または AIX。

– ホスト OS：たとえば、Windows 2008/2008 R2 または AIX-legacy

– パス：パスまたはパスなし。

◦ ホスト名およびステータスで並べ替えることができます。

3. ホストに関する詳細情報を表示するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。

個々のホストの画面が開き、次のプロパティが表示されます。ヘルス、一般、パス、ボリュームのエ
クスポート、およびアプリケーションセットのエクスポート。

ホストの作成 - 概要

HPE Primera UI ではホストセットの使用により、ホストの管理が簡素化されています。ホストセットを
作成するとき、1 つ以上のホストを作成できます。または、既存のホストセットを編集して新しいホスト
を追加することにより、ホストを作成できます。

詳細は、ホストセットの作成およびホストセットへのホストの追加を参照してください。

ホストの編集

ホストを編集すると、次のことができます。

• ホストの一般プロパティ（名前およびオペレーティングシステム）を変更します。

• ホストへのポートパスを追加および削除します。

• ホストのオプション設定を変更します （IP アドレス、場所、モデル、連絡先、コメント）。

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、ホストタイルをクリックします。ホスト画面が開きます。
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3. ホストを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。ホストの画面が開きます。

4. アクションメニューで編集を選択します。表示されたダイアログの指示に従います。

ホストの削除

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、ホストタイルをクリックします。ホスト画面が開きます。

3. ホストを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。ホストの画面が開きます。

4. アクションメニューで、削除を選択します。表示されたダイアログの指示に従います。

ホストへのパスの追加

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、ホストタイルをクリックします。ホスト画面が開きます。

3. ホストを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。

4. ホストの画面で、アクションメニューから編集を選択します。ホストの編集ダイアログが開きます。

5. パスパネルで、追加アイコン（+）をクリックします。表示されたダイアログの指示に従います。

6. パスを追加した後、ホストの編集ダイアログで保存をクリックします。

ホストへのパスの削除

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、ホストタイルをクリックします。ホスト画面が開きます。

3. ホストを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。

4. ホストの画面で、アクションメニューから編集を選択します。ホストの編集ダイアログが開きます。

5. パスパネルで、ホストパスを見つけます。

6. ホストパスの削除アイコン（x）をクリックしてから、保存をクリックします。

ホストについて

ホストは、HPE Primera ストレージシステムのボリュームにデータを保存するサーバーまたはその他のコ
ンピューターです。

有効なホストと無効なホスト

ホストは HPE Primera OS がホストのアダプターポート接続を検出したときにアクティブとみなされま
す。アクティブなホストには、複数のアプリケーションセットとボリュームをエクスポートできます。
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ホストは HPE Primera OS がホストのアダプターポート接続を検出しなかったときに非アクティブとみ
なされます。この状況が発生する可能性があるのは、ホストがオフラインであるか、アダプターポートか
ら切断されている場合です。または、エラー状態になっている場合です。

Host Persona

Host Persona は、FC ポートまたは iSCSI ポートに接続されているホストの動作のセットです。Host
Persona により、ホストはホスト OS のデフォルトの動作とは異なる動作が可能です。

ホストに Persona を割り当てると、異なる応答が必要な複数のホストタイプを同じアダプターポートに接
続できます。たとえば、Windows、Linux、AIX オペレーティングシステムが実行されているホストが、
同じアダプターポートに接続できます。

ホストのプロパティ

このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。

ホスト画面（すべてのホスト）

プロパティ… 説明…

ホスト名 ホストの名前。

ステータス ホストのステータス：正常、劣化、障害、または不明。

ホスト画面（個々のホスト）

プロパティ… 説明…

ヘルスのプロパティ

ステータス ホストのステータス：正常、劣化、障害、または不明。

ステータスの説明 正常以外のステータスの場合は、ステータスに関する追加情報がありま
す。

一般プロパティ

ホストセット ホストが存在しているホストセット。

エクスポート済みサイズ ホストセットにエクスポートされたボリュームの合計仮想サイズ。詳
細は、エクスポートされたボリュームについてを参照してください。

場所 ホストの場所に関するユーザーのコメント。

IP アドレス ホストの IP アドレス。

モデル ホストモデルに関するユーザーのコメント。

表は続く
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ホスト画面（個々のホスト）

オペレーティングシステム ホストのオペレーティングシステム。

Persona Host Persona。ホストについてを参照してください。

連絡先 ホストの連絡先に関するユーザーのコメント。

コメント ホストに関するユーザーの一般的なコメント。

パスのプロパティ

ホストへのパスの数 ストレージシステムとホスト間のパス（接続）の数。

パスのプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

WWN/iSCSI 名 パスの World Wide Name または iSCSI 名。

システムポート（N:S:P） ノード:スロット:ポートで示されるポート。N は、ストレージシステム
コントローラーのノード番号です。S は、IO カードが取り付けられてい
るコントローラーノードのスロット番号です。P は IO カードのポート
番号です。

ボリュームのエクスポートのプロパティ

ボリュームのエクスポート数 ホストにエクスポートされたボリュームの数。詳細は、エクスポートさ
れたボリュームについてを参照してください。

ボリュームのエクスポートのプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

LUN ボリュームがホストにエクスポートされたときのボリュームの論理ユ
ニット番号。

ボリューム エクスポートされたボリュームの名前。

マウントポイント エクスポートされたボリュームのホスト OS マウントポイント。

アプリケーションセットのエクスポートのプロパティ

アプリケーションセットのエ
クスポート数

ホストにエクスポートされるアプリケーションセットの数。詳細は、ア
プリケーションセットについてを参照してください。

アプリケーションセットのエクスポートのプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

名前 エクスポートされたアプリケーションセットの名前。

アプリケーションセット
アプリケーションセット画面には、ストレージシステムのアプリケーションセットが表示されます。アプ
リケーションセットは、ストレージボリュームを整理して操作するための便利な手段です。
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タスクについて 概念について

• アプリケーションセットの表示

• アプリケーションセットの作成

• アプリケーションセットの編集

• アプリケーションセットの削除

• アプリケーションセットへのボリュームの追加

• アプリケーションセットからのボリュームの削
除

• アプリケーションセットへのスナップショット
スケジュールの追加

• アプリケーションセットからのスナップショッ
トスケジュールの削除

• アプリケーションセットへのホストセットエク
スポートの追加

• アプリケーションセットからのホストセットエ
クスポートの削除

• アプリケーションセットのオンデマンドスナッ
プショットの作成

• アプリケーションセットについて

• アプリケーションセットのエクスポートの状態
について

• アプリケーションセットのスナップショットに
ついて

• アプリケーションセットのスナップショット名
について

• アプリケーションセットの容量バーについて

• アプリケーションセットのプロパティ

アプリケーションセットの表示

すべてのアプリケーションセットの名前と重要なプロパティはアプリケーションセット画面に表示され
ます。また、アプリケーションセット画面の個々のアプリケーションセットの詳細なプロパティを表示す
ることもできます。詳細は、アプリケーションセットについておよびアプリケーションセットのプロパ
ティを参照してください。

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、アプリケーションセットタイルをクリックします。

アプリケーションセット画面には、アプリケーションセットの名前と重要なプロパティが表示されま
す。

• デフォルトでは、アプリケーションセットはステータス別にグループ化され、障害または劣化のス
テータス（ある場合）が 初にリストされます。ステータスグループ内では、アプリケーション
セットは名前順にリストされます。

• 特定のアプリケーションセットを名前で検索するには、検索（ ）を使用できます。

• アプリケーションセットをフィルタリング、グループ化、およびソートするには、 フィルターボタ
ンをクリックします。

◦ ステータス（すべて、正常、劣化、障害、不明）、エクスポートの状態、およびアプリケーショ
ンセットにスナップショットスケジュールがあるかどうかでフィルタリングできます。エクス
ポートの状態には、完全にエクスポートされています、一部がエクスポートされています、およ
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びエクスポートされていませんがあります。詳細は、アプリケーションセットのエクスポートの
状態についてを参照してください。

◦ グループ化によって、画面上でアプリケーションセットを整理できます。グループ化しないこと
や、ステータスまたはアプリケーション名でグループ化することもできます。

◦ アプリケーションセット名またはセット内のメンバー（ボリューム）の数で並べ替えることがで
きます。

• ヒント：

◦ アプリケーションセット画面には、HPE Primera UI で作成されなかったオブジェクトのタイル
を含めることができます。たとえば、HPE SSMC でアプリケーションボリュームセットまたは
仮想ボリュームセットとして作成されたオブジェクトなどがあります。

◦ オブジェクトステータスアイコンの下にアプリケーション名を示すタイルは、オブジェクトがア
プリケーションセットまたはアプリケーションボリュームセットのいずれであるかを示します。
たとえば、アプリケーション名が Oracle Database または My Sales Application である場合があ
ります。

3. アプリケーションセットに関する詳細情報を表示するには、その主要なプロパティタイルをクリック
します。

個々のアプリケーションセットの画面が開き、次のプロパティが表示されます。ステータスバー、一
般、メンバー、コピー、ホストセットのエクスポート、ホストのエクスポート、およびスナップショッ
トスケジュール。

アプリケーションセットの作成

アプリケーションセットを使用して、複数のボリュームを単一のリソースとして編成および管理できま
す。詳細は、アプリケーションセットについてを参照してください。

アプリケーションセットを作成すると、次のことが可能になります。

• アプリケーションセットの一般プロパティを指定します。

• 既存のボリュームを選択するか、新しいボリュームをその場で作成して、アプリケーションセットの
ボリュームを指定します。

• アプリケーションセットのスナップショットスケジュールを指定します。

• アプリケーションセットがエクスポートされるホストセットを指定します。

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、次のいずれかを実行します。

• クイックアクションで、アプリケーションセットの作成タイルをクリックします。表示されたダイ
アログの指示に従います。

• アプリケーションセットタイルをクリックします。アプリケーションセット画面で、画面の右上に
ある追加アイコン（+）をクリックします。表示されたダイアログの指示に従います。

アイコンが存在しない場合は、アプリケーションセットのアクションが利用できないを参照してく
ださい。

ストレージ 34



アプリケーションセットの編集

アプリケーションセットを編集すると、次のことが可能になります。

• アプリケーションセットの一般プロパティを変更します。

• アプリケーションセットのボリュームを追加および削除します。

• アプリケーションセットのスナップショットスケジュールを追加および削除します。

• ホストセットへのエクスポートを追加および削除します。

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、アプリケーションセットタイルをクリックします。アプリケーションセット画面
が開きます。

3. アプリケーションセットを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。アプリ
ケーションセットの画面が開きます。

4. アプリケーションセットの画面で、アクションメニューから編集を選択します。アプリケーション
セットの編集ダイアログが開きます。ダイアログの指示に従います。

• 選択したアプリケーションセットを HPE Primera UI で編集できない場合、ダイアログには HPE
SSMC または HPE Primera CLI を使用する必要があるということが記載されます。

• アクションメニューに編集アクションが存在しない場合、アプリケーションセットのアクションが
利用できないを参照してください。

5. 変更を加えたら、保存 をクリックします。

アプリケーションセットの削除

アプリケーションセットを削除する前に、HPE Primera UI は以下をチェックします。

• アプリケーションセットがスナップセット（親アプリケーションセットのスナップショット）である
かどうか。

• アプリケーションセットにメンバーボリュームがあるかどうか。

• アプリケーションセットに、エクスポートされたメンバーボリュームがあるかどうか。

• アプリケーションセットが、アプリケーションが指定されていないレガシー仮想ボリュームセットで
あるかどうか。

チェックに基づいて、削除アクションダイアログは削除を許可または禁止します。ダイアログには、メン
バーボリュームやエクスポートの削除などの影響も表示されます。

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、アプリケーションセットタイルをクリックします。アプリケーションセット画面
が開きます。
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3. アプリケーションセットを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。アプリ
ケーションセットの画面が開きます。

4. アクションメニューで、削除を選択します。表示されたダイアログの指示に従います。

アプリケーションセットへのボリュームの追加

新しいボリューム、既存のボリューム、またはその組み合わせをアプリケーションセットに追加できま
す。

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、アプリケーションセットタイルをクリックします。アプリケーションセット画面
が開きます。

3. アプリケーションセットを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。

4. アプリケーションセットの画面で、アクションメニューから編集を選択します。アプリケーション
セットの編集ダイアログが開きます。

アクションが存在しない場合は、アプリケーションセットのアクションが利用できないを参照してく
ださい。

5. ボリュームの追加パネルで、追加アイコン（+）をクリックします。表示されたダイアログの指示に従
います。

6. ボリュームを追加した後、アプリケーションセットの編集ダイアログで保存をクリックします。

アプリケーションセットからのボリュームの削除

重要：アプリケーションセットからボリュームを削除すると、そのアプリケーションセットのエクスポー
ト先のホストセットからそのボリュームがアンエクスポートされます。

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、アプリケーションセットタイルをクリックします。

3. アプリケーションセットを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。アプリ
ケーションセットの画面が開きます。

4. アクションメニューで編集を選択します。アプリケーションセットの編集ダイアログが開きます。

アクションが存在しない場合は、アプリケーションセットのアクションが利用できないを参照してく
ださい。

5. ボリュームの追加パネルで、ボリュームを見つけます。

6. ボリュームの削除アイコン（x）をクリックしてから、保存をクリックします。

アプリケーションセットへのスナップショットスケジュールの追加
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手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、アプリケーションセットタイルをクリックします。アプリケーションセット画面
が開きます。

3. アプリケーションセットを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。

4. アプリケーションセットの画面で、アクションメニューから編集を選択します。アプリケーション
セットの編集ダイアログが開きます。

アクションが存在しない場合は、アプリケーションセットのアクションが利用できないを参照してく
ださい。

5. スナップショットスケジュールの追加パネルで、追加アイコン（+）をクリックします。表示されたダ
イアログの指示に従います。

6. スナップショットスケジュールを追加した後、アプリケーションセットの編集ダイアログで保存をク
リックします。

アプリケーションセットからのスナップショットスケジュールの削除

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、アプリケーションセットタイルをクリックします。

3. アプリケーションセットを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。アプリ
ケーションセットの画面が開きます。

4. アクションメニューで編集を選択します。アプリケーションセットの編集ダイアログが開きます。

アクションが存在しない場合は、アプリケーションセットのアクションが利用できないを参照してく
ださい。

5. スナップショットスケジュールの追加パネルで、スナップショットスケジュールを見つけます。

6. スケジュールの削除アイコン（x）をクリックしてから、保存をクリックします。

アプリケーションセットへのホストセットエクスポートの追加

アプリケーションセットのボリュームを 1 つ以上のホストセットにエクスポートできます。

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、アプリケーションセットタイルをクリックします。アプリケーションセット画面
が開きます。

3. アプリケーションセットを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。

4. アプリケーションセットの画面で、アクションメニューから編集を選択します。アプリケーション
セットの編集ダイアログが開きます。

アクションが存在しない場合は、アプリケーションセットのアクションが利用できないを参照してく
ださい。
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5. ホストセットへのエクスポートパネルで、追加アイコン（+）をクリックします。表示されたダイアロ
グの指示に従います。

6. ホストセットを追加した後、アプリケーションセットの編集ダイアログで保存をクリックします。

アプリケーションセットからのホストセットエクスポートの削除

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、アプリケーションセットタイルをクリックします。アプリケーションセット画面
が開きます。

3. アプリケーションセットを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。アプリ
ケーションセットの画面が開きます。

4. アクションメニューで編集を選択します。アプリケーションセットの編集ダイアログが開きます。

アクションが存在しない場合は、アプリケーションセットのアクションが利用できないを参照してく
ださい。

5. ホストセットへのエクスポートパネルで、ホストセットのエクスポートを見つけます。

6. エクスポートの削除アイコン（x）をクリックしてから、保存をクリックします。

アプリケーションセットのオンデマンドスナップショットの作成

アプリケーションセットのオンデマンドスナップショットを作成できます。詳細は、アプリケーション
セットのスナップショットについて を参照してください。

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、アプリケーションセットタイルをクリックします。アプリケーションセット画面
が開きます。

3. アプリケーションセットを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。アプリ
ケーションセットの画面が開きます。

4. アクションメニューから、スナップショットの作成を選択します。表示されたダイアログの指示に従
います。

アクションが存在しない場合は、アプリケーションセットのアクションが利用できないを参照してく
ださい。

アプリケーションセットについて

アプリケーションセットは、単一のリソースとして管理できる 1 つ以上のボリュームの論理セットです。

たとえば、アプリケーションセットが 3 つのボリュームで構成されている場合、アプリケーションセット
をホストにエクスポートすると、セット内のすべてのボリュームがホストにエクスポートされます。詳細
は、エクスポートされたボリュームについて、アプリケーションセットのエクスポートの状態についてを
参照してください。

アプリケーションセットは、ストレージシステム上のボリュームをホストサーバー上の特定のアプリケー
ションに関連付ける便利な方法でもあります。
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例。ある会社では、Oracle データベース用に複数のボリュームを使用し、Microsoft Exchange Server 用
に他のいくつかのボリュームを使用しています。この会社では、Oracle volumes という名前のアプリケー
ションセットと Exchange Server volumes という名前のアプリケーションセットを作成できます。各ア
プリケーションセットは、そのアプリケーションで使用されるボリュームを指定します。

アプリケーションセットのボリュームメンバーシップ

• アプリケーションセットに含めることができるボリュームは 1 つだけです。

• アプリケーションは空（ボリュームがない状態）にすることができます。たとえば、 初にアプリケー
ションセットを作成し、後でボリュームを追加するまで待機する場合などです。

• HPE Primera UI では、ほとんどまたはすべてのボリュームがアプリケーションセットのメンバーとし
て表示されます。HPE Primera UI を使用して作成されるボリュームはアプリケーションセットに自動
的に追加されるため、メンバーシップは標準です。

• 場合によっては、HPE Primera UI ではボリュームがアプリケーションセットのメンバーでないことを
示す場合があります。この状況は、次の場合に発生することがあります。

◦ ボリュームは HPE Primera UI を使用して作成された。その後、ボリュームは HPE Primera UI を使
用してアプリケーションセットから後で削除されたか、別の HPE Primera ストレージ管理アプリ
ケーションを使用して削除された。

◦ ボリュームが別の HPE Primera ストレージ管理アプリケーションを使用して作成された。

アプリケーションセットのエクスポートの状態について

アプリケーションセットでは、次のエクスポートの状態が可能です。

• 完全にエクスポートされています：アプリケーションセット内のすべてのボリュームが同じホストま
たはホストセットにエクスポートされています。

ヒント：完全にエクスポートされたアプリケーションセットにボリュームを追加すると、そのボリュー
ムは他のボリュームと同じホストまたはホストセットに自動的にエクスポートされます。

• 一部がエクスポートされています：アプリケーションセット内の一部またはすべてのボリュームがエ
クスポートされています。ただし、これらのすべてが同じホストおよびホストセットにエクスポート
されるわけではありません。

• エクスポートされていません：アプリケーションセットのすべてのボリュームがホストおよびホスト
セットにエクスポートされていません。

アプリケーションセットのスナップショットについて

アプリケーションセットのスナップショットは、別のアプリケーションセット（親セット）のポイントイ
ンタイムコピーです。アプリケーションセットのスナップショットを作成すると、親の各ボリュームのス
ナップショットを含む新しいアプリケーションセットが作成されます。アプリケーションセットのス
ナップショットは、スナップセットとも呼ばれます。

アプリケーションセットのスナップショットが作成されると、親のサイズに関係なくすぐに使用できま
す。新しいアプリケーションセットは、他のアプリケーションセットと同じように使用できます。たとえ
ば、ボリュームの追加と削除、スナップショットスケジュールの追加と削除、ホストセットへのエクス
ポートの追加と削除を行うことができます。

アプリケーションセットのスナップショットは HPE Primera UI で作成および管理することもできます。
上級ユーザーは、HPE Primera CLI および HPE SSMC でボリュームスナップショットを作成および管理
することもできます。

詳細は、アプリケーションセットについてを参照してください。
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オンデマンドスナップショット

アプリケーションセットのオンデマンドスナップショットの作成とは、セット内のボリュームのスナップ
ショットをただちに作成することを意味します。スナップショットスケジュールは必要ありません。

アプリケーションセット画面のスナップショットの作成アクションでは、アプリケーションセット内のす
べてのボリュームのオンデマンドスナップショットを作成できます。詳細は、アプリケーションセットの
オンデマンドスナップショットの作成を参照してください。

スケジュール設定されたスナップショット

スケジュール設定されたスナップショットでは、スナップショットの日時を指定できます。たとえば、毎
日または毎週のスナップショットを作成するなど、繰り返しを設定することもできます。

• アプリケーションセットを作成するときに、セット内のボリュームに対して 1 つ以上のスナップ
ショットスケジュールを指定できます。

• アプリケーションセットを編集するとき、スナップショットスケジュールを追加および削除できます。
詳細は、アプリケーションセットへのスナップショットスケジュールの追加およびアプリケーション
セットからのスナップショットスケジュールの削除を参照してください。

アプリケーションセットのスナップショット名

アプリケーションセットのスナップショットには、名前のパターンとガイドラインがあります。詳細は、
アプリケーションセットのスナップショット名についてを参照してください。

スナップセットのヒント

情報がスナップセットに適用されない可能性があるため、親セットの一部のフィールドの値はスナップ
セットにコピーされません。HPE では、スナップセットを作成した後で スナップセットを編集して関連
情報を追加することをお勧めします。

• 次の一般プロパティは、親アプリケーションセットからスナップセットにコピーされません：ビジネ
スユニット、アプリケーション、およびコメント。

• 親アプリケーションセットのスナップショットスケジュールはスナップセットにコピーされません。

• 親アプリケーションセットのホストセットへのボリュームのエクスポートは、スナップセットのボ
リュームスナップショットには適用されません。

スナップショットデータのホストとの整合性

アプリケーションセットのスナップショットのボリューム上のデータは、スナップショットが作成される
ときにその親ボリュームと一致しています。場合によっては、ボリュームスナップショットのデータがホ
ストファイルシステムまたはアプリケーションと一致しないことがあります。この状態は、スナップ
ショットがホストアプリケーションのメモリまたはホストファイルシステムのバッファー内のデータを
コピーしないために発生する可能性があります。

アプリケーションセットのスナップショット名について

アプリケーションセットのスナップショットの名前には、ピリオド、ハイフン、アンダースコアを含める
ことができます。 大長は 27 文字です。

個々のスナップショットボリュームの名前には、ピリオド、ハイフン、アンダースコアを含めることがで
きます。 大長は 31 文字です。日付とタイムスタンプの文字は、 大長に対してカウントされます。ヒ
ント：18 文字を超える名前のボリュームは、スナップショットの作成を妨げる可能性があります。

HPE Primera UI では、次のスナップショット名パターンを指定できます。

• 親ボリュームとタイムスタンプ。
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このパターンは、アプリケーションセット内の各ボリュームに日時形式を適用します。形式は、
<parent-volume-name>. YYMMDDhhmmss です。

例：test-volume.200129155736
◦ このパターンは、アプリケーションセットのスナップショットスケジュールとオンデマンドスナッ

プショットに使用できます。

◦ このパターンは、スナップショットボリューム名が一意であることを保証します。

• 親ボリュームとエポックからの秒数。このパターンは、アプリケーションセットの各ボリュームに
UNIX スタイルの形式を適用します。形式は、<parent-volume-name>. ssssssssss です。

例：test-volume.1580342282
◦ このパターンは、アプリケーションセットのスナップショットスケジュールとオンデマンドスナッ

プショットに使用できます。

◦ このパターンは、スナップショットボリューム名が一意であることを保証します。

外部プロセスを使用した命名に関する考慮事項

スナップショットの削除または名前変更を行う外部プロセスが、スケジュールされた反復タスクと一緒に
しばしば使用されます。

このような場合、スナップショット名の競合が原因で外部のスケジュールされたタスクが失敗しないよう
に注意する必要があります。

ご使用中のワークフローで、スナップショットの削除または名前変更を考慮に入れていない場合は、各反
復操作で名前が一意になる命名フォーマットを選択してください。

.Snapset のアプリケーションセット名への追加

アプリケーションセットのスナップショットが作成されると、.Snapset という文字がアプリケーション
セット名に自動的に追加されます。この情報は、アプリケーションセットのコピーとその親を区別するの
に役立ちます。必要に応じて、名前の変更、または追加された文字の削除が可能です。

アプリケーションセットの容量バーについて

アプリケーションセット画面（すべてのアプリケーションセット）およびアプリケーションセット画面
（個々のアプリケーションセット）には、グラフィックのアプリケーションセットの容量バーが含まれて
います。このトピックでは、このバーに示される容量情報について説明します。

アプリケーションセット画面（すべてのアプリケーションセット）

容量バーは、アプリケーションセット内のボリュームの仮想サイズの合計、使用済みスペース、ホスト書
き込みスペース、およびユーザースペース割り当て警告/制限を示します。

• ライトグレーのバー全体が、アプリケーションセット内のボリュームの仮想サイズの合計を表してい
ます。

• ダークグレーのセグメントは使用率（ある場合）を示します。

• ミディアムグレーのセグメントは、ホスト書き込みデータ（ある場合）の割合を示します。バーの端
の数字は、ホスト書き込みデータの割合です。
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• 青色/グレーのセグメントは、ホスト書き込みデータが、仮想サイズの割合として、メンバーのユーザー
スペースの平均割り当ての警告/制限を超えていないことを示します。

• 赤色/オレンジ色のセグメントは、ホスト書き込みデータが、仮想サイズの割合としてメンバーのユー
ザースペースの平均割り当ての警告/制限に等しいか超えていることを示します。

詳細は、ボリュームのプロパティを参照してください。

アプリケーションセット画面（個々のアプリケーションセット）

容量バーは、アプリケーションセット内のボリュームの使用済みスペース合計とホスト書き込みデータの
量を示します。

• ライトグレーのバー全体が、アプリケーションセット内のボリュームの仮想サイズの合計を表してい
ます。

• 使用済みバーのダークグレーのセグメントは、使用済みの割合（ある場合）を示します。パーセント
と量はバーの終わりにあります。

• ホスト書き込みバーのミディアムグレーのセグメントは、ホスト書き込みデータ（ある場合）の割合
を示します。パーセントと量はバーの終わりにあります。

• 青色/グレーのセグメントは、ホスト書き込みデータの合計が、仮想サイズの割合として、メンバーの
ユーザースペースの平均割り当ての警告/制限を超えていないことを示します。

• 赤色/オレンジ色のセグメントは、ホスト書き込みデータの合計が、仮想サイズの割合として、メンバー
のユーザースペースの平均割り当ての警告/制限に等しいか超えていることを示します。

アプリケーションセットのプロパティ

このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。

アプリケーションセット画面（すべてのアプリケーションセット）

プロパティ… 説明…

アプリケーションセット名 アプリケーションセットの名前。

ステータス アプリケーションセットのステータス：正常、劣化、障害、または不
明。

アプリケーション アプリケーションセットに関連付けられているアプリケーションの名
前または説明情報。

HPE Primera UI で作成されたアプリケーションセットは常にアプリ
ケーション名を表示します。アプリケーション名が表示されない場合、
アプリケーションセットは HPE SSMC または HPE Primera CLI で作
成されています。

表は続く
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アプリケーションセット画面（すべてのアプリケーションセット）

メンバーの数 アプリケーションセットのボリュームの数。アプリケーションセット
の容量バーについて

エクスポートの状態 完全にエクスポートされています、一部がエクスポートされています、
またはエクスポートされていません。詳細は、アプリケーションセット
のエクスポートの状態についてを参照してください。

