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はじめに

このマニュアルでは，Hitachi Virtual File Platform / Hitachi Data Ingestor（HVFP/HDI）で使

用できるコマンドの文法について説明します。

このマニュアルをお読みいただくことで，コマンドを使用した場合の操作方法を理解し，HVFP/
HDI を運用・管理できるようになることを目的としています。

r 対象読者

r マニュアルの構成

r マニュアル体系

r 関連マニュアル

r このマニュアルでの表記

r このマニュアルで使用する記号

r このマニュアルで使用する構文要素

r コマンドの書式で使用する記号

r KB（キロバイト）などの単位表記について
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対象読者
このマニュアルは，コマンドを使用して，HVFP/HDI を運用・管理するシステム管理者にお読みい

ただくことを前提に記載しています。

また，次の知識をお持ちであることを前提に説明しています。

• ストレージシステムに関する基本的な知識

• ネットワークに関する基本的な知識

• ファイル共有サービスに関する基本的な知識

• SAN に関する基本的な知識

• CIFS に関する基本的な知識

• NFS に関する基本的な知識

• UNIX に関する基本的な知識

• Windows に関する基本的な知識

Hitachi Content Platform（HCP）と連携している場合は，これらの知識のほかにも，HCP に関す

る基本的な知識をお持ちであることを前提としています。

マニュアルの構成
このマニュアルは，次に示す章と付録から構成されています。

章 内容

1. コマンドを利用する前に コマンドを利用する前に知っておいた方がよいことについて説明していま

す。

2. コマンドリファレンス コマンドの文法について説明しています。

3. コマンド操作手順 コマンドを使用した操作手順について説明しています。

A. NFS ファイルロックのプロ

セス ID の特定

nfslockslistコマンドで独自の ID がファイルロック情報に表示された

場合，プロセス ID を特定する方法を説明しています。

B. ローカルユーザー・グループ

の一括登録・削除

ローカルユーザーまたはローカルグループを一括登録・削除する場合に必要

な CSV ファイル，および実行結果ファイルの形式について説明しています。

C. ライセンス HVFP/HDI のライセンスについて説明しています。

D. HFRR ペアの状態遷移 Hitachi File Remote Replicator 運用時の HFRR ペアの基本的な状態遷移

と，各状態で実行できる操作について説明しています。

マニュアル体系
HVFP と HDI でマニュアル体系が異なります。使用している製品に対するマニュアル体系を参照

してください。

HVFP のマニュアル体系を次に示します。なお，モデルによって，ノードを冗長化するかどうかが

異なります。ノードを冗長化する構成をクラスタ構成，冗長化しない構成をシングルノード構成と

呼び，運用する構成に応じてお読みいただくマニュアルが異なります。
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表 はじめに -1 HVFP のマニュアル体系

マニュアル名 内容

Hitachi Virtual File Platform / Hitachi
Data Ingestor システム構成ガイド

HVFP を運用するために， 初にお読みいただくマニュアルで

す。

HVFP の運用を開始する前に理解または検討しておいていただ

きたいことや，外部サーバの環境設定などについて説明していま

す。

Hitachi Virtual File Platform セットアッ

プガイド

クラスタ構成の HVFP のセットアップ方法について説明してい

ます。

仮想サーバで HVFP を運用する場合は，「仮想サーバ環境セット

アップガイド」をお読みください。

Hitachi Virtual File Platform 仮想サーバ

環境セットアップガイド

クラスタ構成の HVFP での Virtual Server のセットアップ方法

について説明しています。

Hitachi Virtual File Platform ユーザーズ

ガイド

クラスタ構成の HVFP を運用するために必要な手順や GUI リ
ファレンスなどを説明しています。

Hitachi Virtual File Platform トラブル

シューティングガイド

クラスタ構成の HVFP の障害対策を説明しています。

Hitachi Virtual File Platform シングル

ノード構成セットアップガイド

シングルノード構成の HVFP のセットアップ方法について説明

しています。

Hitachi Virtual File Platform / Hitachi
Data Ingestor シングルノード構成ユー

ザーズガイド

シングルノード構成の HVFP を運用するために必要な手順や

GUI リファレンスなどを説明しています。

Hitachi Virtual File Platform / Hitachi
Data Ingestor シングルノード構成トラブ

ルシューティングガイド

シングルノード構成の HVFP の障害対策を説明しています。

Hitachi Virtual File Platform / Hitachi
Data Ingestor コマンドリファレンス（こ

のマニュアル）

クラスタ構成およびシングルノード構成の HVFP で使用できる

コマンドの文法について説明しています。

Hitachi Virtual File Platform API リ
ファレンス

クラスタ構成およびシングルノード構成の HVFP の API の使用

方法について説明しています。

Hitachi Virtual File Platform / Hitachi
Data Ingestor メッセージリファレンス

クラスタ構成およびシングルノード構成の HVFP のメッセージ

について説明しています。

Hitachi Virtual File Platform / Hitachi
Data Ingestor ファイルアクセス（CIFS/
NFS）ユーザーズガイド

CIFS または NFS クライアントから，クラスタ構成およびシング

ルノード構成の HVFP の CIFS サービスまたは NFS サービス

を利用するに当たって，事前に知っておいていただきたいこと

や，注意する必要があることについて説明しています。

HDI のマニュアル体系を次に示します。なお，HDI と HVFP では使用できる機能に相違がありま

す。HVFP と HDI で共有しているマニュアルを参照する前に，「Hitachi Data Ingestor セットアッ

プガイド」で機能の差異を確認してください。

表 はじめに -2 HDI のマニュアル体系

マニュアル名 内容

Hitachi Data Ingestor セットアップガイ

ド

HDI を管理するために， 初にお読みいただくマニュアルです。

HDI のセットアップ方法について説明しています。

Hitachi Virtual File Platform / Hitachi
Data Ingestor システム構成ガイド

HDI の運用を開始する前に理解または検討しておいていただき

たいことや，外部サーバの環境設定などについて説明していま

す。

Hitachi Virtual File Platform / Hitachi
Data Ingestor シングルノード構成ユー

ザーズガイド

HDI を運用するために必要な手順や GUI リファレンスなどを説

明しています。
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マニュアル名 内容

Hitachi Virtual File Platform / Hitachi
Data Ingestor シングルノード構成トラブ

ルシューティングガイド

HDI の障害対策を説明しています。

Hitachi Virtual File Platform / Hitachi
Data Ingestor コマンドリファレンス（こ

のマニュアル）

HDI で使用できるコマンドの文法について説明しています。

Hitachi Virtual File Platform / Hitachi
Data Ingestor メッセージリファレンス

HDI のメッセージについて説明しています。

Hitachi Virtual File Platform / Hitachi
Data Ingestor ファイルアクセス（CIFS/
NFS）ユーザーズガイド

CIFS または NFS クライアントから，HDI の CIFS サービスま

たは NFS サービスを利用するに当たって，事前に知っておいて

いただきたいことや，注意する必要があることについて説明して

います。

Hitachi Data Ingestor 保守取扱説明書 「メッセージリファレンス」や「シングルノード構成トラブル

シューティングガイド」などに記載されている，保守員に依頼し

ている作業について，HDI での解決手順を説明しています。

関連マニュアル
このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

Virtual Storage Platform 関連のマニュアル

• Hitachi Virtual File Platform エンタープライズアレイ機能連携ユーザーズガイド

Universal Storage Platform V/VM 関連のマニュアル

• Hitachi Virtual File Platform エンタープライズアレイ機能連携ユーザーズガイド

HUS VM 関連のマニュアル

• Hitachi Virtual File Platform 装置ユーザーズガイド

• Hitachi Virtual File Platform エンタープライズアレイ機能連携ユーザーズガイド

HUS100 シリーズ関連のマニュアル

• Hitachi Virtual File Platform ミッドレンジアレイ機能連携ユーザーズガイド

Hitachi AMS2000 シリーズ関連のマニュアル

• Hitachi Virtual File Platform ミッドレンジアレイ機能連携ユーザーズガイド

このマニュアルでの表記
このマニュアルでは，製品の名称を省略して表記しています。このマニュアルでの表記と，製品の

正式名称または意味を次の表に示します。

このマニュアルでの表記 製品名称または意味

Active Directory Active Directory(R)

ALog ConVerter ALog ConVerter(R)

Dynamic Provisioning Hitachi Dynamic Provisioning
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このマニュアルでの表記 製品名称または意味

Dynamic Tiering Hitachi Dynamic Tiering

File Services Manager 次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

• Configuration Manager
• Hitachi File Services Manager

HCP Hitachi Content Platform

HDI Hitachi Data Ingestor

Hitachi AMS2000 シリー

ズ

Hitachi Adaptable Modular Storage 2000 シリーズ

HUS100 シリーズ 次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

• Hitachi Unified Storage 150
• Hitachi Unified Storage 130
• Hitachi Unified Storage 110

HUS VM Hitachi Unified Storage VM

HVFP Hitachi Virtual File Platform

ShadowImage 次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

• ShadowImage
• ShadowImage in-system replication

TrueCopy 次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

• TrueCopy
• TrueCopy Asynchronous
• TrueCopy Extended Distance
• TrueCopy remote replication

Universal Storage
Platform V/VM

次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

• Hitachi Universal Storage Platform V
• Hitachi Universal Storage Platform VM
• Hitachi Universal Storage Platform H20000
• Hitachi Universal Storage Platform H24000

Virtual Storage Platform 次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

• Hitachi Virtual Storage Platform
• Hitachi Virtual Storage Platform VP9500

Windows Microsoft(R) Windows(R) Operating System

Windows 7 次の製品を区別する必要がない場合の表記です。

• Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional
• Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional x64 Edition
• Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate

なお，このマニュアルでは Hitachi File Remote Replicator 固有の処理に関することを指す場合，

Hitachi File Remote Replicator を略して HFRR と表記することがあります。

このマニュアルではほかのマニュアルを参照していただきたい場合，以降，「Hitachi Virtual File
Platform ユーザーズガイド」と「Hitachi Virtual File Platform / Hitachi Data Ingestor シングル

ノード構成ユーザーズガイド」を「ユーザーズガイド」と表記し，「Hitachi Virtual File Platform
トラブルシューティングガイド」と「Hitachi Virtual File Platform / Hitachi Data Ingestor シン

グルノード構成トラブルシューティングガイド」を「トラブルシューティングガイド」と表記して

います。運用する構成に応じて，読み替えてください。

このマニュアルで使用する記号
このマニュアルでは，次に示す記号を使用しています。
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記号 意味

［　］ 画面，メニュー，ボタン，キーボードのキーなどを示します。

（例）

［Main Menu］画面

［OK］ボタン

［Enter］キー

［　］+［　］ キーを同時に押すことを示します。

（例）［Ctrl］＋［C］キー

［Ctrl］キーと［C］キーを同時に押すことを示します。

＜　＞ 可変値であることを示します。

（例）＜ホスト名＞.＜ポート番号＞

実際のホスト名が「host0」，ポート番号が「1024」の場合，「host0.1024」と指

定することを示します。

このマニュアルで使用する構文要素
このマニュアルで使用する構文要素の種類を，次のように定義します。

種類 定義

英大文字 A～Z

英小文字 a～z

英字 A～Z　a～z

数字 0～9

英数字 A～Z　a～z　0～9

注 すべて半角で指定してください。

コマンドの書式で使用する記号
このマニュアルでは，次に示す記号を使用してコマンドを説明しています。

記号 意味

| 複数の項目に対して項目間の区切りを示し，「または」の意味を示します。

（例）A|B|C
「A，B，または C」を示します。

{　} この記号で囲まれている複数の項目の中から，必ず一つを選択することを示します。

項目と項目の区切りは縦線（|）で示します。

（例）{A|B|C}
「A，B，または C のどれかを必ず指定する」ことを示します。

[　] この記号で囲まれている項目は省略してもよいことを示します。複数の項目がこの

記号で囲まれている場合は，すべてを省略するか，どれか一つを指定することを示し

ます。

（例 1）[A]
「何も指定しない」か「A を指定する」ことを示します。

（例 2）[B|C]
「何も指定しない」か「B または C を指定する」ことを示します。

… この記号の直前に示された項目を繰り返して複数指定できます。項目を複数指定す

る場合は，項目の区切りにコンマ（,）を使用します。

（例）A,B,…
「A の後ろに，B を複数指定できる」ことを示します。
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記号 意味

_ 括弧で囲まれているすべての項目を省略したときに，システムが採用する値を示しま

す。

（例）[A|B]
「A および B を指定しなかった場合，システムは A を採用する」ことを示します。

KB（キロバイト）などの単位表記について
1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト），1PB（ペタバ

イト）はそれぞれ 1,024 バイト，1,0242 バイト，1,0243 バイト，1,0244 バイト，1,0245 バイトで

す。
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1
コマンドを利用する前に

この章では，システム管理者がコマンドを利用する前に知っておいた方がよいこととして，コマン

ドを使用して実行できる操作，コマンドを使用するための前提条件，コマンドの実行方法，共通の

オプション，戻り値，および運用上の注意事項について説明します。

r 1.1 コマンドを使用して実行できる操作

r 1.2 運用によって使用できるコマンド

r 1.3 コマンドを使用するための前提条件

r 1.4 コマンドの実行方法

r 1.5 共通のオプション

r 1.6 運用上の注意事項（コマンド利用時には必ずお読みください）
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1.1 コマンドを使用して実行できる操作
システム管理者は，コマンドを利用して Hitachi Virtual File Platform / Hitachi Data Ingestor

（HVFP/HDI）を運用・管理できます。コマンドを使用して実行できる操作を次の表に示します。

表 1-1 コマンドを使用して実行できる操作

操作内容 コマンド リファレンス 操作手順

SSH で使用する公開鍵の管理

-- 公開鍵の情報を参照する sshkeylist 2.221 --

公開鍵を登録する sshkeyadd 2.219 3.1.1

公開鍵を削除する sshkeydel 2.220 --

ローカルデータの暗号化に使用する共通鍵の管理

-- ローカルデータの暗号化に使用する共通

鍵をシステム外に保存するための鍵を表

示する

encdisplaykey 2.91 --

ローカルデータの暗号化に使用する共通

鍵を復旧する

encrecoverkey 2.92 --

ローカルデータの暗号化に使用する共通

鍵を照合する

encverifykey 2.93 --

管理サーバのパスワードの変更

-- 管理サーバのパスワードを変更する hnasmpasswd 2.124 3.2

クラスタの管理

-- クラスタの状態を参照する clstatus 2.62 --

クラスタを停止する clstop 2.63 3.3.1

クラスタを起動する clstart 2.61 3.3.2

ノードの状態を参照する ndstatus 2.167 --

ノードを停止する ndstop 2.168 3.3.3

ノードを起動する ndstart 2.166 3.3.4

リソースグループの状態を参照する rgstatus 2.194 --

リソースグループを停止する rgstop 2.195 3.3.5

リソースグループを起動する rgstart 2.193 3.3.6

リソースグループの実行ノードを変更す

る

rgmove 2.192 3.3.7

リソースグループの監視を除外する rgmon 2.191 3.3.8

リソースグループの監視を再開する rgmon 2.191 3.3.9

フェールオーバー時の処理時間のタイム

アウト値を管理する

clctl 2.59 3.3.10

クラスタの DISABLE状態を回復する cldisablerepair 2.60 --

ノード上の OS の制御

-- ノード上の OS を停止する nasshutdown 2.160 3.4.1

ノード上の OS を再起動する nasreboot 2.159 3.4.2

クラスタ内のもう一方のノードの OS を

起動する

nasboot 2.155 3.4.3

ノード上の OS を緊急停止する emergencyshutdown 2.90 --

サービスの管理

-- サービスの動作状態を参照する svstatus 2.228 --

サービスを停止する svctl 2.225 3.5.1

38 コマンドを利用する前に

コマンドリファレンス



操作内容 コマンド リファレンス 操作手順

サービスを起動する svctl 2.225 3.5.2

サービスを再起動する svctl 2.225 3.5.3

サービスの自動起動設定を参照する svstartuplist 2.226 --

サービスの自動起動設定を切り替える svstartupset 2.227 3.5.4

FTP サービスの構成を参照する ftpget 2.115 --

FTP サービスの構成を変更する ftpset 2.116 3.5.5

TFTP サービスの構成を参照する tftpget 2.250 --

TFTP サービスの構成を変更する tftpset 2.251 --

システム設定

-- インターフェースの情報を参照する iflist 2.144 --

インターフェースを追加する ifadd 2.141 3.6.1

インターフェースを変更する ifedit 2.143 3.6.2

インターフェースを削除する ifdel 2.142 --

ルーティングの情報を参照する routelist 2.200 --

ルーティングの情報を追加する routeadd 2.197 3.6.3

ルーティングの情報を削除する routedel 2.198 --

リバースパスフィルタリングの設定を変

更する

routefilterctl 2.199 3.6.4

BMC ポートのインターフェースの情報

を参照する

bmcctl 2.46 --

BMC ポートのインターフェースを設定

する

bmcctl 2.46 3.6.5

保守ポートのインターフェースの情報を

参照する

pmctl 2.188 --

保守ポートのインターフェースを設定す

る

pmctl 2.188 3.6.6

ネットワークの設定情報を参照する nasnetstat 2.157 3.6.7

指定したホストとの接続状態を確認する nasping 2.158 3.6.8

指定したホストに到達するまでの経路を

参照する

nastraceroute 2.161 3.6.9

IP アドレスと MAC アドレスの対応を確

認する

nasipneigh 2.156 3.6.10

コマンド実行時に生成されたログを削除

する

eraselog 2.94 --

FC パスの状態および構成を参照する fpstatus 2.98 --

FC パスの状態を Onlineに切り替える fponline 2.97 3.6.11

FC パスの状態を Offlineに切り替え

る

fpoffline 2.96 --

FC パスの状態の Onlineへの自動切り

替え設定を変更する

fpctl 2.95 3.6.12

ロードバランス機能の設定を変更する fpctl 2.95 3.6.13

ユーザー LUN の情報を参照する lumaplist 2.154 --

ユーザー LUN への LDEV 番号の自動割

り当て設定を変更する

lumapctl 2.152 3.6.14

ユーザー LUN に LDEV 番号を割り当て

る

lumapadd 2.151 3.6.15
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操作内容 コマンド リファレンス 操作手順

ユーザー LUN の割り当てを解除する lumapdelete 2.153 --

時刻に関する設定を参照する timeget 2.252 --

NTP サーバを設定する timeset 2.253 3.6.16

ノードの時刻を設定する timeset 2.253 3.6.17

SSH ログイン時に表示されるメッセー

ジを変更する

welcomemsgchange 2.285 3.6.18

仮想 IP アドレスを追加する altipadd 2.3 --

追加した仮想 IP アドレスを削除する altipdel 2.4 --

追加した仮想 IP アドレスの情報を参照

する

altiplist 2.5 --

DHCP 使用時のインターフェースを設定

する

dhcpset 2.79 --

DHCP 使用時のインターフェースを再設

定する

dhcpreload 2.78 --

DHCP の状態を参照する dhcpget 2.77 --

UPnP を設定する upnpctl 2.255 --

システムの稼働情報の出力および出力に

関する設定を変更する

sysinfoget 2.241 --

リアルタイムスキャン機能の管理

-- 使用するスキャンソフトを登録する avascanengineset 2.37 3.7.1

スキャンサーバの情報を登録する avaserveradd 2.38 3.7.2

スキャンサーバの情報を変更する avaserveredit 2.40 --

スキャンサーバの情報を削除する avaserverdel 2.39 --

スキャン条件を設定する avaconfedit 2.35 3.7.3

スキャン対象・スキャン対象外ファイル

の拡張子を設定する

avaextensionsedit 2.36 --

リアルタイムスキャンサービスを有効に

する

avaservicestart 2.41 3.7.4

リアルタイムスキャンサービスの状態を

参照する

avaservicestatus 2.42 --

リアルタイムスキャンサービスを無効に

する

avaservicestop 2.43 --

ローカルユーザー・グループの管理

-- ユーザーの情報を参照する usrlist 2.262 --

ユーザーを登録する usradd 2.260 3.8.1

ユーザーを削除する usrdel 2.261 --

ユーザーを一括登録する usradd 2.260 3.8.2

ユーザーを一括削除する usrdel 2.261 --

グループの情報を参照する grplist 2.119 --

グループを登録する grpadd 2.117 3.8.3

グループを削除する grpdel 2.118 --

グループを一括登録する grpadd 2.117 3.8.4

グループを一括削除する grpdel 2.118 --

ファイルシステムの管理

-- ファイルシステムの情報を参照する fslist 2.111 --
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操作内容 コマンド リファレンス 操作手順

ファイルシステムを構築する fscreate 2.100 3.9.1

ファイルシステムをマウントする fsmount 2.112 3.9.2

ファイルシステムをアンマウントする fsumount 2.114 3.9.3

ファイルシステムを拡張する fsexpand 2.104 3.9.4

ファイルシステムを削除する fsdelete 2.102 --

ファイルシステムの設定を変更する fsedit 2.103 3.9.5

ファイルシステム使用量に関する警告が

通知されるよう設定する

fsfullmsgまたは fsctl 2.106 または

2.101
3.9.6

ファイルシステム閉塞時に自動的に

フェールオーバーするよう設定する

fsautofoまたは fsctl 2.99 または

2.101
3.9.7

ファイルの作成日時が記録されるよう設

定を変更する

fsctl 2.101 3.9.8

使用できるデバイスファイルを参照する lulist 2.150 --

ファイルシステムを接続する fsimport 2.108 --

ファイルシステムを切断する fsexport 2.105 --

ファイルシステムの整合性をチェック

し，ファイルシステムを修復する

fsrepair 2.113 --

仮想 LU の未使用領域を解放する dpreclaim 2.87 --

作成できるファイル数を参照する fsifreeget 2.107 --

inode 領域を使用しているファイルの情

報を参照する

fsiusedlist 2.110 --

inode 領域を再構成する fsinodespace 2.109 --

ファイルのデータ集約を解除する compactsplit 2.64 --

ファイルのデータ集約状態を参照する compactstatus 2.65 --

WORM タスクを管理する wormctl 2.286 --

ディレクトリの管理

-- ディレクトリの属性を参照する dirlist 2.84 --

ディレクトリを作成する dircreate 2.80 --

ディレクトリの属性を変更する diredit 2.82 --

ディレクトリを削除する dirdel 2.81 --

ボリュームグループの管理

-- ボリュームグループの容量を参照する diskfreeget 2.86 --

ボリュームグループの情報を参照する vgrlist 2.267 --

ボリュームグループを作成する vgrcreate 2.264 --

ボリュームグループを拡張する vgrexpand 2.266 --

ボリュームグループを削除する vgrdelete 2.265 --

ボリュームグループを修復する vgrrepair 2.268 --

NFS 共有の管理

-- NFS 共有の情報を参照する nfslist 2.177 --

NFS 共有を作成する nfscreate 2.171 3.10.1

NFS 共有の情報を編集する nfsedit 2.173 3.10.2

NFS 共有を削除する nfsdelete 2.172 --

NFS 共有の情報をバックアップする nfsbackup 2.169 3.10.3

NFS 共有の情報をリストアする nfsrestore 2.182 3.10.4
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NFS クライアントホストからのファイ

ルロック情報を参照する

nfslockslist 2.179 --

NFS クライアントホストからのファイ

ルロック情報を削除する

nfslocksclear 2.178 --

Kerberos 認証用のキータブファイルの

内容を参照する

nfskeytablist 2.176 --

Kerberos 認証用のキータブファイルを

追加する

nfskeytabadd 2.174 3.10.5

Kerberos 認証用のキータブファイルか

らプリンシパル情報を削除する

nfskeytabdel 2.175 --

NFS のキャッシュをフラッシュする nfscacheflush 2.170 --

NFS 環境の設定を参照する nfsoptlist 2.180 --

NFS 環境を設定する nfsoptset 2.181 --

NFS デーモンの情報を参照する nfsstatus 2.183 --

NFS サービスのポート番号の割り当て

方法を参照する

nfssvget 2.184 --

NFS サービスのポート番号の割り当て

方法を変更する

nfssvset 2.185 --

CIFS 共有の管理

-- CIFS 共有の情報を参照する cifslist 2.54 --

CIFS 共有を作成する cifscreate 2.50 3.11.1

CIFS 共有の情報を編集する cifsedit 2.53 3.11.2

CIFS 共有を削除する cifsdelete 2.51 --

CIFS 共有の情報をバックアップする cifsbackup 2.49 3.11.3

CIFS 共有の情報をリストアする cifsrestore 2.58 3.11.4

CIFS アクセスログの退避先を参照する cifslogctl 2.55 --

CIFS アクセスログの退避先を設定する cifslogctl 2.55 3.11.5

CIFS アクセスログの退避先の設定を解

除する

cifslogctl 2.55 --

新の CIFS アクセスログを退避する cifslogctl 2.55 3.11.6

CIFS サービスの性能解析用ログの採取

に関する設定を変更する

cifsinfogetctl 2.52 --

CIFS サービスの構成定義を参照する cifsoptlist 2.56 --

CIFS サービスの構成定義を変更する cifsoptset 2.57 --

ACL の管理

-- ACL の情報を参照する dirgetacl 2.83 --

Advanced ACL タイプのファイルシステ

ムの ACL を設定する

dirsetacl 2.85 3.12.1

Classic ACL タイプのファイルシステム

の ACL を設定する

dirsetacl 2.85 3.12.2

ファイルシステムごとの Quota の管理

-- ファイルシステムごとにユーザーに対し

て Quota を設定する

quotaset 2.190 3.13.1

ファイルシステムごとにグループに対し

て Quota を設定する

quotaset 2.190 3.13.2
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操作内容 コマンド リファレンス 操作手順

ファイルシステムに対してデフォルト

Quota を設定する

quotaset 2.190 3.13.3

ファイルシステムに対して Quota の猶予

期間を設定する

quotaset 2.190 3.13.4

ファイルシステムに対して Quota の監視

方法を設定する

quotaset 2.190 3.13.5

ファイルシステムごとに設定された

Quota の情報を参照する

quotaget 2.189 --

サブツリー Quota の管理

-- ディレクトリに対して Quota を設定する stquotaset 2.224 3.14.1

ディレクトリごとにユーザーに対して

Quota を設定する

stquotaset 2.224 3.14.2

ディレクトリごとにグループに対して

Quota を設定する

stquotaset 2.224 3.14.3

ディレクトリに対してデフォルト Quota
を設定する

stquotaset 2.224 3.14.4

既存のディレクトリに対して Quota を適

用する

stquotaset 2.224 3.14.5

ディレクトリに対して Quota の猶予期間

を設定する

stquotaset 2.224 3.14.6

ディレクトリごとに Quota の監視方法を

設定する

stquotaset 2.224 3.14.7

ディレクトリごとに設定された Quota 情

報を参照する

stquota 2.222 --

ディレクトリごとにユーザー・グループ

に対して設定された Quota 情報を参照す

る

stquotalist 2.223 --

ユーザーマッピング情報の管理

-- RID 方式でマッピングされた ID または

名称を参照する

umapidget 2.254 --

システム設定情報の管理

-- システム LU の保存状態を参照する syslusavestatus 2.244 --

システム LU を保存しシステム設定情報

ファイルをホームディレクトリに出力す

る

syslusave 2.243 3.15.1

システム LU を保存しシステム設定情報

ファイルをファイルシステムに出力する

syslusave 2.243 3.15.2

システム LU の定時保存の設定を参照す

る

sysluscheduleget 2.245 --

システム LU の定時保存の設定を変更す

る

sysluscheduleset 2.246 3.15.3

システム LU を回復する syslurestore 2.242 3.15.4

システムを初期化する singleinit 2.218 --

SSH 用アカウントのホームディレクトリの管理

-- ホームディレクトリ直下のファイルを削

除する

rmfile 2.196 --

ノードの管理

-- ハードウェアの状態を参照する hwstatus 2.140 --
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操作内容 コマンド リファレンス 操作手順

ノードをリセットする nncreset 2.186 --

クラスタ内のもう一方のノードの状態を

参照する

peerstatus 2.187 --

HCP 連携の設定

-- マイグレーション先の HCP の情報を参

照する

archcpget 2.16 --

マイグレーション先の HCP の情報を変

更する

archcpset 2.17 3.16.1

マイグレーション先の HCP の情報を削

除する

archcpdel 2.15 --

HCP との通信の設定を変更する arcsslctl 2.32 3.16.2

ファイルのマイグレーション状態を参照

する

arcfstatus 2.14 --

プロキシサーバの情報を参照する arcproxyget 2.20 --

プロキシサーバの情報を変更する arcproxyset 2.21 3.16.3

プロキシサーバの情報を削除する arcproxydel 2.19 --

スタブ化の閾値を参照する arcreplimitget 2.22 --

スタブ化の閾値を変更する arcreplimitset 2.23 3.16.4

HCP へのアクセスを確認する hcpaccesstest 2.120 --

ファイル削除時の HCP でのデータ削除

設定を参照する

hcpobjdelget 2.121 --

ファイル削除時の HCP でのデータ削除

について設定する

hcpobjdelset 2.122 --

HCP にデータをマイグレートしていた

ファイルシステムをリストアする

arcrestore 2.29 --

ファイルの HCP 上の格納先 URL を参

照する

arcurlget 2.34 --

ファイルシステムのタスク管理情報を再

構築する

arccorrection 2.9 --

タスクのログ情報を参照または削除する arcresultctl 2.30 --

タスクの初期モードを設定する arcmodectl 2.18 --

タスクの前後処理の進捗状況を参照する arctaskstatus 2.33 --

HCP 連携でマイグレートされたファイ

ルの整合性を確認または復元する

hcporphanrestore 2.123 --

キャッシュ常駐ポリシーを参照する arcresidentpolicylist 2.26 --

キャッシュ常駐ポリシーを設定する arcresidentpolicyset 2.27 --

キャッシュ常駐ポリシーを削除する arcresidentpolicydel 2.25 --

キャッシュ常駐済みファイルを参照する arcresidentlist 2.24 --

キャッシュ常駐処理の実行結果を参照す

る

arcresidentresult 2.28 --

ホームディレクトリローミング対応ファ

イルシステムのマイグレーションを再設

定する

arcschedulepolicy 2.31 --

ホームディレクトリローミング対応ファ

イルシステムのマイグレーションを停止

する

arccancelpolicy 2.6 --
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データ集約の対象ファイルのフィルタリ

ングポリシーの設定を参照する

arcfilterpolicylist 2.11 --

データ集約の対象ファイルのフィルタリ

ングを設定する

arcfilterpolicyset 2.12 --

データ集約の対象ファイルのフィルタリ

ングポリシーを削除する

arcfilterpolicydel 2.10 --

ファイルをリコールする arcfrecall 2.13 --

インポートの管理

-- インポート定義情報を参照する datamigrateconflist 2.70 --

インポート定義情報を追加する datamigrateconfadd 2.67 3.17.1

インポート定義情報を編集する datamigrateconfedit 2.69 --

ほかのファイルサーバから HVFP/HDI
へデータのインポートを開始する

datamigratestart 2.74 3.17.2

ほかのファイルサーバから HVFP/HDI
へデータのインポート結果を参照する

datamigratestatus 2.75 --

インポート定義情報を削除する datamigrateconfdel 2.68 --

インポート元へのアクセスを確認する datamigrateaccesstest 2.66 --

ほかのファイルサーバから HVFP/HDI
にデータをインポートする方法を変更す

る

datamigratectl 2.71 --

ほかのファイルサーバからのインポート

を中断および再開する閾値を参照する

datamigratelimitget 2.72 --

ほかのファイルサーバからのインポート

を中断および再開する閾値を設定する

datamigratelimitset 2.73 --

インポート定義情報を検証する datamigratetest 2.76 --

マイグレーションまたはインポートに関する設定の管理

-- マイグレーションまたはインポートに関

する設定を参照する

arcconflist 2.8 --

マイグレーションまたはインポートに関

する設定を変更する

arcconfedit 2.7 3.18.1

ダンプファイルの管理

-- ダンプファイルの取得を設定する dumpset 2.89 --

ダンプファイルを削除する dumpdel 2.88 --

バージョン情報の管理

-- バージョンを参照する versionlist 2.263 --

アカウントのパスワードの初期化

-- アカウントのパスワードを初期化する adminpasswd 2.1 --

UPS の管理

-- UPS 監視を制御する upsmonitorset 2.258 --

UPS 監視の設定を変更する upsconfset 2.257 --

UPS 監視の設定を参照する upsconfget 2.256 --

UPS の状態を参照する upsstatus 2.259 --

内蔵 RAID コントローラーのキャッシュメモリー書き込み動作の管理

-- 内蔵 RAID コントローラーのキャッシュ

メモリーへの書き込み動作を設定する

internalraidcacheset 2.147 --
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内蔵 RAID コントローラーのキャッシュ

メモリーへの書き込み動作に関する情報

を参照する

internalraidcacheget 2.146 --

super capacitor のバッテリー残量が低

下した際の内蔵 RAID コントローラーの

キャッシュメモリーへの書き込み動作を

設定する

cachedbadbbuset 2.48 --

内蔵 RAID コントローラーのキャッシュ

メモリーへの書き込み動作に関する情報

を参照する

cachedbadbbuget 2.47 --

super capacitor の正常性診断スケジュールの管理

-- super capacitor の正常性診断スケ

ジュールを参照する

bbuschlget 2.44 --

super capacitor の正常性診断スケ

ジュールを設定する

bbuschlset 2.45 --

内蔵ハードディスクから作成されるユーザーディスクの管理

-- 内蔵ハードディスクから作成されるユー

ザーディスクの RAID レベルを参照する

internalraidlevelget 2.148 --

内蔵ハードディスクから作成されるユー

ザーディスクの RAID レベルを設定する

internalraidlevelset 2.149 --

内蔵ハードディスクから作成したユー

ザーディスクおよびマッピング情報を削

除する

internalludelete 2.145 --

Virtual Server の管理

-- ログインしている Virtual Server の情報

を参照する

vnasinfo 2.275 3.19.1

ノード上での Virtual Server の情報を参

照する

vnaslist 2.277 --

Virtual Server を作成する vnascreate 2.269 3.19.2

Virtual Server を停止する vnasstop 2.284 --

Virtual Server を起動する vnasstart 2.283 3.19.3

Virtual Server を再起動する vnasrestart 2.282 3.19.4

Virtual Server の情報を編集する vnasedit 2.272 3.19.5

Virtual Server の稼働ノードを変更する vnasmove 2.281 3.19.6

すべての Virtual Server の監視を除外す

る

vnasmon 2.280 3.19.7

Virtual Server の監視を再開する vnasmon 2.280 3.19.8

Virtual Server に仮想 IP アドレスを割

り当てる

vnasifassign 2.273 3.19.9

Virtual Server から仮想 IP アドレスを

解放する

vnasifrelease 2.274 --

Virtual Server にユーザー LU を割り当

てる

vnasluassign 2.278 3.19.10

Virtual Server へのユーザー LU の割り

当てを解除する

vnaslurelease 2.279 --

Virtual Server を削除する vnasdelete 2.271 --

Virtual Server OS LU を初期化する vnasinit 2.276 --
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Virtual Server に関するパラメータを参

照または設定する

vnasctl 2.270 --

差分スナップショットの運用

-- 差分格納デバイスを設定する syncstart 2.238 3.20.1

差分スナップショット自動作成を参照す

る

syncautolist 2.230 --

差分スナップショット自動作成を設定す

る

syncautoset 2.231 3.20.2

差分スナップショットの情報を参照する synclist 2.235 --

差分スナップショットを作成する syncadd 2.229 3.20.3

差分スナップショットを削除する syncdel 2.233 --

差分スナップショットをマウントしてク

ライアントに公開する

syncmount 2.236 3.20.4

差分スナップショットをアンマウントす

る

syncumount 2.240 --

差分格納デバイスの設定を変更する syncconfig 2.232 3.20.5

差分格納デバイスを拡張する syncexpand 2.234 3.20.6

差分格納デバイスを解除する syncstop 2.239 3.20.7

ブロックされたファイルシステムを回復

する

syncrepair 2.237 --

ALog ConVerter 連携の設定

-- ALog ConVerter と連携する alogctl 2.2 --

ALog ConVerter 連携の設定を参照する alogctl 2.2 --

ALog ConVerter との連携を無効にする alogctl 2.2 --

NDMP サーバの管理

-- NDMP サーバを制御する ndmpcontrol 2.163 3.21.1

NDMP サーバのパスワードを変更する ndmppasswd 2.165 3.21.2

NDMP サーバの設定情報を変更する ndmpconfig 2.162 3.21.3

オフラインバックアップの中断条件を変

更する

ndmpfsconfig 2.164 3.21.4

テープドライブの管理

-- テープドライブの情報を参照する tapelist 2.249 --

テープドライブを一括で登録する tapeadd 2.247 3.22.1

テープドライブを個別に登録する tapeadd 2.247 3.22.2

テープドライブの登録情報を有効にする tapeadd 2.247 3.22.3

テープドライブの登録情報を解除する tapedel 2.248 3.22.4

テープドライブの登録情報を無効にする tapedel 2.248 --

ボリュームレプリケーション連携機能の運用

-- 使用中の RAID Manager インスタンス

番号を参照する

horcconflist 2.125 --

デバイスファイルの構成情報を参照する horcdevlist 2.126 --

コピー先ファイルシステムをノードまた

は Virtual Server から切り離す

horcexport 2.127 --

クライアントからのコピー元ファイルシ

ステムに対するアクセスを抑止する

horcfreeze 2.128 --

コマンドを利用する前に 47

コマンドリファレンス



操作内容 コマンド リファレンス 操作手順

コピー元ファイルシステムに対するファ

イルスナップショット機能または

Hitachi File Remote Replicator からの

操作を抑止する

horcfreeze 2.128 --

ボリュームマネージャー未使用時にコ

ピー先ファイルシステムをノードまたは

Virtual Server に接続する

horcimport 2.129 --

RAID Manager のログを削除する horclogremove 2.130 --

RAID Manager の環境変数を参照する horcprintenv 2.131 --

RAID Manager インスタンスを追加する horcsetconf 2.132 --

RAID Manager の環境変数を設定または

変更する

horcsetenv 2.133 --

クライアントからのコピー元ファイルシ

ステムに対するアクセスを再開する

horcunfreeze 2.134 --

コピー元ファイルシステムに対するファ

イルスナップショット機能または

Hitachi File Remote Replicator からの

操作の抑止を解除する

horcunfreeze 2.134 --

RAID Manager インスタンスを削除する horcunsetconf 2.135 --

RAID Manager の環境変数を削除する horcunsetenv 2.136 --

デバイスファイルを予約する horcvmdefine 2.137 --

デバイスファイルを解放する horcvmdelete 2.138 --

ボリュームマネージャー使用時にコピー

先ファイルシステムをノードまたは

Virtual Server に接続する

horcvmimport 2.139 --

Hitachi File Remote Replicator の運用

-- HFRR ネットワークの疎通を確認する russvrchk 2.217 3.23.1

ファイルシステムの使用許可を設定する rusfspermit 2.204 3.23.2

ファイルシステムの使用許可を解除する rusfspermit 2.204 3.23.3

HFRR ペアの情報を参照する ruspairlist 2.214 --

HFRR ペアを定義する ruspairdefine※ 2.209 3.23.4

HFRR ペアを無効化する ruspairdisable 2.211 3.23.6

HFRR ペアを順方向で有効化する ruspairenable 2.213 3.23.7

HFRR ペアを逆方向で有効化する ruspairenable 2.213 3.23.8

HFRR ペアの設定を変更する ruspairedit 2.212 --

HFRR ペアの状態を監視する ruseventwait 2.203 --

差分スナップショットを手動でコピーす

る

ruscopy 2.201 3.23.9

セカンダリーサイトの 新差分スナップ

ショットの公開を設定する

rusmpset 2.206 --

HFRR ペアの自動コピーを設定する ruspairauto 2.208 3.23.10

HFRR ペアの自動コピーの設定を解除す

る

ruspairauto 2.208 3.23.11

差分スナップショットのコピーを中断す

る

ruscopycancel 2.202 --

差分スナップショットのコピーを取り消

す

ruscopycancel 2.202 3.23.12
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操作内容 コマンド リファレンス 操作手順