容量バー 容量バーは、アプリケーションセット内のボリュームの仮想サイズの合
計、使用済みスペース、ホスト書き込みスペース、およびユーザース
ペース割り当て警告/制限を示します。詳細は、アプリケーションセット
の容量バーについてを参照してください。

アプリケーションセット画面（個々のアプリケーションセット）

プロパティ… 説明…

一般プロパティ

ビジネスユニット アプリケーションセットに関連付けられているビジネスユニットの名
前または説明情報。

アプリケーション アプリケーションセットに関連付けられているアプリケーションの名
前または説明情報。

HPE Primera UI で作成されたアプリケーションセットは常にアプリ
ケーション名を表示します。アプリケーション名が表示されない場合、
アプリケーションセットは HPE SSMC または HPE Primera CLI で作
成されています。

仮想サイズ アプリケーションセット内のボリュームの仮想サイズの合計。仮想サ
イズは、アプリケーションセットがホストに見えるサイズです。

仮想サイズは RAID レベルによって異なり、ボリュームに使用される物
理ドライブスペースと同じではありません。

使用済み（容量バー） アプリケーションセット（ある場合）のボリュームに使用されている利
用可能な総スペースの割合。

ホスト書き込み（容量バー） 書き込み（ある場合）によって使用されるホスト上のスペースの割合と
総量。

エクスポートの状態 完全にエクスポートされています、一部がエクスポートされています、
またはエクスポートされていません。詳細は、アプリケーションセット
のエクスポートの状態についてを参照してください。

表は続く
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アプリケーションセット画面（個々のアプリケーションセット）

後のスナップショット アプリケーションセットの 後のスナップショットの日付と時刻（存在
する場合）。

も古いスナップショット アプリケーションセットの も古いスナップショットの日付と時刻（存
在する場合）。

コメント アプリケーションセットに関する役立つコメント。

メンバーのプロパティ

ボリューム数 アプリケーションセットのボリュームの数。

コピー

コピーの数 アプリケーションセットのコピー（スナップショット）の数。

コピーのプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

スナップセット名 アプリケーションセットのコピー（スナップショット）の名前

ホストセットのエクスポートのプロパティ

エクスポート数 アプリケーションセットのエクスポート先のホストセットの数。

ホストセットのエクスポートのプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

ホストセット名 アプリケーションのエクスポート先となっているホストセットの名前。

ホストのエクスポートのプロパティ

ホストのエクスポート数 HPE SSMC または HPE Primera CLI を使用してアプリケーションセッ
トのボリュームが直接エクスポートされたホストの数。詳細は、エクス
ポートされたボリュームについてを参照してください。

ホストのエクスポートのプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

ホスト名 HPE SSMC または HPE Primera CLI を使用してアプリケーションセッ
トのボリュームが直接エクスポートされたホストの数。

スナップショットスケジュールのプロパティ

スナップショットスケジュー
ルの数

アプリケーションセット用に存在するスナップショットスケジュール
の数。

スナップショットスケジュールのプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

表は続く
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アプリケーションセット画面（個々のアプリケーションセット）

名前 スナップショットスケジュールの名前。

状態 スナップショットスケジュールの状態。たとえば、アクティブまたは一
時停止です。

ボリューム
ボリューム画面には、ストレージシステム上のストレージボリュームの名前と主要なプロパティが表示さ
れます。ボリュームの主要なプロパティタイルをクリックすると、ボリューム画面が開いて、ボリューム
の詳細なプロパティとボリュームにコピーがあるかどうかが表示されます。

タスクについて 概念について

• ボリュームの表示

• ボリュームコピーの表示と管理

• ボリュームの作成 - 概要

• ボリュームの編集

• ボリュームの削除

• ホストセットへのボリュームのエクスポート

• ボリュームのオンデマンドスナップショットの
作成

• スナップショットボリュームのプロモート

• ボリュームについて

• ボリューム容量バーについて

• エクスポートされたボリュームについて

• データ削減について

• HPE Primera CPG について

• スナップショットボリュームについて

• スナップショットボリューム名について

• スナップショットボリュームプロモーションに
ついて

• クローンボリュームについて

• ボリュームのプロパティ

ボリュームの表示

ボリューム画面にはすべてのボリュームの名前と主要なプロパティを表示でき、ボリューム画面に個々の
ボリュームの詳細なプロパティを表示できます。詳細は、 ボリュームについておよびボリュームのプロパ
ティを参照してください。

• ボリューム画面にはベースボリュームが表示されます。ボリュームコピー（スナップショットとク
ローン）、およびシステムボリュームは表示されません。このトピックの手順は、ベースボリュームを
表示するための手順です。

• ベースボリュームにコピーがあるかどうかを確認、およびコピーを表示する場合は、ボリュームコピー
の表示と管理を参照してください。

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、ボリュームタイルをクリックします。

ボリューム画面には、ボリュームの名前と主要なプロパティが表示されます。
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• デフォルトでは、ボリュームはステータスごとにグループ化され、障害または劣化のステータス
（ある場合）が 初にリストされます。ステータスグループ内では、ボリュームは名前順にリスト
されます。

• 特定のボリュームを名前で検索するには、検索（ ）を使用できます。

• ボリュームをフィルタリング、グループ化、およびソートするには、フィルターボタンをクリック
します。

◦ ステータス別（すべて、正常、劣化、障害、および不明）、ボリュームがホストおよびホストセッ
トにエクスポートされているかどうか、およびボリュームがアプリケーションセットのメンバー
であるかどうかでフィルタリングできます。

◦ グループ化により、画面上のボリュームを整理できます。グループ化しないことや、以下による
グループ化が可能です。

– ステータス：すべて、正常、劣化、障害、不明

– サイズ: [小：<= 100GiB]、[中：> 100GiB（101GiB - 500GiB）]、[大：> 500GiB
（501GiB-5000GiB）]、および[非常に大：> 5000GiB]

– プロビジョニングタイプ：シンプロビジョニング

◦ ボリューム名およびサイズ（容量）で並べ替えることができます。

3. ボリュームに関する詳細情報を表示するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。

個々のボリュームの画面が開き、次のプロパティが表示されます。ステータスバー、ヘルス、一般、
容量、効率、コピー、ホストセットのエクスポート、ホストのエクスポート、およびスナップショッ
トスケジュール。

ボリュームコピーの表示と管理

コピー（スナップショットとクローン）はその親ボリュームに関連付けられているため、コピーはボリュー
ム画面に表示されません。詳細は、 ボリュームについて、スナップショットボリュームについて、および
クローンボリュームについてを参照してください。

次の手順では、ボリュームにコピーがあるかどうかを確認する方法、およびコピーを表示および管理する
方法について説明します。

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、ボリュームタイルをクリックします。

ボリューム画面には、ボリュームの名前と主要なプロパティが表示されます。画面でボリュームを見

つけます。必要に応じて、検索（ ）を使用するか、フィルターボタンをクリックします。

3. ボリュームの主要なプロパティタイルをクリックします。ボリュームの画面が開きます。コピーパネ
ルには、ボリュームのコピー数が表示されます。

4. コピーがある場合は、コピーの表示をクリックします。コピーウィンドウが開いて、ボリュームのコ
ピーのリストが表示されます。

5. コピーを表示するには、その名前をクリックします。

ボリュームコピーの画面が開き、次のプロパティが表示されます。
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ステータスバー、ヘルス、一般、コピー、ホストセットのエクスポート、ホストのエクスポート、お
よびスナップショットスケジュール。

6. アクションメニューからアクションを選択してボリュームコピーを管理できます。

ボリュームの作成 - 概要

HPE Primera UI では、アプリケーションセットの使用により、ストレージのプロビジョニングが簡素化
されています。アプリケーションセットを作成するときにボリュームを作成できます。または、既存のア
プリケーションセットを編集して新しいボリュームを追加することにより、ボリュームを作成できます。

詳細は、アプリケーションセットの作成およびアプリケーションセットへのボリュームの追加を参照して
ください。

ボリュームの編集

ボリュームを編集すると、次のことができます。

• ボリュームの一般プロパティ（名前、容量、容量の単位）を変更します。

• 詳細設定を変更します。

◦ ストレージ階層と CPG を変更します（可能な場合）。

◦ ボリュームのデータ削減を有効および無効にします。

◦ ボリュームのスペース警告を有効および無効にします。

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、ボリュームタイルをクリックします。ボリューム画面が開きます。

3. ボリュームを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。ボリュームの画面が開
きます。

4. アクションメニューで編集を選択します。表示されたダイアログの指示に従います。

ボリュームの削除

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、ボリュームタイルをクリックします。ボリューム画面が開きます。

3. ボリュームを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。ボリュームの画面が開
きます。

4. アクションメニューで、削除を選択します。表示されたダイアログの指示に従います。

ホストセットへのボリュームのエクスポート

HPE Primera UI では、アプリケーションセットとホストセットの使用により、ボリュームのエクスポー
トが簡素化されています。詳細は、エクスポートされたボリュームについて、アプリケーションセットに
ついて、ホストセットについてを参照してください。
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アプリケーションセットを作成するときに、アプリケーションセットのボリュームをエクスポートできま
す。または、既存のアプリケーションセットにホストセットエクスポートを追加して、ボリュームをエク
スポートできます。

詳細は、アプリケーションセットの作成およびアプリケーションセットへのホストセットエクスポートの
追加を参照してください。

ボリュームのオンデマンドスナップショットの作成

ボリュームのオンデマンドスナップショットを作成すると、ボリュームのコピーがサイズに関係なくすぐ
に作成されます。詳細は、スナップショットボリュームについてを参照してください。

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、ボリュームタイルをクリックします。ボリューム画面が開きます。

3. ボリュームを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。ボリュームの画面が開
きます。

4. アクションメニューから、スナップショットの作成を選択します。表示されたダイアログの指示に従
います。

スナップショットボリュームのプロモート

スナップショットプロモーションにより、親ベースボリュームまたは親スナップショットを以前の時点に
ロールバックできます。詳細は、スナップショットボリュームプロモーションについてを参照してくださ
い。

前提条件

スナップショットの親ボリュームの名前を知っていること。

手順

1. メインメニューで、ストレージを選択します。

2. ストレージ画面で、ボリュームタイルをクリックします。ボリューム画面が開きます。

3. 親ボリュームを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。ボリュームの画面が
開きます。

4. コピーパネルで、コピーの表示をクリックします。コピーウィンドウが開きます。

5. プロモートするスナップショットのリンクをクリックします。スナップショットのボリュームの画面
が開きます。

6. アクションメニューからスナップショットのプロモートを選択します。表示されたダイアログの指示
に従います。

ボリュームについて

ボリュームは、ホストおよびホストアプリケーションによってストレージシステムに書き込まれるデータ
を格納する論理ストレージデバイスです。

ボリュームは、ストレージシステム上の物理ドライブから仮想化されたストレージプール（CPG）から作
成されます。作成後、ボリュームをホストセットおよびホストにエクスポートできます。ボリュームをエ
クスポートすると、ホストでボリューム上のデータを読み書きできるようになります。詳細は、HPE
Primera CPG についておよびエクスポートされたボリュームについてを参照してください。
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ボリュームは、タイプ（ベース、スナップショット、およびクローン）によって分類されます。

• ベースボリューム。ベースボリュームは、スナップショットまたはクローンではないボリュームです。

• スナップショットボリューム。スナップショットボリュームは、別のボリュームのポイントインタイ
ムコピーです。スナップショットボリュームは、バーチャルコピープロセスを使用して即座に作成さ
れます。 初に作成されたとき、スナップショットボリュームは元のボリュームよりもはるかに小さ
くなります。

• クローンボリューム。クローンボリュームは、別のボリュームのポイントインタイムコピーです。オ
リジナルボリュームのすべてのデータがコピーされるため、クローンボリュームは即座には作成され
ません。作成されたとき、クローンボリュームは元のボリュームと同じサイズになります。

ボリューム容量バーについて

ボリューム画面（すべてのボリューム）およびボリューム画面（個々のボリューム）には、グラフィック
のボリューム容量バーが含まれます。このトピックでは、このバーに示される容量情報について説明しま
す。

ボリューム画面（すべてのボリューム）

容量バーは、仮想サイズ、使用済みスペース、ホスト書き込みスペース、およびユーザースペース割り当
ての警告/制限を示します。

• ライトグレーのバー全体が、ボリュームの仮想サイズを表しています。

• ダークグレーのセグメントは使用率（ある場合）を示します。

• ミディアムグレーのセグメントは、ホスト書き込みデータ（ある場合）の割合を示します。バーの端
の数字は、ホスト書き込みデータの割合です。

• 青色/グレーのセグメントは、ホスト書き込みデータが、仮想サイズの割合として、ボリュームのユー
ザースペース割り当ての警告/制限を超えていないことを示します。

• 赤色/オレンジ色のセグメントは、ホスト書き込みデータが、仮想サイズの割合として、ボリュームの
ユーザースペース割り当ての警告/制限に等しいか超えていることを示します。

詳細は、ボリュームのプロパティを参照してください。

ボリューム画面（個別のボリューム）

容量バーは、使用済みスペースと、ボリュームのホスト書き込みデータの量を示します。

• ライトグレーのバー全体が、ボリュームの仮想サイズを表しています。

• 使用済みバーのダークグレーのセグメントは、使用済みの割合（ある場合）を示します。パーセント
と量はバーの終わりにあります。
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• ホスト書き込みバーのミディアムグレーのセグメントは、ホスト書き込みデータ（ある場合）の割合
を示します。パーセントと量はバーの終わりにあります。

• 青色/グレーのセグメントは、ホスト書き込みデータが、仮想サイズの割合として、ボリュームのユー
ザー割り当ての警告/制限を超えていないことを示します。

• 赤色/オレンジ色のセグメントは、ホスト書き込みデータが、仮想サイズの割合として、ボリュームの
ユーザー割り当ての警告/制限に等しいか超えていることを示します。

エクスポートされたボリュームについて

ホストまたはホストセットにエクスポートされたストレージシステム上のボリュームは、エクスポートさ
れたボリュームと呼ばれます。ボリュームをエクスポートすると、ホスト上のアプリケーションでボ
リューム上のデータを読み書きできるようになります。

• ボリュームは、1 つ以上のホストまたはホストセットにエクスポートできます。

• ボリュームがホストセットにエクスポートされると、ホストセット内の各ホストはボリューム上の
データを読み書きできるようになります。

低レベルでは、ボリュームをエクスポートすると、ストレージシステム上のボリューム論理ユニット番号
（LUN）とホストの間の関連付けが作成されます。

データ削減について

データ削減は、SSD ストレージ階層のある HPE Primera ストレージシステムで利用できるスペースセー
ビング機能です。物理ドライブ、デバイスタイプ、ストレージ階層について

データ削減は、高レベルの冗長データまたは圧縮可能な非冗長データがあるボリュームに 適です。適切
な候補となるデータセットは次のとおりです。

• 仮想マシンイメージ

• 仮想デスクトップインフラストラクチャ

• データベース

• ホームディレクトリとファイル共有

冗長性のレベルが低いデータセットは適切な候補ではありません。たとえば、

• 圧縮データ

• 暗号化されたデータ

詳しくは、HPE Primera Data Reduction テクニカルホワイトペーパーを参照してください。

HPE Primera CPG について

共通プロビジョニンググループ（CPG）は、ボリュームを作成できるストレージ領域のプールです。CPG
は、RAID タイプや物理ドライブのデバイスタイプなどのプロパティを指定します。

HPE Primera ストレージシステムでは、CPG は、ストレージシステムが 初にセットアップおよび初期
化されるときに自動的に作成されます。ストレージシステムを使用する前に CPG を手動で作成する必要
はありません。
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• RAID 6 冗長性を備えた CPG は、ストレージシステム上の物理ドライブのデバイスタイプごとに作成
されます。

• 初期セットアップ後に新しい物理ドライブのデバイスタイプを追加すると、ストレージシステムによ
り、RAID 6 冗長性を備えた対応する CPG が自動的に追加されます。

HPE Primera ストレージシステムの CPG は、HPE Primera UI からは管理できません。ただし、上級ユー
ザーは HPE SSMC または HPE Primera CLI を使用して CPG を管理できます。

スナップショットボリュームについて

スナップショットボリュームは、別のボリューム（親ボリューム）のポイントインタイムコピーです。ス
ナップショットボリュームは、バーチャルコピーとも呼ばれます。

スナップショットボリュームが作成されると、親ボリュームのサイズに関係なくすぐに使用できます。新
しいスナップショットボリュームは、他のボリュームと同じように使用できます。たとえば、スナップ
ショットボリュームのプロパティを編集、またはスナップショットボリュームをアプリケーションセット
に追加することができます。

スナップショットを使用して、ベースボリューム、他のスナップショットボリューム、およびクローンボ
リュームのコピーを作成できます。詳細は、 ボリュームについてを参照してください。

スナップショットボリュームは HPE Primera UI で作成および管理することもできます。上級ユーザー
は、HPE Primera CLI および HPE SSMC でスナップショットボリュームを作成および管理することもで
きます。

オンデマンドスナップショット

オンデマンドスナップショットの作成とは、スナップショットボリュームをただちに作成することを意味
します。スナップショットスケジュールは必要ありません。

• ボリューム画面のスナップショットの作成アクションでは、オンデマンドスナップショットを作成で
きます。詳細は、ボリュームのオンデマンドスナップショットの作成を参照してください。

• アプリケーションセット画面のスナップショットの作成アクションでは、アプリケーションセット内
のすべてのボリュームのオンデマンドスナップショットを作成できます。詳細は、アプリケーション
セットのオンデマンドスナップショットの作成を参照してください。

スケジュール設定されたスナップショット

スケジュール設定されたスナップショットでは、スナップショットの日時を指定できます。たとえば、毎
日または毎週のスナップショットを作成するなど、繰り返しを設定することもできます。

• 単一ボリュームのスケジュール設定されたスナップショットを作成するには、そのボリュームがアプ
リケーションセットの唯一のメンバーである必要があります。

• アプリケーションセットを作成するときに、セット内のボリュームに対して 1 つ以上のスナップ
ショットスケジュールを指定できます。

• アプリケーションセットを編集するとき、スナップショットスケジュールを追加および削除できます。
詳細は、アプリケーションセットへのスナップショットスケジュールの追加およびアプリケーション
セットからのスナップショットスケジュールの削除を参照してください。

スナップショットボリューム名

スナップショットには、名前のパターンとガイドラインがあります。詳細は、スナップショットボリュー
ム名についてを参照してください。
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スナップショットボリュームデータのホストとの整合性

スナップショットボリューム上のデータは、スナップショットが作成されるときにその親ボリュームと一
致しています。場合によっては、スナップショットボリュームのデータがホストファイルシステムまたは
アプリケーションと一致しないことがあります。この状態は、スナップショットがホストアプリケーショ
ンのメモリまたはホストファイルシステムのバッファー内のデータをコピーしないために発生する可能
性があります。

スナップショットボリューム名について

スナップショットボリュームの名前には 1 文字から 31 文字までの英数字を使用でき、ピリオド、ハイフ
ン、アンダースコアを含めることができます。

HPE Primera UI では、次のスナップショット名パターンを指定できます。

• 親ボリュームとタイムスタンプ。

このパターンが適用できる日付形式は、<parent-volume-name>. YYMMDDhhmmss です。

例：test-volume.200129155736
◦ このパターンは、アプリケーションセットのスナップショットスケジュールとオンデマンドスナッ

プショットに使用できます。

◦ このパターンは、スナップショットボリューム名が一意であることを保証します。

• 親ボリュームとエポックからの秒数。このパターンは、<parent-volume-name>. ssssssssss の UNIX
スタイルの形式を適用します。

例：test-volume.1580342282
◦ このパターンは、アプリケーションセットのスナップショットスケジュールとオンデマンドスナッ

プショットに使用できます。

◦ このパターンは、スナップショットボリューム名が一意であることを保証します。

• カスタム。カスタム名はユーザー指定の名前です。

◦ カスタム名は、個々のボリュームのオンデマンドスナップショットを作成するときにのみ指定でき
ます。カスタム形式は、他の形式を使用すると名前が 31 文字の制限を超える場合に役立ちます。

◦ カスタム名を指定すると、スナップショットボリューム名が一意であることが保証されません。

外部プロセスを使用した命名に関する考慮事項

スナップショットの削除または名前変更を行う外部プロセスが、スケジュールされた反復タスクと一緒に
しばしば使用されます。

このような場合、スナップショット名の競合が原因で外部のスケジュールされたタスクが失敗しないよう
に注意する必要があります。

ご使用中のワークフローで、スナップショットの削除または名前変更を考慮に入れていない場合は、各反
復操作で名前が一意になる命名フォーマットを選択してください。

スナップショットボリュームプロモーションについて

スナップショットボリュームプロモーションにより、親ボリュームを前の時点にロールバックできます。
スナップショットボリュームがプロモーションされると、スナップショットボリューム上のデータが親ボ
リュームにコピーされます。
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• プロモーション後、プロモートされたスナップショットボリュームはストレージシステムに残ります。

• スナップショットボリュームは、ホストまたはホストセットにエクスポートされているときにプロ
モートできません。

• スナップショットボリュームは、親ボリュームがホストまたはホストセットにエクスポートされてい
るときにプロモートできません。

クローンボリュームについて

クローンボリュームは、別のボリューム（親ボリューム）のポイントインタイムコピーです。クローン操
作が開始されると、親ボリュームのポイントインタイムスナップショットがすぐに作成されます。その
後、すべてのデータがクローンボリュームに物理的にコピーされます。クローンは物理コピーとも呼ばれ
ます。

クローンボリュームは HPE Primera CLI または HPE SSMC で作成されます。HPE Primera CLI または
HPE SSMC は、クローンをプロモートまたは親ボリュームと再同期するためにも使用できます。

• 大規模な親の仮想ボリュームからクローンボリュームにデータをコピーするには、数分から数時間か
かることが あります。

• すべてのデータが親ボリュームからコピーされるまで、クローンボリュームはホストおよびホスト
セットにエクスポートできません。

ボリュームのプロパティ

このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。

ボリューム画面（すべてのボリューム）

プロパティ… 説明…

ボリューム名 ボリュームの名前。

ステータス（アイコン） ボリュームのステータス：正常（緑）、劣化（黄色）、障害（赤）、また
は不明（灰色）。

サイズ ボリュームの仮想サイズ。仮想サイズは、ボリュームがホストに見える
サイズです。

仮想サイズは RAID レベルによって異なり、ボリュームに使用される物
理ドライブスペースと同じではありません。

容量バー 容量バーは、仮想サイズ、使用済みスペース、ホスト書き込みスペー
ス、およびユーザースペース割り当ての警告/制限を示します。詳細は、
ボリューム容量バーについてを参照してください。

ストレージ 53



ボリューム画面（個々のベースボリューム）

ヒント：ベースボリュームとクローンボリュームには、次のプロパティが表示されます。これらのプロ
パティの一部は、スナップショットボリュームには適用されません。詳細は、 ボリュームについてを参
照してください。

プロパティ… 説明…

ボリューム名 ボリュームの名前。

ステータス（バナー） ボリュームのステータス：正常、劣化、障害、または不明。

ヘルスのプロパティ

ステータス（アイコン） ボリュームのステータス：正常（緑）、劣化（黄色）、障害（赤）、また
は不明（灰色）。

ステータスの説明 正常以外のステータスの場合は、ステータスに関する追加情報がありま
す。

一般プロパティ

アプリケーションセット ボリュームがメンバーであるアプリケーションセット。

ストレージ階層 ボリュームが作成されたストレージ階層の主要な特性。詳細は、物理ド
ライブ、デバイスタイプ、ストレージ階層についてを参照してくださ
い。

たとえば、SSD 100 K (CPG: cpg1)は、階層が SSD 100 K 物理ドライブ
で構成されていることを示します。（CPG は括弧内に示されています。
詳細は、HPE Primera CPG についてを参照してください。）

スナップショット階層 スナップショットボリュームが作成されるスナップショット階層の主
要な特性。詳細は、物理ドライブ、デバイスタイプ、ストレージ階層に
ついておよびスナップショットボリュームについてを参照してくださ
い。

たとえば、SSD 100 K (CPG: cpg1)は、階層が SSD 100 K 物理ドライブ
で構成されていることを示します。（CPG は括弧内に示されています。
詳細は、HPE Primera CPG についてを参照してください。）

WWN ボリュームの World Wide Name。

容量のプロパティ

仮想サイズ ホストアプリケーションに対して表示される、ボリュームのサイズ。仮
想サイズは RAID レベルによって異なり、ボリュームの物理ドライブス
ペースと同じではありません。

表は続く
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ボリューム画面（個々のベースボリューム）

使用済み（容量バー） 使用されているボリューム内のスペースの割合と量（ある場合）。詳細
は、ボリューム容量バーについてを参照してください。

ホスト書き込み（容量バー） 書き込みによって使用されるホスト上のスペースの割合と量（ある場
合）。詳細は、ボリューム容量バーについてを参照してください。

スペースの警告 ボリュームのユーザー定義の物理スペースのアラート警告の割合。詳
細は、物理スペースのアラートについてを参照してください。

スペースの制限 ボリュームのユーザー定義の物理スペースの制限。詳細は、物理スペー
スのアラートについてを参照してください。

効率のプロパティ

データ削減 データ削減がボリュームに適用されるかどうかを示します。詳細は、
データ削減についてを参照してください。

圧縮率 ボリュームの圧縮率。この比率は、物理ドライブで使用されるスペース
と比較したボリュームの仮想サイズを示します。たとえば、2.5:1 の比
率は、仮想サイズが物理ドライブで使用される容量の 2.5 倍であること
を示します。

コピーのプロパティ

コピーの数 ボリュームのスナップショットおよびクローンのコピーの数。

コピーのプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

ステータス（アイコン） ボリュームのステータス：正常（緑）、劣化（黄色）、障害（赤）、また
は不明（灰色）。

コピーボリューム名 スナップショットまたはクローンボリュームの名前。

コピーボリュームのタイプ コピーボリューム、スナップショット、またはクローンのタイプ。詳細
は、 ボリュームについてを参照してください。

モード ホストがコピーボリュームに対して持つアクセスモード（読み取り、読
み取り/書き込み、またはなし）。

エクスポートの状態 コピーボリュームをホストにエクスポートするかどうかを示します。

作成日 コピーボリュームが元のボリュームから作成された日付および時刻。

ホストセットのエクスポートのプロパティ

表は続く
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ボリューム画面（個々のベースボリューム）

ホストセット数 ボリュームのエクスポート先となっているホストセットの数。詳細は、
エクスポートされたボリュームについてを参照してください。

ホストセットのエクスポートのプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

ホストセット名 ボリュームのエクスポート先となっているホストセット。

ホストのエクスポートのプロパティ

ホスト数 ボリュームがホストにエクスポートされた回数。この数には、ボリュー
ムが同じホストにエクスポートされた複数の回数を含めることができ
ます。詳細は、エクスポートされたボリュームについてを参照してくだ
さい。

ホストのエクスポートのプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

LUN ボリュームがホストにエクスポートされたときのボリュームの論理ユ
ニット番号。

ホスト名 ボリュームのエクスポート先となっているホスト。

ステータス ホストのステータス：正常、劣化、障害、または不明。

ステータスの説明 正常以外のステータスの場合は、ステータスに関する追加情報がありま
す。

マウントポイント エクスポートされたボリュームのホスト OS マウントポイント。

スナップショットスケジュールのプロパティ

スナップショットスケジュー
ルの数

ボリュームのアクティブなスナップショットスケジュールの数。

スナップショットスケジュールのプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

名前 スナップショットスケジュールの名前。

状態 スナップショットスケジュールの状態。たとえば、アクティブまたは一
時停止です。
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ボリューム画面（個々のスナップショットボリューム）

ヒント：スナップショットボリュームには、次のプロパティが表示されます。詳細は、 ボリュームにつ
いてを参照してください。

プロパティ… 説明…

ボリューム名 ボリュームの名前。

ステータス（バナー） ボリュームのステータス：正常、劣化、障害、または不明。

ヘルスのプロパティ

ステータス ボリュームのステータス：正常、劣化、障害、または不明。

ステータスの説明 正常以外のステータスの場合は、ステータスに関する追加情報がありま
す。

一般プロパティ

アプリケーションセット ボリュームがメンバーであるアプリケーションセット。

親 スナップショットのソースボリュームの名前。

仮想サイズ ホストアプリケーションに対して表示される、ボリュームのサイズ。仮
想サイズは RAID レベルによって異なり、ボリュームの物理ドライブス
ペースと同じではありません。

スナップショット階層 スナップショットボリュームが作成されるスナップショット階層の主
要な特性。詳細は、物理ドライブ、デバイスタイプ、ストレージ階層に
ついておよびスナップショットボリュームについてを参照してくださ
い。

たとえば、SSD 100 K (CPG: cpg1)は、階層が SSD 100 K 物理ドライブ
で構成されていることを示します。（CPG は括弧内に示されています。
詳細は、HPE Primera CPG についてを参照してください。）

WWN ボリュームの World Wide Name。

モード ホストがスナップショットボリュームに対して持つアクセスモード（読
み取り、読み取り/書き込み、またはなし）。

作成日 スナップショットが作成された日付と時刻。

有効期限 有効期限は、スナップショットが作成されてから自動的に削除されるま
での時間です。

コメント ユーザーが入力したスナップショットに関する役立つ情報。

表は続く
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ボリューム画面（個々のスナップショットボリューム）

コピーのプロパティ

コピーの数 ボリュームのスナップショットおよびクローンのコピーの数。

コピーのプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

コピーボリューム名 スナップショットまたはクローンボリュームの名前。

ステータス ボリュームのステータス：正常、劣化、障害、または不明。

コピーボリュームのタイプ コピーボリューム、スナップショット、またはクローンのタイプ。詳細
は、 ボリュームについてを参照してください。

ボリュームアクセス ホストがコピーボリュームに対して持つアクセス権の種類（読み取り、
書き込み、またはなし）。

エクスポートの状態 コピーボリュームをホストにエクスポートするかどうかを示します。

作成日 コピーボリュームが元のボリュームから作成された日付および時刻。

ホストセットのエクスポートのプロパティ

ホストセット数 ボリュームのエクスポート先となっているホストセットの数。詳細は、
エクスポートされたボリュームについてを参照してください。

ホストセットのエクスポートのプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

ホストセット名 ボリュームのエクスポート先となっているホストセット。

ホストのエクスポートのプロパティ

ホスト数 ボリュームがホストにエクスポートされた回数。この数には、ボリュー
ムが同じホストにエクスポートされた複数の回数を含めることができ
ます。詳細は、エクスポートされたボリュームについてを参照してくだ
さい。

ホストのエクスポートのプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

LUN ボリュームがホストにエクスポートされたときのボリュームの論理ユ
ニット番号。

ホスト名 ボリュームのエクスポート先となっているホスト。

ステータス ホストのステータス：正常、劣化、障害、または不明。

表は続く
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ボリューム画面（個々のスナップショットボリューム）

ステータスの説明 正常以外のステータスの場合は、ステータスに関する追加情報がありま
す。

マウントポイント エクスポートされたボリュームのホスト OS マウントポイント。

スナップショットスケジュールのプロパティ

スナップショットスケジュー
ルの数

ボリュームのアクティブなスナップショットスケジュールの数。

スナップショットスケジュールのプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

名前 スナップショットスケジュールの名前。

状態 スナップショットスケジュールの状態。たとえば、アクティブまたは一
時停止です。
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アクティビティ

アクティビティ画面では、ストレージシステムのアラートとタスクを表示および管理できます。

表示と管理について

• アラート

• タスク

アラート
アラート画面には、ストレージシステムのイベントによってトリガーされたアラートが表示されます。詳
細は、アラートについてを参照してください。

タスクについて 概念について

• アラートの表示

• アラートの管理と削除

• アラートについて

• アラートのプロパティ

アラートの表示

アラート画面では、システムで生成されたアラートを表示および管理できます。詳細は、アラートについ
ておよびアラートについてを参照してください。

手順

1. メインメニューでアクティビティを選択します。

2. アクティビティ画面で、アラートパネルをクリックします。

アラート画面にはアラートのリストが表示され、アラートの重大度、名前、ソース、ステータス、お
よび作成時間が表示されます。アクションメニューには、新規としてマーク、修正済みとしてマーク、
承認、および削除が含まれています。

• デフォルトでは、すべての重大度のアラートが作成時間順に表示されます。

• アラート名の単語でアラートを検索するには、検索（ ）を使用できます。

• アラートの重大度、ステータス、タイプでフィルタリングまたは、アラートをソートするには、
フィルターボタンを使用できます。

3. アラートの詳細を表示するには、アラートをダブルクリックします。アラートの詳細ウィンドウが開
きます。

アラートの管理と削除

アラート画面でアラートを管理および削除できます。詳細は、アラートについてを参照してください。

アラートのステータスに応じて、次のアクションが可能です。
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• 新規としてマーク。アラートのステータスを新規に変更します。

• 修正済みとしてマーク。アラートのステータスを修正済みに変更します。

• 承認済み。アラートのステータスを承認済みに変更します。

• 削除。アラートを削除します。

重要：ユーザーは、サービスアラートのステータスを削除、または変更することはできません。

手順

1. メインメニューでアクティビティを選択します。

2. アクティビティ画面で、アラートパネルをクリックします。アラート画面が開きます。

3. アラートをクリックしてから、アクションメニューの新規としてマーク、修正済みとしてマーク、承
認、または削除を選択します。

ヒント：

• 複数のアラートを選択するには、Shift キーと Ctrl キーを使用できます。

• 新規としてマーク、修正済みとしてマーク、および承認アクションの場合、ステータスはすぐに変
更され、変更を確認する必要はありません。アラート画面のフィルター設定によっては、変更され
たアラートがリストに表示されなくなる場合があります。必要に応じて、フィルター設定を変更し
て、変更されたアラートを表示することができます。

アラートについて

アラートインジケーターのアイコン 

アラートは、ストレージシステム上のイベントによってトリガーされます。画面の右上隅にあるアラート
アイコンが赤色または黄色の場合は、クリティカル、メジャー、またはマイナーの新しいアラートがあり
ます。

• リストされているのは、重大度がクリティカル、メジャー、またはマイナーの新しいアラートのみで
す。

• アラートアイコンの色は、新しいアラートの も高い重大度レベルを示します。赤色は、クリティカ
ルまたはメジャーの新しいアラートがあることを示します。黄色は、新しいマイナーアラートのみが
あることを示します。

アイコンにカーソルを重ねると、新しいアラートのリストを表示できます。リスト内のアラートをクリッ
クすると、アラートの詳細ウィンドウが開きます。リストの下部にあるすべてのアラートリンクをクリッ
クすると、アラート画面が開いてすべてのアラートが表示されます。

アラートポップアップ

初めてログインすると、大きいアラートポップアップが表示されます。リンクをクリックしてアラート画
面を開くと、クリティカル、メジャー、およびマイナーのすべての新しいアラートを表示できます。

ポップアップは次の場合にも表示されます。
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• クリティカル、メジャー、またはマイナーの新しいアラートが発生した。

• 開始したタスクが失敗した。

• 開始した長時間実行中のタスクが完了した。

アラートの重大度レベル

重大度レベルは、アラートへの対応の緊急度を示します。

アラートの重大度

アイコ
ン

重大度 説明

クリティカル イベントはクリティカルです。論理コンポーネントまたは物理コンポーネン
トの問題を解決するためには、すぐに対処する必要があります。

メジャー イベントはメジャーです。論理コンポーネントまたは物理コンポーネントの
問題を解決するためには、すぐに対処する必要があります。

マイナー イベントはマイナーです。対応は必要ですが、状況はまだ深刻ではありませ
ん。

劣化 パフォーマンスまたは可用性が何らかの点で低下しています。対応が必要か
どうかを判断してください。

情報 情報を提供するイベントです。アラートを承認する、または削除する以外の
対応は必要ありません。

不明 イベントの重大度は判別されていません。

アラートのステータス

アラートが生成されると、そのステータスは新規に設定されます。アラートの管理に役立つようにステー
タスを変更できます。詳細は、アラートの管理と削除を参照してください。

アラートのステータス

ステータス 説明

新規 ストレージシステムが新しいアラートを発行しました。または、ユーザーが既
存のアラートのステータスを新規に変更しました。

承認済み ユーザーがアラートのステータスを承認済みに変更しました。

修正済み ユーザーがアラートのステータスを修正済みに変更しました。

表は続く
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アラートのステータス

自動修正済み ストレージシステムが、アラートをトリガーした状態を自動的に修正しまし
た。

ヒント：アラートの重大度レベル（アイコンまたは色）は、アラートをトリ
ガーした状態の重大度を反映しています。この問題は自動修正されているた
め、元の重大度レベルは適用されなくなり、ユーザーの操作は不要です。

不明 アラートのステータスを判別できませんでした。

アラートタイプ

アラートタイプは、アラートの対象がユーザー、HPE サービス、または HPE InfoSight のどれかを示しま
す。

アラートタイプ

タイプ 説明

カスタマー ユーザーが確認して対処することを目的としたストレージシステムのアラー
ト。

サービス サービス関連の問題に関して生成されるストレージシステムのアラート。

InfoSight HPE InfoSight サポートに関して生成されるストレージシステムのアラート。

アラートのプロパティ

このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。

アラート画面

プロパティ… 説明…

重大度レベル アラートの重大度：クリティカル、メジャー、マイナー、劣化、情報、
または不明。詳細は、アラートについてを参照してください。

アラートタイプ アラートタイプ：カスタマー、サービス、InfoSight、または UI。

説明 アラートの説明サマリー。

ステータス アラートステータス：新規、承認済み、修正済み、削除済み、自動修正
済み、または不明。

日付および時刻 アラートが発行された日時。
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タスク
タスク画面には、システムが開始したタスクとユーザーが開始したタスクが表示されます。詳細は、タス
クについてを参照してください。

タスクについて 概念について

• タスクの表示

• タスクの削除

• タスクについて

• タスクのプロパティ

タスクの表示

タスク画面では、システムタスクを表示および管理できます。詳細は、タスクについてを参照してくださ
い。

手順

1. メインメニューでアクティビティを選択します。

2. アクティビティ画面で、タスクパネルをクリックします。

タスク画面にはタスクのリストが表示され、タスクの状態、名前、ステータス、日付および時刻、お
よび起点が表示されます。アクションメニューには削除が含まれます。

• デフォルトでは、すべての状態、すべてのステータス、すべての起点のタスクが表示されます。

• タスク名の単語でタスクを検索するには、検索（ ）を使用できます。

• タスクの状態、ステータス、および起点でフィルタリングするには、フィルターボタンを使用でき
ます。

3. タスクの詳細を表示するには、タスクをダブルクリックします。タスクの詳細ウィンドウが開きます。

タスクの削除

タスク画面でタスクのリストからタスクを削除できます。

手順

1. メインメニューでアクティビティを選択します。

2. アクティビティ画面で、タスクパネルをクリックします。タスク画面が開きます。

3. タスクをクリックして、アクションメニューの削除をクリックします。表示されたダイアログの指示
に従います。

ヒント：複数のタスクを選択するには、Shift キーと Ctrl キーを使用できます。

タスクについて

ストレージシステムのタスクは、その起点によって分類されます。UI またはシステム。
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• UI タスクは、HPE Primera UI のユーザーによって開始されるタスクです。

• システムタスクは、HPE Primera OS によって開始されるタスクです。これらのタスクは、HPE
Primera OS によって自動的に、または HPE SSMC のアクション、または HPE Primera CLI コマンド
の結果として開始することができます。

タスクのプロパティ

このトピックでは、次の画面とウィンドウに表示されるプロパティについて説明します。

タスク画面

プロパティ… 説明…

状態 タスクの状態：失敗、クリティカル、メジャー、マイナー、劣化、情
報、または正常。

説明 タスクの説明サマリー。

ステータス タスクのステータス：終了、実行中、一時停止、キャンセル済み、また
は障害。

日付および時刻 タスクが開始された日付および時刻。

ユーザー タスクを開始したユーザー。

タスク（詳細ウィンドウ）

プロパティ… 説明…

状態（バナー） タスクの状態：失敗、クリティカル、メジャー、マイナー、劣化、
情報、または正常。

一般プロパティ

ID ストレージシステムによって割り当てられたタスク ID。

タイプ タスクのタイプ。たとえば、スケジュールされたタスクです。

ステータス タスクのステータス：終了、実行中、一時停止、キャンセル済み、
または障害。

開始時刻 タスクが開始された日付および時刻。

表は続く
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タスク（詳細ウィンドウ）

終了時刻 タスクが終了した日付および時刻。

所要時間 タスクが実行されていた時間の長さ。

優先度 ストレージシステムによって割り当てられたタスクの優先度。

起点 タスクの起点：システムまたは UI。詳細は、タスクについてを参照
してください。

タスクの詳細のプロパティ

日付および時刻 タスクの各イベントの日付および時刻。

説明 タスクの各イベントの説明。たとえば、作成済み、実行中、または
完了です。

タスク結果 一部のシステム CSR/CSU 操作（カスタマーセルフリペアおよびカ
スタマーセルフアップグレード）のためのタスク結果セクションが
用意されています。このセクションには、各 CSR/CSU 操作の後に
実行される checkhealth の出力が格納されます。

コントローラーノードの CSU の場合、このセクションには
admithw の出力も格納されます。
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システム

システム画面では、ストレージシステムのハードウェアとソフトウェアのコンポーネントを表示および管
理できます。

表示と管理について
概念について

• システム詳細

• ソフトウェア

• ドライブ

• ドライブエンクロージャー

• ポート

• コントローラー

ソフトウェアライセンスについて

システム詳細
システム詳細画面には、一般的なシステム情報とハードウェア構成の概要が表示されます。適切なロール
を持つユーザーは、アクションメニューを使用してシステム管理アクションを実行できます。

タスクについて 概念について

• システム詳細の表示

• システムの位置確認

• ストレージシステムのシャットダウン

• システムの保守

• ハードウェアのアップグレードと修復について

• システム詳細のプロパティ

システム詳細の表示

システム詳細画面には、一般的なシステム情報とハードウェア構成の概要が表示されます。アクションメ
ニューを使用して、システム管理アクションを実行できます。特定のシステムプロパティについては、シ
ステム詳細のプロパティを参照してください。

手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、システム詳細タイルをクリックします。

3. システム詳細画面が開きます。
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• 一般パネルには、ストレージシステムの主要なプロパティが表示されます。たとえば、ストレージ
システムの名前、モデル、シリアル番号、管理 IP アドレス、OS バージョン、インストール済みの
アップデートです。

• 構成概要パネルには、コントローラー、ドライブエンクロージャー、物理ドライブ、ポートなどの
主要なハードウェアの概要が表示されます。コンポーネント名をクリックすると、詳細情報を表示
できる関連画面が開きます。

• 適切なロールを持つユーザーは、アクションメニューで位置確認、シャットダウン、およびサービ
スを選択することで、管理アクションを実行できます。

システムの位置確認

ストレージシステムには、オンとオフにすることができる位置確認 LED が含まれています。LED をオン
にすると、ラック内のストレージシステムを見つけるのに役立ちます。

手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、システム詳細パネルをクリックします。システム詳細画面が開きます。位置確認ト
グルは画面の右側にあります。

トグルボタンが左側にある場合、ストレージシステムの位置確認 LED はオフになっています。トグル
ボタンが右側にある場合、位置確認 LED はオンになっています。

3. LED をオンまたはオフにするには、トグルをクリックします。LED は数分後に自動的にオフになりま
すまたは、トグルでオフにすることができます。

システムの保守

適切なロールを持つユーザーは、さまざまなシステムハードウェアコンポーネントを保守（アップグレー
ドおよび修理）することができます。詳細は、ハードウェアのアップグレードと修復についてを参照して
ください。

サービスダイアログは、保守可能なコンポーネントの選択手順を示し、アップグレードまたは修理操作を
開始する前に考慮すべき有用な情報を提供します。

警告: ほとんどの保守作業では、コントローラーノードをシャットダウンする必要があります。コン
トローラーノードをシャットダウンすると、ストレージシステムのパフォーマンスが低下する可能
性があります。シャットダウンするコントローラーノードを通るパスしかないホストは、エクス
ポートされたボリューム上のデータにアクセスできなくなる可能性があります。詳しくは、ハード
ウェアのアップグレードと修復についてを参照してください。

手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、次のいずれかを実行します。

• クイックアクションで、ストレージシステムのサービスタイルをクリックします。表示されたダイ
アログの指示に従います。

• システム詳細タイルをクリックします。システム詳細画面のアクションメニューで、サービスを選
択します。表示されたダイアログの指示に従います。
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ストレージシステムのシャットダウン

重要:

• HPE では、ストレージシステムをシャットダウンするのは、メジャーメンテナンスを実行する場
合のみにすることをお勧めします。

• ストレージシステムをシャットダウンすると、接続されているすべてのホストとの接続が失われ
ます。

• ストレージシステムを再起動するには、コントローラークラスター内のすべてのコントローラー
ノードの電源を入れ直す必要があります。

手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、システム詳細タイルをクリックします。

3. システム詳細画面のアクションメニューで、シャットダウンをクリックします。表示されたダイアロ
グの指示に従います。

ハードウェアのアップグレードと修復について

システム詳細画面のサービスアクションでは、適切なロールを持つユーザーが、ストレージシステムの
ハードウェアをアップグレードおよび修復することができます。システムのサービスダイアログが手順
をガイドします。

以下では、ハードウェアのアップグレードと修復に関する重要な考慮事項について説明します。

• 一部のアップグレードや修復には、コントローラーノードのシャットダウンが必要です。

警告: コントローラーノードをシャットダウンすると、ストレージシステムのパフォーマンスが
低下する可能性があります。ホストにシャットダウンするコントローラーノードを通るパスし
かない場合、ホストはエクスポートされたボリューム上のデータにアクセスできなくなる可能性
があります。

• ハードウェアのアップグレードまたは修復が開始されると、ストレージシステムは自動的にメンテナ
ンスモードに入ります。メンテナンスモードは、特定のイベントとアラートによってサービスコール
が開始されるのを防ぎます。ただし、イベントとアラートは将来の参照用にログに記録されます。

• ハードウェアコンポーネントが追加または交換されると、自動的にヘルスチェックが実行されます。
ヘルスチェックの結果は、タスク画面のタスクの詳細に表示されます。問題が見つかった場合は、通
知が送信されます。

コンポーネントのアップグレードまたは修復 備考

アップグレード

コントローラーノードペアの追加。 コントローラーノードのシャットダウンは不要で
す。

表は続く
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コンポーネントのアップグレードまたは修復 備考

コントローラーノードのアダプターカードの追加。 • 影響を受けるコントローラーノードをシャット
ダウンする必要があります。

• システムのサービスダイアログを使用する際に
準備する情報：

◦ アダプターカードを取り付けるコントロー
ラーノードの番号。

◦ アダプターカードを取り付けるコントロー
ラーノードのスロット。

物理ドライブの追加。 コントローラーノードのシャットダウンは不要で
す。

修理

コントローラーノードの交換。 • コントローラーノードをシャットダウンする必
要があります。

• システムのサービスダイアログを使用する際に
準備する情報：

◦ 交換するコントローラーノードの番号。

コントローラーノードのボタン電池の交換（時刻）。• コントローラーノードをシャットダウンする必
要があります。

• システムのサービスダイアログを使用する際に
準備する情報：

◦ ボタン電池を交換するコントローラーノー
ドの番号。

コントローラーノードの DIMM カード（メモリ）の
交換。

• コントローラーノードをシャットダウンする必
要があります。

• システムのサービスダイアログを使用する際に
準備する情報：

◦ DIMM カードを交換するコントローラー
ノードの番号。

表は続く
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コンポーネントのアップグレードまたは修復 備考

コントローラーノードのブートドライブの交換。 • コントローラーノードをシャットダウンする必
要があります。

• システムのサービスダイアログを使用する際に
準備する情報：

◦ ブートドライブを交換するコントローラー
ノードの番号。

◦ 交換するブートドライブの番号。

コントローラーノードの SFP（オプティカルトラン
シーバー）の交換。

• コントローラーノードのシャットダウンは不要
です。

• システムのサービスダイアログを使用する際に
準備する情報：

◦ SFP トランシーバーを交換するコントロー
ラーノードの番号。

◦ SFP トランシーバーを交換するアダプター
カードの番号。

◦ SFP トランシーバーを交換するポートの番
号。

コントローラーノードのアダプターカードの交換。 • コントローラーノードをシャットダウンする必
要があります。

• システムのサービスダイアログを使用する際に
準備する情報：

◦ アダプターカードを交換するコントロー
ラーノードの番号。

◦ アダプターカードの番号。

ドライブエンクロージャー IO モジュールの交換。 • システムのサービスダイアログを使用する際に
準備する情報：

◦ IO モジュールを交換するドライブエンク
ロージャーの番号。

◦ 交換する IO モジュールの番号。

表は続く
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コンポーネントのアップグレードまたは修復 備考

コントローラーエンクロージャー PCBM（電源冷却
バッテリモジュール）の交換。

コントローラーノードのシャットダウンは不要で
す。

• システムのサービスダイアログを使用する際に
準備する情報：

◦ PCBM を交換するコントローラーエンク
ロージャーの番号。

◦ 交換する PCBM の番号。

ドライブエンクロージャー PCM（電源冷却モ
ジュール）の交換。

• システムのサービスダイアログを使用する際に
準備する情報：

◦ PCM を交換するドライブエンクロージャー
の番号。

◦ 交換する PCM の番号。

物理ドライブの交換。 • システムのサービスダイアログを使用する際に
準備する情報：

◦ 物理ドライブを交換するドライブエンク
ロージャーの番号。

◦ 交換する物理ドライブの番号。

システム詳細のプロパティ

このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。

システム詳細画面

プロパティ… 説明…

ステータス（バナー） ストレージシステムの状態：正常、劣化、障害、または不明。

一般プロパティ

名前 ストレージシステムの名前。

モデル ストレージシステムのモデル番号。

シリアル番号 ストレージシステムのシリアル番号。

管理 IP アドレス ストレージシステムを管理するための IP アドレス。

現在の OS バージョン ストレージシステムの OS のバージョン。

表は続く
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システム詳細画面

WWN ストレージシステムの World Wide Name。

アップタイム ストレージシステムが稼働していた日数。

暗号化 ストレージシステムの保存データの暗号化の状態。たとえば、対
応、非対応、有効、または無効です。詳細は、保存データの暗号
化についてを参照してください。

リモートデバイス ID リモートサポート機能で使用する HPE Primera デバイス ID。

CPU ストレージシステムの CPU 使用率。

キャッシュ ストレージシステムのキャッシュメモリ使用率。

ソフトウェア
ソフトウェア画面には、インストールされている HPE Primera OS のバージョンが表示されます。適切な
ロールを持つユーザーは、アクションメニューを使用してシステムソフトウェア管理アクションを実行で
きます。

タスクについて 概念について

• ソフトウェアのアップデートと設定の表示

• ソフトウェアアップデートのチェック

• アップデートパッケージの読み込み

• ソフトウェアのアップデート

• HPE Primera OS について

• 利用可能な HPE Primera OS リリースとパッ
ケージについて

• HPE Primera OS のリリースとアップデートの
インストール時のシステムパフォーマンスにつ
いて

• ソフトウェアライセンスについて

• ソフトウェアのプロパティ

ソフトウェアのアップデートと設定の表示

ソフトウェア画面には、インストールされている HPE Primera OS とそのコンポーネントのバージョンが
表示されます。詳細は、HPE Primera OS についてを参照してください。

アクションメニューを使用して、ソフトウェアアップデートアクションを実行できます。

手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、ソフトウェアタイルをクリックします。ソフトウェア画面が開きます。

3. 次の情報を表示できます。

• 利用可能なリリース
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このパネルには、ストレージシステムにインストールできる推奨リリースの数が表示されます。リ
リースのリストを確認し、インストールするリリースを選択するには、利用可能なリリースの表示
をクリックします。

ヒント：ストレージシステムに推奨リリースがない場合、このパネルは表示されません。

• 利用可能なパッケージ

このパネルには、ストレージシステムにインストールできるアップデートパッケージの数が表示さ
れます。アップデートパッケージのリストを確認し、インストールするパッケージを選択するに
は、利用可能なパッケージの表示をクリックします。

ヒント：ストレージシステム用に利用できるアップデートパッケージがない場合、このパネルは表
示されません。

• インストール済みアップデートの履歴

ストレージシステムにインストールされているソフトウェアアップデートを表示するには、インス
トール済みのアップデートの表示をクリックします。

ヒント：ストレージシステムにソフトウェアアップデートがインストールされていない場合、この
パネルは表示されません。

• 現在のバージョン

パネルには、インストールされた OS バージョン、ドライブのファームウェアバージョン、および
エンクロージャーのバージョンが表示されます。コンポーネントの詳細なリストを表示するには、
コンポーネントのバージョンの表示をクリックします。

• アップデート設定

このパネルには、HPE Primera OS のアップデートのための次の設定が表示されます。

◦ HPE InfoSight からのアップデートの自動的なダウンロード。ソフトウェアアップデートの
パッケージを HPE InfoSight から自動的にダウンロードするかどうかを示します。

◦ HPE InfoSight からのアップデートの推奨の受信（トグル）。HPE InfoSight からの推奨事項を受
け取るかどうかを示します。

ソフトウェアアップデートのチェック

ストレージシステムの HPE Primera OS アップデートパッケージがあるかどうかを確認できます。

手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、ソフトウェアタイルをクリックします。

3. ソフトウェア画面のアクションメニューで、アップデートのチェックをクリックします。

ヒント：アップデートのチェックアクションは、アップデート設定によっては利用できない場合があ
ります。

アップデートパッケージの読み込み

HPE Primera OS アップデートパッケージがある場合は、それをストレージシステムにアップロードでき
ます。
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手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、ソフトウェアタイルをクリックします。