HFRR ペアを解除する ruspairdelete 2.210 3.23.5

HFRR サービスを制御する russervice 2.216 --

HFRR ペア定義情報のホスト名を変更す

る

rushostmodify 2.205 3.23.13

HFRR ペア定義情報のポート番号を変更

する

rushostmodify 2.205 3.23.14

データ転送量を設定する rusnodeset※ 2.207 --

HFRR サービスのポート番号を変更する rusportset 2.215 3.23.15

注※

このコマンドはセカンダリーサイトで実行してください。

1.2 運用によって使用できるコマンド
HVFP/HDI の運用によって，使用できるコマンドが異なります。

運用によって使用できるコマンドを，次の表に示します。

表 1-2 運用によって使用できるコマンド一覧

コマンド
クラスタ構成運

用時
Virtual Server 運

用時

シングルノード構成運用時

HVFP HDI

adminpasswd 　○　 　○　 　○　 　○　

alogctl 　○　 　○　 　○　 　○　

altipadd 　○　 　－　 　－　 　－　

altipdel 　○　 　－　 　－　 　－　

altiplist 　○　 　－　 　－　 　－　

arccancelpolicy 　○　 　○　 　○　 　○　

arcconfedit 　○　 　○　 　○　 　○　

arcconflist 　○　 　○　 　○　 　○　

arccorrection 　○　 　○　 　○　 　○　

arcfilterpolicydel 　○　 　○　 　○　 　○　

arcfilterpolicylist 　○　 　○　 　○　 　○　

arcfilterpolicyset 　○　 　○　 　○　 　○　

arcfrecall 　○　 　○　 　○　 　○　

arcfstatus 　○　 　○　 　○　 　○　

archcpdel 　○　 　○　 　○　 　○　

archcpget 　○　 　○　 　○　 　○　

archcpset 　○　 　○　 　○　 　○　

arcmodectl 　○　 　○　 　○　 　○　

arcproxydel 　○　 　○　 　○　 　○　

arcproxyget 　○　 　○　 　○　 　○　

arcproxyset 　○　 　○　 　○　 　○　

arcreplimitget 　○　 　○　 　○　 　○　

arcreplimitset 　○　 　○　 　○　 　○　
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コマンド
クラスタ構成運

用時
Virtual Server 運

用時

シングルノード構成運用時

HVFP HDI

arcresidentlist 　○　 　○　 　○　 　○　

arcresidentpolicydel 　○　 　○　 　○　 　○　

arcresidentpolicylist 　○　 　○　 　○　 　○　

arcresidentpolicyset 　○　 　○　 　○　 　○　

arcresidentresult 　○　 　○　 　○　 　○　

arcrestore 　○　 　○　 　○　 　○　

arcresultctl 　○　 　○　 　○　 　○　

arcschedulepolicy 　○　 　○　 　○　 　○　

arcsslctl 　○　 　○　 　○　 　○　

arctaskstatus 　○　 　○　 　○　 　○　

arcurlget 　○　 　○　 　○　 　○　

avaconfedit 　○　 　○　 　○　 　○　

avaextensionsedit 　○　 　○　 　○　 　○　

avascanengineset 　○　 　○　 　○　 　○　

avaserveradd 　○　 　○　 　○　 　○　

avaserverdel 　○　 　○　 　○　 　○　

avaserveredit 　○　 　○　 　○　 　○　

avaservicestart 　○　 　○　 　○　 　○　

avaservicestatus 　○　 　○　 　○　 　○　

avaservicestop 　○　 　○　 　○　 　○　

bbuschlget 　－　 　－　 　○　 　－　

bbuschlset 　－　 　－　 　○　 　－　

bmcctl 　○　 　－　 　○　 　－　

cachedbadbbuget 　－　 　－　 　○　 　－　

cachedbadbbuset 　－　 　－　 　○　 　－　

cifsbackup 　○　 　○　 　○　 　○　

cifscreate 　○　 　○　 　○　 　○　

cifsdelete 　○　 　○　 　○　 　○　

cifsedit 　○　 　○　 　○　 　○　

cifsinfogetctl 　○　 　○　 　○　 　○　

cifslist 　○　 　○　 　○　 　○　

cifslogctl 　○　 　○　 　○　 　○　

cifsoptlist 　○　 　○　 　○　 　○　

cifsoptset 　○　 　○　 　○　 　○　

cifsrestore 　○　 　○　 　○　 　○　

clctl 　○　 　－　 　－　 　－　

cldisablerepair 　○　 　－　 　－　 　－　

clstart 　○　 　－　 　－　 　－　

clstatus 　○　 　－　 　－　 　－　

clstop 　○　 　－　 　－　 　－　

compactsplit 　○　 　○　 　○　 　○　

compactstatus 　○　 　○　 　○　 　○　
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コマンド
クラスタ構成運

用時
Virtual Server 運

用時

シングルノード構成運用時

HVFP HDI

datamigrateaccesstest 　○　 　○　 　○　 　○　

datamigrateconfadd 　○　 　○　 　○　 　○　

datamigrateconfdel 　○　 　○　 　○　 　○　

datamigrateconfedit 　○　 　○　 　○　 　○　

datamigrateconflist 　○　 　○　 　○　 　○　

datamigratectl 　○　 　○　 　○　 　○　

datamigratelimitget 　○　 　○　 　○　 　○　

datamigratelimitset 　○　 　○　 　○　 　○　

datamigratestart 　○　 　○　 　○　 　○　

datamigratestatus 　○　 　○　 　○　 　○　

datamigratetest 　○　 　○　 　○　 　○　

dhcpget 　－　 　－　 　－　 　○　

dhcpreload 　－　 　－　 　－　 　○　

dhcpset 　－　 　－　 　－　 　○　

dircreate 　○　 　○　 　○　 　○　

dirdel 　○　 　○　 　○　 　○　

diredit 　○　 　○　 　○　 　○　

dirgetacl 　○　 　○　 　○　 　○　

dirlist 　○　 　○　 　○　 　○　

dirsetacl 　○　 　○　 　○　 　○　

diskfreeget 　－　 　－　 　○　 　○　

dpreclaim 　○　 　○　 　○　 　－　

dumpdel 　○　 　－　 　○　 　○　

dumpset 　○　 　－　 　－　 　－　

emergencyshutdown 　○　 　○　 　○　 　○　

encdisplaykey 　○　 　－　 　○　 　○　

encrecoverkey 　○　 　－　 　○　 　○　

encverifykey 　○　 　－　 　○　 　○　

eraselog 　○　 　○　 　○　 　○　

fpctl 　○　 　－　 　○　 　－　

fpoffline 　○　 　－　 　○　 　－　

fponline 　○　 　－　 　○　 　－　

fpstatus 　○　 　－　 　○　 　－　

fsautofo 　○　 　○　 　－　 　－　

fscreate 　○　 　○　 　○　 　○　

fsctl 　○　 　○　 　○　 　○　

fsdelete 　○　 　○　 　○　 　○　

fsedit 　○　 　○　 　○　 　○　

fsexpand 　○　 　○　 　○　 　○　

fsexport 　○　 　○　 　－　 　－　

fsfullmsg 　○　 　○　 　○　 　○　

fsifreeget 　○　 　○　 　○　 　○　
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コマンド
クラスタ構成運

用時
Virtual Server 運

用時

シングルノード構成運用時

HVFP HDI

fsimport 　○　 　○　 　－　 　－　

fsinodespace 　○　 　○　 　○　 　－　

fsiusedlist 　○　 　○　 　○　 　○　

fslist 　○　 　○　 　○　 　○　

fsmount 　○　 　○　 　○　 　○　

fsrepair 　○　 　○　 　○　 　○　

fsumount 　○　 　○　 　○　 　○　

ftpget 　○　 　○　 　○　 　○　

ftpset 　○　 　○　 　○　 　○　

grpadd 　○　 　○　 　○　 　○　

grpdel 　○　 　○　 　○　 　○　

grplist 　○　 　○　 　○　 　○　

hcpaccesstest 　○　 　○　 　○　 　○　

hcpobjdelget 　○　 　○　 　○　 　○　

hcpobjdelset 　○　 　○　 　○　 　○　

hcporphanrestore 　○　 　○　 　○　 　○　

hnasmpasswd 　○　 　－　 　－　 　－　

horcconflist 　○　 　－　 　－　 　－　

horcdevlist 　○　 　○　 　－　 　－　

horcexport 　○　 　○　 　－　 　－　

horcfreeze 　○　 　○　 　－　 　－　

horcimport 　○　 　○　 　－　 　－　

horclogremove 　○　 　－　 　－　 　－　

horcprintenv 　○　 　○　 　－　 　－　

horcsetconf 　○　 　－　 　－　 　－　

horcsetenv 　○　 　○　 　－　 　－　

horcunfreeze 　○　 　○　 　－　 　－　

horcunsetconf 　○　 　－　 　－　 　－　

horcunsetenv 　○　 　○　 　－　 　－　

horcvmdefine 　○　 　○　 　－　 　－　

horcvmdelete 　○　 　○　 　－　 　－　

horcvmimport 　○　 　○　 　－　 　－　

hwstatus 　○　 　－　 　○　 　○　

ifadd 　○　 　－　 　○　 　－　

ifdel 　○　 　－　 　○　 　－　

ifedit 　○　 　－　 　○　 　○　

iflist 　○　 　○　 　○　 　○　

internalludelete 　－　 　－　 　○　 　－　

internalraidcacheget 　－　 　－　 　○　 　－　

internalraidcacheset 　－　 　－　 　○　 　－　

internalraidlevelget 　－　 　－　 　○　 　－　

internalraidlevelset 　－　 　－　 　○　 　－　
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コマンド
クラスタ構成運

用時
Virtual Server 運

用時

シングルノード構成運用時

HVFP HDI

lulist 　○　 　○　 　○　 　○　

lumapadd 　○　 　－　 　－　 　－　

lumapctl 　○　 　－　 　－　 　－　

lumapdelete 　○　 　－　 　－　 　－　

lumaplist 　○　 　○　 　○　 　○　

nasboot 　○　 　－　 　－　 　－　

nasipneigh 　○　 　○　 　○　 　○　

nasnetstat 　○　 　○　 　○　 　○　

nasping 　○　 　○　 　○　 　○　

nasreboot 　○　 　－　 　○　 　○　

nasshutdown 　○　 　－　 　○　 　○　

nastraceroute 　○　 　－　 　○　 　○　

ndmpconfig 　○　 　○　 　○　 　－　

ndmpcontrol 　○　 　○　 　○　 　－　

ndmpfsconfig 　○　 　○　 　○　 　－　

ndmppasswd 　○　 　○　 　○　 　－　

ndstart 　○　 　－　 　－　 　－　

ndstatus 　○　 　－　 　－　 　－　

ndstop 　○　 　－　 　－　 　－　

nfsbackup 　○　 　○　 　○　 　○　

nfscacheflush 　○　 　○　 　○　 　○　

nfscreate 　○　 　○　 　○　 　○　

nfsdelete 　○　 　○　 　○　 　○　

nfsedit 　○　 　○　 　○　 　○　

nfskeytabadd 　○　 　○　 　○　 　○　

nfskeytabdel 　○　 　○　 　○　 　○　

nfskeytablist 　○　 　○　 　○　 　○　

nfslist 　○　 　○　 　○　 　○　

nfslocksclear 　○　 　○　 　○　 　○　

nfslockslist 　○　 　○　 　○　 　○　

nfsoptlist 　○　 　○　 　○　 　○　

nfsoptset 　○　 　○　 　○　 　○　

nfsrestore 　○　 　○　 　○　 　○　

nfsstatus 　○　 　○　 　○　 　○　

nfssvget 　○　 　○　 　○　 　○　

nfssvset 　○　 　○　 　○　 　○　

nncreset 　○　 　○　 　○　 　○　

peerstatus 　○　 　－　 　－　 　－　

pmctl 　○　 　－　 　○　 　－　

quotaget 　○　 　○　 　○　 　○　

quotaset 　○　 　○　 　○　 　○　

rgmon 　○　 　－　 　－　 　－　
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コマンド
クラスタ構成運

用時
Virtual Server 運

用時

シングルノード構成運用時

HVFP HDI

rgmove 　○　 　－　 　－　 　－　

rgstart 　○　 　－　 　○　 　○　

rgstatus 　○　 　－　 　○　 　○　

rgstop 　○　 　－　 　○　 　○　

rmfile 　○　 　○　 　○　 　○　

routeadd 　○　 　○　 　○　 　○　

routedel 　○　 　○　 　○　 　○　

routefilterctl 　○　 　○　 　○　 　○　

routelist 　○　 　○　 　○　 　○　

ruscopy 　○　 　○　 　○　 　－　

ruscopycancel 　○　 　○　 　○　 　－　

ruseventwait 　○　 　○　 　○　 　－　

rusfspermit 　○　 　○　 　○　 　－　

rushostmodify 　○　 　○　 　○　 　－　

rusmpset 　○　 　○　 　○　 　－　

rusnodeset 　○　 　○　 　○　 　－　

ruspairauto 　○　 　○　 　○　 　－　

ruspairdefine※ 　○　 　○　 　○　 　－　

ruspairdelete 　○　 　○　 　○　 　－　

ruspairdisable 　○　 　○　 　○　 　－　

ruspairedit 　○　 　○　 　○　 　－　

ruspairenable 　○　 　○　 　○　 　－　

ruspairlist 　○　 　○　 　○　 　－　

rusportset 　○　 　○　 　○　 　－　

russervice 　○　 　○　 　○　 　－　

russvrchk 　○　 　○　 　○　 　－　

singleinit 　－　 　－　 　○　 　○　

sshkeyadd 　○　 　○　 　○　 　○　

sshkeydel 　○　 　○　 　○　 　○　

sshkeylist 　○　 　○　 　○　 　○　

stquota 　○　 　○　 　○　 　－　

stquotalist 　○　 　○　 　○　 　－　

stquotaset 　○　 　○　 　○　 　－　

svctl 　○　 　○　 　○　 　○　

svstartuplist 　○　 　○　 　○　 　○　

svstartupset 　○　 　○　 　○　 　○　

svstatus 　○　 　○　 　○　 　○　

syncadd 　○　 　○　 　○　 　－　

syncautolist 　○　 　○　 　○　 　－　

syncautoset 　○　 　○　 　○　 　－　

syncconfig 　○　 　○　 　○　 　－　

syncdel 　○　 　○　 　○　 　－　
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コマンド
クラスタ構成運

用時
Virtual Server 運

用時

シングルノード構成運用時

HVFP HDI

syncexpand 　○　 　○　 　○　 　－　

synclist 　○　 　○　 　○　 　－　

syncmount 　○　 　○　 　○　 　－　

syncrepair 　○　 　○　 　○　 　－　

syncstart 　○　 　○　 　○　 　－　

syncstop 　○　 　○　 　○　 　－　

syncumount 　○　 　○　 　○　 　－　

sysinfoget 　○　 　○　 　○　 　○　

syslurestore 　○　 　○　 　○　 　○　

syslusave 　○　 　○　 　○　 　○　

syslusavestatus 　○　 　○　 　○　 　○　

sysluscheduleget 　○　 　○　 　○　 　○　

sysluscheduleset 　○　 　○　 　○　 　○　

tapeadd 　○　 　○　 　－　 　－　

tapedel 　○　 　○　 　－　 　－　

tapelist 　○　 　○　 　－　 　－　

tftpget 　○　 　○　 　○　 　○　

tftpset 　○　 　○　 　○　 　○　

timeget 　○　 　○　 　○　 　○　

timeset 　○　 　－　 　○　 　○　

umapidget 　○　 　○　 　○　 　○　

upnpctl 　－　 　－　 　－　 　○　

upsconfget 　○　 　－　 　○　 　－　

upsconfset 　○　 　－　 　○　 　－　

upsmonitorset 　○　 　－　 　○　 　－　

upsstatus 　○　 　－　 　○　 　－　

usradd 　○　 　○　 　○　 　○　

usrdel 　○　 　○　 　○　 　○　

usrlist 　○　 　○　 　○　 　○　

versionlist 　○　 　○　 　○　 　○　

vgrcreate 　－　 　－　 　○　 　－　

vgrdelete 　－　 　－　 　○　 　－　

vgrexpand 　－　 　－　 　○　 　－　

vgrlist 　－　 　－　 　○　 　○　

vgrrepair 　－　 　－　 　○　 　－　

vnascreate 　○　 　－　 　－　 　－　

vnasctl 　○　 　－　 　－　 　－　

vnasdelete 　○　 　－　 　－　 　－　

vnasedit 　○　 　－　 　－　 　－　

vnasifassign 　○　 　－　 　－　 　－　

vnasifrelease 　○　 　－　 　－　 　－　

vnasinfo 　○　 　－　 　－　 　－　
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コマンド
クラスタ構成運

用時
Virtual Server 運

用時

シングルノード構成運用時

HVFP HDI

vnasinit 　○　 　－　 　－　 　－　

vnaslist 　○　 　－　 　－　 　－　

vnasluassign 　○　 　－　 　－　 　－　

vnaslurelease 　○　 　－　 　－　 　－　

vnasmon 　○　 　－　 　－　 　－　

vnasmove 　○　 　－　 　－　 　－　

vnasrestart 　○　 　－　 　－　 　－　

vnasstart 　○　 　－　 　－　 　－　

vnasstop 　○　 　－　 　－　 　－　

welcomemsgchange 　○　 　○　 　○　 　○　

wormctl 　○　 　○　 　○　 　○　

（凡例）

○：使用できる －：使用できない

注※

Hitachi File Remote Replicator 運用時は，このコマンドはプライマリーサイトでは実行でき

ません。

1.3 コマンドを使用するための前提条件
コマンドを使用するためには，次の条件を満たしている必要があります。

• クラスタ構成で運用する場合，クラスタ構成が定義されていること

クラスタ構成を定義する方法については，「ユーザーズガイド」を参照してください。

• SSH 用アカウント（nasroot）に対して，少なくとも一つの公開鍵が登録されていること

一つ目の公開鍵は，GUI で登録します。GUI で公開鍵を登録する方法については，「ユーザーズ

ガイド」を参照してください。

1.4 コマンドの実行方法
コマンドの実行方法には，ノードまたは Virtual Server にログインして実行する方法と，リモート

ホストから実行する方法があります。なお，対話形式でコマンドを実行する場合は，ノードまたは

Virtual Server にログインして実行することを推奨します。

コマンドを実行する場合は，SSH 用アカウントとして nasrootを使用します。また，リモートホ

スト上でシェルスクリプトを作成することで，複数のコマンドの実行を自動化できます。シェルス

クリプトの作成方法については，リモートホストの OS のドキュメントを参照してください。

コマンドを実行する場合は，ノードの固有 IP アドレスを指定します。

なお，次のコマンドを実行する場合は，仮想 IP アドレスを指定することを推奨します。

• arcschedulepolicy
• arccancelpolicy
• datamigrateaccesstest
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• datamigrateconfadd
• datamigrateconfdel
• datamigrateconflist
• datamigratectl
• datamigratelimitget
• datamigratelimitset
• datamigratestart
• datamigratestatus
• dirgetacl
• dirsetacl
• fsautofo
• fsctl
• fsfullmsg
• stquota
• stquotalist
• stquotaset
• Hitachi File Remote Replicator のコマンド（rusnodeset，rusportsetおよび russervice

コマンドは除く）

Virtual Server を使用している場合は，Virtual Server の管理 IP アドレスを指定します。

1.4.1 ノードまたは Virtual Server にログインしてコマンドを実行する

ノードまたは Virtual Server にログインしてコマンドを実行する手順を説明します。なお，SSH 公

開鍵の登録が前提となります。

1. 対象のノードまたは Virtual Server にログインします。

UNIX マシンからログインする場合は，sshコマンドを実行します。

ssh -2 ＜ SSH用アカウントのユーザー名＞@＜ IPアドレスまたはホスト名＞

Windows マシンからログインする場合は，PuTTY を使用します。

注意：

sshコマンドを使用してログインしたあとに，KAQM14179-W メッセージが表示されてい

る場合は，メッセージに従って対処してください。

2. sudoコマンドを使用して，コマンドを実行します。

コマンドの実行例を次に示します。

（例）fscreateコマンドを実行する場合

$ sudo fscreate FS_1 lu1A

1.4.2 リモートホストからコマンドを実行する

リモートホストからコマンドを実行する手順を説明します。

UNIX マシンからコマンドを実行する場合は，sshコマンドおよび sudoコマンドを実行します。
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ssh -2 ＜ SSH用アカウントのユーザー名＞@＜ IPアドレスまたはホスト名＞ sudo ＜実行するコマンド
＞

Windows マシンからコマンドを実行する場合は，次のどれかを実行します。

plink.exeコマンドおよび sudoコマンドを使用する場合

plink.exe -ssh -2 -i ＜秘密鍵＞ ＜ SSH用アカウントのユーザー名＞@＜ IPアドレスまたは
ホスト名＞ sudo ＜実行するコマンド＞

putty.exeコマンドおよび HVFP/HDI 上で実行する sudoコマンドを記載したファイルを使用

する場合

putty.exe -ssh -2 -i ＜秘密鍵＞ ＜ SSH用アカウントのユーザー名＞@＜ IPアドレスまたはホ
スト名＞ -m ＜ファイル名＞

1.5 共通のオプション
多くのコマンドで共通に使用されるオプションについて説明します。

--
このオプションの次に続くすべての文字列を，オプションとして取り扱わない場合に指定しま

す。例えば，「-h」というクラスタ名を指定する場合は，「-- -h」と指定します。

-h
コマンド書式を参照する場合に指定します。

-nomsg
コマンドが標準出力および標準エラー出力に出力するメッセージを抑止する場合に指定しま

す。

-y
確認メッセージの出力を抑止する場合に指定します。

1.6 運用上の注意事項（コマンド利用時には必ずお読みくだ
さい）

コマンドを実行するときには，次の点に注意してください。

• コマンドを使用する場合は，マニュアルに記載されているコマンド以外は使用しないでくださ

い。

• コマンドを利用して HVFP/HDI を運用しているときには，GUI での操作を実行しないでくださ

い。

• コマンド実行後は，実行結果を必ず確認してください。

• CIFS サービスの構成定義で，CIFS 共有の設定を自動的にリロードしないよう設定している場

合，次に示すコマンドを実行した際には，コマンドを実行したノードで，CIFS サービスを再起

動してください。

◦ cifscreate
◦ cifsedit
◦ cifsdelete
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◦ cifsoptset
◦ cifsrestore
また，縮退運用中に CIFS 共有に関する操作を実行した場合には，フェールバックしたあとに，

両ノードで CIFS サービスを再起動してください。

CIFS サービスを再起動しないと，CIFS クライアントがマシンに再ログインするか，ファイル

共有に再接続するまで，変更後の CIFS 共有の設定がクライアント環境に反映されません。

CIFS サービスの構成定義で，CIFS 共有の設定を自動的にリロードするよう設定している場合

でも，変更後の CIFS 共有の設定がクライアント環境に反映されない場合があります。この場

合，CIFS クライアントがマシンに再ログインするか，ファイル共有に再接続することで反映さ

れます。

CIFS サービスの構成定義の確認方法については，「ユーザーズガイド」を参照してください。

CIFS サービスを再起動する方法については，「3.5.3 サービスを再起動する」を参照してくださ

い。フェールバック方法については，「3.3.7 リソースグループの実行ノードを変更する」を参照

してください。

• cifsoptsetコマンドで設定された拡張オプションは，cifsbackupコマンドでのバックアッ

プおよび cifsrestoreコマンドでのリストア対象外です。cifsoptsetコマンドで設定を変

更していた場合は，再設定してください。

• HVFP/HDI の運用を開始したあとは，NFS 共有の公開先として指定しているホスト名やネット

ワーク名の定義を削除しないでください。ホスト名やネットワーク名の定義を削除する必要が

ある場合は，事前に NFS 共有を削除するか，NFS 共有の公開先として指定しているホスト名や

ネットグループ名が削除対象の定義に含まれていないことを確認してください。

• 公開鍵を登録・削除する場合は，クラスタを構築している両方のノードで操作を実行してくださ

い。クラスタを構成するノード間で異なる設定をすると，仮想 IP アドレスを指定してログイン

できなくなることがあります。

• コマンドを実行した場合は，その処理が完了するまで，ほかの操作を実行しないでください。ま

た，複数のシステム管理者が同時にログインして，操作しないでください。処理中にほかの操作

を実行すると，あとから実行した処理がエラーになることがあります。

• コマンドの処理が完了していない状態でコマンドを実行した SSH クライアントの画面を閉じ

ないでください。画面を閉じると，コマンドの処理が中断して，システムが不正な状態になるお

それがあります。

• OS 停止などの理由でファイルシステムを管理するための処理が中断すると，同じ操作を再度実

行できないことがあります。この場合は，メッセージに従って対処する前に，Processing Node
のリフレッシュ処理を実行するか，fslistコマンドでファイルシステムの状態を確認してか

ら，操作を実行してください。

• NDMP サーバやテープドライブに対して複数のコマンドを実行すると，エラーになることがあ

ります。

• Hitachi File Remote Replicator を運用している場合に複数のコマンドを同時に実行すると，エ

ラーになることがあります。

• バックアップまたはリストアの処理中に次のコマンドを実行すると，バックアップまたはリスト

アの処理がエラーになることがあります。

◦ ndmpconfig
◦ ndmpcontrol
◦ ndmpfsconfig
◦ tapeadd
◦ tapedel
◦ tapelist
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• 次の表に示すシグナルをコマンドが受け付けた場合，そのシグナルはブロックされます。

表 1-3 コマンドでブロックするシグナル一覧

シグナル値 シグナル名 説明

1 SIGHUP ssh の接続が切れた場合など

2※ SIGINT ［Ctrl］+［C］など

3 SIGQUIT ［Ctrl］+［\］

15 SIGTERM シャットダウンしたときなど

注※ 次のコマンドは SIGINT で処理を打ち切ることができます。

◦ dpreclaim
◦ fsautofo
◦ fsctl
◦ fsfullmsg
◦ fsrepair
◦ quotaget
◦ stquota
◦ stquotalist
◦ stquotaset

• コマンドの処理を中断した場合，中断処理が終了するまでに時間が掛かることがあります。

• HVFP/HDI では，リソースグループを起動する場合，障害を検出したリソースを閉塞し，その

ほかの正常なリソースでリソースグループを構成します。リソースグループが部分的に閉塞す

ると，ノード上のサービスが一部停止した状態で，残りのサービスが提供されます。このとき，

clstatusコマンドまたは rgstatusコマンドを実行すると，リソースグループの状態として，

「Online / No error」が表示され，リソースグループのエラー情報を確認できません。

リソースグループの部分閉塞が発生するおそれのある契機を次に示します。

◦ HVFP/HDI の運用開始時

◦ フェールオーバー・フェールバックの発生時

◦ リソースグループの再起動時

これらの操作を行った場合，また，ユーザーがファイルシステムにアクセスできないのに，

clstatusコマンドまたは rgstatusコマンドを実行するとリソースグループの状態として

「Online / No error」と表示されている場合は，リソースグループの部分閉塞が発生していない

か，［Check for Errors］ダイアログの［List of RAS Information］ページ（［List of messages］
表示）でシステムメッセージを確認する必要があります。システム管理者は，システムメッセー

ジのうち，KAQG72006-E メッセージが出力されていないか確認してください。

なお，リソースのタイプによっては，閉塞したリソースを使用していた，ほかのリソースも閉塞

することがあります。例えば，論理ボリュームが閉塞すると，閉塞した論理ボリューム上に作成

したファイルシステムも閉塞します。この場合，閉塞したリソースごとに KAQG72006-E メッ

セージが出力されます。

システムメッセージを確認する方法については，「ユーザーズガイド」を参照してください。

• コマンドを実行する際，特に断りがないかぎり，引数には非 ASCII 文字を指定しないでくださ

い。また，コマンドの出力結果などに非 ASCII 文字が含まれていると，正しく表示されないこ

とがあります。

次の項目に文字コードが Unicode（UTF-8）のマルチバイト文字を使用できます。

◦ パス名（NFS 共有ディレクトリのパスを除く）
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◦ CIFS 共有名

◦ CIFS 共有のコメント

◦ ユーザーマッピングで割り当てられたユーザー名またはグループ名

• 要因を特定できないにもかかわらず，コマンドの処理が完了するまでに時間が掛かる場合は，

HVFP/HDI のノードとストレージシステムとの間の FC ケーブルの接続状態に問題があるおそ

れがあります。FC ケーブルの接続状態を確認してください。接続状態に問題がない場合は，シ

ステムメッセージやログファイルを確認して障害が発生していないか確認してください。

• IPv6 形式の IP アドレスを指定する場合は，角括弧（[]）で囲んで指定します。

例：[2001:2c0:418:10::0]
ただし，次の IP アドレスは設定できません。

::ffff:＜ IPv4 アドレス＞，::＜ IPv4 アドレス＞，::1/128，::/0，::/128，fe80::/10，
ff00::/8
なお，IPv6 形式の IP アドレスは短縮形で登録，表示されます。

• 差分スナップショットを運用する場合は，コマンドを実行する前に，ノードとリモートホストの

時刻が一致していることを確認してください。時刻が一致していない場合，差分スナップショッ

トの作成日時が実際の日時と異なるおそれがあります。時刻に関する設定の方法については，

「ユーザーズガイド」を参照してください。

• Hitachi File Remote Replicator を運用する場合は，コマンドを実行する前に，HFRR ペアを組

む両サイトの時刻が一致していることを確認してください。

• ボリュームレプリケーション連携機能のコマンドを間違って実行した場合，HVFP/HDI のファ

イルシステムのデータを利用できなくなるおそれがあります。

• Hitachi File Remote Replicator のコマンドには，セカンダリーサイトだけで実行できるコマン

ドと両サイトで実行できるコマンドがあります。サイトの違いによる実行可否を確認した上で

実行してください。

• Hitachi File Remote Replicator によるコピー処理は，コマンドの実行と非同期にバックグラウ

ンドで動作します。このため，HFRR ペアやコピーに関する操作を実行する前に，

ruspairlistコマンドで HFRR ペアの状態を確認してください。

• Hitachi File Remote Replicator のコマンドを実行した際に，タイムアウトが発生したことを示

すメッセージが表示された場合には，次のことを確認してください。

◦ Hitachi File Remote Replicator のコマンドが，同時に大量に実行されていないか

◦ HVFP/HDI の負荷が高い状態でないか

これらに当てはまる場合は，その状態を解消してから，コマンドを再実行してください。
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2
コマンドリファレンス

この章では，コマンドの文法について説明します。「3. コマンド操作手順」に記載された手順に従っ

てコマンドを実行してください。

r 2.1 adminpasswd（アカウントのパスワードの初期化）

r 2.2 alogctl（ALog ConVerter 連携の設定）

r 2.3 altipadd（仮想 IP アドレスの追加）

r 2.4 altipdel（追加した仮想 IP アドレスの削除）

r 2.5 altiplist（追加した仮想 IP アドレスの表示）

r 2.6 arccancelpolicy（ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムのマイグレーション

の停止）

r 2.7 arcconfedit（マイグレーションまたはインポートに関する設定）

r 2.8 arcconflist（マイグレーションまたはインポートに関する設定の表示）

r 2.9 arccorrection（ファイルシステムのタスク管理情報の再構築）

r 2.10 arcfilterpolicydel（データ集約の対象ファイルのフィルタリングポリシーの削除）

r 2.11 arcfilterpolicylist（データ集約の対象ファイルのフィルタリングポリシーの表示）

r 2.12 arcfilterpolicyset（データ集約の対象ファイルのフィルタリングの設定）

r 2.13 arcfrecall（ファイルのリコール）

r 2.14 arcfstatus（ファイルのマイグレーション状態の表示）

r 2.15 archcpdel（マイグレーション先の HCP の情報の削除）

r 2.16 archcpget（マイグレーション先の HCP の情報の表示）

r 2.17 archcpset（マイグレーション先の HCP の情報の設定）

コマンドリファレンス 63

コマンドリファレンス



r 2.18 arcmodectl（タスクの初期モードの設定）

r 2.19 arcproxydel（プロキシサーバの情報の削除）

r 2.20 arcproxyget（プロキシサーバの情報の表示）

r 2.21 arcproxyset（プロキシサーバの情報の設定）

r 2.22 arcreplimitget（スタブ化開始の閾値の表示）

r 2.23 arcreplimitset（スタブ化開始の閾値の設定）

r 2.24 arcresidentlist（キャッシュ常駐済みファイルの表示）

r 2.25 arcresidentpolicydel（キャッシュ常駐ポリシーの削除）

r 2.26 arcresidentpolicylist（キャッシュ常駐ポリシーの表示）

r 2.27 arcresidentpolicyset（キャッシュ常駐ポリシーの設定）

r 2.28 arcresidentresult（キャッシュ常駐処理の実行結果の表示）

r 2.29 arcrestore（HCP にデータをマイグレートしていたファイルシステムのリストア）

r 2.30 arcresultctl（タスクのログ情報の管理）

r 2.31 arcschedulepolicy（ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムのマイグレー

ションの再設定）

r 2.32 arcsslctl（HCP との通信の設定）

r 2.33 arctaskstatus（タスクの前後処理の進捗状況の表示）

r 2.34 arcurlget（ファイルの HCP 上の格納先 URL の表示）

r 2.35 avaconfedit（スキャン条件の設定）

r 2.36 avaextensionsedit（スキャン対象・スキャン対象外ファイルの拡張子の設定）

r 2.37 avascanengineset（使用するスキャンソフトの選択）

r 2.38 avaserveradd（スキャンサーバの情報の追加）

r 2.39 avaserverdel（スキャンサーバの情報の削除）

r 2.40 avaserveredit（スキャンサーバの情報の変更）

r 2.41 avaservicestart（リアルタイムスキャンサービスの有効化）

r 2.42 avaservicestatus（リアルタイムスキャンサービスの状態の表示）

r 2.43 avaservicestop（リアルタイムスキャンサービスの無効化）
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r 2.44 bbuschlget（super capacitor の正常性診断スケジュールの表示）

r 2.45 bbuschlset（super capacitor の正常性診断スケジュールの設定）

r 2.46 bmcctl（BMC ポートのインターフェースの管理）

r 2.47 cachedbadbbuget（内蔵 RAID コントローラーのキャッシュ動作の表示）

r 2.48 cachedbadbbuset（super capacitor のバッテリー残量が低下した際の内蔵 RAID コント

ローラーのキャッシュ動作の設定）

r 2.49 cifsbackup（CIFS 共有の情報のバックアップ）

r 2.50 cifscreate（CIFS 共有の作成）

r 2.51 cifsdelete（CIFS 共有の削除）

r 2.52 cifsinfogetctl（CIFS サービスの性能解析用ログの採取に関する設定）

r 2.53 cifsedit（CIFS 共有の情報の編集）

r 2.54 cifslist（CIFS 共有の情報の表示）

r 2.55 cifslogctl（CIFS アクセスログの管理）

r 2.56 cifsoptlist（CIFS サービスの構成定義の表示）

r 2.57 cifsoptset（CIFS サービスの構成定義の変更）

r 2.58 cifsrestore（CIFS 共有の情報のリストア）

r 2.59 clctl（クラスタの処理に関する値の設定）

r 2.60 cldisablerepair（クラスタの DISABLE 状態の回復）

r 2.61 clstart（クラスタの起動）

r 2.62 clstatus（クラスタの状態の表示）

r 2.63 clstop（クラスタの停止）

r 2.64 compactsplit（ファイルのデータ集約の解除）

r 2.65 compactstatus（ファイルのデータ集約状態の表示）

r 2.66 datamigrateaccesstest（インポート元のファイルサーバへのアクセスの確認）

r 2.67 datamigrateconfadd（インポート定義情報の追加）

r 2.68 datamigrateconfdel（インポート定義情報の削除）

r 2.69 datamigrateconfedit（インポート定義情報の設定）
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r 2.70 datamigrateconflist（インポート定義情報の表示）

r 2.71 datamigratectl（インポート方法の変更）

r 2.72 datamigratelimitget（インポートを中断および再開する閾値の表示）

r 2.73 datamigratelimitset（インポートを中断および再開する閾値の設定）

r 2.74 datamigratestart（インポートの開始）

r 2.75 datamigratestatus（インポート結果の表示）

r 2.76 datamigratetest（インポート定義情報の検証）

r 2.77 dhcpget（DHCP の設定状態の表示）

r 2.78 dhcpreload（DHCP 使用時のインターフェースの再設定）

r 2.79 dhcpset（DHCP 使用時のインターフェースの設定）

r 2.80 dircreate（ディレクトリの作成）

r 2.81 dirdel（ディレクトリの削除）

r 2.82 diredit（ディレクトリの属性の変更）

r 2.83 dirgetacl（ACL 情報の表示）

r 2.84 dirlist（ディレクトリの属性の表示）

r 2.85 dirsetacl（ACL の設定）

r 2.86 diskfreeget（ボリュームグループの容量の表示）

r 2.87 dpreclaim（仮想 LU の未使用領域の解放）

r 2.88 dumpdel（ダンプファイルの削除）

r 2.89 dumpset（ダンプファイル取得の設定）

r 2.90 emergencyshutdown（ノード上の OS の緊急停止）

r 2.91 encdisplaykey（ローカルデータの暗号化に使用する共通鍵をシステム外に保存するための

鍵の表示）

r 2.92 encrecoverkey（ローカルデータの暗号化に使用する共通鍵の復旧）

r 2.93 encverifykey（ローカルデータの暗号化に使用する共通鍵の照合）

r 2.94 eraselog（コマンド実行時に生成されたログの削除）

r 2.95 fpctl（FC パスの設定の管理）
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r 2.96 fpoffline（FC パスの Offline への切り替え）

r 2.97 fponline（FC パスの Online への切り替え）

r 2.98 fpstatus（FC パスの状態および構成の表示）

r 2.99 fsautofo（ファイルシステム閉塞時の自動フェールオーバー機能の管理）

r 2.100 fscreate（ファイルシステムの構築）

r 2.101 fsctl（運用中のファイルシステムの管理）

r 2.102 fsdelete（ファイルシステムの削除）

r 2.103 fsedit（ファイルシステムの設定の変更）

r 2.104 fsexpand（ファイルシステムの拡張）

r 2.105 fsexport（ファイルシステムの切り離し）

r 2.106 fsfullmsg（ファイルシステム使用状況に関する警告通知機能の管理）

r 2.107 fsifreeget（作成できるファイル数の表示）

r 2.108 fsimport（ファイルシステムの接続）

r 2.109 fsinodespace（inode 領域の再構成）

r 2.110 fsiusedlist（inode 領域を使用しているファイルの情報の表示）

r 2.111 fslist（ファイルシステムの情報の表示）

r 2.112 fsmount（ファイルシステムのマウント）

r 2.113 fsrepair（ファイルシステムの整合性チェックと修復）

r 2.114 fsumount（ファイルシステムのアンマウント）

r 2.115 ftpget（FTP サービスの構成の表示）

r 2.116 ftpset（FTP サービスの構成の変更）

r 2.117 grpadd（グループの追加）

r 2.118 grpdel（グループの削除）

r 2.119 grplist（グループ情報の表示）

r 2.120 hcpaccesstest（HCP へのアクセスの確認）

r 2.121 hcpobjdelget（ファイル削除時の HCP でのデータ削除設定の表示）
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r 2.122 hcpobjdelset（ファイル削除時の HCP でのデータ削除設定）