3. ソフトウェア画面のアクションメニューで、アップデートパッケージの読み込みをクリックします。
表示されたダイアログの指示に従います。

ソフトウェアのアップデート

ストレージシステムにダウンロード済みの HPE Primera OS アップデートパッケージをインストールで
きます。

重要：

• HPE では、更新パッケージは営業時間外にインストールすることをお勧めします。

• インストール中にシステムパフォーマンスが影響を受ける可能性があります。

• インストールには、コントローラーノードでのプロセスやその他のアクションの再起動が含まれます。

詳細は、HPE Primera OS のリリースとアップデートのインストール時のシステムパフォーマンスについ
てを参照してください。

手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、ソフトウェアタイルをクリックします。

3. ソフトウェア画面のアクションメニューで、ソフトウェアのアップデートをクリックします。表示さ
れたダイアログの指示に従います。

HPE Primera OS について

HPE Primera OS は、HPE Primera ストレージシステムにすべてのソフトウェア機能を提供します。

バージョン番号

HPE Primera OS のバージョンは、major.minor.update の形式で識別されます。たとえば、4.2.0 となり
ます。

左の文字はメジャーリリースを示します。中央の文字はマイナーリリースを示します。右の文字はアッ
プデートを示します。

HPE Primera OS のリリースとアップデートは、HPE Primera UI を使用してインストールされます。

コンポーネント

HPE Primera OS の主要なコンポーネントには、次のようなものが含まれます。

• System Manager

• CIM Server

• Web Services API

• SNMP エージェント

• LDAP サポート
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• ドライブファームウェアデータベース

• エンクロージャーファームウェアデータベース

• VASA Provider

• Network Controller

• CLI サーバー

利用可能な HPE Primera OS リリースとパッケージについて

インストール可能なリリース

ソフトウェア画面の利用可能なリリースパネルは、HPE Primera OS リリースがいつインストールできる
かを示しています。

• パネルには、HPE InfoSight によってストレージシステムに推奨された HPE Primera OS リリースか、
HPE InfoSight からストレージシステムに自動的にダウンロードされたリリースのみが表示されます。

• パネルには、アップデートパッケージの読み込みアクションを使用して手動でロードされた HPE
Primera OS リリースや、HPE Primera CLI を使用してステージングされたリリースは表示されませ
ん。

• パネルには、HPE Primera OS アップデートパッケージは表示されません。

利用可能なリリースパネルがソフトウェア画面に表示されるのは、以下のすべてが当てはまる場合のみ
で、それ以外の場合はパネルは表示されません。

• 少なくとも 1 つの HPE Primera OS リリースが HPE InfoSight によって推奨されたか、HPE InfoSight
から自動的にダウンロードされた。

• サポートデータを HPE InfoSight に送信オプションが有効になっている。詳細は、リモートサポート
の構成を参照してください。

• HPE InfoSight からのアップデートの推奨の受信オプションが有効になっている。

インストール可能なパッケージ

ソフトウェア画面の利用可能なパッケージパネルは、HPE Primera OS アップデートパッケージがいつイ
ンストールできるかを示しています。

• パネルには、HPE InfoSight によってストレージシステムに推奨された HPE Primera OS アップデート
パッケージか、HPE InfoSight からストレージシステムに自動的にダウンロードされたアップデート
パッケージのみが表示されます。

• パネルには、アップデートパッケージの読み込みアクションを使用して手動でロードされた HPE
Primera OS アップデートパッケージや、HPE Primera CLI を使用してステージングされたアップデー
トパッケージも表示されます。

利用可能なパッケージパネルがソフトウェア画面に表示されるのは、以下のいずれか 1 つが当てはまる場
合のみで、それ以外の場合はパネルは表示されません。

• 少なくとも 1 つの HPE Primera OS リリースが手動でロードされた。

• 少なくとも 1 つの HPE Primera OS リリースが HPE InfoSight によって推奨されたか、HPE InfoSight
から自動的にダウンロードされた。
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• 少なくとも 1 つの HPE Primera OS アップデートパッケージが手動でロードされた。

• 少なくとも 1 つの HPE Primera OS アップデートパッケージが HPE InfoSight によって推奨された
か、HPE InfoSight から自動的にダウンロードされた。

HPE Primera OS のリリースとアップデートのインストール時のシステムパ
フォーマンスについて

HPE Primera OS のリリースまたはアップデートがインストールされるとき、システムの各コントロー
ラーノードにインストールされます。

HPE Primera OS リリース

• すべてのリリースで、パフォーマンスにいくらかの影響があります。この影響が発生するのは、各コ
ントローラーノードが一度に 1 つずつコントローラークラスターから離脱して再度参加するためで
す。

• 一部のリリースでは、各コントローラーノードの再起動が必要な変更もあります。

HPE Primera OS アップデート

• アップデートでは、パフォーマンスへの影響は 小限です。コントローラーノードのプロセスは再起
動しますが、各コントローラーノードはコントローラークラスターに残ったままです。

• 場合によっては、 HPE Primera UI が再起動することもあります。

ソフトウェアライセンスについて

HPE Primera 包括的なシングルシステムソフトウェアライセンスは、各 HPE Primera ストレージシステ
ムに付属しています。

HPE Primera データ暗号化ライセンス

システム全体の HPE Primera 暗号化を提供したい場合は、HPE Primera データ暗号化ライセンスが必要
です。詳細は、保存データの暗号化についてを参照してください。

HPE Primera データ暗号化ライセンスは、ストレージシステムの注文時に含めて、工場でインストールす
ることができます。データ暗号化ライセンスを後で注文する場合は、HPE SSMC を使用してストレージ
システムにライセンスをインストールできます。

ソフトウェアのプロパティ

このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。

ソフトウェア画面

プロパティ… 説明…

利用可能なリリース（パネル）

ヒント：ストレージシステムに推奨リリースがない場合、このパネルは表示されません。

推奨リリースの数 ストレージシステムで利用可能な推奨リリースの数。

表は続く
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ソフトウェア画面

利用可能なリリースのプロパティ（利用可能な推奨リリースの表示ウィンドウ）

列 1：リリースステータスのアイコン  緑色。ソフトウェアリリースに対するすべてのシステム準備状
況チェックが正常に完了しています。リリースはインストール可
能です。

 黄色。ソフトウェアリリースに対する 1 つ以上のシステム準
備状況チェックに警告が含まれています。リリースはインストー
ル可能です。結果の表示リンクを使用すると、警告を確認して、
リリースをインストールするかどうかを決定できます。

 赤色。ソフトウェアリリースに対する 1 つ以上のシステム準
備状況チェックが失敗しました。このリリースはインストールで
きません。結果の表示リンクをクリックすると、個々の準備状況
チェックのステータスを確認できます。リリースをインストール
する前に、エラーを修正する必要があります。

 灰白色。ソフトウェアリリースに対するシステム準備状況
チェックが実行されていません。または、システム準備状況
チェックの結果を利用できません。このリリースを選択してイン
ストールすることもできます。

灰白色のステータスには、利用可能であっても、まだストレージ
システムにダウンロードされていないリリースが含まれます。イ
ンストールを選択すると、リリースがダウンロードされます。そ
の後、リリースをインストールする前に、システム準備状況チェッ
クが実行されます。

列 2：名前 リリースの名前。リリースノートドキュメントへのクリック可能
なリンクでもあります。

列 3：説明 リリースについての簡単な説明です。

列 4：日付 リリースの日付。

列 5：推定時間 リリースのインストールにかかる推定時間。推定時間には、リ
リースをダウンロードする時間は含まれていません。

推定は HPE InfoSight から取得されます。HPE InfoSight による
サポートがストレージシステムに対して構成されていないか、リ
リースが HPE InfoSight によって推奨されていない場合、推定時
間は取得されません。

列 6：結果の表示リンク システム準備状況チェックダイアログを表示するクリック可能な
リンク。結果の表示や、システム準備状況チェックの再実行が可
能です。

利用可能なパッケージ（パネル）

ヒント：ストレージシステム用に利用できるパッケージがない場合、このパネルは表示されません。

表は続く
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ソフトウェア画面

利用可能なパッケージ数 ストレージシステム用に利用可能なアップデートパッケージの
数。

利用可能なパッケージのプロパティ（利用可能なパッケージの表示ウィンドウ）

列 1：アップデートパッケージのス
テータスアイコン

 緑色。アップデートパッケージに対するすべてのシステム準備
状況チェックが正常に完了しています。アップデートパッケージ
はインストール可能です。

 黄色。アップデートパッケージに対する 1 つ以上のシステム
準備状況チェックに警告が含まれています。アップデートパッ
ケージはインストール可能です。結果の表示リンクを使用する
と、警告を確認して、アップデートパッケージをインストールす
るかどうかを決定できます。

 赤色。アップデートパッケージに対する 1 つ以上のシステム
準備状況チェックが失敗しました。このパッケージはインストー
ルできません。結果の表示リンクをクリックすると、個々の準備
状況チェックのステータスを確認できます。アップデートパッ
ケージをインストールする前に、エラーを修正する必要がありま
す。

 灰白色。アップデートパッケージに対するシステム準備状況
チェックが実行されていません。または、システム準備状況
チェックの結果を利用できません。結果の表示リンクのクリック
や、システム準備状況チェックの再実行が可能です。このアップ
デートパッケージを選択してインストールすることもできます。

灰白色のステータスには、利用可能であっても、まだストレージ
システムにダウンロードされていないアップデートパッケージが
含まれます。インストールを選択すると、アップデートパッケー
ジがダウンロードされます。その後、パッケージをインストール
する前に、システム準備状況チェックが実行されます。

列 2：アップデートパッケージ名 アップデートパッケージの名前。リリースノートドキュメントへ
のクリック可能なリンクでもあります。

列 3：説明 アップデートパッケージの簡単な説明。

列 4：日付 アップデートパッケージの日付。

列 5：推定時間 アップデートパッケージのインストールにかかる推定時間。推定
時間には、パッケージをダウンロードする時間は含まれていませ
ん。

推定は HPE InfoSight から取得されます。HPE InfoSight による
サポートがストレージシステムに対して構成されていないか、
アップデートパッケージが HPE InfoSight によって推奨されてい
ない場合、推定時間は取得されません。

表は続く
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ソフトウェア画面

列 6：アップデートパッケージタイプ アップデートタイプ。たとえば、クリティカル、推奨、オプショ
ンなどです。

列 7：結果の表示リンク システム準備状況チェックダイアログを表示するクリック可能な
リンク。結果の表示や、システム準備状況チェックの再実行が可
能です。

システム準備状況チェックのプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

列 1：システム準備状況チェックの名
前

準備状況チェックの名前。

列 2：システム準備状況のチェック結
果

 緑色。システム準備状況チェックに合格しています。

 黄色。システム準備状況チェックに警告が含まれています。

 赤色。システム準備状況チェックが失敗しました。

 灰白色。システム準備状況チェックは実行されていません。ま
たは、チェック結果が利用できません。

インストール済みアップデートの履歴（パネル）

ヒント：ストレージシステムにソフトウェアアップデートがインストールされていない場合、このパネ
ルは表示されません。

インストール済みアップデートの履歴プロパティ（インストール済みのアップデートの表示ウィンドウ）

列 1：アップデートパッケージ識別子 インストールされているアップデートパッケージの識別子。

列 2：アップデートの日付、および時
刻

ソフトウェアアップデートがインストールされた日付および時
刻。

列 3：ユーザー名 ソフトウェアアップデートをインストールしたユーザーまたは
サービスの名前。

現在のバージョン（パネル）

現在のバージョン ストレージシステム上の HPE Primera OS、ドライブファーム
ウェア、およびエンクロージャーファームウェアのバージョン。

コンポーネントのバージョンのプロパティ（コンポーネントのバージョンの表示ウィンドウ）

列 1：コンポーネント名 HPE Primera OS コンポーネントの名前。

列 2：コンポーネントのバージョン HPE Primera OS コンポーネントのバージョン。

表は続く

システム 80



ソフトウェア画面

アップデート設定（パネル）

HPE InfoSight からのアップデート
の自動的なダウンロード

ソフトウェアアップデートを HPE InfoSight からストレージシス
テムに自動的にダウンロードするかどうかを示します。

HPE InfoSight からのアップデート
の推奨の受信（トグル）

ストレージシステムのソフトウェアアップデートに関する HPE
InfoSight からの推奨事項を受け取るかどうかを示します。

ドライブ
ドライブ画面には、ストレージシステムの物理ドライブの名前と主要なプロパティが表示されます。ドラ
イブの主要なプロパティタイルをクリックすると、ドライブ画面が開いてドライブの詳細なプロパティが
表示されます。

タスクについて 概念について

• ドライブの表示

• ドライブの位置確認

• 物理ドライブ、デバイスタイプ、ストレージ階
層について

• ドライブのプロパティ

ドライブの表示

ドライブ画面にはすべての物理ドライブの名前と主要なプロパティを表示でき、ドライブ画面には個々の
物理ドライブの詳細なプロパティを表示できます。詳細は、物理ドライブ、デバイスタイプ、ストレージ
階層についておよびドライブのプロパティを参照してください。

手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、ドライブタイルをクリックします。

ドライブ画面には、ストレージシステム内の物理ドライブの名前と主要なプロパティが表示されます。

• デフォルトでは、ドライブはステータス別にグループ化され、障害または劣化のステータス（ある
場合）が 初にリストされます。ステータスグループ内では、ドライブは名前順にリストされま
す。

• 特定のドライブを名前で検索するには、検索（ ）を使用できます。

• アイテムをフィルタリングしてグループ化するには、フィルターボタンをクリックできます。

◦ ステータス（正常、劣化、障害、新規、不明）でフィルタリングできます。

◦ グループ化により、画面上のドライブを整理できます。グループ化しないことや、状態、ケー
ジ、容量、ドライブタイプ、およびロケーター（ロケーター LED のオンまたはオフ）ごとにグ
ループ化することもできます。

3. ドライブの詳細を表示するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。
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個々のドライブの画面が開き、次のプロパティが表示されます。状態、位置、ヘルス、一般、および
接続。

ドライブの位置確認

物理ドライブには、オンとオフにすることができる青色の位置確認 LED が含まれています。青色の位置
確認 LED をオンにすると、ラック内のドライブを見つけるのに役立ちます。

手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、ドライブタイルをクリックします。ドライブ画面が開きます。

3. ドライブ画面で、ドライブを選択します。ドライブの画面が開きます。位置確認トグルはアクション
メニューにあります。

トグルボタンが左側にある場合、ドライブの青色の位置確認 LED はオフになっています。トグルボタ
ンが右側にある場合、青色の位置確認 LED はオンになっています。

4. 青色の位置確認 LED をオンまたはオフにするには、トグルをクリックします。青色の位置確認 LED は
数分後に自動的にオフになります。または、トグルでオフにすることができます。

物理ドライブ、デバイスタイプ、ストレージ階層について

ドライブとは、ストレージシステム内の物理ドライブのことです。物理ドライブは、コントローラーエン
クロージャーまたはドライブエンクロージャーのスロットに取り付けることができます。

ストレージシステムは、物理ドライブを使用して、ストレージボリュームを作成できるストレージプール
（CPG）を形成します。ストレージボリュームが作成されると、ストレージシステムは仮想化を使用して、
ボリューム内のデータを複数の物理ディスクに分散します。複数の物理ディスクにわたるボリュームの
仮想化には、データ保護冗長性（RAID）や 適な IO 速度などの多くの利点があります。

ドライブの名前と場所

取り付けられているドライブの名前は、3 つの数字で示されます（1:1:0 など）。ドライブの場所は、 初
の 2 つの数字で示されます。左の数字はコントローラーエンクロージャーまたはドライブエンクロー
ジャーの番号であり、中央の数字はスロット番号です。左の数字がゼロの場合、物理ドライブはコント
ローラーエンクロージャーにあります。

ドライブタイプ、デバイスタイプ、およびストレージ階層

物理ドライブはタイプ（デバイスタイプともいいます）によって分類できます。各タイプは、ストレージ
パフォーマンスの階層に関連付けられています。

タイプ/デバイスタイ
プ

説明 ストレージ階層

SSD ソリッドステート物理ドライブ。SAS およ
び NVMe プロトコルを使用する SSD を含
む。

階層 0、高パフォーマンス

FC ファストクラス。SAS 物理ドライブ。 階層 1、中間パフォーマンス

NL ニアライン。SATA 物理ドライブ。 階層 2、低パフォーマンス

ドライブのフォームファクター
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• SFF（スモールフォームファクター）。2.5 型物理ドライブ。

• LFF（ラージフォームファクター）。3.5 型物理ドライブ。

ドライブのプロパティ

このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。

ドライブ画面（すべてのドライブ）

プロパティ… 説明…

ドライブ名 取り付けられている物理ドライブの名前は、3 つの数字で示されます
（1:1:0 など）。物理ドライブ、デバイスタイプ、ストレージ階層につい
てを参照してください。

ステータス 物理ドライブのステータス：正常、劣化、障害、または不明。

タイプ 物理ドライブタイプ：SSD、FC、または NL。詳細は、物理ドライブ、
デバイスタイプ、ストレージ階層についてを参照してください。

容量 物理ドライブの物理容量。

ドライブ画面（個々のドライブ）

プロパティ… 説明…

ドライブ名 取り付けられている物理ドライブの名前は、3 つの数字で示されます
（1:1:0 など）。物理ドライブ、デバイスタイプ、ストレージ階層につい
てを参照してください。

ステータス（バナー） 物理ドライブのステータス：正常、劣化、障害、または不明。

場所のプロパティとグラフィック

エンクロージャーおよびス
ロット

物理ドライブが配置されているドライブエンクロージャー番号とス
ロット番号。

エンクロージャーのグラ
フィック

ドライブが配置されているスロットが強調表示されます。

ヘルスのプロパティ

ステータス 物理ドライブのステータス：正常、劣化、障害、または不明。

表は続く
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ドライブ画面（個々のドライブ）

説明 ステータスが劣化または障害の場合、ステータスが正常でない理由の詳
細が説明セクションに表示されます。

残存寿命（SSD） SSD ドライブの場合は、SSD ドライブの推定される残存寿命の割合。
この割合は、SSD ドライブの製造元の保証に記載されている寿命に対
して相対的です。

温度 物理ドライブの温度。

一般プロパティ

ID 物理ドライブの ID 番号。

位置 3 つの数字で示される位置（およびドライブ名）。たとえば、1:1:0 です。
詳細は、物理ドライブ、デバイスタイプ、ストレージ階層についてを参
照してください。

タイプ 物理ドライブタイプ：SSD、FC、または NL。詳細は、物理ドライブ、
デバイスタイプ、ストレージ階層についてを参照してください。

プロトコル 物理ドライブプロトコル。たとえば、SAS（シリアル接続 SCSI）、NVMe
（Non-Volatile Memory Express）。

容量 物理ドライブの物理容量。

モデル 物理ドライブのモデル番号。

製造元 物理ドライブの製造者。

シリアル番号 物理ドライブのシリアル番号。

部品番号 物理ドライブの部品番号。

ファームウェア 物理ドライブのファームウェアバージョン。

取り外し可能 物理ドライブを取り外し可能かどうかを示します。

接続のプロパティ

表は続く
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ドライブ画面（個々のドライブ）

ポート A（N:S:P） ノード:スロット:ポートで示されるポート。N は、ストレージシステム
コントローラーのノード番号です。S は、IO カードが取り付けられてい
るコントローラーノードのスロット番号です。P は IO カードのポート
番号です。

ポート B（N:S:P） ノード:スロット:ポートで示されるポート。N は、ストレージシステム
コントローラーのノード番号です。S は、IO カードが取り付けられてい
るコントローラーノードのスロット番号です。P は IO カードのポート
番号です。

ドライブエンクロージャー
ドライブエンクロージャー画面には、ストレージシステム上のドライブエンクロージャーとコントロー
ラーエンクロージャーの名前と主要なプロパティが表示されます。エンクロージャーの主要なプロパ
ティタイルをクリックすると、エンクロージャー画面が開いて、エンクロージャーの詳細なプロパティが
表示されます。

タスクについて 概念について

• ドライブエンクロージャーの表示

• ドライブエンクロージャーの位置確認

• IO モジュールと電源の位置確認

• ドライブエンクロージャーについて

• コントローラーエンクロージャーについて

• ドライブエンクロージャーのプロパティ

ドライブエンクロージャーの表示

ドライブエンクロージャー画面にはすべてのドライブエンクロージャーとコントローラーエンクロー
ジャーの名前と主要なプロパティを表示でき、エンクロージャー画面には個々のドライブエンクロー
ジャーまたはコントローラーエンクロージャーの詳細なプロパティを表示できます。詳細は、ドライブエ
ンクロージャーについて、コントローラーエンクロージャーについて、ドライブエンクロージャーのプロ
パティを参照してください。

手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、ドライブエンクロージャータイルをクリックします。

ドライブエンクロージャー画面には、ストレージシステムのドライブエンクロージャーとコントロー
ラーエンクロージャーの名前と主要なプロパティが表示されます。

• デフォルトでは、エンクロージャーはステータス別にグループ化され、障害または劣化のステータ
ス（ある場合）が 初にリストされます。ステータスグループ内では、エンクロージャーは名前別
にリストされます。

• 特定のエンクロージャーを名前で検索するには、検索（ ）を使用できます。

• 項目をフィルタリング、グループ化、ソートするには、フィルターボタンを使用できます。
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◦ ステータス（正常、劣化、障害、不明）でフィルタリングできます。

◦ グループ化により、画面上のドライブエンクロージャーを整理できます。グループ化しないこと
や、ステータス、エンクロージャータイプ、またはノードペアごとにグループ化することもでき
ます。

3. エンクロージャーに関する詳細を表示するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。

• 個々のドライブエンクロージャーの画面が開き、次のプロパティが表示されます。ステータス、位
置、ヘルス、一般、IO モジュール、および電源および冷却装置。

•
個々のコントローラーエンクロージャーの画面が開き、次のプロパティが表示されます。ステータ
ス、位置、ヘルス、一般、および電源および冷却装置。

IO モジュールと電源の表示

ドライブエンクロージャーにある IO モジュールと電源に関する情報を表示できます。詳細は、ドライブ
エンクロージャーについてを参照してください。

手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、ドライブエンクロージャータイルをクリックします。ドライブエンクロージャー画
面が開きます。

3. ドライブエンクロージャー画面でドライブエンクロージャーをクリックします。ドライブエンクロー
ジャーの画面が開き、IO モジュールおよび電源が表示されます。

• IO モジュールの情報を表示するには、その詳細表示リンクをクリックします。IO モジュールの詳
細ウィンドウが開きます。

• 電源の情報を表示するには、その詳細表示リンクをクリックします。電源の詳細ウィンドウが開き
ます。

ドライブエンクロージャーの位置確認

ドライブエンクロージャーには、オンとオフにすることができる位置確認 LED が含まれています。LED
をオンにすると、ラック内のドライブエンクロージャーを見つけるのに役立ちます。

手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、ドライブエンクロージャータイルをクリックします。ドライブエンクロージャー画
面が開きます。

3. ドライブエンクロージャー画面でドライブエンクロージャーを選択します。ドライブエンクロー
ジャーの画面が開きます。位置確認トグルはアクションメニューにあります。

トグルボタンが左側にある場合、ドライブエンクロージャーの位置確認 LED はオフになっています。
トグルボタンが右側にある場合、位置確認 LED はオンになっています。

4. LED をオンまたはオフにするには、トグルをクリックします。LED は数分後に自動的にオフになりま
すまたは、トグルでオフにすることができます。
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IO モジュールと電源の位置確認

ドライブエンクロージャーの IO モジュールと電源には、オンとオフにすることができる位置確認 LED が
含まれています。LED をオンにすると、ラック内のドライブエンクロージャーの IO モジュールと電源を
見つけるのに役立ちます。

手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、ドライブエンクロージャータイルをクリックします。ドライブエンクロージャー画
面が開きます。

3. ドライブエンクロージャー画面でドライブエンクロージャーをクリックします。ドライブエンクロー
ジャーの画面が開きます。位置確認トグルは、各 IO モジュールと電源のパネルにあります。

トグルボタンが左側にある場合、IO モジュールまたは電源の位置確認 LED はオフになっています。ト
グルボタンが右側にある場合、位置確認 LED はオンになっています。

4. LED をオンまたはオフにするには、トグルをクリックします。LED は数分後に自動的にオフになりま
すまたは、トグルでオフにすることができます。

ドライブエンクロージャーについて

ドライブエンクロージャーは、システムにストレージ容量を追加します。各ドライブエンクロージャーに
は、SFF（2.5 型）または LFF（3.5 型）のドライブ用の複数のスロットが含まれています。（ヒント：物
理ドライブはコントローラーノードエンクロージャーにもあります。詳細は、コントローラーエンクロー
ジャーについてを参照してください。）

ドライブエンクロージャーには、IO モジュール（カード）、およびエンクロージャーの冗長電源と冷却の
ための PCM（電源冷却モジュール）のペアも含まれています。

ドライブエンクロージャータイプ

• SFF。SFF タイプは、スモールフォームファクターの物理ドライブ（2.5 型）を保持します。

• LFF。LFF タイプは、ラージフォームファクターの物理ドライブ（3.5 型）を保持します。

ドライブエンクロージャーの名前

ドライブエンクロージャーには、cage0 や cage1 などのケージ ID 番号で名前が付けられます。

ドライブエンクロージャーのプロパティ

このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。

ドライブエンクロージャー画面（すべてのドライブエンクロージャー）

プロパティ… 説明…

ドライブエンクロージャーの名前 ID 番号で示されるドライブエンクロージャー名。たとえ
ば、cage2 です。

ステータス ドライブエンクロージャーのステータス：正常、劣化、障
害、または不明。

表は続く
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ドライブエンクロージャー画面（すべてのドライブエンクロージャー）

モデル ドライブエンクロージャーのモデル。たとえば、DCN1 は
SFF（2.5 型）のドライブエンクロージャーです。

使用済み（%） ドライブエンクロージャー内のすべての物理ドライブで使
用された物理容量の割合。

個々のエンクロージャーのエンクロージャー画面には、ドライブエンクロージャーおよびコントローラー
エンクロージャーに関する情報を表示できます。2 つのタイプのエンクロージャーには、異なるプロパ
ティがあります。

エンクロージャー画面（個々のドライブエンクロージャー）

プロパティ… 説明…

ドライブエンクロージャーの名前 ID 番号で示されるドライブエンクロージャー名。たとえば、
cage2 です。

ステータス（バナー） ドライブエンクロージャーのステータス：正常、劣化、障害、
または不明。

位置のプロパティ

ドライブエンクロージャー ドライブエンクロージャー。たとえば、ドライブエンクロー
ジャー 2 です。

ドライブエンクロージャーのグラフィッ
ク

ドライブエンクロージャーの前面と背面を示すグラフィック
図。

ヘルス

ステータス ドライブエンクロージャーのステータス：正常、劣化、障害、
または不明。

説明 ステータスが劣化または障害の場合、ステータスが正常でな
い理由の詳細が説明セクションに表示されます。

一般プロパティ

ID ドライブエンクロージャーの ID 番号。たとえば、2 です。

WWN ドライブエンクロージャーの World Wide Name。

シリアル番号 ドライブエンクロージャーのシリアル番号。

部品番号 ドライブエンクロージャーの部品番号。

モデル ドライブエンクロージャーのモデル。たとえば、DCS11 LFF
（3.5 型）のドライブエンクロージャーや DCS12 SFF（2.5
型）のドライブエンクロージャーです。

表は続く
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エンクロージャー画面（個々のドライブエンクロージャー）