r 2.123 hcporphanrestore（HVFP/HDI 上と HCP 上のファイルの整合性の確認と復元）

r 2.124 hnasmpasswd（管理サーバのパスワード変更）

r 2.125 horcconflist（使用中の RAID Manager インスタンス番号の表示）

r 2.126 horcdevlist（デバイスファイルの構成情報の表示）

r 2.127 horcexport（コピー先ファイルシステムのノードまたは Virtual Server からの切り離し）

r 2.128 horcfreeze（コピー元ファイルシステムに対する操作の抑止およびクライアントからのア

クセスの抑止）

r 2.129 horcimport（ボリュームマネージャー未使用時のコピー先ファイルシステムのノードまた

は Virtual Server への接続）

r 2.130 horclogremove（RAID Manager のログの削除）

r 2.131 horcprintenv（RAID Manager の環境変数の表示）

r 2.132 horcsetconf（RAID Manager インスタンスの追加）

r 2.133 horcsetenv（RAID Manager の環境変数の設定または変更）

r 2.134 horcunfreeze（コピー元ファイルシステムに対するクライアントからのアクセスの再開お

よび操作の抑止解除）

r 2.135 horcunsetconf（RAID Manager インスタンスの削除）

r 2.136 horcunsetenv（RAID Manager の環境変数の削除）

r 2.137 horcvmdefine（デバイスファイルの予約）

r 2.138 horcvmdelete（デバイスファイルの解放）

r 2.139 horcvmimport（ボリュームマネージャー使用時のコピー先ファイルシステムのノードま

たは Virtual Server への接続）

r 2.140 hwstatus（ハードウェアの状態の表示）

r 2.141 ifadd（インターフェースの追加）

r 2.142 ifdel（インターフェースの削除）

r 2.143 ifedit（インターフェースの変更）

r 2.144 iflist（インターフェース情報の表示）

r 2.145 internalludelete（内蔵ハードディスクのユーザーディスクの削除）
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r 2.146 internalraidcacheget（内蔵 RAID コントローラーのキャッシュ動作の表示）

r 2.147 internalraidcacheset（内蔵 RAID コントローラーのキャッシュ動作の設定）

r 2.148 internalraidlevelget（内蔵ハードディスクのユーザーディスクの RAID レベル表示）

r 2.149 internalraidlevelset（内蔵ハードディスクのユーザーディスクの RAID レベル設定）

r 2.150 lulist（使用できるデバイスファイルの表示）

r 2.151 lumapadd（ユーザー LUN の割り当て）

r 2.152 lumapctl（ユーザー LUN の割り当ての管理）

r 2.153 lumapdelete（ユーザー LUN の割り当ての解除）

r 2.154 lumaplist（ユーザー LUN の情報の表示）

r 2.155 nasboot（クラスタ内のもう一方のノードの OS の起動）

r 2.156 nasipneigh（IP アドレスと MAC アドレスの対応の確認）

r 2.157 nasnetstat（ネットワークの設定情報の表示）

r 2.158 nasping（指定したホストとの接続状態の表示）

r 2.159 nasreboot（ノード上の OS の再起動）

r 2.160 nasshutdown（ノード上の OS の停止）

r 2.161 nastraceroute（指定したホストに到達するまでの経路の表示）

r 2.162 ndmpconfig（NDMP サーバの設定情報の表示または変更）

r 2.163 ndmpcontrol（NDMP サーバの制御）

r 2.164 ndmpfsconfig（オフラインバックアップの中断条件の変更）

r 2.165 ndmppasswd（NDMP サーバのパスワードの変更）

r 2.166 ndstart（ノードの起動）

r 2.167 ndstatus（ノードの状態の表示）

r 2.168 ndstop（ノードの停止）

r 2.169 nfsbackup（NFS 共有の情報のバックアップ）

r 2.170 nfscacheflush（NFS のキャッシュのフラッシュ）

r 2.171 nfscreate（NFS 共有の作成）
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r 2.172 nfsdelete（NFS 共有の削除）

r 2.173 nfsedit（NFS 共有の情報の編集）

r 2.174 nfskeytabadd（Kerberos 認証用キータブファイルの追加）

r 2.175 nfskeytabdel（Kerberos 認証用キータブファイルのプリンシパル情報の削除）

r 2.176 nfskeytablist（Kerberos 認証用キータブファイルの内容の表示）

r 2.177 nfslist（NFS 共有の情報の表示）

r 2.178 nfslocksclear（NFS クライアントホストからのファイルロック情報の削除）

r 2.179 nfslockslist（NFS クライアントホストからのファイルロック情報の表示）

r 2.180 nfsoptlist（NFS 環境設定の表示）

r 2.181 nfsoptset（NFS 環境の設定）

r 2.182 nfsrestore（NFS 共有の情報のリストア）

r 2.183 nfsstatus（NFS デーモンの情報の表示）

r 2.184 nfssvget（NFS サービスのポート番号の割り当て方法の表示）

r 2.185 nfssvset（NFS サービスのポート番号の割り当て方法の変更）

r 2.186 nncreset（ノードのリセット）

r 2.187 peerstatus（クラスタ内のもう一方のノードの状態の表示）

r 2.188 pmctl（保守ポートのインターフェースの管理）

r 2.189 quotaget（ファイルシステムごとに設定された Quota の情報の表示）

r 2.190 quotaset（ファイルシステムごとの Quota の設定）

r 2.191 rgmon（リソースグループの監視の除外または再開）

r 2.192 rgmove（リソースグループの実行ノードの変更）

r 2.193 rgstart（リソースグループの起動）

r 2.194 rgstatus（リソースグループの状態の表示）

r 2.195 rgstop（リソースグループの停止）

r 2.196 rmfile（ホームディレクトリ直下のファイルの削除）

r 2.197 routeadd（ルーティング情報の追加）
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r 2.198 routedel（ルーティング情報の削除）

r 2.199 routefilterctl（リバースパスフィルタリングの設定）

r 2.200 routelist（ルーティング情報の表示）

r 2.201 ruscopy（コピーの開始・再開）

r 2.202 ruscopycancel（コピーの中断・取り消し）

r 2.203 ruseventwait（HFRR ペアの状態監視）

r 2.204 rusfspermit（ファイルシステムの使用許可設定・解除）

r 2.205 rushostmodify（HFRR ペア定義情報のホスト名，ポート番号の変更）

r 2.206 rusmpset（セカンダリーサイトの 新差分スナップショットの公開設定）

r 2.207 rusnodeset（データ転送量の設定）

r 2.208 ruspairauto（自動コピーの設定・解除）

r 2.209 ruspairdefine（HFRR ペアの定義）

r 2.210 ruspairdelete（HFRR ペアの解除）

r 2.211 ruspairdisable（HFRR ペアの無効化）

r 2.212 ruspairedit（HFRR ペアの設定変更）

r 2.213 ruspairenable（HFRR ペアの有効化）

r 2.214 ruspairlist（HFRR ペアの情報の表示）

r 2.215 rusportset（HFRR サービスのポート番号の変更）

r 2.216 russervice（HFRR サービスの制御）

r 2.217 russvrchk（ネットワークの疎通確認）

r 2.218 singleinit（システムの初期化）

r 2.219 sshkeyadd（公開鍵の登録）

r 2.220 sshkeydel（公開鍵の削除）

r 2.221 sshkeylist（公開鍵の情報の表示）

r 2.222 stquota（ディレクトリごとに設定された Quota 情報の表示）

r 2.223 stquotalist（ディレクトリごとにユーザー・グループに対して設定された Quota 情報の

表示）
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r 2.224 stquotaset（ディレクトリごとの Quota の設定）

r 2.225 svctl（サービスの制御）

r 2.226 svstartuplist（サービスの自動起動設定の表示）

r 2.227 svstartupset（サービスの自動起動設定の切り替え）

r 2.228 svstatus（サービスの動作状態の表示）

r 2.229 syncadd（差分スナップショットの作成）

r 2.230 syncautolist（差分スナップショット自動作成の表示）

r 2.231 syncautoset（差分スナップショット自動作成の設定・変更）

r 2.232 syncconfig（差分格納デバイスの設定の変更）

r 2.233 syncdel（差分スナップショットの削除）

r 2.234 syncexpand（差分格納デバイスの拡張）

r 2.235 synclist（差分スナップショットの情報の一覧表示）

r 2.236 syncmount（差分スナップショットのマウント）

r 2.237 syncrepair（ブロックされたファイルシステムの回復）

r 2.238 syncstart（差分格納デバイスの設定）

r 2.239 syncstop（差分格納デバイスの解除）

r 2.240 syncumount（差分スナップショットのアンマウント）

r 2.241 sysinfoget（システムの稼働情報の出力および出力に関する設定）

r 2.242 syslurestore（システム LU の回復）

r 2.243 syslusave（システム LU の保存）

r 2.244 syslusavestatus（システム LU の保存状態の表示）

r 2.245 sysluscheduleget（システム LU の定時保存設定の表示）

r 2.246 sysluscheduleset（システム LU の定時保存の設定）

r 2.247 tapeadd（テープドライブの情報の登録または有効化）

r 2.248 tapedel（テープドライブの登録情報の解除または無効化）

r 2.249 tapelist（テープドライブの情報の表示）
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r 2.250 tftpget（TFTP サービスの構成の表示）

r 2.251 tftpset（TFTP サービスの構成の変更）

r 2.252 timeget（時刻設定の表示）

r 2.253 timeset（時刻設定の実施）

r 2.254 umapidget（RID 方式でマッピングされた ID・名称の確認）

r 2.255 upnpctl（UPnP の設定）

r 2.256 upsconfget（UPS 監視の設定の表示）

r 2.257 upsconfset（UPS 監視の設定変更）

r 2.258 upsmonitorset（UPS 監視の制御）

r 2.259 upsstatus（UPS の状態の表示）

r 2.260 usradd（ユーザーの追加）

r 2.261 usrdel（ユーザーの削除）

r 2.262 usrlist（ユーザー情報の表示）

r 2.263 versionlist（バージョンの表示）

r 2.264 vgrcreate（ボリュームグループの作成）

r 2.265 vgrdelete（ボリュームグループの削除）

r 2.266 vgrexpand（ボリュームグループの拡張）

r 2.267 vgrlist（ボリュームグループの情報の表示）

r 2.268 vgrrepair（ボリュームグループの修復）

r 2.269 vnascreate（Virtual Server の作成）

r 2.270 vnasctl（Virtual Server に関するパラメータの管理）

r 2.271 vnasdelete（Virtual Server の削除）

r 2.272 vnasedit（Virtual Server の情報の編集）

r 2.273 vnasifassign（Virtual Server への仮想 IP アドレスの割り当て）

r 2.274 vnasifrelease（Virtual Server の仮想 IP アドレスの解放）

r 2.275 vnasinfo（ログインしている Virtual Server の情報の表示）
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r 2.276 vnasinit（Virtual Server OS LU の初期化）

r 2.277 vnaslist（ノード上での Virtual Server の情報の表示）

r 2.278 vnasluassign（Virtual Server へのユーザー LU の割り当て）

r 2.279 vnaslurelease（Virtual Server へのユーザー LU の割り当ての解除）

r 2.280 vnasmon（Virtual Server の監視の除外または再開）

r 2.281 vnasmove（Virtual Server の稼働ノードの変更）

r 2.282 vnasrestart（Virtual Server の再起動）

r 2.283 vnasstart（Virtual Server の起動）

r 2.284 vnasstop（Virtual Server の停止）

r 2.285 welcomemsgchange（SSH ログイン時に表示されるメッセージの変更）

r 2.286 wormctl（WORM タスクの管理）
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2.1 adminpasswd（アカウントのパスワードの初期化）

書式

adminpasswd --reset

説明

シングルノード構成の GUI で使用するシステム管理者のアカウントのパスワードまたは API で
HVFP/HDI にアクセスするために使用するアカウントのパスワードを強制的に初期化します。

このコマンドは，実行したノード上で有効です。クラスタ構成の場合は，両ノードでコマンドを実

行する必要があります。

戻り値

表 2-1 adminpasswd コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

99 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

2.2 alogctl（ALog ConVerter 連携の設定）

書式

alogctl --on --server マネージャーサーバ名
   -u ユーザー名 -p パスワード [--interval 監査ログの転送間隔]
   [--file-system ファイルシステム名]
alogctl [-y] --off
alogctl [--server マネージャーサーバ名]
   [[-u ユーザー名] -p パスワード] [--interval 監査ログの転送間隔]
alogctl -h

説明

ALog ConVerter と連携するかどうかを設定します。ALog ConVerter と連携する場合は，ストレー

ジシステム上に作成したファイルシステムまたは OS ディスクに出力された監査ログを FTP 経由

で ALog マネージャーサーバに転送します。また，現在の設定を参照することもできます。

このコマンドは，実行したノードまたは Virtual Server 上で有効です。クラスタ構成の場合は，両

ノードおよび各 Virtual Server でコマンドを実行してください。

オプションと引数

--file-system ファイルシステム名

監査ログを出力するファイルシステムの名称を指定します。

--on オプションを指定して，このオプションを省略すると，監査ログは OS ディスクに出力さ

れます。

--interval 監査ログの転送間隔
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監査ログを ALog マネージャーサーバに転送する間隔を指定します（単位：分）。15，30 また

は 60 が指定できます。また，--onオプションを指定して，このオプションを省略すると，

「15」が設定されます。--onオプションを指定せずにこのオプションを省略した場合は，現在

の設定値が引き継がれます。

--off
ALog ConVerter との連携を無効にする場合に指定します。

このオプションを指定してコマンドを実行すると，ALog ConVerter との連携に関する設定情

報はすべて削除されます。また，それまで出力していた監査ログが ALog マネージャーサーバ

に転送されます。

--on
ALog ConVerter と連携する場合に指定します。

-p パスワード

ALog マネージャーサーバにログインする FTP ユーザーのパスワードを指定します。--onオ

プションを指定せずにこのオプションを省略した場合は，現在の設定値が引き継がれます。

--server マネージャーサーバ名

ALog マネージャーサーバの IP アドレス（IPv4 形式）またはホスト名（FQDN）を指定しま

す。--onオプションを指定せずにこのオプションを省略した場合は，現在の設定値が引き継

がれます。

-u ユーザー名

ALog マネージャーサーバにログインする FTP ユーザー名を指定します。--onオプションを

指定せずにこのオプションを省略した場合は，現在の設定値が引き継がれます。

なお，すべてのオプションを省略した場合は，現在の設定内容が表示されます。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-2 alogctl コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Setting ALog ConVerter と連携するかどうかが表示されます。

On
ALog ConVerter と連携する場合に表示されます。

Off
ALog ConVerter と連携しない場合に表示されます。

Server ALog マネージャーサーバ名が表示されます。

ALog ConVerter と連携しない場合は，ハイフン（-）が表示されます。

User name ALog マネージャーサーバにログインする FTP ユーザー名が表示されます。

ALog ConVerter と連携しない場合は，ハイフン（-）が表示されます。

Transfer
interval(min)

ALog マネージャーサーバに監査ログを転送する間隔が表示されます（単位：

分）。

ALog ConVerter と連携しない場合は，ハイフン（-）が表示されます。

Output file system 監査ログを出力するファイルシステムの名称が表示されます。監査ログの出

力先としてファイルシステムを指定していなかった場合は，OS diskが表示

されます。

ALog ConVerter と連携しない場合は，ハイフン（-）が表示されます。
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戻り値

表 2-3 alogctl コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11，12，13，14，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

66，67，71 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.3 altipadd（仮想 IP アドレスの追加）

書式

altipadd -s [仮想 IPアドレス 1a[,仮想 IPアドレス 1b…]]:
   [仮想 IPアドレス 2a[,仮想 IPアドレス 2b…]] インターフェース

altipadd -h

説明

インターフェースに仮想 IP アドレスを追加します。このコマンドでは，1 つのインターフェースに

対して，リソースグループごとに 大 3 個ずつ仮想 IP アドレスを追加できます。また，インター

フェースを設定するときに指定した仮想 IP アドレスを含めて，クラスタ内で 大 256 個の仮想 IP
アドレスを設定できます。

このコマンドを実行する前に，両ノードの OS が起動していることと，クラスタおよび両ノードの

リソースグループが正常に起動または停止していることを確認してください。

指定する IP アドレスについて次に示します。

• 対象のインターフェースと同じネットワークアドレスの IP アドレスを指定してください。

• ほかのインターフェースで直前まで使用されていた IP アドレスを設定した場合，外部の機器

（ルーターやほかのサーバ）の ARP キャッシュが更新されるまで，通信ができなくなる場合が

あります。

• IPv6 形式の IP アドレスは指定できません。

• 次のネットワークの IP アドレスは指定できません。

◦ 127.0.0.0～127.255.255.255

◦ 保守ポートに設定されている IP アドレスのネットワーク

保守ポートに設定されている IP アドレスのネットワークについては，pmctlコマンドで確

認できます。

◦ ハートビートポートに設定されている IP アドレスのネットワーク
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ハートビートポートに設定されている IP アドレスのネットワークについては，clstatus
コマンドで確認できます。

注意：

altipdelコマンドですべての仮想 IP アドレスを削除するまで，このコマンドで仮想 IP アド

レスを追加したインターフェースの設定を変更または削除することはできません。

オプションと引数

-s [仮想 IP アドレス 1a[,仮想 IP アドレス 1b…]]:[仮想 IP アドレス 2a[,仮想 IP アドレス 2b…]]
現在ログインしているノード上のリソースグループに対する仮想 IP アドレスと，もう一方の

ノード上のリソースグループに対する仮想 IP アドレスをコロン（:）でつないで指定します。

それぞれのリソースグループに対して複数の IP アドレスを指定する場合は，コンマ（,）で区

切ってください。

両方またはどちらかのノードのリソースグループに対する仮想 IP アドレスを必ず指定してく

ださい。

インターフェース

対象のインターフェースが設定されているポートの名称を指定します。

指定できるポートの名称は次のとおりです。＜番号＞には 0 以上の整数を指定します。

◦ eth＜番号＞

◦ agr＜番号＞

◦ rdn＜番号＞

◦ xgbe＜番号＞

タグ付き VLAN を使用している場合は，次の形式で指定します。指定できる VLAN の ID の

範囲は 1～4094 です。

＜ポート名＞.＜ VLAN ID＞

戻り値

表 2-4 altipadd コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，66※，70，71※，74，75 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

66※，71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。
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使用例

データポート（eth12）に仮想 IP アドレスを追加する場合

◦ コマンドを実行するノードに追加するアドレスは 192.168.5.100，192.168.5.101と

する

◦ もう一方のノードに追加するアドレスは 192.168.5.102，192.168.5.103とする

$ sudo altipadd -s 192.168.5.100,192.168.5.101:192.168.5.102,192.168.5.103 
eth12

2.4 altipdel（追加した仮想 IP アドレスの削除）

書式

altipdel -s [仮想 IPアドレス 1a[,仮想 IPアドレス 1b…]]:
   [仮想 IPアドレス 2a[,仮想 IPアドレス 2b…]]
   [-f] [-V] インターフェース

altipdel --all [-f] [-V]
altipdel -h

説明

altipaddコマンドで追加した仮想 IP アドレスを削除します。

このコマンドを実行する前に，両ノードの OS が起動していることと，クラスタおよび両ノードの

リソースグループが正常に起動または停止していることを確認してください。また，削除対象の仮

想 IP アドレスを使用しているクライアントに対して，事前に変更内容を通知する必要があります。

オプションと引数

--all
altipaddコマンドで追加した仮想 IP アドレスをすべて削除する場合に指定します。

-f
確認メッセージの出力を抑止したい場合に指定します。

-s [仮想 IP アドレス 1a[,仮想 IP アドレス 1b…]]:[仮想 IP アドレス 2a[,仮想 IP アドレス 2b…]]
現在ログインしているノード上のリソースグループに対する仮想 IP アドレスと，もう一方の

ノード上のリソースグループに対する仮想 IP アドレスをコロン（:）でつないで指定します。

それぞれのリソースグループに対して複数の IP アドレスを指定する場合は，コンマ（,）で区

切ってください。

両方またはどちらかのノードのリソースグループに対する仮想 IP アドレスを必ず指定してく

ださい。

-V
削除処理の経過を表示する場合に指定します。

インターフェース

対象のインターフェースが設定されているポートの名称を指定します。

タグ付き VLAN を使用している場合は，次の形式で指定します。

＜ポート名＞.＜ VLAN ID＞
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戻り値

表 2-5 altipdel コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

1※，10，66※，70，71※，74，
75

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

66※，71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.5 altiplist（追加した仮想 IP アドレスの表示）

書式

altiplist [--del デリミタ文字] [インターフェース]
altiplist -h

説明

altipaddコマンドを使用して追加した仮想 IP アドレスの一覧を表示します。

オプションと引数

--del デリミタ文字

指定された任意の英数字，記号またはスペースで区切って表示する場合に指定します。

インターフェース

特定のインターフェースの情報を参照する場合に，対象のポートの名称を指定します。

タグ付き VLAN を使用している場合は，次の形式で指定します。

＜ポート名＞.＜ VLAN ID＞

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-6 altiplist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Interface インターフェースの情報が表示されます。

タグ付き VLAN が使用されている場合は，次の形式で表示されます。

＜ポート名＞.＜ VLAN ID＞
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項目 説明

ノード番号，ホスト名 クラスタを構成しているノードのうち，現在ログインしているノードの情報が

次の形式で表示されます。

＜ノード番号＞(＜ホスト名＞)
Service IP addr※ 現在ログインしているノードの仮想 IP アドレスが表示されます。

altipaddコマンドで追加した仮想 IP アドレスがない場合は-と表示されま

す。

ノード番号，ホスト名 クラスタを構成しているノードのうち，もう一方のノードの情報が次の形式で

表示されます。

＜ノード番号＞(＜ホスト名＞)
Service IP addr※ もう一方のノードの仮想 IP アドレスが表示されます。

altipaddコマンドで追加した仮想 IP アドレスがない場合は-と表示されま

す。

注※

altipaddコマンドで追加した仮想 IP アドレスだけが表示されます。

戻り値

表 2-7 altiplist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70，71※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.6 arccancelpolicy（ホームディレクトリローミング対応
ファイルシステムのマイグレーションの停止）

書式

arccancelpolicy --file-system ファイルシステム名

arccancelpolicy -h

説明

ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムに対して，HCP へのデータのマイグレーショ

ンを停止します。
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なお，arcschedulepolicyコマンドでマイグレーションを再開できます。

オプションと引数

--file-system ファイルシステム名

マイグレーションを停止するファイルシステムの名称を指定します。

戻り値

表 2-8 arccancelpolicy コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

11，65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

12 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.7 arcconfedit（マイグレーションまたはインポートに関
する設定）

書式

arcconfedit [[--thread-min 小スレッド数]
   [--thread-max 大スレッド数] --thread-pool {archive|other|all}]
   [--retry-max リトライ回数の上限値]
   [--transfer-speed 転送速度] [--comm-timeout 通信タイムアウト時間]
   [--conn-timeout 接続タイムアウト時間]
   [--low-speed 転送速度の下限値] [--low-speed-time 転送速度の監視期間]
   [--update-retry-max マイグレーション時のデータマイグレーションのリトライ回数の
   上限値]
   [--update-retry-interval マイグレーション時のデータマイグレーションのリトライ間
隔]
   [--comm-compression {enable|disable}] 
   [--file-server-retry-max リトライ回数の上限値]
   [--file-server-comm-timeout 通信タイムアウト時間]
   [--migrate-replace-owner ユーザー名]
   [--update-force-migration {enable|disable}]
   [--homedir-conflict-hold データの保持期間]
   [--versioning {everytime|onceaday}]
   [--stubbing-priority {normal|high}]
arcconfedit -h

説明

HVFP/HDI から HCP へのデータのマイグレーション，または，ほかのファイルサーバから HVFP/
HDI へのインポートに関して設定します。

HCP へデータをマイグレートする場合に設定できる項目を次に示します。
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• スレッドプールごとの 大および 小スレッド数

• HCP との通信のリトライ回数の上限値

• HCP との間のスレッドごとの転送速度

• HCP との通信のタイムアウト時間

• HCP との通信の HTTP メッセージの圧縮設定

• HCP との接続のタイムアウト時間

• HCP との間のスレッドごとの転送速度の下限値

• HCP との間のスレッドごとの転送速度の監視期間

• HCP へのデータマイグレーション時のリトライ回数の上限値

• HCP へのデータマイグレーション時のリトライ間隔

• HCP への強制データマイグレーション設定

• HCP のデータを共有している HVFP/HDI 間で競合が発生したデータを保持する期間

ほかのファイルサーバからデータをインポートする場合に設定できる項目を次に示します。

• スレッドプールごとの 大および 小スレッド数

• ほかのファイルサーバとの通信のリトライ回数の上限値

• ほかのファイルサーバとの通信のタイムアウト時間

• 対象ファイルのオーナーのユーザー名を名前解決できない場合にファイルに割り当てられる代

替アカウント

オプションと引数

--comm-compression {enable|disable}
HCP との通信で HTTP メッセージを圧縮するかどうかを指定します。

enable
HCP との通信で HTTP メッセージを圧縮する場合に指定します。初期設定は「enable」
です。

disable
HCP との通信で HTTP メッセージを圧縮しない場合に指定します。

--comm-timeout 通信タイムアウト時間

HCP とのスレッドごとの通信のタイムアウト時間を 60～2,147,483,647 の範囲で指定します

（単位：秒）。初期設定は「10800」です。サイズが大きいファイルのマイグレーションでタイ

ムアウトエラーが発生する場合は，設定値より大きな値を指定してください。

--conn-timeout 接続タイムアウト時間

HCP とのスレッドごとの接続のタイムアウト時間を 60～2,147,483,647 の範囲で指定します

（単位：秒）。初期設定は「300」です。

--file-server-comm-timeout 通信タイムアウト時間

ほかのファイルサーバとのスレッドごとの通信のタイムアウト時間を 60～2,147,483,647 の

範囲で指定します（単位：秒）。初期設定は「300」です。ほかのファイルサーバからインポー

トする際に，ディレクトリ直下のファイルが多いディレクトリのインポートでタイムアウトエ

ラーが発生する場合は，設定値より大きな値を指定してください。

--file-server-retry-max リトライ回数の上限値
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ほかのファイルサーバとの通信ができなかった場合のスレッドごとのリトライ回数の上限値

を 0～5 の範囲で指定します。初期設定は「1」です。15 秒間隔でリトライします。

--homedir-conflict-hold データの保持期間

ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムのホームディレクトリ内に作成され

る.conflictディレクトリにデータを保持する期間を 1～14 の範囲で指定します（単位：

日）。初期設定は「4」です。

保持期間を過ぎて削除されたファイルは，ほかの HVFP/HDI から参照できなくなります。そ

のため，各 HVFP/HDI で同じ値を設定してください。

--migrate-replace-owner ユーザー名

インポート対象ファイルのオーナーのユーザー名を名前解決できない場合に，代替アカウント

として割り当てられるユーザー名を指定します。

ユーザー名は，256 文字以内の英数字で指定します。ただし，代替アカウントとして割り当て

られるユーザーが所属しているドメインに HVFP/HDI が参加していない場合，または HVFP/
HDI が複数のドメインに参加している場合は，次の形式でドメイン名およびユーザー名を指定

します。

＜ドメイン名＞\＜ユーザー名＞

ドメイン名は，155 文字以内で指定します。指定できる文字は，英数字，引用符（"），アポス

トロフィ（'），アステリスク（*），正符号（+），コンマ（,），斜線（/），コロン（:），セミ

コロン（;），始め山括弧（<），等号（=），終わり山括弧（>），疑問符（?），始め角括弧（[），
円記号（\），終わり角括弧（]），および縦線（|）です。ただし，スペースは指定できません。

注意：

ドメインコントローラーまたはマッピングファイルを使用しても名前解決できないため

にインポートに失敗したファイルがあった場合に，このオプションを指定してコマンドを

実行してください。そのほかの目的で実行すると，対象ファイルのオーナーに対して意図

しないアカウントが設定されるおそれがあります。

なお，別のインポート処理への影響を防ぐため，代替アカウントを割り当てたインポート

が完了したあとは，ユーザー名に空文字列（「""」や「''」など）を指定してコマンドを実

行し，代替アカウントの割り当てを解除してください。

--low-speed 転送速度の下限値

HCP との間のスレッドごとの転送速度の下限値を 0～2,147,483,647 の範囲で指定します（単

位：バイト/秒）。HCP の転送速度が下限値を下回った場合，タイムアウトします。「0」を指定

した場合，転送速度が低下してもタイムアウトしません。初期設定は「11650」です。ネット

ワークの転送速度が遅いために，マイグレーションでタイムアウトエラーが頻繁に発生する場

合は，設定値より小さな値を設定してください。

--low-speed-time 転送速度の監視期間

HCP との間のスレッドごとの転送速度の監視期間を 0～2,147,483,647 の範囲で指定します

（単位：秒）。このオプションで指定した期間の転送速度が，--low-speedオプションで指定

した下限値を下回った場合，HCP との通信がタイムアウトします。「0」を指定した場合，転

送速度が低下してもタイムアウトしません。ただし，--comm-timeoutオプションで指定し

た時間がこのオプションで指定した時間よりも短い場合，--comm-timeoutオプションで指

定した時間でタイムアウトします。初期設定は「180」です。

--retry-max リトライ回数の上限値

HCP と接続ができなかった場合，または HCP からリトライが必要なエラーが返却された場合

のリトライ回数の上限値を 0～5 の範囲で指定します。初期設定は「1」です。1 回目は 15 秒，

2 回目は 30 秒，3 回目以降は 60 秒間隔でリトライします。

--thread-max 大スレッド数
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スレッド数の 大値を 1～2,000 の範囲で指定します。 大スレッド数は， 小スレッド数以

上の値を指定する必要があります。HVFP の初期設定は「60」，HDI の初期設定は「10」で

す。マイグレーション，リコール，またはほかのファイルサーバからのインポートによる，

HCP，HVFP/HDI，ネットワークおよびインポート元サーバへの負荷を調整したい場合に設定

を変更します。

注意：

スレッド数を増やすと，マイグレーションやリコールの処理に掛かる時間の短縮を期待で

きますが，ネットワークを含めたシステム全体の負荷が高くなるおそれがあります。シス

テム全体の負荷を考慮して変更してください。

--stubbing-priority {normal|high}
ファイルのスタブ化の優先度を選択する場合に指定します。

多数のクライアントから同時に I/O が発生した場合，またはマイグレーションのスレッド数を

増やした場合，スタブ化によるディスクの空き容量の確保が間に合わないことがあります。そ

の場合は，スタブ化の優先度を高くすることを推奨します。

normal
通常の優先度でスタブ化する場合に指定します。初期設定は「normal」です。

high
通常よりも優先度を高くしてスタブ化する場合に指定します。優先度を高くすると，クラ

イアントからの I/O 処理よりもスタブ化の処理が優先されます。

--thread-min 小スレッド数

スレッド数の 小値を 1～2,000 の範囲で指定します。 小スレッド数は， 大スレッド数以

下の値を指定する必要があります。HVFP の初期設定は「20」，HDI の初期設定は「10」で

す。マイグレーション，リコール，またはほかのファイルサーバからのインポートによる，

HCP，HVFP/HDI，ネットワークおよびインポート元サーバへの負荷を調整したい場合に設定

を変更します。

--thread-pool {archive|other|all}
大スレッド数および 小スレッド数を変更したいスレッドプールを指定します。--

thread-minオプション，--thread-maxオプションを指定した場合に，このオプションを

指定する必要があります。

archive
HCP へのデータマイグレーション用のスレッドプール

other
HCP へのデータマイグレーション用以外（ほかのファイルサーバからのインポート，リ

コール，リテンション期間延長，およびファイル削除用）のスレッドプール

all
すべてのスレッドプール

--transfer-speed 転送速度

マイグレーションおよびリコール時の，HCP との間のスレッドごとの転送速度を 0～
134,217,728 の範囲で指定します（単位：バイト/秒）。0 を指定した場合，転送速度の制限はあ

りません。初期設定は「0」です。データ転送量を制限している機器が HCP との間に設置され

ている場合に設定を変更します。

なお，このオプションでは，マイグレーションやリコールの性能ではなく，ネットワークの瞬

間 大転送量を調整します。例えば，--thread-pool archiveで 大スレッド数を 60
に，--transfer-speedで 大転送速度を 10MB/秒に指定した場合，ネットワークの瞬間
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大転送量は 600MB/秒以下に調整されますが，マイグレーション性能は 600MB/秒よりも大き

く下回ります。

--update-force-migration {enable|disable}
クライアントが更新中のファイルのデータを HCP に強制的にマイグレートするかどうかを指

定します。

このオプションは，連携する HCP のバージョンが 04-10 以降である場合に指定できます。

強制的にデータをマイグレートする場合，更新中の状態でデータがマイグレートされるため，

一部のユーザーデータは HCP にマイグレートしたデータを使用して回復できないことがあり

ます。なお，強制的にマイグレートされたファイルは，次にマイグレーションが実行されると

きに再度マイグレートされます。強制的にデータがマイグレートされると，KAQM37384-W
メッセージが出力されます。強制的にマイグレートされたファイルやディレクトリは，--
failedlistオプションを指定して arcresultctlコマンドを実行した際に表示される情報

や［タスク管理］ダイアログの［Details (failure-list)］ページで確認できます。

enable
強制的にデータをマイグレートする場合に指定します。

disable
強制的にデータをマイグレートしない場合に指定します。初期設定は「disable」です。

--update-retry-interval マイグレーション時のデータマイグレーションのリトライ間隔

クライアントがファイル更新中のため，HCP へのデータマイグレーションができなかった場合

のスレッドごとのリトライ間隔を 0～30 の範囲で指定します（単位：秒）。初期設定は「5」で

す。

--update-retry-max マイグレーション時のデータマイグレーションのリトライ回数の上限値

クライアントがファイル更新中のため，HCP へのデータマイグレーションができなかった場合

のスレッドごとのリトライ回数の上限値を 0～20 の範囲で指定します。初期設定は「1」です。

--versioning {everytime|onceaday}
HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンをクライアントに公開している場合，過去

バージョンディレクトリが作成されるタイミングを指定します。

everytime
マイグレーションが実行されるたびにディレクトリを作成する場合に指定します。初期

設定は「everytime」です。

onceaday
一日のうち， 初にマイグレーションが実行されたときにだけディレクトリを作成する場

合に指定します。

一日当たりのマイグレーションタスクの実行回数が 1 回より多い場合，everytimeから

onceadayに設定を変更することで，過去バージョンの保持期間を長くできます。マイグレー

ションタスクの実行間隔と過去バージョンの保持期間については，「システム構成ガイド」を

参照してください。

なお，すべてのオプションを省略した場合は，定義ファイルを更新せずに正常終了します。

戻り値

表 2-9 arcconfedit コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了
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戻り値 説明

1，2，3，4 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

66，67 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

70，71※，73 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

HCP へのデータマイグレーション用のスレッドプールの 小スレッド数を 10， 大スレッド数を

30 に設定する場合

$ sudo arcconfedit --thread-min 10 --thread-max 30 --thread-pool archive

HCP との間の転送速度の下限値を 11,650 バイト/秒，転送速度の監視期間を 180 秒に設定する場合

$ sudo arcconfedit --low-speed 11650 --low-speed-time 180

HCP へのマイグレーション時のリトライ回数の上限値を 10 回，マイグレーション時のリトライ間

隔を 20 秒に設定する場合

$ sudo arcconfedit --update-retry-max 10 --update-retry-interval 20

ほかのファイルサーバとの通信のリトライ回数の上限値を 3 回，通信のタイムアウト時間を 150 秒

に設定する場合

$ sudo arcconfedit --file-server-retry-max 3 --file-server-comm-timeout 150

2.8 arcconflist（マイグレーションまたはインポートに関
する設定の表示）

書式

arcconflist [-h]

説明

HVFP/HDI から HCP へのデータのマイグレーション，または，ほかのファイルサーバから HVFP/
HDI へのインポートに関する設定を表示します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。
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表 2-10 arcconflist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Thread configuration スレッドの情報が表示されます。

archive HCP へのデータマイグレーション用のスレッドプールの設定が表示されま

す。

Thread max
大スレッド数が表示されます。

Thread min
小スレッド数が表示されます。

other HCP へのデータマイグレーション用以外（ほかのファイルサーバからのイン

ポート，リコール，リテンション期間延長，およびファイル削除用）のスレッ

ドプールの設定が表示されます。

Thread max
大スレッド数が表示されます。

Thread min
小スレッド数が表示されます。

HCP communication
configuration

HCP との通信の情報が表示されます。

Retry max HCP と接続ができなかった場合，または HCP からリトライが必要なエラーが

返却された場合のリトライ回数の上限値が表示されます。

Transfer speed(byte/
s)

HCP との間のスレッドごとの転送速度が表示されます（単位：バイト/秒）。

Timeout(s) HCP とのスレッドごとの通信のタイムアウト時間が表示されます（単位：秒）。

Connect timeout(s) HCP とのスレッドごとの接続のタイムアウト時間が表示されます（単位：秒）。

Low speed(byte/s) HCP との間のスレッドごとの転送速度の下限値が表示されます（単位：バイ

ト/秒）。

Low speed time(s) HCP との間のスレッドごとの転送速度の監視期間が表示されます（単位：秒）。

Compression HCP との通信の HTTP メッセージの圧縮設定が表示されます。

enable
HCP との通信で HTTP メッセージが圧縮されている場合に表示されま

す。

disable
HCP との通信で HTTP メッセージが圧縮されていない場合に表示され

ます。

Migration
configuration

HCP へのマイグレーション時の情報が表示されます。

Update retry max HCP へのデータマイグレーションができなかった場合のスレッドごとの更新

リトライ回数の上限値が表示されます。

Update retry
interval(s)

HCP へのデータマイグレーションができなかった場合のスレッドごとの更新

リトライ間隔が表示されます（単位：秒）。

Update force
migration

HCP への強制データマイグレーションの設定が表示されます。

enable
クライアントが更新中のファイルのデータを HCP に強制的にマイグ

レートしている場合に表示されます。

disable
クライアントが更新中のファイルのデータを HCP に強制的にマイグ

レートしていない場合に表示されます。

Versioning
configuration

ファイルバージョンリストア機能の情報が表示されます。

Versioning 過去バージョンディレクトリが作成されるタイミングが表示されます。

everytime
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項目 説明

マイグレーションが実行されるたびにディレクトリを作成する場合に表

示されます。

onceaday
一日のうち， 初にマイグレーションが実行されたときにだけディレク

トリを作成する場合に表示されます。

Stubbing
configuration

ファイルをスタブ化するときの情報が表示されます。

Priority スタブ化の優先度が表示されます。

normal
通常の優先度でスタブ化する場合に表示されます。

high
通常よりも優先度を高くしてスタブ化する場合に表示されます。

Home-directory-
roaming configuration

ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムの情報が表示されます。

Hold interval (days) ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムのホームディレクトリ

内に作成される.conflictディレクトリにデータを保持する期間が表示され

ます（単位：日）。

File Server
communication
configuration

ほかのファイルサーバからのインポート時の通信の情報が表示されます。

Retry max ほかのファイルサーバとの通信ができなかった場合のスレッドごとのリトラ

イ回数の上限値が表示されます。

Timeout(s) ほかのファイルサーバとのスレッドごとの通信のタイムアウト時間が表示さ

れます（単位：秒）。

Migrate replace owner インポート対象ファイルのオーナーのユーザー名を名前解決できない場合に，

代替アカウントとして割り当てられるユーザー名が表示されます。

代替アカウントを使用しない場合は Do not useが表示されます。

戻り値

表 2-11 arcconflist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

66，67 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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2.9 arccorrection（ファイルシステムのタスク管理情報の
再構築）