使用済み（%） ドライブエンクロージャー内のすべての物理ドライブで使用
された物理容量の割合。

IO モジュールのプロパティ

カード番号 IO カードが取り付けられているスロット。

IO モジュール<ID>のプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

ID IO モジュール ID。たとえば、0 です。

シリアル番号 IO モジュールのシリアル番号。

部品番号 IO モジュールの部品番号。

ファームウェアの状態 IO モジュールのファームウェアの状態。たとえば、 新で
す。

ファームウェア IO モジュールのファームウェアバージョン。

DP<番号> IO モジュールのポート番号とその情報。ポートが接続され
ている場合は、次のいずれかが表示されます。

• ポートがデイジーチェーン接続されているドライブエン
クロージャーのドライブエンクロージャー/DP。

• 接続先のコントローラーノードエンクロージャーの NSP
（ノード:スロット:ポート）。

詳細は、ポートについてを参照してください。

状態 IO モジュールの状態。たとえば、SFP が存在しないなどで
す。

速度 IO モジュールの速度（Gbps）。

接続先 IO モジュール接続。

電力および冷却のプロパティ

PCM 番号 電源の番号。PCM は電源冷却モジュールのことです。

電源<ID>のプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

ID 電源の ID 番号。

シリアル番号 電源のシリアル番号。

部品番号 電源の部品番号。

ファンの速度 電源のファンの速度。

ファンの状態 電源のファンの状態。

表は続く
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エンクロージャー画面（個々のドライブエンクロージャー）

部品番号 電源の部品番号。

取り外し可能 電源を取り外し可能かどうかを示します。

エンクロージャー画面（個々のコントローラーエンクロージャー）

プロパティ… 説明…

ドライブエンクロージャーの名前 ID 番号で示されるドライブエンクロージャー名。たとえば、
cage2 です。

ステータス（バナー） コントローラーエンクロージャーのステータス：正常、劣化、
障害、または不明。

位置のプロパティ

ドライブエンクロージャー コントローラーエンクロージャーの場所。たとえば、コント
ローラーエンクロージャー 0 です。

ドライブエンクロージャーのグラフィッ
ク

ドライブエンクロージャーの前面と背面を示すグラフィック
図。

ヘルス

ステータス コントローラーエンクロージャーのステータス：正常、劣化、
障害、または不明。

一般プロパティ

ID コントローラーエンクロージャーの ID 番号。たとえば、0 で
す。

WWN エンクロージャーの World Wide Name。

シリアル番号 コントローラーエンクロージャーのシリアル番号。

モデル コントローラーエンクロージャーのモデル。たとえば、DCN5
コントローラーノードエンクロージャーです。

使用済み（%） コントローラーエンクロージャー内のすべての物理ドライブ
で使用された物理容量の割合。

表は続く
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エンクロージャー画面（個々のコントローラーエンクロージャー）

電力および冷却のプロパティ

PCBM 番号 電源の番号。PCBM とは、電源冷却バッテリモジュールのこ
とです。

PCBM <ID>のプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

ID PCBM ID 番号。

モデル番号 PCBM のモデル番号。

シリアル番号 PCBM のシリアル番号。

ファンの速度 PCBM のファンの速度。

ファンの状態 PCBM のファンの状態。

バッテリの状態 PCBM のバッテリの状態。たとえば、充電完了です。

充電レベル PCBM のバッテリ充電レベル（パーセンテージ）。

部品番号 PCBM の部品番号。

取り外し可能 PCBM を安全に取り外しできるかどうか。

ポート
ポート画面には、ストレージシステムのポートの名前と主要なプロパティが表示されます。ポートの主要
なプロパティタイルをクリックすると、ポート画面が開いてポートの詳細なプロパティが表示されます。

タスクについて 概念について

• ポートの表示

• ポートの編集

• ポートからの ping

• ポートについて

• ポートのプロパティ

• 編集可能なポートのプロパティ

ポートの表示

ポート画面にはすべての物理ドライブの名前と主要なプロパティを表示でき、ポート画面に個々の物理ド
ライブの詳細なプロパティを表示できます。詳細は、ポートについておよびポートのプロパティを参照し
てください。

手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、ポートタイルをクリックします。
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ポート画面には、ストレージシステムのポートの名前と主要なプロパティが表示されます。

• デフォルトでは、ポートはステータス別にグループ化され、障害または劣化のステータス（ある場
合）が 初にリストされます。ステータスグループ内では、ポートは名前順にリストされます。

• 特定のポートを名前で検索するには、検索（ ）を使用できます。

• 項目をフィルタリングおよびグループ化するには、フィルターボタンを使用できます。

◦ ステータス（正常、劣化、障害、不明）でフィルタリングできます。

◦ グループ化により、画面上のポートを整理できます。グループ化しないことや、状態、プロトコ
ル、またはポートタイプごとにグループ化することもできます。

3. ポートに関する詳細情報を表示するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。

個々のポートの画面が開き、次のプロパティが表示されます。ステータス、位置、ヘルス、一般、ア
ダプターカード、および SFP。

ポートの無効化と有効化

デフォルトでは、ポートは有効になっています。ポートを無効にすると、ポートがオフラインになりま
す。ポートはオフラインのままになり、再度有効にします。

警告: ポートを無効にすると、再度有効にするまでは、デバイスと接続されたホストとの通信と IO
が中断されます。

手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、ポートタイルをクリックします。ポート画面が開きます。

3. ポート画面で、ポートを選択します。ポートの画面が開きます。

4. アクションメニューで無効または有効をクリックします。表示されたダイアログの指示に従います。

ポートの編集

一部のポートのプロパティを編集することができます。詳細は、編集可能なポートのプロパティおよび
ポートについてを参照してください。

手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、ポートタイルをクリックします。ポート画面が開きます。

3. ポート画面で、ポートを選択します。ポートの画面が開きます。

4. アクションメニューで編集をクリックします。表示されたダイアログの指示に従います。

ポートからの ping
ストレージシステムの iSCSI ポートまたは RCIP ポートから宛先 IP アドレスに ping することができま
す。
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手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、ポートタイルをクリックします。ポート画面が開きます。

3. ポート画面で、ポートを選択します。ポートの画面が開きます。

4. アクションメニューで Ping をクリックします。表示されたダイアログの指示に従います。

ポートについて

コントローラーノードポートは、ストレージシステムをネットワーク、ホストコンピューター、およびシ
ステムのコンポーネントに接続するために複数のプロトコルを使用します。

ポートの名前と場所

ポートの名前は、3 つの数字（N:S:P）で示されます（1:5:2 など）。ポートの場所は、 初の 2 つの数字
で示されます。左の数字はコントローラーノード番号（N）で、中央の数字はアダプターカードのスロッ
ト番号（S）です。右の数字はポート番号（P）です。

ポートプロトコル

ストレージシステムのポートでは、次のプロトコルがサポートされています。

ポートプロトコル 説明

FC ファイバーチャネルポートは、コントローラーノードをホストに接続します。

IP IP プロトコルポートは、未構成の RCIP ポートです。HPE Primera UI は、IP プロト
コルポートを有効または無効にするために使用できます。RCIP ポートとして使用
できるように IP プロトコルポートを構成するには、HPE Primera CLI を使用する必
要があります。

iSCSI iSCSI ポートはコントローラーノードをホストに接続します。iSCSI ポートは、スト
レージシステムをホストに接続するためにのみ使用できます。

RCFC Remote Copy over Fibre Channel ポートはファイバーチャネルを使用して、HPE
Primera Remote Copy 構成内のプライマリストレージシステムとセカンダリスト
レージシステムを接続します。HPE Primera UI は、RCFC プロトコルポートを有効
または無効にするために使用できます。

RCIP Remote copy over IP ポートは、ギガビット Ethernet を使用して、HPE Primera
Remote Copy 構成内のプライマリストレージシステムとセカンダリストレージシ
ステムを接続します。RCFC ポートとして使用できるように IP プロトコルポート
を構成するには、HPE Primera CLI を使用する必要があります。

SAS SAS ポートは、コントローラーノードをホストおよびドライブエンクロージャーに
接続します。

ポートタイプ

ストレージシステムには、次のポートタイプが含まれます。
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ポートの種類 説明

空き ポートは構成されていません。

ディスク ポートはドライブで使用するように構成されています。

ホスト ポートはホストで使用するように構成されています。

RC ポートは、HPE Primera Remote Copy で使用するために構成されています。

ポートのプロパティ

このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。

ポート画面（すべてのポート）

プロパティ… 説明…

ポート ID（N:S:P） ノード:スロット:ポートで示されるポート。N は、ストレージシステム
コントローラーのノード番号です。S は、IO カードが取り付けられてい
るコントローラーノードのスロット番号です。P は IO カードのポート
番号です。

ステータス ポートのステータス：正常、劣化、障害、または不明。

プロトコル ポートのプロトコル。たとえば、FC や IP です。詳細は、ポートについ
てを参照してください。

ポートタイプ ポートタイプ：空き、ホスト、ディスク、または RC。詳細は、ポート
についてを参照してください。

ポート画面（個別ポート、共通プロパティ）

プロパティ… 説明…

ポート ID（N:S:P） ノード:スロット:ポートで示されるポート。N は、ストレージシステム
コントローラーのノード番号です。S は、IO カードが取り付けられてい
るコントローラーノードのスロット番号です。P は IO カードのポート
番号です。

ステータス（バナー） ポートのステータス：正常、劣化、障害、または不明。

位置のプロパティ

表は続く
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ポート画面（個別ポート、共通プロパティ）

場所 ID ポートの場所：コントローラーノードの番号、スロット番号、ポート番
号。

コントローラーグラフィック ポートの場所を示すコントローラーグラフィック図（強調表示）。

ヘルス

ステータス ポートのステータス：正常、劣化、障害、または不明。

説明 ステータスが劣化または障害の場合、ステータスが正常でない理由の詳
細が説明セクションに表示されます。

ヒント：ほとんどのポートプロパティは、ポートプロトコルのタイプによって異なります。次の各表を参
照してください。

ポート画面（個々のポート）

プロパティ… 説明…

FC ポートの一般プロパティ

変更できるポートプロパティについては、編集可能なポートのプロパティを参照してください。

ラベル ポートに関するユーザーのコメント。

ポート WWN ポートの World Wide Name。

ノード WWN ポートが配置されているコントローラーノードの World Wide Name。

プロトコル ポートのプロトコル：FC。詳細は、ポートについてを参照してくださ
い。

レート ポートの IO レート。

ポートタイプ ポートタイプ：空き、ホスト、ディスク、または RC。詳細は、ポート
についてを参照してください。

ポートの状態 ポートの状態。たとえば、準備完了、または同期喪失です。

接続されたデバイス ポートが接続されているデバイスのタイプ。

モード ポートのモード。たとえば、ターゲットです。

表は続く
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ポート画面（個々のポート）

パートナーポート パートナーポートのポート ID。

ノード:スロット:ポートで示されるポート ID。N は、ストレージシステ
ムコントローラーのノード番号です。S は、IO カードが取り付けられて
いるコントローラーノードのスロット番号です。P は IO カードのポー
ト番号です。

フェイルオーバー状態 ポートのフェイルオーバー状態。

ポート画面（個々のポート）

プロパティ… 説明…

IP ポートの一般プロパティ

IP プロトコルポートは、未構成の RCIP ポートです。RCIP ポートとして使用できるように IP プロトコ
ルポートを構成するには、HPE Primera CLI を使用する必要があります。

ラベル ポートに関するユーザーのコメント。

プロトコル ポートのプロトコル：IP。詳細は、ポートについてを参照してくださ
い。

レート ポートの IO レート。

ポートタイプ ポートタイプ：空き、ホスト、ディスク、または RC。詳細は、ポート
についてを参照してください。

ポートの状態 ポートの状態。たとえば、準備完了、または同期喪失です。

接続されたデバイス ポートが接続されているデバイスのタイプ。

モード ポートの通信モード。たとえば、ピアなどです。

IP アドレス ポートの IP アドレス。

サブネットマスク ポートのサブネットマスク。

ゲートウェイ ポートのゲートウェイ。
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ポート画面（個々のポート）

プロパティ… 説明…

iSCSI ポートの一般プロパティ

変更できるポートプロパティについては、編集可能なポートのプロパティを参照してください。

ラベル ポートに関するユーザーのコメント。

MAC ポートの MAC アドレス

プロトコル ポートのプロトコル：iSCSI。詳細は、ポートについてを参照してくだ
さい。

レート ポートの IO レート。

ポートタイプ ポートタイプ：空き、ホスト、ディスク、または RC。詳細は、ポート
についてを参照してください。

ポートの状態 ポートの状態。たとえば、準備完了、または同期喪失です。

接続されたデバイス ポートが接続されているデバイスのタイプ。

モード ポートの通信モード。例：ピアまたはターゲット。

IP アドレス ポートの IP アドレス。

サブネットマスク ポートのサブネットマスク。

ゲートウェイ ポートのゲートウェイ。

ターゲットポータルグループ ポートのターゲットポータルグループ名。

ターゲットグループタグの送
信

ポートのターゲットポータルグループの数値タグ。以下に例を示しま
す。　 51

MTU Maximum Transmission Unit。接続上で送信されるデータパケットのサ
イズを制限します。値は 1500 または 9000 です。

パートナーポート フェイルオーバーに使用されるパートナーポートのポート ID。

フェイルオーバー状態 パートナーポートとのフェイルオーバー状態。
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ポート画面（個々のポート）

プロパティ… 説明…

RCIP ポートの一般プロパティ

変更できるポートプロパティについては、編集可能なポートのプロパティを参照してください。

ラベル ポートに関するユーザーのコメント。

プロトコル ポートのプロトコル：RCIP。詳細は、ポートについてを参照してくだ
さい。

レート ポートの IO レート。

ポートタイプ ポートタイプ：空き、ホスト、ディスク、または RC。詳細は、ポート
についてを参照してください。

ポートの状態 ポートの状態。たとえば、準備完了、または同期喪失です。

接続されたデバイス ポートが接続されているデバイスのタイプ。

モード ポートの通信モード。たとえば、ピアなどです。

IP アドレス ポートの IP アドレス。

サブネットマスク ポートのサブネットマスク。

ゲートウェイ ポートのゲートウェイ。

ポート画面（個々のポート）

プロパティ… 説明…

SAS ポートの一般プロパティ

SAS プロトコルポートには、ユーザーが編集できるプロパティはありません。

ラベル ポートに関するユーザーのコメント。

ポート WWN ポートの World Wide Name。

プロトコル ポートのプロトコル：SAS です。詳細は、ポートについてを参照してく
ださい。

表は続く
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ポート画面（個々のポート）

レート ポートの IO レート。

ポートタイプ ポートタイプ：空き、ホスト、ディスク、または RC。詳細は、ポート
についてを参照してください。

ポートの状態 ポートの状態。たとえば、準備完了、または同期喪失です。

接続されたデバイス ポートが接続されているデバイスのタイプ。

モード ポートの通信モード。たとえば、ターゲットやイニシエーターです。

ポート画面（個々のポート、アダプターカード）

プロパティ… 説明…

アダプターカードのプロパティ

スロット番号 アダプターカードが配置されているコントローラーノードのスロット。

アダプターカード<番号>のプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

タイプ アダプターカードのタイプ（プロトコル）。たとえば、SAS です。

モデル アダプターカードのモデル。

製造元 アダプターカードの製造元。

シリアル番号 アダプターカードのシリアル番号。

部品番号 アダプターカードの部品番号。

ファームウェア アダプターカードのファームウェアバージョン。

リビジョン アダプターカードのファームウェアリビジョン。

大レート アダプターカードの 大 IO レート。
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ポート画面（個々のポート、SFP）

プロパティ… 説明…

SFP のプロパティ

ID SFP ID。

SFP 詳細のプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

シリアル番号 SFP のシリアル番号。

部品番号 SFP の部品番号。

モデル SFP のモデル。

大速度 SFP の 高速度。

TX 無効 SFP 無効（障害の解消）が設定されているかどうかを示します。

TX 障害 SFP 障害が存在するかどうかを示します。

RX 損失 光入力信号の電力がギガビットイーサーネットに準拠するには不十分
かどうかを示します。

受信電力 遠端デバイスから受信される着信信号レベル。

編集可能なポートのプロパティ

FC プロトコルポートの編集 備考

アスタリスク（*）は、HPE Primera UI の編集アクション、HPE Primera CLI、または HPE SSMC を使
用して変更できるプロパティを示しています。

名前 ストレージシステムによって設定します。編集できません。

ラベル* ポートに関するユーザーのコメント。

設定

接続モード* 選択肢は、Disk、Host、RCFC、および Peer です。

接続タイプ* 選択肢は、Point および Loop です。

表は続く
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FC プロトコルポートの編集 備考

構成レート* データ転送レートです。選択肢は、自動、2、4、8、32 Gbps
です。自動を使用すると、ストレージシステムが速度を選択
します。

固有のノード WWN* 選択肢は、有効および無効です。

VLUN 変更通知（VCN）* 選択肢は、有効および無効です。

割り込み処理の結合* 選択肢は、有効および無効です。

iSCSI プロトコルポートの編集 備考

名前 ストレージシステムによって設定します。編集できません。

ラベル* ポートに関するユーザーのコメント。

IP アドレス IPv4 形式または IPv6 形式の IP アドレスです。

サブネット* IPv4 形式のサブネットです。

ゲートウェイ* IPv4 形式または IPv6 形式の IP アドレスです。指定された IP
アドレスが IPv6 の場合は、プレフィックス長です。

MTU* Maximum Transmission Unit。接続上で送信されるデータパ
ケットのサイズを制限します。選択肢は、1500 および 9000
です。

ターゲットグループタグの送信* ターゲットポータルグループの数。

RCIP プロトコルポートの編集 備考

アスタリスク（*）は、HPE Primera UI の編集アクション、HPE Primera CLI、または HPE SSMC を使
用して変更できるプロパティを示しています。

名前 ストレージシステムによって設定します。編集できません。

IP アドレス

IP アドレス* IPv4 形式または IPv6 形式の IP アドレスです。

表は続く
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RCIP プロトコルポートの編集 備考

サブネット* IPv4 形式のサブネットマスクです。

ゲートウェイ* IPv4 形式または IPv6 形式の IP アドレスです。

設定

MTU* 接続上で送信されるデータパケットのサイズを制限します。
選択肢は、1500 および 9000 です。

構成レート* データ転送レートです。選択肢は、自動および 1 Gbps です。
自動を使用すると、ストレージシステムが速度を選択します。

コントローラー
コントローラー画面には、ストレージシステム上のコントローラーの名前と主要なプロパティが表示され
ます。ポートの主要なプロパティタイルをクリックすると、コントローラーノード画面が開いてコント
ローラーの詳細なプロパティが表示されます。

タスクについて 概念について

• コントローラーの表示

• コントローラーの位置確認

• コントローラーの再起動

• コントローラーのシャットダウン

• コントローラーについて

• コントローラーエンクロージャーについて

• コントローラーのプロパティ

コントローラーの表示

コントローラー画面にはすべてのコントローラーの名前と主要なプロパティを表示でき、コントローラー
ノード画面にはコントローラーの詳細なプロパティを表示できます。詳細は、コントローラーについてお
よびコントローラーのプロパティを参照してください。

手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、コントローラータイルをクリックします。

コントローラー画面には、ストレージシステム上のコントローラーの名前（コントローラーノード ID）
と主要なプロパティが表示されます。

• コントローラーは、ステータス別にグループ化され、障害または劣化のステータス（ある場合）が
初にリストされます。ステータスグループ内では、コントローラーは名前順にリストされます。

• 特定のコントローラーを名前で検索するには、検索（ ）を使用できます。

3. コントローラーに関する詳細情報を表示するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。

個々のコントローラーの画面が開き、次のプロパティが表示されます。ステータス、位置、一般、ブー
トドライブ、アダプターカード、物理メモリ、および電源および冷却装置。
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コントローラーの位置確認

コントローラーには、オンとオフにすることができる位置確認 LED が含まれています。LED をオンにす
ると、ラック内のコントローラーを見つけるのに役立ちます。

手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、コントローラータイルをクリックします。コントローラー画面が開きます。

3. コントローラー画面で、コントローラーを選択します。コントローラーの画面が開きます。位置確認
トグルはアクションメニューにあります。

トグルボタンが左側にある場合、コントローラーの位置確認 LED はオフになっています。トグルボタ
ンが右側にある場合、位置確認 LED はオンになっています。

4. LED をオンまたはオフにするには、トグルをクリックします。LED は数分後に自動的にオフになりま
すまたは、トグルでオフにすることができます。

コントローラーの再起動

警告: コントローラーを再起動すると、ストレージシステムのパフォーマンスが一時的に低下する可
能性があります。再起動するコントローラーを通るパスしかないホストは、エクスポートされたボ
リューム上のデータに一時的にアクセスできなくなる可能性があります。

手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、コントローラータイルをクリックします。

3. コントローラー画面で、コントローラーを選択します。コントローラーの画面が開きます。

4. アクションメニューで再起動を選択します。表示されたダイアログの指示に従います。

コントローラーのシャットダウン

警告: コントローラーをシャットダウンすると、ストレージシステムのパフォーマンスが低下する可
能性があります。シャットダウンするコントローラーを介するパスのみを使用するホストは、エク
スポートされたボリューム上のデータにアクセスできなくなる可能性があります。

手順

1. メインメニューで、システムを選択します。

2. システム画面で、コントローラータイルをクリックします。

3. コントローラー画面で、コントローラーを選択します。コントローラーの画面が開きます。

4. アクションメニューでシャットダウンをクリックします。表示されたダイアログの指示に従います。

コントローラーについて

コントローラーは、ストレージシステムコンポーネントとストレージシステムへのホスト接続を管理しま
す。コントローラーは、コントローラーノード、またはノードとも呼ばれます。

システム 103



コントローラーはペアでインストールされ、1 つのペアがストレージシステムの 小コントローラー構成
になります。sysmgr のアクティブなインスタンスを持つコントローラーは、マスターノードと呼ばれま
す。

HPE Primera ストレージシステムのコントローラーには、物理ドライブ、アダプターカード、および物理
メモリカード用のスロットがあります。

コントローラーエンクロージャーについて

HPE Primera ストレージシステムのコントローラーエンクロージャーには、コントローラー、コントロー
ラーアダプターカード、および物理メモリー DIMM のペアが含まれています。1 組の PCBM（電源冷却
バッテリモジュール）は、コントローラーペアの冗長電源、冷却、およびバッテリバックアップを備えて
います。

各コントローラーエンクロージャーには、SFF（2.5 型）の物理ドライブ用のスロットも含まれています。

コントローラーのプロパティ

このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。

コントローラー画面（すべてのコントローラー）

プロパティ… 説明…

ノード番号 コントローラーノード番号。たとえば、1 や 2 です。

ステータス コントローラーノードのステータス：正常、劣化、障害、または不明。

ロール コントローラーのノードのロール。たとえば、マスターです。

コントローラーノード画面（個々のコントローラー）

プロパティ… 説明…

名前 コントローラーのノード名（ID）。たとえば、0 や 1 です。

ステータス（バナー） コントローラーノードのステータス：正常、劣化、障害、または不明。

位置のプロパティ

コントローラーノードペア コントローラーノードペア。たとえば、コントローラーノード 0/1 で
す。

ヘルス

ステータス コントローラーのステータス：正常、劣化、障害、または不明。

表は続く
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コントローラーノード画面（個々のコントローラー）

説明 ステータスが劣化または障害の場合、ステータスが正常でない理由の詳
細が説明セクションに表示されます。

一般プロパティ

ノード ID コントローラーのノード ID。たとえば、0 や 1 です。

OS HPE Primera OS バージョン。

マスター コントローラーノードがマスターであるかどうかを示します。

クラスター化 コントローラーノードがコントローラーノードクラスターのメンバー
かどうかを示します。

合計メモリ コントローラーノードのメモリの容量。

部品番号 コントローラーノードの部品番号。

取り外し可能 コントローラーノードを取り外し可能かどうかを示します。

CPU コントローラーノードの CPU 使用率。

キャッシュ コントローラーノードのキャッシュメモリの使用率。

ブートドライブのプロパティ

ステータス（アイコン） コントローラーノードのブートドライブのステータス：正常、劣化、障
害、または不明。

ドライブ番号 コントローラーノードのブートドライブ番号。

ドライブ<番号>のプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

シリアル番号 コントローラーノードのブートドライブのシリアル番号。

サイズ コントローラーノードのブートドライブの容量。

モデル コントローラーノードのブートドライブモデル。

部品番号 コントローラーノードのブートドライブの部品番号。

ファームウェア コントローラーノードのブートドライブのファームウェアバージョン。

アダプターカードのプロパティ

表は続く
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コントローラーノード画面（個々のコントローラー）

スロット番号 アダプターカードが配置されているコントローラーノードのスロット。

アダプターカード<番号>（詳細表示ウィンドウ）

タイプ アダプターカードのタイプ（プロトコル）。たとえば、SAS です。

モデル アダプターカードのモデル。

シリアル番号 アダプターカードのシリアル番号。

部品番号 アダプターカードの部品番号。

ファームウェア アダプターカードのファームウェアバージョン。

リビジョン アダプターカードのファームウェアリビジョン。

大レート アダプターカードの 大 IO レート。

取り外し可能 アダプターカードを取り外し可能かどうかを示します。

物理メモリのプロパティ

DIMM コントローラーノードの DIMM カード。

物理メモリのプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

部品番号 DIMM カードの部品番号

スロット番号 DIMM カードが配置されているコントローラーノードのスロット。

DIMM ID DIMM カード ID。

電源のプロパティ

PCBM 番号 PCBM 番号。PCBM とは、電源冷却バッテリモジュールのことです。

電源<ID>のプロパティ（詳細表示ウィンドウ）

ID 電源の ID 番号。

モデル 電源装置モデル。

シリアル番号 電源のシリアル番号。

表は続く
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コントローラーノード画面（個々のコントローラー）

ファンの速度 電源のファンの速度。

ファンの状態 ファンの状態。たとえば、正常です。

バッテリの状態 バッテリの状態。たとえば、充電完了です。

充電レベル バッテリ充電レベル（パーセンテージ）。

部品番号 電源のファンの状態。

取り外し可能 電源を取り外し可能かどうかを示します。
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設定

設定画面では、システム全体の使用に関連する主要な設定を表示および管理できます。

表示と管理について

• システム（設定）

• テレメトリ

• ユーザー

• LDAP の構成

• 連絡先

• VMware vCenter

• ネットワークサービス

• アレイ証明書

システム（設定）
システム（設定）画面では、システムレベルの主要な設定を表示および管理できます。
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タスクについて 概念について

• システム設定の表示

• ストレージシステム名の編集

• ストレージシステム管理ネットワーク設定の編集

• ボリュームの保持期間の設定の編集

• パスワード認証モード設定の編集

• カスタムの物理スペースのアラートの設定の編集

• 日付および時刻の設定の編集

• レポートデータのサイズ設定の編集

• ライトバックポリシー設定の編集

• オーバープロビジョニング率の設定の編集

• ホストデータ完全性フィールド設定の編集

• FIPS モード設定の編集

• インストールサイトの設定の編集

• 保存データの暗号化の有効化

• 暗号化キーのバックアップ

• 暗号化キーの復元

• 新しい暗号化キーの生成（キーの変更）

• ストレージシステム管理ネットワークについ
て

• ボリュームの保持期間について

• パスワード認証モードについて

• 物理スペースのアラートについて

• レポートデータボリュームについて

• ライトバックポリシーについて

• オーバープロビジョニングについて

• ホストデータ完全性フィールドについて

• FIPS モードについて

• 保存データの暗号化について

システム設定の表示

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面には、システム、テレメトリ、ユーザー、LDAP の構成、連絡先、VMware vCenter、ネット
ワークサービス、およびアレイ証明書の設定が表示されます。

ストレージシステム名の編集

ストレージシステムの名前を変更することができます。名前を変更しても、進行中の操作には影響しませ
ん。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、システムパネルをクリックします。システム画面が開きます。

3. システム名パネルで、名前の構成をクリックします。表示されたダイアログの指示に従います。
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ストレージシステム管理ネットワーク設定の編集

ストレージシステム管理ネットワーク設定は、ストレージシステムをネットワークに接続する方法を指定
します。詳細は、ストレージシステム管理ネットワークについてを参照してください。

警告: 設定を誤って変更すると、HPE Primera UI へのブラウザーの接続が失われる可能性がありま
す。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、システムパネルをクリックします。システム画面が開きます。

3. 管理ネットワークパネルで、ネットワークの構成をクリックします。表示されたダイアログの指示に
従います。

ボリュームの保持期間の設定の編集

ボリュームの保持期間の設定により、新しく作成または編集されたボリュームのボリューム保持機能を有
効または無効にできます。設定が有効になっている場合、許可される 大ボリューム保持期間を指定でき
ます。詳細は、ボリュームの保持期間についてを参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、システムパネルをクリックします。システム画面が開きます。

3. ボリュームの保持期間パネルで、保持期間の構成をクリックします。表示されたダイアログの指示に
従います。

パスワード認証モード設定の編集

パスワード認証設定は、認証を時間ベースの認証または暗号化ベースの認証のどちらに設定するかを指定
します。詳細は、パスワード認証モードについてを参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、システムパネルをクリックします。システム画面が開きます。

3. パスワード認証モードパネルで、認証モードの構成をクリックします。表示されたダイアログの指示
に従います。

カスタムの物理スペースのアラートの設定の編集

これらの設定は、FC、NL、および SSD ドライブタイプのカスタム物理スペースアラートに適用されま
す。詳細は、物理スペースのアラートについてを参照してください。

カスタム物理スペースアラートは、HPE SSMC および HPE Primera CLI を使用して管理されます。

HPE では、HPE SSMC を使用することをお勧めします。より高度な管理が必要なストレージスペシャリ
ストの場合は、HPE Primera CLI も使用することができます。

次に、HPE SSMC を使用するためのおおまかな手順を示します。
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1. ストレージシステムを管理している HPE SSMC のインスタンスを参照します。

2. HPE SSMC で、ストレージシステム > システムに移動し、ストレージシステムを選択します。

3. アクションメニューで編集を選択します。

4. システムパラメーターで、物理スペースのアラートを編集します。

日付および時刻の設定の編集

日付および時刻の設定により、日付および時刻を手動で指定することができます。または、ご使用の環境
に NTP サーバーが含まれている場合は、日付および時刻に使用する 大 3 つの NTP サーバーを指定でき
ます。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、システムパネルをクリックします。システム画面が開きます。

3. 日付および時刻パネルで、日付および時刻の構成をクリックします。表示されたダイアログの指示に
従います。

レポートデータのサイズ設定の編集

レポートデータのサイズの設定により、レポートデータの保存に使用されるスペースの量を変更できま
す。詳細は、レポートデータボリュームについてを参照してください。

レポートデータのサイズを変更すると、パフォーマンスデータが数分間利用できなくなります。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、システムパネルをクリックします。システム画面が開きます。

3. レポートデータパネルで、レポートの構成をクリックします。表示されたダイアログの指示に従いま
す。

ライトバックポリシー設定の編集

ライトバックポリシー設定では、ポリシーを有効または無効にすることができます。詳細は、ライトバッ
クポリシーについてを参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、システムパネルをクリックします。システム画面が開きます。

3. ライトバックポリシーパネルで、ライトバックの構成をクリックします。表示されたダイアログの指
示に従います。
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オーバープロビジョニング率の設定の編集

オーバープロビジョニングとは、ストレージシステム上のボリュームの仮想容量が、ストレージシステム
上の物理ストレージスペースの量よりも大きくなったときのことです。詳細は、オーバープロビジョニン
グについてを参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、システムパネルをクリックします。システム画面が開きます。

3. オーバープロビジョニングパネルで、オーバープロビジョニングの構成をクリックします。表示され
たダイアログの指示に従います。

ホストデータ完全性フィールド設定の編集

ホストデータ完全性（DIF）設定により、ストレージシステムのホストデータ完全性のチェック機能を有
効または無効にできます。詳細は、ホストデータ完全性フィールドについてを参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、システムパネルをクリックします。システム画面が開きます。

3. ホストデータ完全性フィールドパネルで、ホスト DIF の構成をクリックします。表示されたダイアロ
グの指示に従います。

FIPS モード設定の編集

FIPS モード設定により、ストレージシステムの FIPS モードを有効または無効にできます。詳細は、FIPS
モードについてを参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、システムパネルをクリックします。システム画面が開きます。

3. FIPS モードパネルで、FIPS モードの構成をクリックします。表示されたダイアログの指示に従いま
す。

ヒント：FIPS モード設定を変更すると、ストレージシステムと外部システムとの通信インターフェイ
スが再起動し、新しいモードに入ります。

インストールサイトの設定の編集

ストレージシステムが設置されている場所、および HPE または HPE パートナーによってサポートが提供
されているかどうかに関する情報を提供できます。
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手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、システムパネルをクリックします。システム画面が開きます。

3. インストールサイトパネルで、インストールサイトの構成をクリックします。表示されたダイアログ
の指示に従います。

保存データの暗号化の有効化

重要：暗号化を有効にすると、物理ドライブ上のすべてのデータを失うことなくアクションを元に戻すこ
とはできなくなります。

前提条件

• ストレージシステムに HPE Primera データ暗号化ライセンスがあること。

• ストレージシステム上のすべての物理ドライブは、自己暗号化ドライブであること。

詳細は、保存データの暗号化についてを参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、システムパネルをクリックします。システム画面が開きます。

3. 暗号化パネルで、暗号化ステータスを確認します。

• ステータスが対応の場合は、次のステップに進むことができます。

• ステータスが非対応の場合、保存データの暗号化は有効にできません。

• ステータスが有効の場合、保存データの暗号化は既に有効になっています。

4. 他のアクションアイコン（ ）をクリックし、有効を選択します。表示されたダイアログの指示に従
います。

• HPE では、LKM 暗号キーをバックアップし、バックアップのキーファイルを安全な場所に保存す
ることを強くお勧めします。

重要：予期しないイベントが発生し、LKM バックアップキーファイルとそのパスワードが使用でき
ない場合は、ストレージシステム上のすべてのデータが失われるリスクがあります。

• バックアップファイルのデフォルト名は recovery.dar です。HPE では、複数のストレージシステム
を含む環境では、暗号化されたストレージシステムごとに固有のファイル名を使用することをお勧
めします。

暗号化キーのバックアップ

バックアップアクションは、ブラウザーからダウンロードできるパスワードで保護されたバックアップ暗
号化キーファイルを提供します。

重要：予期しないイベントが発生し、LKM バックアップキーファイルとそのパスワードが使用できない
場合は、ストレージシステム上のすべてのデータが失われるリスクがあります。

HPE では、LKM 暗号キーをバックアップし、バックアップのキーファイルを安全な場所に保存すること
を強くお勧めします。
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前提条件

ストレージシステムでは保存データの暗号化が有効になっていること。

詳細は、保存データの暗号化についてを参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、システムパネルをクリックします。システム画面が開きます。

3. 暗号化パネルで、暗号化ステータスを確認します。ステータスは有効である必要があります。

4. 他のアクションのアイコン（ ）をクリックし、バックアップを選択します。表示されたダイアログ
の指示に従います。

• バックアップファイルのデフォルト名は recovery.dar です。HPE では、複数のストレージシステム
を含む環境では、暗号化されたストレージシステムごとに固有のファイル名を使用することをお勧
めします。

• キーの変更後は、HPE では、新しいキーであることを示すためにバックアップファイル名を変更す
ることをお勧めします。

新しい暗号化キーの生成（キーの変更）

キーの変更アクションは、新しい LKM 暗号化キーを生成し、そのキーをストレージシステム上のすべて
の物理ドライブに適用します。パスワードで保護されたバックアップ暗号化キーファイルは、ブラウザー
からダウンロードできます。

重要：予期しないイベントが発生し、LKM バックアップキーファイルとそのパスワードが使用できない
場合は、ストレージシステム上のすべてのデータが失われるリスクがあります。

HPE では、LKM 暗号キーをバックアップし、バックアップのキーファイルを安全な場所に保存すること
を強くお勧めします。

前提条件

ストレージシステムでは保存データの暗号化が有効になっていること。

詳細は、保存データの暗号化についてを参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、システムパネルをクリックします。システム画面が開きます。

3. 暗号化パネルで、暗号化ステータスを確認します。ステータスは有効である必要があります。

4. その他のアクションアイコン（ ）をクリックし、キーの変更を選択します。表示されたダイアログ
の指示に従います。

• バックアップファイルのデフォルト名は recovery.dar です。HPE では、複数のストレージシステム
を含む環境では、暗号化されたストレージシステムごとに固有のファイル名を使用することをお勧
めします。

• キーを変更する際は、HPE では、新しいキーであることを示すためにバックアップファイル名を変
更することをお勧めします。
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暗号化キーの復元

予期しないイベントの後で、以前に保存した暗号化キーをストレージシステムに復元することができま
す。ストレージシステムで完全に災害が起きている場合は、バックアップ暗号化キーファイルが適用され
ます。それ以外の場合、暗号化構成が検証され、変更は行われません。

前提条件

• ストレージシステムでは保存データの暗号化が有効になっていること。

• ローカルキーマネージャーの暗号化キーがバックアップされていること。

• バックアップ暗号化キーファイルにアクセスでき、そのパスワードを知っていること。

詳細は、保存データの暗号化についてを参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、システムパネルをクリックします。システム画面が開きます。

3. 暗号化パネルで、暗号化ステータスを確認します。ステータスは有効である必要があります。

4. その他のアクションアイコン（ ）をクリックし、復元を選択します。表示されたダイアログの指示
に従います。

ストレージシステム管理ネットワークについて

ストレージシステム管理ネットワーク設定は、ストレージシステムをネットワークに接続する方法を指定
します。

• インターネットプロトコル。IPv4 設定を指定する必要があります。IPv6 設定はオプションです。

◦ デフォルトでは、IPv4 は有効です。設定には次の項目があります。IP アドレス、サブネットマス
ク、およびゲートウェイ。

◦ IPv6 は有効または無効にできます。設定には次の項目があります。IP アドレス、プレフィックス
長、およびゲートウェイ。

• DNS サーバー。ストレージシステムが接続する DNS サーバーの IP アドレスを指定できます。DNS
サーバーを指定する必要はありません。 大数は 3 つの DNS サーバーです。

• プロキシサーバー。プロキシサーバーの設定は有効または無効にできます。設定には、プロトコル
（HTTP、SOCKS4、および SOCKS5）、サーバー IP アドレス、ポート、および認証資格情報が含まれ
ます。

ボリュームの保持期間について

ボリュームの保持期間は、どのような手段でも新しく作成したボリュームまたは編集したボリュームを削
除できない時間の長さです。

ヒント：

• ボリュームの保持期間は、HPE SSMC および HPE Primera CLI を使用して指定できます。

• HPE Primera UI では、ストレージシステムの 大保持期間を有効または無効にすることができます。

たとえば、HPE SSMC でボリュームを作成または編集する際は、ユーザーが 7 日間の保持期間を指定す
る場合があります。7 日間そのボリュームはいかなる手段でも削除することはできません。
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• HPE Primera システムでは、 大保持期間はデフォルトで有効になっており、期間は 14 日間です。

• 大値は、時間または日単位で、1 時間から 43,800 時間（1,825 日、つまり 5 年）までで指定できま
す。

• 大値が有効になっている場合は、新しいボリュームの保持期間を設定でき、既存のボリュームの保
持期間を変更することができます。

• 大値が無効になっている場合は、新しいボリュームの保持期間を設定、および既存のボリュームの
保持期間を変更することはできません。

保存データの暗号化について

HPE Primera OS の保存データの暗号化機能を自己暗号化物理ドライブ（SED）で使用すると、ストレー
ジシステムに保存されているすべてのデータを保護できます。

個々の SED 物理ドライブ上のデータは、ドライブのメディアで自動的に暗号化されます。ストレージシ
ステムの暗号化を有効にすると、物理ドライブがストレージシステムに論理的にバインドされます。

重要：暗号化を有効にすると、物理ドライブ上のすべてのデータを失うことなくアクションを取り消すこ
とできません。

HPE Primera OS にはローカルキーマネージャー（LKM）が組み込まれています。ローカルキーマネー
ジャーは、ストレージシステムに暗号化キーを保持します。

• HPE では、LKM 暗号キーをバックアップし、バックアップのキーファイルを安全な場所に保存するこ
とを強くお勧めします。

重要：予期しないイベントが発生し、LKM バックアップキーファイルとそのパスワードが使用できな
い場合は、ストレージシステム上のすべてのデータが失われるリスクがあります。

• LKM 暗号化キーのバックアップアクションは、HPE Primera UI または HPE SSMC で使用可能です。

• HPE では、複数のストレージシステムを含む環境では、暗号化されたストレージシステムごとに固有
のファイル名を使用することをお勧めします。

外部キーマネージャーもサポートされています。HPE SSMC を使用して、外部暗号化キー管理（EKM）
サーバーへの接続を確立することができます。

パスワード認証モードについて

次のパスワードモードは、HPE サポートと協力して作業する場合に使用できます。認証モードは、サー
ビスコンソールユーザーが関与するアクセス制御にも適用されます。

時間ベースのワンタイムパスワード（TOTP）

時間ベースのワンタイムパスワードは、各ユーザーアカウントおよびシステムに固有のものです。

• 時間ベースのワンタイムパスワードを選択した場合、HPE サポートプロセスを変更する必要はありま
せん。HPE のサービス担当者は、お客様との対話なしにパスワードを取得することができます。

• このパスワードは 1 時間ごとに変更され、許可を与えられた HPE の従業員および請負業者向けに
HPE サポートセンターでしか作成できません。

• 時間ベースのワンタイムモードを使用している場合、パスワードは 1 時間ごとに自動的に変更される
ため、パスワードを変更することはできません。
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暗号化されたパスワード（暗号文）

ストレージシステムによってランダムパスワードが生成され、暗号化されます。暗号文は HPE サポート
が復号化する必要があります。

• 暗号化されたパスワードを選択する場合は、暗号文をエクスポートして、HPE の担当者に提供する必
要があります。暗号文は、HPE サポートで、パスワードを復元できるツールに貼り付けられます。

• これらのパスワードは、いつでも変更することができます。ただし、お客様も HPE サポートもパス
ワードを知ることはできません。回復するには、暗号文をエクスポートして HPE サポートに送信する
しかありません。

• HPE 側で暗号文を解読し、オンサイトの HPE サービス担当者または請負業者にパスワードを提供しま
す。

• サポートの作業が終わったら、回復されたパスワードをお客様側で変更できます。

物理スペースのアラートについて

ストレージシステム上の利用可能な物理スペースが、定義された割合を下回っているかどうかを確認する
ため、1 時間ごとにチェックが実行されます。

システムの合計物理スペースのアラート

ストレージシステムの合計物理スペースのアラートは、以下のように発行されます。これらのアラートは
常に有効であり、無効にすることはできません。

アラートタイプ 説明

クリティカルア
ラート

ストレージシステム上の合計物理スペースの 95％以上が割り当て済みで、空きス
ペースが 5％以下です。

HPE では、書き込み失敗を防止するため、できるだけ早く物理ドライブ容量を増や
すことを強くお勧めします。

メジャーアラート ストレージシステム上の合計物理スペースの 85％以上が割り当て済みで、空きス
ペースが 15％以下です。

HPE では、できるだけ早く物理ドライブ容量を増やすことを強くお勧めします。

マイナーアラート ストレージシステム上の合計物理スペースの 75％以上が割り当て済みで、空きス
ペースが 25％以下です。

HPE では、物理ドライブ容量を増やすことを強くお勧めします。

情報アラート ストレージシステム上の合計物理スペースの 50％以上が割り当て済みで、空きス
ペースが 50％以下です。HPE では、物理ドライブ容量を増やすことをお勧めしま
す。

カスタム物理スペースアラート

ユーザー定義（カスタム）の物理スペースのアラートは、HPE SSMC および HPE Primera CLI で指定で
きます。
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• ユーザー定義の物理スペースのアラートは、FC、NL、および SSD ドライブタイプに対して有効また
は無効にできます。ストレージシステムのデフォルトは無効です。

• ユーザー定義の物理スペースのアラートでの容量のしきい値は、ドライブタイプごとに 10 GiB〜
100,000 GiB です。

• ユーザー定義の物理スペースのアラートは、95％、85％、75％、および 50％の容量のしきい値で発行
されます。

レポートデータボリュームについて

ストレージシステムは、レポートデータを保存するシステムボリュームを維持します。データのタイプに
は、履歴パフォーマンスデータを含むログファイルとデータ収集ファイルが含まれます。ボリュームの初
期サイズは、ストレージシステムによって自動的に設定されます。

使用されるボリュームサイズとパーセンテージは、設定 > システム画面に表示されます。必要に応じて、
ボリュームのサイズを増やして、より長い期間にわたってデータを収集できるようにすることができま
す。

ライトバックポリシーについて

コントローラーノードに障害が発生すると、システムボリュームに書き込まれたホストデータは、ライト
バック IO からライトスルー IO に自動的に変更されます。この自動動作は、ライトバックポリシーと呼ば
れます。ホストからストレージボリュームへのライトスルー IO を使用すると、ホストからボリュームへ
の接続に無関係な障害が発生した場合のデータ損失のリスクが軽減されます。

コントローラーノードの障害時のホスト IO 書き込みパフォーマンスを改善するために、ライトスルー IO
への自動切り替えを遅らせることができます。ライトバックポリシー設定では、ライトスルー IO への自
動切り替えを遅延させる日数を指定できます。

オーバープロビジョニングについて

オーバープロビジョニングとは、ストレージシステム上のボリュームの仮想容量が、ストレージシステム
上の物理ストレージスペースの量よりも大きくなったときのことです。たとえば、オーバープロビジョニ
ングは、ストレージシステムに重複排除または圧縮されたボリュームがある場合に発生する可能性があり
ます。

オーバープロビジョニングの度合いは比率として表されます。たとえば、2.5（2.5:1）のオーバープロビ
ジョニング比は、ストレージシステム上のボリュームの仮想容量が、ストレージシステム上の物理ドライ
ブの実際の容量の 2.5 倍であることを示しています。

• オーバープロビジョニングが指定された比率を超えた場合に、システムに警告アラートを生成させる
ことができます。デフォルトでは、警告設定が 2.5（2.5:1）の比率で有効になります。指定できる 小
オーバープロビジョニング警告率は 1.5（1.5:1）です。

• システムで許可されるオーバープロビジョニングの量を制限することもできます。デフォルトでは、
制限の設定は無効になっています。有効にした場合、指定できる 小オーバープロビジョニング制限
率は 1.5（1.5:1）です。

• 両方の設定が有効になっている場合、警告率は制限率より小さくなければなりません。

ホストデータ完全性フィールドについて

ストレージシステムは、ホストデータ完全性フィールド（DIF）とチェックサムを使用して、徹底したデー
タ完全性チェックを実行します。このチェックは、ホストからストレージシステムに書き込まれたデータ
が送信中に変更されていないことを確認します。
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ストレージシステムがデータの整合性の問題を検出すると、適切なリカバリが実行され、ホストアプリ
ケーションに影響を与えるリスクが軽減されます。

HPE Primera ストレージシステムでは、ボリュームに次のホスト DIF モードのいずれかを設定できます。

• 標準 SCSI DIF

• HPE Primera 独自の DIF

• 無効（DIF なし）

HPE Primera 独自の DIF は、Persistent Checksum として知られる HPE Primera OS データ整合性チェッ
ク機能の一部です。

FIPS モードについて

FIPS モードは、外部システムとのストレージシステム通信に暗号化モジュールを使用することです。
FIPS モードが有効な場合、ストレージシステムは、外部システムとの暗号化通信に FIPS 140-2 準拠モ
ジュールを使用します。

FIPS モードを使用するストレージシステム通信インターフェイスの例は、次のとおりです。サーバー、
SMI-S CIM、CLI、EKM、LDAP、QW、SNMP、SSH、SYSLOG、WSAPI、RDA、および VASA への UI。

FIPS モード設定を変更すると、ストレージシステムと外部システムとの通信インターフェイスが再起動
し、新しいモードに入ります。詳細は、FIPS モード設定の編集を参照してください。

テレメトリ
テレメトリ画面は、テレメトリ、リモートサポート、コールホーム、および HPE InfoSight の設定の表示
および管理のための中心となる場所です。

タスクについて 概念について

• テレメトリ設定の表示

• テレメトリデータファイルの表示とダウン
ロード

• サポートデータの収集

• リモートサポートの構成

• HPE InfoSight の構成 - 設定ダイアログ

• リモートサポートのトランスポートエージェ
ントの再起動

• テレメトリについて

• HPE InfoSight について

• サポートデータについて

• テレメトリのプロパティ

テレメトリ設定の表示

テレメトリ画面では、リモートサポート設定を表示および構成できます。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、テレメトリパネルをクリックします。テレメトリ画面が開きます。
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• リモートサポート設定を変更するには、サポート設定パネルでサポートの構成をクリックします。

• InfoSight 設定を変更するには、InfoSight パネルで InfoSight の構成をクリックします。

• テレメトリデータファイルを表示してダウンロードするには、テレメトリデータビューアーパネル
をクリックします。

• HPE サポートに送信するためのサポートデータを収集するには、アクションメニューのサポート
データの収集をクリックします。

• テレメトリトランスポートエージェントを再起動するには、アクションメニューでトランスポート
エージェントの再起動をクリックできます。

ヒント：通常、このアクションは必要ありません。ただし、HPE サポートからテレメトリトランス
ポートエージェントを再起動するよう求められた場合は、必要になる場合があります。または、
コールホームパネルには障害のステータスが表示された場合です。

テレメトリデータファイルの表示とダウンロード

HPE サポートに送信されたストレージシステムのテレメトリデータファイルのリストを表示できます。
リモートサポートケースの支援が必要な場合は、特定のファイルをコンピューターにダウンロードするこ
とができます。詳細は、テレメトリについてを参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、テレメトリパネルをクリックします。

3. テレメトリ画面で、テレメトリデータビューアーパネルをクリックします。テレメトリデータビュー
アー画面が開いて、HPE サポートに送信されたストレージシステムのテレメトリデータファイルのリ
ストが表示されます。

• 特定のファイルを名前で検索するには、検索（ ）を使用できます。

• 項目をフィルタリングおよびソートするには、フィルターボタンを使用できます。ファイルタイプ
でフィルタリングし、 終変更日またはファイルサイズでソートできます。

ヒント：ソーティングの選択肢は、ファイルタイプのリストの下部にあります。

4. テレメトリデータファイルをダウンロードするには、ファイルをクリックし、アクションメニューで
ダウンロードを選択します。

ヒント：複数のファイルを選択するには、Shift キーと Ctrl キーを使用できます。

リモートサポートの構成

次の設定を使用することで、ストレージシステムのリモートサポートを構成できます。

• サポートデータを HPE InfoSight に送信。このオプションにより、ストレージシステムで自動的にテレ
メトリデータファイルを HPE InfoSight に送信できます。HPE InfoSight から予測リモートサポートと
クラウド分析を受け取るには 、このオプションを有効にする必要があります。

データ送信サポートオプションを有効にすると、次の追加オプションを使用できます。
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◦ HPE InfoSight からアップデートの推奨および自動ダウンロードを受信します。このオプションを
有効または無効にできます。

◦ リモートサポートアクセスを許可。これらのオプションを有効および無効にできます。

◦ リモート root アクセス。有効、無効、および要求によりアクセスを許可を選択できます。

• RAP 転送。このオプションは、Remote Access Point（RAP）転送を有効にします。有効にすると、
ローカル通知メールのコピーが HPE に送信されます。

• リアルタイムのデータスクラビング。このオプションは、データが送信される前に、データ内の一意
の識別子を汎用識別子に置き換えます。たとえば、IP アドレスと特定のホスト名およびボリューム名
が置き換えられます。

ヒント：リアルタイムのデータスクラビングが有効な場合は、次の HPE InfoSight 機能が影響を受ける
可能性があります。

◦ 高解像度のパフォーマンス分析は利用できない場合があります。

◦ VMware のクロススタック分析は利用できない場合があります。

◦ 予測サポート署名は低下する可能性があります。

• メール通知。このオプションを使用すると、メール通知に使用するサーバーを指定できます。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、テレメトリパネルをクリックします。

3. テレメトリ画面のサポート設定パネルで、サポートの構成をクリックします。表示されたダイアログ
の指示に従います。

HPE InfoSight の構成 - 概要

この概要では、ストレージシステムで使用する HPE InfoSight を構成する手順を要約します。

前提条件

• プロキシ設定が正しいこと（プロキシサーバーが使用されている場合）。HPE InfoSight の Web サイト
にアクセスするには、ストレージシステムをインターネットに接続できる必要があります。

• サポート設定のサポートデータを HPE InfoSight に送信オプションが有効になっていること。（リモー
トサポートの構成を参照）。HPE InfoSight 機能は、HPE InfoSight に送信されるストレージシステムの
ログとイベントデータに依存しています。

手順

1. HPE InfoSight の Web サイト（https://infosight.hpe.com）にアクセスします。

2. HPE パスポートのアカウントがある場合 — HPE InfoSight の Web サイトで、HPE パスポートのメー
ルアドレスとアカウントパスワードでサインインします。

3. HPE パスポートのアカウントがない場合 — アカウントを作成をクリックします。HPE パスポートの
アカウントのセットアップを完了します。

a. HPE InfoSight サインインページに戻ります。

b. このページでは、HPE パスポートのアカウントを確認するように求められます。
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c. HPE InfoSight Email Verification のメールを確認します。提供されたリンクをクリックして応答
します。

d. 成功すると、HPE InfoSight は、メールが検証されたことを示します。Continue をクリックしま
す。

e. HPE InfoSight Terms of Use に同意します。

4. HPE パスポートのアカウントが HPE InfoSight の組織アカウントに関連付けられていない場合、プロ
ンプトに従って組織アカウントを作成します。

ヒント：HPE InfoSight での組織アカウントの作成、およびベストプラクティスについて詳しくは、
https://infosight.hpe.com/infrastructure/general/register にアクセスしてください。

5. HPE InfoSight の Welcome ページで、HPE Primera、HPE 3PAR StoreServ & StoreOnce
Registration リンクをクリックします。または、Settings > HPE Primera、3PAR StoreServ &
StoreOnce > Register Systems を選択します。

6. 組織アカウントの設定を完了します。毎週のメールサマリーを受信するかどうかを含めます。登録
トークンの Accept ボタンをクリックします。

7. 将来の参照のために、組織トークンをコピーして保存します。

8. HPE InfoSight の組織にストレージシステムを追加します。HPE Primera ストレージシステムを参照
します。HPE Primera UI で、InfoSight の構成の設定を完了します。HPE InfoSight の構成 - 設定ダ
イアログを参照してください。

重要：サポート設定のリアルタイムデータのスクラビングオプションが有効になっている場合、スト
レージシステムの一部の HPE InfoSight 機能は使用できない場合があります。詳細は、リモートサポー
トの構成を参照してください。

HPE InfoSight の構成 - 設定ダイアログ

HPE InfoSight の組織アカウントにストレージシステムを追加できます。HPE では、InfoSight の構成の設
定ダイアログを使用する前に、HPE InfoSight についておよび HPE InfoSight の構成 - 概要を読むことを
お勧めします。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、テレメトリパネルをクリックします。