書式

arccorrection [-t {update-only|all}] [--background] [-V]
   --file-system ファイルシステム名

arccorrection -h

説明

ファイルシステムのタスク管理情報（マイグレーション，ファイル移動および容量削減タスク）を

再構築します。

ファイルのデータ集約による容量節約を使用しているファイルシステムに対して，

arcfilterpolicysetコマンドでフィルタリングポリシーを再設定したり，

arcfilterpolicydelコマンドでフィルタリングポリシーを削除したりしたあとは，データ集約

の対象外となったファイルを再度対象にする場合は，このコマンドを実行してください。

タスク管理情報の再構築が完了する前にフェールオーバーや電源障害などが発生すると，タスク管

理情報の再構築が中断します。タスク管理情報の再構築が中断しても，ファイルシステムをマウン

トすればタスク管理情報の再構築が自動的に再開されます。

オプションと引数

--background
タスク管理情報の再構築をバックグラウンドで実行する場合に指定します。

--file-system ファイルシステム名

タスク管理情報の再構築をするファイルシステムの名称を指定します。指定したファイルシ

ステムが読み書きできる状態でマウントされている必要があります。

-t {update-only|all}
HCP にデータをマイグレートしているファイルシステムのタスク管理情報を再構築する場合

に，HCP にマイグレートするデータについて指定します。このオプションを省略した場合は，

新規作成または更新後に HCP にマイグレートされていないデータだけがマイグレートされま

す。

ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムのタスク管理情報を再構築する場合は，

update-onlyを指定してください。

update-only
新規作成または更新後に HCP にマイグレートされていないデータだけをマイグレートす

る場合に指定します。

all
HCP のデータを回復するために，HVFP/HDI のファイルシステムのデータをすべてマイ

グレートする場合に指定します。

注意：

HCP にデータをマイグレートするファイルシステムでスタブ化が実行されるように設定

している場合（スタブ化が開始される閾値を 0GB 以外に設定している場合），スタブ化さ

れているファイルやディレクトリのデータを回復できません。

-V
タスク管理情報の再構築の経過を表示する場合に指定します。なお，このオプションは，--
backgroundオプションと同時に指定した場合は無効になります。
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注意：

次の場合に，このコマンドを実行したときは，タスク管理情報の再構築をしないで正常終了す

るため，しばらくしてから再度実行してください。

◦ タスク管理情報の再構築を実行中のとき

◦ HCP にデータをマイグレートしているファイルシステムのタスク管理情報の再構築を完

了してから， 初のスタブ化が実行されるまでの間

◦ パスに改行コードを含むファイルやディレクトリはタスクの対象とはなりません。タスク

の対象とならないファイルやディレクトリを特定したい場合，NFS クライアントから，-
regexオプションを指定して findコマンドを実行してください。

（例）findコマンドを実行する場合

find ./  -regex ".*/\.history" -prune -or -regex ".*/\.snaps" -prune -or -
regex ".*/\.lost\\+found" -prune -or -regex ".*/\.system_gi" -prune -or -
regex ".*[^M
].*" -print

改行コードには，CR コードと LF コードがあります。実行例のうち，「^M」は CR コードで

す。［Ctrl］＋［v］と［Ctrl］＋［m］を続けて入力すると表示されます。「^M」のあとの改

行は LF コードです。［Ctrl］＋［v］と［Ctrl］＋［j］を続けて入力すると表示されます。

戻り値

表 2-12 arccorrection コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，5，8，10，12，15，68 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

60，65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

66，97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

--backgroundオプションを指定してバックグラウンドでタスク管理情報の再構築をする場合

$ sudo arccorrection --background --file-system fs1

2.10 arcfilterpolicydel（データ集約の対象ファイルのフィ
ルタリングポリシーの削除）

書式

arcfilterpolicydel [-y] --file-system ファイルシステム名

arcfilterpolicydel -h
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説明

更新日時が古いファイルをデータ集約の対象外にするフィルタリングポリシーを削除します。

フィルタリングポリシーを削除したあと，データ集約の対象外となったファイルを再度対象にする

必要があります。そのため，フィルタリングポリシーを削除したあとは，arccorrectionコマン

ドを実行するか，arcmodectlコマンドで初期モードを使用するように設定してください。

このコマンドは，対象のファイルシステムが実行ノードまたは Virtual Server で読み書きできる状

態でマウントされている場合に実行できます。

オプションと引数

--file-system ファイルシステム名

フィルタリングポリシーを削除するファイルシステム名を指定します。

戻り値

表 2-13 arcfilterpolicydel コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，4，5，8，10，17，68※，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

67，68※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.11 arcfilterpolicylist（データ集約の対象ファイルのフィ
ルタリングポリシーの表示）

書式

arcfilterpolicylist [--file-system ファイルシステム名]
arcfilterpolicylist -h

説明

実行ノードで稼働しているリソースグループに属しているファイルシステム，または Virtual
Server 上のファイルシステムのフィルタリングポリシーが表示されます。また，すべてのオプショ

ンを省略した場合は，実行ノードまたは Virtual Server 上でマウントされている すべてのファイル

システムのフィルタリングポリシーが表示されます。

オプションと引数

--file-system ファイルシステム名
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特定のファイルシステムについてフィルタリングポリシーの情報を表示する場合は，ファイル

システムの名称を指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示されるファイルシステムごとの情報を次の表に示します。

表 2-14 arcfilterpolicylist コマンドを実行した場合に表示されるファイルシステムごとの情報

項目 説明

File system ファイルシステム名が表示されます。

Modification time(day)※ ファイルの 終更新後の経過日数が表示されます。

注※

フィルタリングポリシーが設定されていない場合は Policy not setが表示されます。ま

た，フィルタリングポリシーの取得に失敗した場合は Unknownが表示されます。

戻り値

表 2-15 arcfilterpolicylist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，4，17，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

67 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.12 arcfilterpolicyset（データ集約の対象ファイルのフィ
ルタリングの設定）

書式

arcfilterpolicyset --modify-time 終更新後の経過日数
   --file-system ファイルシステム名

arcfilterpolicyset -h

説明

ファイルのデータ集約による容量節約を使用しているファイルシステムの場合に，データ集約の対

象ファイルのうち，更新日時が古いファイルをデータ集約の対象から除外するためのフィルタリン

グポリシーを設定します。すでにフィルタリングポリシーが設定されている場合は，設定情報を変

更することもできます。

フィルタリングポリシーの設定を変更したあと，データ集約の対象外となったファイルを再度対象

にする必要があります。そのため，フィルタリングポリシーの設定を変更したあとは，

コマンドリファレンス 93

コマンドリファレンス



arccorrectionコマンドを実行するか，arcmodectlコマンドで初期モードを使用するように設

定してください。

このコマンドは，対象のファイルシステムがファイルのデータ集約による容量節約を使用している

場合に実行できます。

オプションと引数

--modify-time 終更新後の経過日数

ファイルの 終更新後の経過日数を 0～365 の範囲で指定します。

すべてのファイルのうち，容量削減タスクを実行した日からこのオプションで指定した日数を

引いた日の 0 時より前に 終更新されたファイルを，データ集約の対象から除外します。

終更新後の経過日数には，［タスク管理］ダイアログで設定した容量削減ポリシーのうち，

データ変更日時に 2 を足した日数を指定することを推奨します。「0」を指定した場合は，容量

削減タスクを実行した日の 0 時よりも前に更新したファイルがフィルタリングの対象になり

ます。

--file-system ファイルシステム名

フィルタリングポリシーを設定するファイルシステム名を指定します。

戻り値

表 2-16 arcfilterpolicyset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，4，5，8，10，12，17，68※，

70
指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

67，68※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.13 arcfrecall（ファイルのリコール）

書式

arcfrecall [-q] [--background] --file ファイルパス

arcfrecall --status --file ファイルパス

arcfrecall -h

説明

ほかの HVFP/HDI からマイグレートされた HCP のデータを読み取り専用で公開するファイルシ

ステムのデータを，クライアントがファイルにアクセスする前にリコールします。また，指定した

ファイルのリコール処理に関する情報を表示することもできます。このコマンドによるリコールが
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完了したあとは， --statusオプションで進捗を確認し，データがリコールされていることを必ず

確認してください。

HVFP/HDI へのリコールについては，システム構成ガイドを参照してください。

しばらく待ってもリコールが完了しないときは，--statusオプションを指定してリコールの進捗

を確認してください。リコールに掛かる時間は，使用するネットワークの環境などによって異なり

ます。

このコマンドは［Ctrl］+［C］によって処理を途中で終了できます。ただし，--backgroundオプ

ションを指定してコマンドを実行している場合は途中で処理を終了できません。

オプションと引数

--background
ファイルのリコールをバックグラウンドで実行する場合に指定します。

このオプションは--statusオプションと同時に指定できません。

--file ファイルパス

/mnt/で始まる絶対パスを指定します。

--status
リコールするファイルの容量と，リコール済みのデータ量を表示する場合に指定します。

このオプションは--backgroundおよび-qオプションと同時に指定できません。

-q
状態表示メッセージの出力を抑止する場合に指定します。

このオプションは--statusオプションと同時に指定できません。

表示項目

--statusオプションを指定してこのコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示しま

す。

表 2-17 --statusオプションを指定して arcfrecall コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

File recall status 指定したファイルがリコールされているかどうかが表示されます。

not_finished
指定したファイルのリコールが完了していない場合に表示されま

す。

finished
指定したファイルのリコールが完了している場合に表示されます。

File size ファイルの容量が表示されます。

Disk size リコール済みのデータ量が表示されます。

戻り値

表 2-18 arcfrecall コマンドの戻り値

戻り値 説明

0，6※ 正常終了

1，2，3 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。
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戻り値 説明

5，8，10，65，72 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

--statusオプションを指定してこのコマンドを実行した場合に，File recall statusに

not_finishedが表示されたときの戻り値です。

2.14 arcfstatus（ファイルのマイグレーション状態の表示）

書式

arcfstatus ファイルのパス

arcfstatus -h

説明

ファイルがマイグレートされているかどうかを表示します。

オプションと引数

ファイルのパス

/mnt/で始まる絶対パスで指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-19 arcfstatus コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Migrated ファイルがマイグレートされているかどうかが表示されます。

Yes
ファイルがマイグレートされている場合に表示されます。

No
ファイルがマイグレートされていない場合に表示されます。

戻り値

表 2-20 arcfstatus コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了（マイグレーションされていない場合）

1 正常終了（マイグレーションされている場合）

3，7，8 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

9，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.15 archcpdel（マイグレーション先の HCP の情報の削
除）

書式

archcpdel [--replica-host]
archcpdel -h

説明

マイグレーション先として設定されている HCP の情報を削除します。

オプションと引数

--replica-host
すべての HCP の情報からレプリカ HCP のホスト名だけを削除する場合に指定します。省略

した場合は設定されているすべての HCP の情報が削除されます。

戻り値

表 2-21 archcpdel コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2 ，12※ ，70，71 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

12※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

66，67 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。
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2.16 archcpget（マイグレーション先の HCP の情報の表
示）

書式

archcpget
archcpget --migrate-info [--file-system ファイルシステム名]
archcpget -h

説明

マイグレーション先として設定されている HCP の情報を表示します。

オプションと引数

--migrate-info
マイグレーション先の HCP の情報のほか，ネームスペースに関する情報を表示する場合に指

定します。

--file-system ファイルシステム名

特定のファイルシステムについてマイグレーション先の HCP の情報を表示する場合は，ファ

イルシステムの名称を指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-22 archcpget コマンドを実行した場合に表示される情報（--migrate-info オプションを指定し
ない場合）

項目 説明

HCP host name HCP のホスト名（FQDN）が表示されます。

Replica HCP host
name

レプリカ HCP のホスト名（FQDN）が表示されます。

レプリカ HCP のホスト名が設定されていない場合は表示されません。

HCP tenant name HCP のテナント名が表示されます。

HCP account user テナント内のすべてのネームスペースにアクセスできるデータアクセスアカウ

ントのユーザー名が表示されます。

--migrate-infoオプションを指定してこのコマンドを実行したときに表示される情報を次の表

に示します。

表 2-23 archcpget コマンドを実行した場合に表示される情報（--migrate-info オプションを指定し
た場合）

項目 説明

HCP host name HCP のホスト名（FQDN）が表示されます。

Replica HCP host
name

レプリカ HCP のホスト名（FQDN）が表示されます。

レプリカ HCP のホスト名が設定されていない場合は表示されません。

HCP tenant name HCP のテナント名が表示されます。

HCP account user テナント内のすべてのネームスペースにアクセスできるデータアクセスアカウ

ントのユーザー名が表示されます。

namespace HCP のネームスペース名が表示されます。

Filesystem ファイルシステムの名称が表示されます。
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項目 説明

Total disk
capacity(GB)

ファイルシステム容量が表示されます。表示される単位は「GB」です。

Versioning HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンをクライアントに公開す

るかどうかが表示されます。

Use
公開する場合に表示されます。

Do not use
公開しない場合に表示されます。

Period to hold(day) HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンの保持期間が表示されま

す。

HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンをクライアントに公開し

ない場合は，「--」が表示されます。

戻り値

表 2-24 archcpget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

66，67 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.17 archcpset（マイグレーション先の HCP の情報の設
定）

書式

archcpset [--host ホスト名 --tenant テナント名 --user-name ユーザー名
   --password パスワード] [--replica-host レプリカホスト名]
archcpset -h

説明

マイグレーション先の HCP の情報を設定します。すでにマイグレーション先の HCP の情報が設

定されている場合は，情報が上書きされます。

このコマンドでは，設定項目を対話形式またはオプションで指定できます。対話形式で指定する場

合は，すべてのオプションを省略して実行します。

対話形式で指定する情報を次の表に示します。
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表 2-25 archcpset コマンド実行時に対話形式で指定する情報

項目 説明

HCP host name HCP のホスト名（FQDN）を指定します。

Replica HCP host
name (If replica HCP
is not used, simply
press the [Enter]
key.)

レプリカ HCP のホスト名（FQDN）を指定します。

設定をしない場合は，何も指定しないで［Enter］キーを押します。

HCP tenant name HCP のテナント名を指定します。

HCP account user テナント内のすべてのネームスペースにアクセスできるデータアクセスアカウ

ントのユーザー名を指定します。

HCP account password テナント内のすべてのネームスペースにアクセスできるデータアクセスアカウ

ントのパスワードを指定します。

confirm password テナント内のすべてのネームスペースにアクセスできるデータアクセスアカウ

ントのパスワードを再度指定します。

注意：

HCP account passwordおよび confirm passwordに入力した文字列は表示されません。

オプションと引数

--host ホスト名

HCP のホスト名（FQDN）を指定します。

--password パスワード

テナント内のすべてのネームスペースにアクセスできるデータアクセスアカウントのパス

ワードを指定します。

--replica-host レプリカホスト名

レプリカ HCP のホスト名を指定します。HCP の情報が設定されていない状態でこのオプ

ションだけを指定すると，エラーが発生します。

--tenant テナント名

HCP のテナント名を指定します。

--user-name ユーザー名

テナント内のすべてのネームスペースにアクセスできるデータアクセスアカウントのユー

ザー名を指定します。

戻り値

表 2-26 archcpset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2※，5，8，10，11 ，12※，15，
16，17，68※，70，71※

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

12※，71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

66，67，68※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

マイグレーション先の HCP の情報を次の条件で設定する場合（対話形式で指定）

◦ HCP のホスト名（FQDN）は hcp.example.comとする

◦ レプリカ HCP のホスト名（FQDN）は hcp.example2.comとする

◦ HCP のテナント名は tenant01とする

◦ テナント内のすべてのネームスペースにアクセスできるデータアクセスアカウントのユー

ザー名は user01とする

◦ テナント内のすべてのネームスペースにアクセスできるデータアクセスアカウントのパス

ワードは hcppassとする（表示されません）

$ sudo archcpset
HCP host name : hcp.example.com
Replica HCP host name (If replica HCP is not used, simply press the [Enter] 
key.) : hcp.example2.com
HCP tenant name : tenant01
HCP account user : user01
HCP account password :
confirm password :

レプリカ HCP のホスト名に hcp.example2.comを設定する場合

$ sudo archcpset --replica-host hcp.example2.com

2.18 arcmodectl（タスクの初期モードの設定）

書式

arcmodectl --file-system ファイルシステム名
   --init-migration {enable [-t {onlyonce|repeat}]|disable}
arcmodectl --file-system ファイルシステム名
   --init-tiering {enable [-t {onlyonce|repeat}]|disable}
arcmodectl --file-system ファイルシステム名
   --init-snglinst {enable [-t {onlyonce|repeat}]|disable}
arcmodectl --file-system ファイルシステム名

arcmodectl -h

説明

マイグレーション，ファイル移動および容量削減タスク実行時に初期モードを使用するかどうかを

設定します。また，現在の設定を参照することもできます。
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ファイルのデータ集約による容量節約を使用しているファイルシステムに対して，

arcfilterpolicysetコマンドでフィルタリングポリシーを再設定したり，

arcfilterpolicydelコマンドでフィルタリングポリシーを削除したりしたあとは，データ集約

の対象外となったファイルを再度対象にするために，このコマンドで容量削減タスク実行時に初期

モードを使用するように設定します。

マイグレーションタスクの初期モードを使用する場合，ほかの HVFP/HDI からマイグレートされ

た HCP のデータを読み取り専用で公開できません。初期モードでのタスクが完了してから読み取

り専用で公開してください。また，システム LU を回復しても初期モードはリストアされません。

システム LU を回復した場合，必要に応じて再度モードを設定してください。

注意：

・ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムには実行できません。

・初期モードでタスクを実行しても，パスに改行コードを含むファイルやディレクトリはタス

クの対象とはなりません。タスクの対象とならないファイルやディレクトリを特定したい場

合，NFS クライアントから，-regexオプションを指定して findコマンドを実行してくださ

い。

（例）findコマンドを実行する場合

find ./  -regex ".*/\.history" -prune -or -regex ".*/\.snaps" -prune -or -
regex ".*/\.lost\\+found" -prune -or -regex ".*/\.system_gi" -prune -or -
regex ".*[^M
].*" -print

改行コードには，CR コードと LF コードがあります。実行例のうち，「^M」は CR コードで

す。［Ctrl］＋［v］と［Ctrl］＋［m］を続けて入力すると表示されます。「^M」のあとの改

行は LF コードです。［Ctrl］＋［v］と［Ctrl］＋［j］を続けて入力すると表示されます。

オプションと引数

--file-system ファイルシステム名

初期モードを使用するかどうかを設定する，または設定を参照する場合に，対象のファイルシ

ステムの名称を指定します。--init-migration，--init-tieringまたは--init-
snglinstオプションとともに指定した場合は，初期モードを使用するかどうかが設定されま

す。単独で指定した場合は，現在の設定内容が表示されます。

--init-migration {enable|disable}
マイグレーションタスク実行時に初期モードを使用するかどうかを指定します。初期設定は

「disable」です。

enable
初期モードを使用する場合に指定します。

disable
初期モードを使用しない場合に指定します。

--init-snglinst {enable|disable}
容量削減タスク実行時に初期モードを使用するかどうかを指定します。初期設定は「disable」
です。

enable
初期モードを使用する場合に指定します。

disable
初期モードを使用しない場合に指定します。

--init-tiering {enable|disable}
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ファイル移動タスク実行時に初期モードを使用するかどうかを指定します。初期設定は

「disable」です。

enable
初期モードを使用する場合に指定します。

disable
初期モードを使用しない場合に指定します。

-t {onlyonce|repeat}
マイグレーション，ファイル移動または容量削減タスク実行時の初期モードの使用について指

定します。このオプションは，--init-migration，--init-tieringまたは--init-
snglinstオプションの enableとともに指定します。また，このオプションを省略した場合

は，onlyonceが設定されます。

onlyonce
次回のタスク実行時にだけ初期モードを使用する場合に指定します。

repeat
毎回のタスク実行時に初期モードを使用する場合に指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-27 arcmodectl コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Initial Migration マイグレーションタスク実行時に初期モードを使用するかどうかが表示されま