3. テレメトリ画面の InfoSight パネルで、InfoSight の構成をクリックします。表示されたダイアログの
指示に従います。

サポートデータの収集

HPE InfoSight への送信用に収集するサポートデータのタイプを指定できます。詳細は、サポートデータ
についてを参照してください。

前提条件

収集されたサポートデータを HPE InfoSight に送信する場合、サポートの構成ダイアログでサポートデー
タを HPE InfoSight に送信設定が選択されていること。詳細は、リモートサポートの構成を参照してくだ
さい。
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手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、テレメトリパネルをクリックします。

3. テレメトリ画面のアクションメニューで、サポートデータの収集をクリックします。

4. サポートデータの収集ダイアログで、収集するサポートデータのタイプを選択し、続行をクリックし
ます。

ストレージシステムが、選択したタイプのテレメトリデータファイルの作成を開始します。

5. 作成されたファイルは、テレメトリデータビューアー画面のファイルリストに追加されます。

リモートサポートのトランスポートエージェントの再起動

リモートサポートのトランスポートエージェントの実行が停止している場合は、再起動することができま
す。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、テレメトリパネルをクリックします。

3. テレメトリ画面のアクションメニューで、トランスポートエージェントの再起動をクリックします。
表示されたダイアログの指示に従います。

HPE InfoSight について

HPE InfoSight ポータルは、HPE ストレージ環境についての洞察を顧客に提供する安全な Web サイトで
す。この Web サイトに表示されるメトリックは、HPE サポートに送信された HPE ストレージシステム
のテレメトリデータの分析に基づいています。詳細は、テレメトリについてを参照してください。

HPE InfoSight による分析には次のものが含まれます。

• 構成。ソフトウェアのバージョン、ハードウェア構成、およびストレージシステムの内部コンポーネ
ント。

• ステータスチェック。ソフトウェアの推奨事項、ハードウェアチェック、およびパフォーマンスアラー
トに関連するヘルス情報。

• データ分析。ストレージシステムの傾向分析、容量の予測分析、およびオーバープロビジョニング。

• ハードウェアパフォーマンス。ストレージシステムコントローラー、物理ドライブ、ホスト IO 遅延、
および帯域幅。

• 仮想化。VMware vCenter とのストレージシステムの統合。

HPE InfoSight には infosight.hpe.com からアクセスします。

サポートデータについて

HPE InfoSight およびコールホームで使用するサポートデータはオンデマンドで自動的に収集できます。

オンデマンドデータ収集

サポートデータの収集アクションを使用して、ストレージシステムサポートデータを収集することができ
ます。詳細は、サポートデータの収集を参照してください。
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次のタイプのサポートデータは、オンデマンドで収集できます。

• InSplore データ。InSplore データは、ストレージシステムのヘルスデータです。次のデータタイプを
収集できます。

◦ CLI データ。コマンドラインインターフェイスのデータ。

◦ ノードデータ。コントローラーノードのデータ。

◦ TOC データ。物理ドライブの目次データ。

• パフォーマンスデータ。ストレージシステムのパフォーマンスの分析に使用されるストレージシステ
ムのデータ。

◦ デフォルト。利用可能なパフォーマンスデータのサブセット。

◦ 包括的。利用可能なパフォーマンスデータの完全なセット。

収集する反復の数と反復の期間を指定できます。

• アプリケーションダンプ。ストレージシステムのアプリケーションコアファイル。

• クラッシュダンプ。ストレージシステムのクラッシュダンプファイル。

• 週次データ。前回の週次ファイルから現在の時刻までに収集されたサポートデータ。

• Splor データ。ストレージシステムのサービス機能（以前はサービスプロセッサーと呼ばれていた機
能）からのヘルスデータ。

自動データ収集

• Mini InSplore。Mini InSplore データ収集は 24 時間ごとに自動的に行われます。サポートデータタイ
プは minsplor です。

◦ サポート設定のサポートデータを HPE InfoSight に送信が有効になっている場合、コレクションは
自動的に HPE InfoSight に送信されます。

◦ サポート設定のリアルタイムデータのスクラビングオプションが有効になっている場合、一意の識
別子は送信前に汎用識別子に置き換えられます。

詳細は、リモートサポートの構成を参照してください。

• System Reporter AI。System Reporter Artificial Intelligence（SRAI）データは 1 時間ごとに収集され
るため、ストレージシステムとホスト間の IO パフォーマンスが向上します。

◦ SRAI データは、オールフラッシュの物理ドライブで構成されたストレージシステムでのみ使用さ
れます。

◦ サポート設定のサポートデータを HPE InfoSight に送信が有効になっている場合、SRAI データは
自動的に HPE InfoSight に送信されます。ただし、リアルタイムデータのスクラビングオプション
が有効になっている場合、データは送信されません。

テレメトリについて

テレメトリとは、HPE サポートに送信可能な、ストレージシステムに関するデータのことです。たとえ
ば、テレメトリデータには、システムパフォーマンス、構成、ステータス、アラート、およびログファイ
ルが含まれることがあります。サポートデータを HPE InfoSight に送信オプションが有効になっている
場合、データはテレメトリデータファイルで送信されます。このオプションが有効になっていない場合、
テレメトリデータファイルは送信されません。

送信されるテレメトリデータファイルのリストは、テレメトリデータビューアー画面に表示できます。
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重要：

• テレメトリデータではお客様のデータは送信されません。

• テレメトリデータには、登録されているストレージシステムのシリアル番号のみが含まれます。

• HPE サポートは、リモートでお客様のデータにアクセスすることはできません。お客様のデータへの
アクセスは、お客様とのトランザクションを介して実行する必要があります。

テレメトリのプロパティ

このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。

テレメトリ画面

プロパティ… 説明…

サポート設定のプロパティ

サポートデータを HPE InfoSight に送信 ストレージシステムのテレメトリ/サポートデータの HPE
InfoSight への送信が有効か無効かを示します。詳細は、サ
ポートデータについてを参照してください。

HPE リモートサポートアクセスの有効化 HPE サポートアクセスが有効か無効かを示します。

RAP 転送 RAP 転送が有効か無効かを示します。

RAP 転送（リアルタイムアラート処理）は、データを HPE
InfoSight にメールで送信します。

リアルタイムのデータスクラビング リアルタイムのデータスクラビングが有効または無効かを示
します。

重要：サポート設定のリアルタイムデータのスクラビングオ
プションが有効になっている場合、ストレージシステムの一
部の HPE InfoSight 機能は使用できない場合があります。詳
細は、リモートサポートの構成を参照してください。

リモート root アクセス HPE サポートによってリモート root アクセスが許可される
タイミング（なし、または常時）を示します。

メール通知 アラートのメール通知が有効か無効かを示します。有効にす
ると、アラートのメール通知がストレージシステムからスト
レージシステムの連絡先に送信されます。

HPE InfoSight のプロパティ

HPE パスポート ID メール HPE パスポートアカウントで使用される HPE パスポートの
メールアドレス。

表は続く
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テレメトリ画面

HPE InfoSight 組織 ストレージシステムがメンバーになっている HPE InfoSight
の組織アカウント。

HPE InfoSight 組織の登録ステータス HPE InfoSight の組織アカウントの登録ステータス。

コールホームのプロパティ

ステータス コールホームのステータス。たとえば、正常、障害、または
無効です。

詳細 正常または傷害のステータスの詳細。正常ステータスの場
合、詳細には、 後に HPE InfoSight に送信されたテレメト
リファイルが表示されます。障害の場合、詳細には問題の性
質が表示されます。たとえば、プロキシサーバーがダウンし
ている、などです。

共有ボリュームのストレージのステータスのプロパティ

ステータス テレメトリ共有ボリュームのステータス。たとえば、オンラ
インです。

合計サイズ テレメトリ共有ボリュームのサイズ。

使用済みサイズ テレメトリ共有ボリュームで使用されているスペースの量。

使用率 テレメトリ共有ボリュームで使用されているスペースの割
合。

テレメトリデータビューアー画面

プロパティ… 説明…

ファイル名 ストレージシステムのテレメトリデータファイル名。

ファイルサイズ ストレージシステムのテレメトリデータファイルのサイズ。

ファイルタイプ ストレージシステムのテレメトリデータファイルのタイプ。
たとえば、アラート、イベント、config です。

終更新日 ストレージシステムのテレメトリデータファイルが 後に変
更された日時。

設定 126



ユーザー
ユーザー画面には、すべてのユーザーアカウントのユーザーアカウントの名前とロールが表示されます。
ユーザーアカウントの主要なプロパティタイルをクリックすると、ユーザー画面が開きます。ユーザー画
面では、アカウントのパスワードを編集、またはユーザーアカウントを削除することができます。

タスクについて 概念について

• ユーザーの表示

• ユーザーの作成

• ユーザーの編集

• ユーザーの削除

• ユーザーとロールについて

• ユーザーのプロパティ

ユーザーの表示

ユーザー画面にはすべてのユーザーアカウントの名前と主要なプロパティを表示でき、ユーザー画面に
個々のユーザーアカウントの詳細なプロパティを表示できます。詳細は、ユーザーとロールについておよ
びユーザーのプロパティを参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、ユーザーパネルをクリックします。

ユーザー画面には、ユーザーアカウントの名前と主要なプロパティが表示されます。

• デフォルトでは、ユーザーアカウントは名前順に表示されます。

• 特定のユーザーアカウントを名前で検索するには、検索（ ）を使用できます。

• 項目をフィルタリング、グループ化、ソートするには、フィルターボタンをクリックします。

◦ ユーザータイプ（内部または標準）でフィルタリングできます。

◦ グループ化により、画面上のユーザーアカウントを整理できます。グループ化しないことや、
ロールごとにグループ化することもできます。

◦ 名前で並べ替えることができます。

3. ユーザーアカウントに関する情報を表示するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。

個々のユーザーアカウントの画面が開き、ユーザーアカウントの名前、ロール、利用可能なアクショ
ンが表示されます。

ユーザーの作成

ストレージシステムにアクセスするためのユーザーアカウントを作成できます。詳細は、ユーザーとロー
ルについてを参照してください。
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手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、ユーザーパネルをクリックします。ユーザー画面が開きます。

3. 画面の右上にある作成アイコン（+）をクリックします。表示されたダイアログの指示に従います。

ユーザーの編集

ユーザーアカウントのパスワードを変更することができます。

ヒント：ユーザーアカウントを編集して、その名前やロールを変更することはできません。ユーザーアカ
ウントの名前やロールを変更するには、 初にアカウントを削除する必要があります。その後、新しい名
前とロールでアカウントを作成します。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、ユーザーパネルをクリックします。ユーザー画面が開きます。

3. ユーザーを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。ユーザーの画面が開きま
す。

4. アクションメニューでパスワードの編集をクリックします。表示されたダイアログの指示に従いま
す。

ユーザーの削除

ユーザーアカウントを削除するには、以下の手順に従ってください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、ユーザーパネルをクリックします。ユーザー画面が開きます。

3. ユーザーを選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。ユーザーアカウントの画
面が開きます。

4. アクションメニューの削除を選択します。表示されたダイアログの指示に従います。

ユーザーとロールについて

HPE Primera ストレージシステムにログインするには、ユーザーアカウントが必要です。各ユーザーアカ
ウントにはユーザーのロールが必要です。ユーザーのロールは、アクションと操作に許可される権限を設
定します。

HPE Primera UI を使用してユーザーアカウントを作成する場合は、次のいずれかのロールを割り当てる
ことができます。

• super。すべてのアクションと操作に対する権限が付与されます。

• service。権限がストレージシステムの保守点検に必要なアクションと操作に限定されます。この
ロールは、ユーザー情報およびユーザーグループリソースへの限定的なアクセスを許可します。

• security_admin。super のロールを持つユーザーアカウントを除き、ユーザーアカウントを作成およ
び削除する権限が付与されます。
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• edit。ほとんどのアクションと操作に対する権限が付与されます。たとえば、ストレージボリュームの
作成、編集、および削除です。

• create。権限が項目の作成に限定されます。たとえば、ストレージボリュームの作成です。

• browse。権限は、読み取り専用アクセスに制限されます。たとえば、ストレージボリューム情報の表
示などです。

• basic_edit。権限は edit のロールに似ていますが、オブジェクトの削除にはより制限があります。

ユーザーのプロパティ

このトピックでは、次の画面に表示されるユーザープロパティについて説明します。

ユーザー画面（すべてのユーザー）

プロパティ… 説明…

ユーザー名 ユーザーアカウントの名前。詳細は、ユーザーとロールについてを参照
してください。

ロール ユーザーのロールは、アクションと操作に許可される権限を設定しま
す。詳細は、ユーザーとロールについてを参照してください。

ユーザー画面（個々のユーザー）

プロパティ… 説明…

ユーザー名 ユーザーアカウントの名前。詳細は、ユーザーとロールについてを参照
してください。

ロール ユーザーアカウントのロール。

LDAP の構成
LDAP の構成画面では、ストレージシステムの LDAP の構成を作成できます。LDAP の構成が既に作成さ
れている場合、画面には構成プロパティと使用可能なアクションが表示されます。

タスクについて 概念について

• LDAP の構成の表示

• LDAP の構成の作成

• LDAP の構成の編集

• LDAP の構成の削除

• LDAP 接続のテスト

• LDAP について

• LDAP プロパティ
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LDAP の構成の表示

ストレージシステムの LDAP の構成を表示できます。詳細は、LDAP についておよび LDAP プロパティ
を参照してください。

前提条件

ストレージシステムの LDAP の構成が作成されていること。詳細は、LDAP の構成の作成を参照してくだ
さい。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、LDAP の構成パネルをクリックします。

3. LDAP の構成画面には、LDAP の構成のプロパティとアクションメニューが表示されます。

使用可能なアクション：

• 編集

• 削除

• 接続のテスト

LDAP の構成の作成

サポートされている LDAP サーバーを使用して、非ローカルユーザーによるストレージシステムへのログ
インを認証できます。詳細は、LDAP についてを参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、LDAP の構成パネルをクリックします。LDAP の構成画面が開きます。

3. アクションメニューで作成をクリックします。表示されたダイアログの指示に従います。

• LDAP の構成が既に作成されている場合、別の構成を作成することはできません。

• 現在の構成を変更する場合は、アクションメニューで編集を選択できます。

• または、現在の構成を削除してから、別の構成を作成することができます。

LDAP の構成の編集

ストレージシステムの LDAP の構成を編集できます。詳細は、LDAP についておよび LDAP プロパティ
を参照してください。

前提条件

ストレージシステムの LDAP の構成が作成されていること。詳細は、LDAP の構成の作成を参照してくだ
さい。
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手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、LDAP の構成パネルをクリックします。LDAP の構成画面が開きます。

3. アクションメニューで編集をクリックします。表示されたダイアログの指示に従います。

LDAP の構成の削除

警告：ストレージシステムの LDAP の構成を削除すると、構成は完全に削除されます。構成を再設定する
には、再度作成する必要があります。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、LDAP の構成パネルをクリックします。LDAP の構成画面が開きます。

3. アクションメニューの削除を選択します。表示されたダイアログの指示に従います。

LDAP 接続のテスト

前提条件

ストレージシステムの LDAP の構成が作成されていること。詳細は、LDAP についてを参照してくださ
い。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、LDAP の構成パネルをクリックします。LDAP の構成画面が開きます。

3. アクションメニューの接続のテストをクリックします。表示されたダイアログの指示に従います。

LDAP について

LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）は、ディレクトリサービスへのアクセスに使用されるプ
ロトコルです。LDAP サーバーは通常、ユーザー名とパスワードを保存するためのディレクトリを提供し
ます。このディレクトリにより、さまざまなアプリケーションやサービスでユーザーを検証できます。

ご使用の環境で認証と許可に LDAP を使用している場合は、HPE Primera ストレージシステム用に LDAP
の構成を指定することができます。

HPE Primera ストレージシステムは、次の LDAP サーバーをサポートしています。

• Microsoft Active Directory

• OpenLDAP

• Red Hat Directory Server

LDAP プロパティ

このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。

設定 131



LDAP の構成画面

プロパティ… 説明…

一般プロパティ

LDAP サーバー LDAP ディレクトリサーバー。

LDAP サーバー名 LDAP ディレクトリサーバーの名前。

LDAP タイプ LDAP タイプ：Microsoft Active Directory、OpenLDAP、または
Red Hat Directory Server。

ポート LDAP アプリケーションのポート番号。

ドメイン名属性 親ドメインの名前空間を保持する LDAP 属性。

ドメイン名プレフィックス LDAP ドメイン名のプレフィックス。たとえば、DN=です。

SSL を使用 SSL プロトコルを使用して LDAP アプリケーションに接続す
るかどうかを示します。

SSH キー許可 SSH キーを使用して LDAP アプリケーションに接続するかど
うかを示します。

ユーザー証明書 セキュリティ証明書を使用して LDAP アプリケーションに接
続するかどうかを示します。

認証パラメーター（プロパティ）

バインディング LDAP 認証方法。たとえば、SASL です

SASL メカニズム LDAP SASL プラグイン。たとえば、GSSAPI のいずれかを指
定します。

Kerberos レルム Kerberos サーバー認証ドメイン。たとえば、KBR です。

Kerberos サーバー IP Kerberos サーバーの IP アドレス。

アカウント DN LDAP ディレクトリの識別名。たとえば、a1 や a2 です。

アカウントオブジェクトクラス LDAP ディレクトリアカウントのオブジェクトクラス。たと
えば、user です。

アカウント名属性 名前を保持する LDAP 属性。たとえば、sAMAccountName で
す。

表は続く
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LDAP の構成画面

属性メンバー メンバーを保持する LDAP 属性。たとえば、memberOf です。

承認のプロパティ

承認グループ LDAP 承認グループ。

グループ識別名 LDAP 承認グループの識別名。

連絡先
連絡先画面には、ストレージシステムの連絡先の名前と主要なプロパティが表示されます。連絡先の主要
なプロパティタイルをクリックすると、連絡先画面が開いて連絡先の詳細なプロパティが表示されます。

タスクについて 概念について

• 連絡先の表示

• 連絡先の作成

• 連絡先の編集

• 連絡先の削除

• 連絡先について

• 連絡先のプロパティ

連絡先の表示

連絡先画面にはすべての連絡先の名前と主要なプロパティを表示でき、連絡先画面に個別の連絡先の詳細
なプロパティを表示できます。詳細は、連絡先についておよび連絡先のプロパティを参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、連絡先パネルをクリックします。

連絡先画面には、連絡先の名前と主要なプロパティが表示されます。

• デフォルトでは、連絡先は連絡先タイプごとにグループ化されます。タイプグループ内では、連絡
先は名前順にリストされます。

• 特定の連絡先を名前で検索するには、検索（ ）を使用できます。

• 項目をフィルタリング、グループ化、ソートするには、フィルターボタンを使用できます。

3. 連絡先に関する詳細情報を表示するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。

個々の連絡先の画面が開き、次のプロパティが表示されます。一般および通知。アクションメニュー
も利用できます。

連絡先の作成

ストレージシステムの連絡先を作成できます。詳細は、連絡先についてを参照してください。
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手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、連絡先パネルをクリックします。連絡先画面が開きます。

3. 画面の右上にある作成アイコン（+）をクリックします。表示されたダイアログの指示に従います。

連絡先の編集

ヒント：ストレージシステムには 1 人（1 人のみ）のサポート連絡先が必要です。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、連絡先パネルをクリックします。連絡先画面が開きます。

3. 連絡先を選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。連絡先の画面が開きます。

4. アクションメニューで編集をクリックします。表示されたダイアログの指示に従います。

連絡先の削除

ヒント：ストレージシステムのサポート連絡先を削除することはできません。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、連絡先パネルをクリックします。連絡先画面が開きます。

3. 連絡先を選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。連絡先の画面が開きます。

4. アクションメニューの削除を選択します。表示されたダイアログの指示に従います。

連絡先について

連絡先とは、HPE Primera ストレージシステムのステータスと操作に関する通知を受けることができる人
のことです。

連絡先はタイプによって分類されます。

• サポート連絡先

• メールの連絡先

各 HPE Primera ストレージシステムには 1 人（1 人のみ）のサポート連絡先が必要です。サポート連絡先
とは、HPE サポートがストレージシステムに関する問題について問い合わせることができる人のことで
す。

連絡先のプロパティ

このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。
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連絡先画面（すべての連絡先）

プロパティ… 説明…

連絡先の氏名 連絡先の姓と名。

会社 連絡先の勤務先の会社または組織。

プライマリメール プライマリ連絡先のメールアドレス。

主連絡先電話 主連絡先の電話番号。

タイプ 連絡先タイプ：サポート連絡先またはメール連絡先。

連絡先（個人連絡先）

プロパティ… 説明…

連絡先の氏名 連絡先の姓と名。

一般プロパティ

タイプ 連絡先タイプ：サポート連絡先またはメール連絡先。

名 連絡先の名。

姓 連絡先の姓。

国 連絡先が所在する国/地域。

言語設定 連絡先との連絡のための言語設定。

会社 連絡先の勤務先の会社または組織。

プライマリメール プライマリ連絡先のメールアドレス。

セカンダリメール セカンダリ連絡先のメールアドレス。

主連絡先電話 主連絡先の電話番号。

代理連絡先電話 代理連絡先の電話番号。

表は続く
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連絡先（個人連絡先）

通知のプロパティ

メール通知の受信 連絡先がメールで通知を受信するかどうかを示します。

VMware vCenter
VMware vCenter の設定画面には、VMware vCenter Server へのストレージシステム接続の名前と主要な
プロパティが表示されます。VMware vCenter Server 接続の主要なプロパティタイルをクリックすると、
VMware vCenter の設定画面画面が開いて、VMware vCenter Server 接続の詳細なプロパティが表示され
ます。

タスクについて 概念について

• VMware vCenter Server 接続の表示

• VMware vCenter Server 接続の作成

• VMware vCenter Server 接続の編集

• VMware vCenter Server 接続の削除

• VMware vCenter Server について

• VMware vCenter Server 接続のプロパティ

VMware vCenter Server 接続の表示

ストレージシステムは VMware vCenter サーバーに接続することができます。VMware vCenters 画面に
は、VMware vCenter Server へのすべてのストレージシステム接続の名前と主要なプロパティを表示でき
ます。また、VMware vCenter 画面には、個々の VMware vCenter Server への接続の詳細なプロパティを
表示できます。詳細は、VMware vCenter Server についておよび VMware vCenter Server 接続のプロパ
ティを参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、VMware vCenter パネルをクリックします。

VMware vCenter の設定画面には、VMware vCenter Server の名前と主要なプロパティが表示されま
す。

• デフォルトでは、VMware vCenter Server はステータスごとにグループ化されます。ステータスグ
ループ内では、VMware vCenter Server は名前別にリストされます。

• 特定の VMware vCenter Server を名前で検索するには、検索（ ）を使用できます。

• 項目をフィルタリング、グループ化、ソートするには、フィルターボタンを使用できます。

3. VMware vCenter Server への接続に関する詳細を表示するには、その主要なプロパティタイルをク
リックします。VMware vCenter Server への接続のための画面が開き、接続ステータスと一般情報が
表示されます。
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VMware vCenter Server 接続の作成

ストレージシステムと VMware vCenter Server の間の接続を作成できます。詳細は、VMware vCenter
Server についてを参照してください。

前提条件

• VMware vCenter Server のユーザーは、すべての VMware vCenter Server オブジェクトに対するグ
ローバルな読み取り権限を持っていること。

• ストレージシステムは、プロキシサーバーを使用せずに VMware vCenter Server と通信できること。

前提条件が満たされていない場合、VMware vCenter Server の詳細が HPE InfoSight InfoSight で利用でき
ない可能性があります。詳しくは、VMware vCenter Server の詳細が HPE InfoSight で利用できないを
参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、VMware vCenter パネルをクリックします。VMware vCenter 画面が開きます。

3. 画面の右上にある作成アイコン（+）をクリックします。表示されたダイアログの指示に従います。

VMware vCenter Server 接続の編集

VMware vCenter Server とのストレージシステム接続を編集できます。詳細は、VMware vCenter Server
についておよび VMware vCenter Server 接続のプロパティを参照してください。

前提条件

ストレージシステムと VMware vCenter Server 間の接続が作成されていること。詳細は、VMware
vCenter Server 接続の作成を参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、VMware vCenter パネルをクリックします。VMware vCenter 画面が開きます。

3. VMware vCenter 接続を選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。

4. VMware vCenter Server の画面のアクションメニューで、編集をクリックします。表示されたダイア
ログの指示に従います。

VMware vCenter Server 接続の削除

VMware vCenter Server へのストレージシステム接続を削除できます。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、VMware vCenter パネルをクリックします。VMware vCenter 画面が開きます。

3. VMware vCenter 接続を選択するには、その主要なプロパティタイルをクリックします。

4. VMware vCenter 接続の画面のアクションメニューで、削除をクリックします。表示されたダイアログ
の指示に従います。
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VMware vCenter Server について

VMware vCenter Server は、仮想されたホストと仮想マシンの集中管理を提供するソフトウェアアプライ
アンスです。一般的には、多くの仮想ホストがある環境で使用されます。

ご使用の環境で VMware vCenter Server を使用している場合は、HPE Primera ストレージシステムと
VMware vCenter Server の 1 つ以上のインスタンスの間の接続を作成できます。

VMware vCenter Server 接続のプロパティ

このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。

VMware vCenters 画面（すべての VMware vCenter Server）

プロパティ… 説明…

名前 VMware vCenter Server の名前。

VMware vCenter Server VMware vCenter Server の IP アドレス。IPv4 または IPv6 形式。

VMware vCenter ポート VMware vCenter Server のポート番号。

説明 VMware vCenter Server のオプションの説明。

ステータス VMware vCenter Server のステータス。たとえば、アクティブです。

VMware vCenter 画面（個々の VMware vCenter Server）

プロパティ… 説明…

一般

名前 VMware vCenter Server の名前。

説明 VMware vCenter Server のオプションの説明。

VMware vCenter Server VMware vCenter Server の IP アドレス。IPv4 または IPv6 形式。

VMware vCenter ポート VMware vCenter Server のポート番号。

ユーザー名 VMware vCenter Server のログインユーザー名。

ステータス VMware vCenter Server のステータス。たとえば、アクティブです。

証明書
VMware vCenter Server 証明書の暗号文。
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ネットワークサービス
ネットワークサービス画面では、ストレージシステムの SMI-S CIM 設定、および SNMP サーバーと
syslog サーバーへの接続を表示および管理できます。

• ネットワークサービス画面の表示方法については、ネットワークサービスの表示を参照してください。

• SNMP サーバー接続については、SNMP マネージャー接続を参照してください。

• SMI-S CIM サーバー設定については、SMI-S CIM サーバー設定を参照してください。

• syslog サーバー接続については、リモート syslog サーバー接続を参照してください。

ネットワークサービスの表示

ストレージシステムの SMI-S CIM 設定、および SNMP サーバーと syslog サーバーへの接続を表示および
管理できます。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、ネットワークサービスパネルをクリックします。ネットワークサービス画面が表示され
ます。

3. ネットワークサービスは、次のパネルで表示および管理できます。

• SNMP パネルには、SNMP サーバーへのストレージシステム接続が表示されます。SNMP マネー
ジャーの構成をクリックして、接続を作成、編集、削除できます。

• SMI-S CIM パネルには、ストレージシステムの内部 SMI-S CIM サービスの設定が表示されます。
CIM サーバーの構成をクリックして、設定を編集できます。

• リモート Syslog パネルには、リモート syslog サーバーへのストレージシステム接続が表示されま
す。リモート Syslog の構成をクリックして、接続を作成、編集、削除できます。

SNMP マネージャー接続

ネットワークサービス画面の SNMP パネルでは、SNMP マネージャーへのストレージシステム接続を表
示および管理できます。

タスクについて 概念について

• SNMP マネージャー接続の作成

• SNMP マネージャー接続の編集

• SNMP マネージャー接続の削除

• SNMP マネージャーについて

• SNMP マネージャー接続のプロパティ

SNMP マネージャー接続の作成

ストレージシステムを 1 つ以上の SNMP サーバーに接続できます。詳細は、SNMP マネージャーについ
てを参照してください。
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手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、ネットワークサービスパネルをクリックします。ネットワークサービス画面が表示され
ます。

3. SNMP マネージャーの構成をクリックします。SNMP マネージャーの編集ダイアログが開きます。

4. SNMP マネージャーパネルで、作成アイコン（+）をクリックします。表示されたダイアログの指示に
従います。

5. SNMP マネージャーを追加した後、SNMP マネージャーの編集ダイアログで保存をクリックします。

SNMP マネージャー接続の編集

SNMP サーバーへのストレージシステム接続を編集できます。詳細は、SNMP マネージャーについておよ
び SNMP マネージャー接続のプロパティを参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、ネットワークサービスパネルをクリックします。ネットワークサービス画面が表示され
ます。

3. SNMP マネージャーの構成をクリックします。SNMP マネージャーの編集ダイアログが開きます。

4. SNMP サーバーへの接続を編集するには、その編集アイコン（ ）をクリックします。表示されたダ
イアログの指示に従います。

SNMP マネージャー接続の削除

SNMP サーバーへのストレージシステム接続を削除できます。詳細は、SNMP マネージャーについてを参
照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、ネットワークサービスパネルをクリックします。ネットワークサービス画面が表示され
ます。

3. SNMP マネージャーの構成をクリックします。SNMP マネージャーの編集ダイアログが開きます。

4. SNMP サーバーへの接続を削除するには、その削除アイコン（x）をクリックします。

接続はダイアログに表示されなくなります。接続を完全に削除するには、保存ボタンをクリックしま
す。

SNMP マネージャーについて

SNMP マネージャーは、ネットワーク上のデバイスからイベントメッセージとアラートを収集、保存、表
示、および管理できるアプリケーションです。デバイスとマネージャーは、SNMP（簡易ネットワーク管
理プロトコル）を使用してメッセージとアラートを送受信します。

通常の操作では、SNMP マネージャーはデバイスのメッセージをポーリングします。ただし、デバイスが
重要なイベントを識別すると、ポーリングされるのを待たずに、SNMP マネージャーにアラート（SNMP
トラップと呼ばれることもあります）をプッシュします。
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すべての HPE Primera ストレージシステムは SNMP プロトコルをサポートしています。ご使用の環境に
SNMP マネージャーアプリケーションがある場合は、ストレージシステムから SNMP マネージャーへの
接続を作成できます。

SNMP マネージャー接続のプロパティ

このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。

ネットワークサービス画面

プロパティ… 説明…

SNMP のプロパティ

マネージャー（IP アドレス） ストレージシステムが接続されている SNMP サーバーの
IP アドレス。複数の IP アドレスはカンマで区切ります。
IP アドレスは IPv4 形式または IPv6 形式で指定できま
す。

SMI-S CIM サーバー設定

ネットワークサービス画面の SMI-S CIM パネルでは、ストレージシステムの内部 SMI-S CIM サーバーの
設定を表示および管理できます。

タスクについて 概念について

SMI-S CIM サーバー設定の編集 • SMI-S CIM サーバーについて

• SMI-S CIM サーバーのプロパティ

SMI-S CIM サーバー設定の編集

ストレージシステムの内部 SMI-S CIM サーバーの設定を編集できます。詳細は、SMI-S CIM サーバーに
ついておよび SMI-S CIM サーバーのプロパティを参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、ネットワークサービスパネルをクリックします。ネットワークサービス画面が表示され
ます。

3. CIM サーバーの構成をクリックします。表示されたダイアログの指示に従います。

SMI-S CIM サーバーについて

SMI-S CIM（ストレージ管理インターフェイス仕様、共通情報モデル）は、ストレージシステムのパフォー
マンスと構成のデータを収集するための仕様です。

すべての HPE Primera ストレージシステムには、内部 SMI-S CIM サーバー機能が含まれています。SMI-
S CIM サーバーは、ストレージシステムのパフォーマンスと構成のデータを収集し、そのデータをスト
レージ管理アプリケーションで使用できるようにします。

SMI-S CIM サーバーのプロパティ

このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。
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ネットワークサービス画面

プロパティ… 説明…

SMI-S CIM サーバーのプロパティ

Service ストレージシステムで SMI-S CIM サーバーのサービスが
有効になっているかどうかを示します。

HTTP ストレージシステムの SMI-S CIM サーバーとの通信で
HTTP プロトコルが有効になっているかどうかを示しま
す。

HTTPS ストレージシステムの SMI-S CIM サーバーとの通信で
HTTPS プロトコルが有効になっているかどうかを示し
ます。

SLP ストレージシステム SMI-S CIM サーバーでサービスロ
ケーションプロトコル（SLP）が有効になっているかどう
かを示します。有効にすると、SLP により、デバイスで
ローカルエリアネットワーク内の他のデバイス上のサー
ビスを見つけることができます。

レプリカエンティティのポリシー ストレージシステムの SMI-S CIM サーバーでレプリカエ
ンティティのポリシーが有効になっているかどうかを示
します。通常は、プライマリサイトとセカンダリサイト
での HPE Primera Remote Copy 複製に対して有効に
なっています。

リモート syslog サーバー接続

ネットワークサービス画面のリモート Syslog パネルでは、リモート syslog サーバーへのストレージシス
テム接続を表示および管理できます。

タスクについて 概念について

• リモート syslog サーバー接続の作成

• リモート syslog サーバー接続の編集

• リモート syslog サーバー接続の削除

syslog サーバーについて

リモート syslog サーバー接続の作成

ストレージシステムを 1 つ以上のリモート syslog サーバーに接続できます。詳細は、syslog サーバーに
ついてを参照してください。
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手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、ネットワークサービスパネルをクリックします。ネットワークサービス画面が表示され
ます。

3. リモート Syslog の構成をクリックします。リモート syslog の編集ダイアログが開きます。

• リモート syslog サーバーへの接続を作成するには、リモート syslog ホストパネルで作成アイコン
（+）をクリックします。表示されたダイアログの指示に従います。

• リモート syslog セキュリティサーバーへの接続を作成するには、リモート syslog セキュリティホ
ストパネルで作成アイコン（+）をクリックします。表示されたダイアログの指示に従います。

リモート syslog サーバー接続の編集

ストレージシステムのリモート syslog サーバーへの接続を編集できます。詳細は、syslog サーバーにつ
いておよび syslog サーバーのプロパティを参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、ネットワークサービスパネルをクリックします。ネットワークサービス画面が表示され
ます。

3. リモート Syslog の構成をクリックします。リモート syslog の編集ダイアログが開きます。

4. リモート syslog サーバーまたはリモート syslog セキュリティサーバーを編集するには、その編集アイ

コン（ ）をクリックします。表示されたダイアログの指示に従います。

リモート syslog サーバー接続の削除

リモート syslog サーバーへのストレージシステム接続を削除できます。詳細は、syslog サーバーについ
てを参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、ネットワークサービスパネルをクリックします。ネットワークサービス画面が表示され
ます。

3. リモート Syslog の構成をクリックします。リモート syslog の編集ダイアログが開きます。

4. リモート syslog サーバーまたはリモート syslog セキュリティサーバーへの接続を削除するには、その
削除アイコン（x）をクリックします。

接続はダイアログに表示されなくなります。接続を完全に削除するには、保存ボタンをクリックしま
す。

syslog サーバーについて

syslog サーバーアプリケーションは、ネットワーク上の他のデバイスからイベントメッセージを収集、保
存、表示、および管理するために使用されます。一部の syslog サーバーアプリケーションは、セキュリ
ティ監査に特化しています。送信側デバイスと syslog サーバーは、syslog プロトコルを使用してイベン
トメッセージを送受信します。
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すべての HPE Primera ストレージシステムは syslog プロトコルをサポートしています。ご使用の環境に
syslog サーバーアプリケーションがある場合は、ストレージシステムからリモート syslog サーバーへの
接続を作成できます。

syslog サーバーのプロパティ

このトピックでは、次の画面に表示されるプロパティについて説明します。

ネットワークサービス画面

プロパティ… 説明…

リモート Syslog のプロパティ

リモート syslog ストレージシステムのリモート syslog 機能が有効になっ
ているかどうかを示します。

リモート syslog ホスト（IP:ポート） ストレージシステムが接続されている syslog サーバー
（ホスト）の IP アドレスとポート番号。複数の IP アドレ
スはカンマで区切ります。IP アドレスは、IPv4、IPv6、
または FQDN 形式で指定できます。

リモート syslog セキュリティホスト（IP:ポー
ト）

ストレージシステムが接続されていた syslog セキュリ
ティサーバー（ホスト）の IP アドレスとポート番号。IP
アドレスは、IPv4、IPv6、または FQDN 形式で指定でき
ます。

アレイ証明書
アレイ証明書画面には、次の名前と主要なプロパティが表示されます。

• ストレージシステムのセキュリティ証明書

• ストレージシステムの証明書署名要求（CSR）

アレイ証明書またはアレイ CSR の主要なプロパティタイルをクリックするとアレイ証明書画面が開き、
証明書または CSR の詳細なプロパティが表示されます。

タスクについて 概念について

• アレイ証明書の表示

• 自己署名アレイ証明書の追加（作成）

• 証明書署名要求の追加（作成）

• アレイ証明書の削除

• CA 署名済みアレイ証明書のインポート

• 初期アレイ証明書の置き換え - 概要

• アレイ証明書について

• アレイサービスについて

• 証明書署名要求について

• 認証機関（CA）について
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アレイ証明書の表示

すべてのアレイ証明書とアレイ証明書署名要求（CSR）の名前と重要なプロパティは A アレイ証明書画
面に表示されます。アレイ証明書画面の個々のアレイ証明書または CSR の詳細なプロパティを表示でき
ます。詳細は、アレイ証明書についておよび証明書署名要求についてを参照してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、アレイ証明書パネルをクリックします。

アレイ証明書画面には、アレイ証明書とアレイ CSR の名前と主要なプロパティが表示されます。

• 既定では、アレイ証明書はアレイサービスごとにグループで一覧表示されます。グループ内では、
証明書は名前順にリストされています。

• 特定の証明書を名前で検索するには、検索（ ）を使用できます。

• グループを変更するには、 フィルターボタンをクリックします。グループ化により、画面上の証明
書を整理できます。グループ化しないことや、アレイサービスごとにグループ化することもできま
す。

3. アレイ証明書または CSR に関する情報を表示するには、その主要なプロパティタイルをクリックしま
す。

ヒント：CSR のタイルはその下部近くにある署名要求のテキストで識別されます。

個々のアレイ証明書または CSR の画面が開き、証明書名、詳細なプロパティ、および使用可能なアク
ションが表示されます。

初期アレイ証明書の置き換え - 概要

この概要では、HPE Primera ストレージシステムの初期セキュリティ証明書を CA 署名済み証明書に置き
換える方法について説明します。

手順

証明書署名要求の生成と送信

1. ストレージシステムの HPE Primera UI で、証明書署名要求（CSR）を生成します。詳しくは、証明書
署名要求の追加（作成）を参照してください。

2. 別のアプリケーションで、認証機関に CSR を送信します。

CA 署名済み証明書の受信およびインポート

3. 別のアプリケーションで、CA 署名済み証明書を受信します。署名済み証明書の受信は、証明機関に
よっては数時間以上かかることがあります。

• 認証機関の応答には、少なくともルート CA 証明書と CA 署名済みアレイ証明書が含まれます。

• 場合によっては、認証機関の応答にはシークレットキー、中間 CA 証明書、またはその両方が含ま
れることもあります。
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4. 別のアプリケーションで、CA 署名済み証明書ファイルを、クリップボードにコピーできる場所に保存
します。

5. ストレージシステムの HPE Primera UI で、証明書ファイルをインポートします。詳しくは、CA 署名
済みアレイ証明書のインポートを参照してください。

自己署名アレイ証明書の追加（作成）

ストレージシステムの自己署名証明書を追加（作成）できます。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、アレイ証明書パネルをクリックします。アレイ証明書画面が開きます。

3. 画面の右上にある作成アイコン（+）をクリックします。アレイ証明書の追加ダイアログが表示されま
す。

4. 証明書のタイプボックスで、自己署名証明書の作成を選択します。

5. アレイのサービスボックスで、選択アイコン（ ）をクリックし、証明書が適用されるストレージシ
ステムサービスを選択します。

6. 自己署名証明書パネルで、証明書を作成するための情報を入力し、追加をクリックします。

自己署名証明書が作成され、アレイ証明書画面に追加されます。

証明書署名要求の追加（作成）

ストレージシステムの証明書署名要求を追加（作成）できます。詳細は、証明書署名要求についてを参照
してください。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、アレイ証明書パネルをクリックします。アレイ証明書画面が開きます。

3. 画面の右上にある作成アイコン（+）をクリックします。アレイ証明書の追加ダイアログが表示されま
す。

4. 証明書のタイプボックスで、証明書署名要求の作成を選択します。

5. アレイサービスボックスで、選択アイコン（ ）をクリックします。証明書署名要求が適用されるス
トレージシステムサービスを選択します。

6. 証明書署名要求パネルで、証明書署名要求を作成するための情報を入力し、追加をクリックします。

証明書署名要求が作成され、アレイ証明書画面に追加されます。

CA 署名済みアレイ証明書のインポート
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前提条件

• 証明書署名要求（CSR）を生成済みで、証明機関に送信済みであること。詳細は、認証機関（CA）に
ついてを参照してください。

• CA 署名済み証明書と、ルート CA 証明書および中間証明書を含むパブリック証明書チェーンを発行機
関から受け取っていること。これらは証明書のテキストをクリップボードにコピーできる場所に置か
れています。

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、アレイ証明書パネルをクリックします。アレイ証明書画面が開きます。

3. アレイ CSR を選択するには、そのタイルをクリックします。アレイ CSR の画面が開きます。

ヒント：CSR のタイルはその下部近くにある署名要求のテキストで識別されます。

4. アクションメニューでインポートをクリックします。表示されたダイアログの指示に従います。

アレイ証明書の削除

アレイ証明書を削除するには：

手順

1. メインメニューで、設定を選択します。

2. 設定画面で、アレイ証明書パネルをクリックします。アレイ証明書画面が開きます。

3. アレイ証明書を選択するには、そのタイルをクリックします。アレイ証明書の画面が開きます。

4. アクションメニューの削除を選択します。表示されたダイアログの指示に従います。

アレイ証明書について

初期アレイ証明書

HPE Primera ストレージシステムが初期化されると、 初の自己署名セキュリティ証明書がシステム上に
作成されます。

初期アレイ証明書は証明機関（CA）への証明書チェーンをたどって検証できないため、ブラウザーはユー
ザーにセキュリティ警告を表示します。

CA 署名付きアレイ証明書

ストレージシステムの初期アレイ証明書を、ブラウザーが安全だとして受け入れる CA 署名付き証明書に
置き換えることができます。詳細は、初期アレイ証明書の置き換え - 概要を参照してください。

アレイサービス用の自己署名アレイ証明書

CLI や LDAP などの特定のアレイサービス用の自己署名証明書を作成できます。詳細は、アレイサービス
についてを参照してください。

アレイサービスについて

自己署名アレイ証明書と証明書署名要求は、ストレージシステム上の次のサービスに対して作成できま
す。
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サービス名 説明

wsapi Web サービス API

証明書署名要求について

証明書署名要求（CSR）は、SSL セキュリティ証明書を申請するときに認証局（CA）に送信できるエン
コードされたテキストのブロックです。

HPE Primera UI を使用して、ストレージシステム用の CSR を作成できます。CSR には、組織名、スト
レージシステムの完全修飾ドメイン名、地域、国など、証明書に組み込まれる情報が含まれています。ま
た、証明書に組み込まれる公開鍵も含まれています。

詳細は、初期アレイ証明書の置き換え - 概要を参照してください。

認証機関（CA）について

認証機関（CA）は、公開暗号キーの所有を証明するデジタル証明書を発行する信頼された機関です。認
証機関によって署名された証明書は、証明書ソースが信頼できることを、デバイス、ブラウザー、および
Web サイトに対して検証するものです。

アレイ証明書プロパティ

このトピックでは、次の画面に表示されるアレイ証明書プロパティについて説明します。

アレイ証明書画面（すべてのアレイ証明書）

アレイ証明書のタイル

プロパティ… 説明…

名前 アレイ証明書の名前。名前はストレージシステムの完全修飾ドメイン
名（FQDN）です。

アレイのサービス 証明書が適用されるストレージシステムサービス。

開始 証明書が開始する日付と時刻。

期限切れ 証明書が終了する日付と時刻。

アレイ証明書署名要求（CSR）のタイル

プロパティ… 説明…

名前 アレイ証明書署名要求の名前。名前はストレージシステムの完全修飾
ドメイン名（FQDN）です。

アレイのサービス 証明書署名要求が適用されるストレージシステムサービス。
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アレイ証明書画面（個別のアレイ証明書）

プロパティ… 説明…

名前 アレイ証明書の名前。

発行者 証明書のソースの共通名（CN）。

開始時刻 証明書が開始する日付と時刻。

終了時刻 証明書が終了する日付と時刻。

サブジェクト 証明書のソースの共通名（CN）。

サブジェクトの別名 アレイ証明書のサブジェクト代替名（SAN）。SAN では単一の SSL 証明
書に追加のホスト名を指定できます。

アレイ証明書画面（個別の証明書署名要求）

プロパティ… 説明…

名前 証明書署名要求の名前。

発行者 証明書署名要求のソースの共通名（CN）。

開始時刻 NA

終了時刻 NA

サブジェクト 証明書署名要求のソースの共通名（CN）。

サブジェクトの別名 証明書署名要求のサブジェクト代替名（SAN）。SAN では単一の SSL 証
明書に追加のホスト名を指定できます。

PEM 暗号化された証明書ファイルの PEM コンテナーフォーマット。
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トラブルシューティング

アプリケーションセットのアクションが利用できない

症状

create ロールを持つユーザーがログインしたとき、アプリケーションセットの次のアクションが使用でき
ません。

• アプリケーションセット画面で、画面の右上に作成アクションの作成アイコン（+）が表示されませ
ん。

• 個々のアプリケーションセットのアプリケーションセット画面で、アクションメニューに編集アク
ションが表示されません。

• 個々のアプリケーションセットのアプリケーションセット画面で、アクションメニューにスナップ
ショットの作成アクションが表示されません。

原因

create ロールでは、ユーザーがこれらのアプリケーションセットのアクションを実行できないため、アク
ションは UI 画面に表示されません。これらのアクションを実行するには、basic_edit、edit、および super
のロールが必要です。

アクション

1. ログアウトし、適切なロールを持つユーザーアカウントで再度ログインしてください。

ヒント：必要に応じて、システム管理者に連絡し、適切なロールを持つユーザーアカウントを要求し
てください。

2. アクションを選択します。

ストレージシステムの日付または時刻の変更後に接続の喪失エ
ラーが発生する

症状

ストレージシステムの日付または時刻を変更すると、接続の喪失エラーメッセージが表示されます。

原因

ストレージシステムの日付または時刻を変更すると、ストレージシステムへのブラウザー接続が失われま
す。
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アクション

再接続するには、エラーメッセージで再試行をクリックします。または、表示を更新して再度ログインし
ます。

ダッシュボードの使用済み容量の不一致

症状

容量ダッシュボードで、容量の傾向グラフの使用済み容量の値が、ダッシュボードの別の場所に表示され
る使用済み容量の値に正確に一致しません。

原因

容量の傾向グラフには、1 時間ごとに更新される履歴値が表示されます。ダッシュボードの他の部分で
は、値がほぼリアルタイムで表示されます。タイミングが異なると、表示される使用済み容量の値がわず
かに異なることがあります。

アクション

使用済み容量の値の相違は問題を示すものではありません。対応する必要はありません。

HPE パスポートのアカウントに組織アカウントが関連付けら
れていない

症状

InfoSight の構成ダイアログを使用している場合は、HPE InfoSight の組織アカウントが HPE パスワード
のアカウントに関連付けられていないことを示すメッセージが表示されます。

このメッセージは、HPE InfoSight で組織アカウントを作成することを推奨しています。

原因

ストレージシステムで使用するために HPE InfoSight を構成するには、HPE InfoSight の少なくとも 1 つ
の組織アカウントが既に HPE パスポートのアカウントに関連付けられている必要があります。

アクション

1. ヒント：組織が既に HPE InfoSight に組織アカウントを持っている場合は、アカウントに HPE パスポー
トのメールアドレスを追加するよう管理者に依頼してください。

それ以外の場合は、次の手順に進み、HPE InfoSight の組織アカウントを HPE パスポートアカウント
に追加します。

2. https://infosight.hpe.com/infrastructure/general/register にアクセスします。

3. HPE パスポートのメールアドレスとアカウントパスワードでログインします。

4. Settings で、Register Systems をクリックします。

5. HPE InfoSight で組織アカウントを作成するには、プロンプトに従います。完了したら、HPE InfoSight
の Web サイトを終了することが可能です。

6. HPE Primera UI では、InfoSight の構成ダイアログを使用して HPE InfoSight セットアップを完了しま
す。
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HPE InfoSight の構成 - 概要も参照してください。

OS のアップデート - フェッチ失敗のエラー

症状

ソフトウェアのアップデートダイアログでインストールしますボタンをクリックした後、取得が失敗しま
したというエラーメッセージが表示されます。

原因

HPE Primera OS のアップデートは、ブラウザーのキャッシュの問題が原因でインストールできませんで
した。

アクション

1. ブラウザーの指示に従って、ブラウザーのキャッシュをクリアします。次に、すべてのブラウザーウィ
ンドウを終了します。

ヒント：HPE では、ブラウザーのキャッシュをクリアする前に、ブックマークを保存/エクスポートす
ることをお勧めします。

2. ブラウザーを再度開き、HPE Primera UI にログインし直します。

3. ソフトウェアのアップデートダイアログに移動し、HPE Primera OS のアップデートを再度実行しま
す。

OS のアップデート - 自動ダウンロードと推奨設定が有効に
なっていない

症状

サポートの構成ダイアログでリモートサポートを有効にした後、ソフトウェア画面のアップデート設定パ
ネルに、次のオプションが無効になっていることが示されます。HPE InfoSight からのアップデートの自
動的なダウンロード、および HPE InfoSight からのアップデートの推奨の受信

原因

サポートの構成ダイアログでリモートサポートが有効になっていると、ソフトウェア画面のオプションが
自動的にアップデートされない場合があります。

アクション

オプションを有効にするには、HPE InfoSight からのアップデートの自動的なダウンロードおよび HPE
InfoSight からのアップデートの推奨の受信のトグルをクリックします。

VMware vCenter Server の詳細が HPE InfoSight で利用でき
ない

症状

ストレージシステムに接続されている VMware vCenter Server の詳細が、HPE InfoSight で利用できませ
ん。
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原因

VMware vCenter Server への接続を作成する前に、次の 1 つ以上の状況が存在していました。

• VMware vCenter Server のユーザーが、すべての VMware vCenter Server オブジェクトに対するグ
ローバルな読み取り権限を持っていなかった。

• ストレージシステムが、プロキシサーバーを使用せずに VMware vCenter Server と通信できなかった。

アクション

1. VMware vCenter Server アプリケーションで、VMware vCenter Server のユーザーアカウントを確認し
ます。ユーザーアカウントにグローバルな読み取り権限がない場合は、VMware を使用して読み取り
権限を追加します。または、HPE Primera UI を使用して、VMware vCenter 設定を読み取り権限を持
つユーザーに変更します。

2. ストレージシステムが、プロキシサーバーを使用せずに VMware vCenter Server と通信できることを
確認します。必要に応じて、プロキシサーバーを使用せずに接続できるようにネットワーク構成を変
更します。
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Web サイト

全般的な Web サイト

HPE Primera ストレージの Hewlett Packard Enterprise Information Library
https://www.hpe.com/info/Primera600-docs

Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）ストレージ互換性マトリックス

https://www.hpe.com/storage/spock
ストレージのホワイトペーパーおよび分析レポート

https://www.hpe.com/storage/whitepapers

上記以外の Web サイトについては、サポートと他のリソースを参照してください。
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サポートと他のリソース

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

• ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアク
セスします。

https://www.hpe.com/info/assistance

• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンター
の Web サイトにアクセスします。

https://www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報

• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）

• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

• オペレーティングシステム名およびバージョン

• ファームウェアバージョン

• エラーメッセージ

• 製品固有のレポートおよびログ

• アドオン製品またはコンポーネント

• 他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス

• 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにア
クセスするためのメカニズムが提供されます。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨
されるソフトウェアアップデート方法を確認してください。

• 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

https://www.hpe.com/support/hpesc
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター：ソフトウェアのダウンロード

https://www.hpe.com/support/downloads
My HPE Software Center

https://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenter

• eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。

https://www.hpe.com/support/e-updates-ja

• お客様の資格を表示、アップデート、または契約や保証をお客様のプロファイルにリンクするには、
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの More Information on Access to Support Materials
ページに移動します。
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https://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

重要: 一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターから
アクセスするときに製品資格が必要になる場合があります。関連する資格を使って HPE パスポー
トをセットアップしておく必要があります。

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リ
モートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントを Hewlett Packard
Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅
速かつ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめ
します。

ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけて
ください。

リモートサポートおよびプロアクティブケア情報

HPE 通報サービス

http://www.hpe.com/jp/hpalert
HPE プロアクティブケアサービス

http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja
HPE データセンターケアサービス

http://www.hpe.com/services/datacentercare
HPE プロアクティブケアサービス：サポートされている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts
HPE プロアクティブケアアドバンストサービス：サポートされている製品のリスト

https://www.hpe.com/jp/ja/services/proactive-care-central.html

保証情報
ご使用の製品の保証情報を確認するには、以下のリンクを参照してください。

HPE ProLiant と IA-32 サーバーおよびオプション

https://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
HPE Enterprise および Cloudline サーバー

https://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
HPE ストレージ製品

https://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
HPE ネットワーク製品

https://www.hpe.com/support/Networking-Warranties

規定に関する情報
安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからサー
バー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してくださ
い。

https://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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規定に関する追加情報

Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006）のような法的
な要求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全
力で取り組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、次を参照してください。

https://www.hpe.com/info/reach

RoHS、REACH を含む Hewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについ
ては、次を参照してください。

https://www.hpe.com/info/ecodata

社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などの Hewlett Packard Enterprise の環境に関する
情報については、次を参照してください。

https://www.hpe.com/info/environment

ドキュメントに関するご意見、ご指摘
Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ド
キュメントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがござ
いましたら、ドキュメントフィードバック担当（docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。このメー
ルには、ドキュメントのタイトル、部品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊行日
をご記載ください。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバージョ
ン、ヘルプの版数、およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。
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