す。

Enable
初期モードを使用する場合に表示されます。

Disable
初期モードを使用しない場合に表示されます。

Initial Tiering ファイル移動タスク実行時に初期モードを使用するかどうかが表示されます。

Enable
初期モードを使用する場合に表示されます。

Disable
初期モードを使用しない場合に表示されます。

Initial Single
Instancing

容量削減タスク実行時に初期モードを使用するかどうかが表示されます。

Enable
初期モードを使用する場合に表示されます。

Disable
初期モードを使用しない場合に表示されます。

注：対応するタスクが無効になっている項目は表示されません。

戻り値

表 2-28 arcmodectl コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。
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戻り値 説明

2，5，8，12，15，17，68，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

67 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

ファイルシステム fs01のマイグレーションタスクに対して初期モードを有効にする場合

$ sudo arcmodectl --file-system fs01 --init-migration enable

ファイルシステム fs01のタスクの初期モード設定を参照する場合

$ sudo arcmodectl --file-system fs01
Initial Migration         : Enable(onlyonce)

2.19 arcproxydel（プロキシサーバの情報の削除）

書式

arcproxydel [-h]

説明

HCP との通信に使用しているプロキシサーバの情報を削除します。

戻り値

表 2-29 arcproxydel コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

67 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

70，71※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。
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2.20 arcproxyget（プロキシサーバの情報の表示）

書式

arcproxyget [-h]

説明

HCP との通信に使用しているプロキシサーバの情報を表示します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-30 arcproxyget コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Proxy host プロキシサーバのホスト名または IP アドレスが表示されます。

Proxy port プロキシサーバで使用しているポート番号が表示されます。

Proxy account user プロキシサーバでの認証に使用するユーザー名が表示されます。

注意：

情報が設定されている項目だけが表示されます。

戻り値

表 2-31 arcproxyget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

67 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.21 arcproxyset（プロキシサーバの情報の設定）

書式

arcproxyset [--host ホスト名] [--port ポート番号]
   [--user-name ユーザー名 --password パスワード]
arcproxyset -h

説明

プロキシサーバ経由で HCP と通信する場合に，プロキシサーバの情報を設定します。

このコマンドでは，設定項目を対話形式またはオプションで指定できます。どちらの方法でも設定

できる内容は同じです。対話形式で指定する場合は，すべてのオプションを省略して実行します。

対話形式で指定する情報を次の表に示します。
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表 2-32 arcproxyset コマンド実行時に対話形式で指定する情報

項目 説明

host プロキシサーバのホスト名または IP アドレスを指定します。

プロキシサーバの情報を初めて設定する場合は必ず指定します。設定を変更し

ない場合は，何も指定しないで［Enter］キーを押します。

port プロキシサーバで使用するポート番号を指定します。

プロキシサーバの情報を初めて設定する場合は必ず指定します。設定を変更し

ない場合は，何も指定しないで［Enter］キーを押します。

user-name ユーザー認証が必要なプロキシサーバを使用する場合にユーザー名を指定しま

す。

設定を削除する場合は，何も指定しないで［Enter］キーを押します。何も指定

しなかった場合は，パスワードも削除されます。

password ユーザー認証が必要なプロキシサーバを使用する場合にパスワードを指定しま

す。

設定を削除する場合は，何も指定しないで［Enter］キーを押します。何も指定

しなかった場合は，ユーザー名も削除されます。

confirm password パスワードを再度指定します。

passwordを指定しない場合は，この項目も指定しないで［Enter］キーを押

します。

注意：

passwordおよび confirm passwordに入力した文字列は表示されません。

オプションと引数

--host ホスト名

プロキシサーバのホスト名または IP アドレスを指定します。プロキシサーバの情報を初めて

設定する場合は必ず指定します。設定を変更しない場合は，指定を省略できます。

--password パスワード

ユーザー認証が必要なプロキシサーバを使用する場合にパスワードを指定します。設定を削

除する場合は，パスワードとして空文字列（「""」や「''」など）を指定します。空文字列を指

定した場合は，ユーザー名も削除されます。

--port ポート番号

プロキシサーバで使用するポート番号を指定します。プロキシサーバの情報を初めて設定す

る場合は必ず指定します。設定を変更しない場合は，指定を省略できます。

--user-name ユーザー名

ユーザー認証が必要なプロキシサーバを使用する場合にユーザー名を指定します。設定を削

除する場合は，ユーザー名に空文字列（「""」や「''」など）を指定します。空文字列を指定し

た場合は，パスワードも削除されます。

戻り値

表 2-33 arcproxyset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。
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戻り値 説明

67 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

71※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

プロキシサーバの情報を次の条件で設定する場合（対話形式で指定）

◦ プロキシサーバのホスト名は proxy.example.comとする

◦ プロキシサーバで使用するポート番号は 8080とする

◦ プロキシサーバでの認証に使用するユーザー名は user01とする

◦ プロキシサーバでの認証に使用するパスワードは proxypassとする（表示されません）

$ sudo arcproxyset
host: proxy.example.com
port: 8080
user-name: user01
password:
confirm password:

2.22 arcreplimitget（スタブ化開始の閾値の表示）

書式

arcreplimitget --file-system ファイルシステム名

arcreplimitget -h

説明

スタブ化が開始される閾値（ファイルシステムの残容量）を表示します。

オプションと引数

--file-system ファイルシステム名

閾値を表示するファイルシステムの名称を指定します。なお，差分スナップショットは指定で

きません。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。
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表 2-34 arcreplimitget コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Replication limit
rest size

スタブ化が開始される閾値（ファイルシステムの残容量）がパーセントまたは

ギガバイトで表示されます。

戻り値

表 2-35 arcreplimitget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，4，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.23 arcreplimitset（スタブ化開始の閾値の設定）

書式

arcreplimitset --rest-size 残容量 --file-system ファイルシステム名

arcreplimitset -h

説明

スタブ化が開始される閾値を設定します。

ファイルシステムの残容量が閾値以下になると，アクセス日時の古いファイルから順番に，ファイ

ルシステムの残容量が閾値を上回るまでスタブ化されます。

オプションと引数

--file-system ファイルシステム名

閾値を設定するファイルシステムの名称を指定します。なお，差分スナップショットは指定で

きません。

--rest-size 残容量

スタブ化が開始される閾値となるファイルシステムの残容量を指定します。指定できる単位

はパーセントまたはギガバイトです。パーセントの場合は，5～100 の範囲で%を付けて指定し

ます。ギガバイトの場合は，0 から指定したファイルシステムの総容量（GB 単位に切り上げ

た値）までの範囲の整数で，gまたは Gを付けて指定します。初期設定は「10%」です。

注意：

--rest-sizeオプションの残容量がパーセントで設定されている場合は，現在のファイルシ

ステムの総容量を基に，ギガバイトに換算された値が実際の閾値として使用されます。例え

ば，ファイルシステムの総容量が 200GB で残容量の設定が 10%のときの閾値は 20GB ですが，

ファイルシステムを拡張して総容量が 300GB になると，閾値は 30GB になります。
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戻り値

表 2-36 arcreplimitset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，3 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，4，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

67 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

FS_1という名称のファイルシステムに閾値 20%を設定する場合

$ sudo arcreplimitset --rest-size 20% --file-system FS_1

FS_2という名称のファイルシステムに閾値 100GBを設定する場合

$ sudo arcreplimitset --rest-size 100g --file-system FS_2

2.24 arcresidentlist（キャッシュ常駐済みファイルの表示）

書式

arcresidentlist --file-system ファイルシステム名

arcresidentlist -h

説明

キャッシュ常駐ポリシーでスタブ化されないように設定されているファイルの情報を表示します。

オプションと引数

--file-system ファイルシステム名

キャッシュ常駐済みファイルを表示する対象のファイルシステムの名称を指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-37 arcresidentlist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

キャッシュ常駐済みファイ

ルリストの更新日時

キャッシュ常駐済みファイルリストの更新日時が次の形式で表示されます。

＜日付（形式：YYYY/MM/DD）＞ ＜時刻（形式：hh:mm:ss）＞

Size(KB)および File path キャッシュ常駐済みファイルのファイルサイズとファイルパスが次の形式で表

示されます。

＜ファイルサイズ※＞ /mnt/＜ファイルシステム名＞/＜ファイルパス＞

注※
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項目 説明

ファイルサイズが 1KB 未満の場合は，0 が表示されます。

戻り値

表 2-38 arcresidentlist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

5，8，10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.25 arcresidentpolicydel（キャッシュ常駐ポリシーの削
除）

書式

arcresidentpolicydel [-y] [--policy ポリシー名]
   --file-system ファイルシステム名

arcresidentpolicydel -h

説明

特定のファイルをスタブ化しないようにするためのキャッシュ常駐ポリシーを削除します。

オプションと引数

--file-system ファイルシステム名

キャッシュ常駐ポリシーを削除するファイルシステムの名称を指定します。

--policy ポリシー名

削除するキャッシュ常駐ポリシーの名称を指定します。このオプションを省略した場合，指定

したファイルシステムのすべてのポリシーを削除します。

戻り値

表 2-39 arcresidentpolicydel コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

5，8，10，12，70，74，75 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

65，67 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

71，72，73 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

FS_1という名称のファイルシステムのすべてのキャッシュ常駐ポリシーを削除する場合

$ sudo arcresidentpolicydel --file-system FS_1
KAQM37281-Q Are you sure you want to delete the cache resident policy? (y/
n) y

2.26 arcresidentpolicylist（キャッシュ常駐ポリシーの表
示）

書式

arcresidentpolicylist [[--policy ポリシー名] --file-system ファイルシステム名]
arcresidentpolicylist -h

説明

特定のファイルをスタブ化しないようにするためのキャッシュ常駐ポリシーの情報を表示します。

オプションと引数

--file-system ファイルシステム名

キャッシュ常駐ポリシーの情報を表示するファイルシステムの名称を指定します。このオプ

ションを省略した場合，読み書きできる状態でマウントされているファイルシステムのすべて

のポリシーを表示します。

--policy ポリシー名

情報を表示するキャッシュ常駐ポリシーの名称を指定します。このオプションを省略した場

合，指定したファイルシステムのすべてのポリシーを表示します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-40 arcresidentpolicylist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

File system ファイルシステム名が表示されます。

Policy count ファイルシステムに設定されているポリシー数が表示されます。ポリシー数を

取得できない場合は，Unknownが表示されます。

Policy name ポリシー名が表示されます。

Directory キャッシュ常駐対象のディレクトリパスが表示されます。※
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項目 説明

Extention キャッシュ常駐対象のファイルの拡張子が表示されます。※

Minimum size キャッシュ常駐対象のファイルの 小サイズが表示されます。※

Maximum size キャッシュ常駐対象のファイルの 大サイズが表示されます。※

Comment ポリシーに対するコメントが表示されます。※

注※

設定されていない場合，表示されません。

戻り値

表 2-41 arcresidentpolicylist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

12，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.27 arcresidentpolicyset（キャッシュ常駐ポリシーの設
定）

書式

arcresidentpolicyset [-f] [--dir ディレクトリパス] [--ext 拡張子[:拡張子…]]
   [--min 小サイズ] [--max 大サイズ] [--comment コメント]
   --policy ポリシー名 --file-system ファイルシステム名

arcresidentpolicyset -h

説明

特定のファイルをスタブ化しないようにするためのキャッシュ常駐ポリシーを設定します。

キャッシュ常駐ポリシーは，1 つのファイルシステムに対して 大で 100 個設定できます。

オプションと引数

--comment コメント

設定するポリシーに対するコメントを 256 バイト以内で指定します。

--dir ディレクトリパス

キャッシュ常駐対象とするディレクトリをマウントポイント以降のパスで指定します。指定

したディレクトリ以下のファイルすべてがキャッシュ常駐対象となります。/mnt/
filesystem01/dir01下の dir02ディレクトリ（/mnt/filesystem01/dir01/dir02）
に設定する場合は，dir01/dir02と指定します。/mnt/＜ファイルシステム名＞/＜ディレク

トリパス＞が 4,095 バイト以内になるように指定してください。

なお，存在しないディレクトリを指定しても設定できます。
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--ext 拡張子[:拡張子…]
キャッシュ常駐対象とするファイルの拡張子をピリオド（.）を含めないで指定します。複数

の拡張子を指定する場合は，コロン（:）で区切って指定します。1,024 バイト以内で指定しま

す。なお，大文字小文字は区別されます。

-f
指定したポリシー名がすでに対象のファイルシステムに設定されているときに，強制的に上書

きする場合に指定します。

--file-system ファイルシステム名

ポリシーを設定するファイルシステムの名称を指定します。

--max 大サイズ

特定のサイズ以下のファイルをキャッシュ常駐対象とする場合に指定します。1KB～1,024TB
の範囲で整数値に単位を付けて指定します。単位は，数値のあとに K（KB），M（MB），G（GB）

または T（TB）を付けて指定します。また， 小サイズ以上の値を指定してください。

--min 小サイズ

特定のサイズ以上のファイルをキャッシュ常駐対象とする場合に指定します。1KB～1,024TB
の範囲で整数値に単位を付けて指定します。単位は，数値のあとに K（KB），M（MB），G（GB）

または T（TB）を付けて指定します。また， 大サイズ以下の値を指定してください。

--policy ポリシー名

ポリシーの名称を 32 バイト以内で指定します。ポリシーを追加する場合，ファイルシステム

内で重複しない名称を指定します。

指定できる文字は，英数字，アンダーライン（_）です。また，スペースも指定できますが，

文字列の先頭および末尾には指定できません。

戻り値

表 2-42 arcresidentpolicyset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

5，8，10，12，70，74，75 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，67 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

71，72，73 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

キャッシュ常駐ポリシーを次の条件で設定する場合

◦ ファイルシステム名は FS_1とする

◦ キャッシュ常駐対象とするファイルの拡張子は wmv，avi，mpgおよび movとする
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◦ コメントは Movie filesとする

◦ ポリシー名は Movieとする

$ sudo arcresidentpolicyset --ext wmv:avi:mpg:mov --comment "Movie files" --
policy Movie --file-system FS_1

2.28 arcresidentresult（キャッシュ常駐処理の実行結果の
表示）

書式

arcresidentresult --file-system ファイルシステム名

arcresidentresult -h

説明

特定のファイルをスタブ化しないようにするためのキャッシュ常駐ポリシーによる処理の実行結果

を表示します。

オプションと引数

--file-system ファイルシステム名

キャッシュ常駐処理の実行結果を表示するファイルシステムの名称を指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-43 arcresidentresult コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

As of キャッシュ常駐済みファイルリストの更新日時が次の形式で表示されます。

＜日付（形式：YYYY/MM/DD）＞ ＜時刻（形式：hh:mm:ss）＞

Block capacity(GB) キャッシュ常駐処理の実行後のファイルシステムの総容量が表示されます（単

位：GB）。※

Pinned capacity(GB) キャッシュ常駐処理の実行後のキャッシュ常駐済みファイルの総容量が表示さ

れます（単位：GB）。※

Block used(GB) キャッシュ常駐処理の実行後のファイルシステムの使用量が表示されます（単

位：GB）。※

注※

小数点第 4 位以下は切り捨てて表示されます。

戻り値

表 2-44 arcresidentresult コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。
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戻り値 説明

5，8，10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.29 arcrestore（HCP にデータをマイグレートしていた
ファイルシステムのリストア）

書式

arcrestore [-f] [-v] [--background [--slow|--normal|--fast]]
   [--datamigrate] [--namespace ネームスペース名] [--skip]
   --file-system ファイルシステム名

arcrestore -h

説明

HCP にマイグレートしていたデータを，新規に作成したファイルシステムにリストアします。

このコマンドは，「トラブルシューティングガイド」の障害回復手順に従って使用してください。

このコマンドを実行すると，クライアントからファイルやディレクトリにアクセスした際に，対象

のファイルまたはディレクトリと，その親ディレクトリがリストアされます。

なお，--backgroundオプションを指定すると，バックグラウンドで，すべてのファイルをスタブ

ファイルとしてリストアできます。このとき，リストア処理の速度を選択することで，リストア処

理またはクライアントからの I/O 処理のどちらを優先するのか選択できます。ファイルシステムの

運用に応じてリストアの方法を選択してください。

リストア先のファイルシステムについて次のことを確認してください。

• 指定したファイルシステムに設定されていたネームスペースと同じネームスペースを指定して

ください。

• 過去バージョンのファイルも復元する場合は，過去バージョンのファイルをクライアントに公開

するように設定しておいてください。

• ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムに対して，このコマンドを実行しても，

ホームディレクトリはリストアされません。エンドユーザーが次にログインしたときに，自動的

にリストアされます。

オプションと引数

--background [--slow|--normal|--fast]
リストア処理の速度を選択して，バックグラウンドでリストアする場合に指定します。リスト

ア処理の速度を選択することで，リストア処理またはクライアントからの I/O 処理のどちらを

優先するのか選択できます。--slow，--normalおよび--fastの指定を省略して，--
backgroundオプションを指定した場合は，--normalが設定されます。

--slow
--normalを指定したときよりも遅い速度（目安となる処理時間は約 2 倍）でリストアす

ることで，リストア処理よりもクライアントからの I/O 処理を優先させる場合に指定しま

す。
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--normal
通常の速度でリストアする場合に指定します。

--fast
--normalを指定したときよりも速い速度（目安となる処理時間は約半分）でリストアす

ることで，クライアントからの I/O 処理よりもリストア処理を優先させる場合に指定しま

す。

バックグラウンドでのスタブファイルのリストア中にディレクトリをリネームすると，一部の

ファイルまたはディレクトリがリストアされないことがあります。なお，このオプションを指

定しても，HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンが格納されたディレクトリ以下

のユーザーファイルは，スタブファイルとしてリストアされません。

バックグラウンドでのリストア処理が完了する前にフェールオーバーが発生すると，リストア

処理が中断します。このとき，リストア先のファイルシステムをマウントすると，リストア処

理が再開します。

このオプションは，HCP にデータをマイグレートし，ほかの HVFP/HDI からマイグレートさ

れた HCP のデータを共有しないように設定されている場合に指定できます。

--datamigrate
ほかのファイルサーバからのインポートが，インポート先のファイルシステムの障害によって

中断した際，ファイルシステムのリストアと同時にインポートを再開する場合に指定します。

ほかのファイルサーバからのインポート先として，リストア先のファイルシステムを設定して

おく必要があります。

このオプションは，HCP にデータをマイグレートし，ほかの HVFP/HDI からマイグレートさ

れた HCP のデータを共有しないように設定されている場合に指定できます。

-f
確認メッセージの出力を抑止したい場合に指定します。

--file-system ファイルシステム名

リストア先のファイルシステムの名称を指定します。

--namespace ネームスペース名

マイグレーション先の HCP のネームスペースの名称を指定します。また，マイグレーション

の運用を開始する前にだけ，このオプションを指定します。

このオプションは，HCP にデータをマイグレートし，ほかの HVFP/HDI からマイグレートさ

れた HCP のデータを共有しないように設定されている場合に指定できます。

--skip
障害によってこのコマンドの処理が中断した際，処理を再開する場合に指定します。

このコマンドの処理が中断されたあとに，リストア先のファイルシステムに対して，ファイル

またはディレクトリを追加または削除した場合は，このオプションを指定できません。ファイ

ルシステムを再構築したあとに，このオプションを指定しないで，コマンドを実行してくださ

い。

このオプションは，HCP にデータをマイグレートし，ほかの HVFP/HDI からマイグレートさ

れた HCP のデータを共有しないように設定されている場合に指定できます。

-v
詳細情報を表示する場合に指定します。
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戻り値

表 2-45 arcrestore コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，15※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

5，8，9，10，11※，12，13，
15※，16，17，20，21，23，40，
67※，68※，70，71※，74，75※，

77

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

11※，66，67※，68※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

71※，72，73，75※，76 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

71※，97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

HCP にデータをマイグレートしていたファイルシステムを次の条件でリストアする場合

◦ リストア先のファイルシステム名は fs01とする

◦ HCP のネームスペース名は fs01namespaceとする

$ sudo arcrestore -f --file-system fs01 --namespace fs01namespace

2.30 arcresultctl（タスクのログ情報の管理）

書式

arcresultctl --list --file-system ファイルシステム名

arcresultctl --failedlist --policy ポリシー名 --file-system ファイルシステム名

arcresultctl [-y] [-f] --del [--policy ポリシー名]
   --file-system ファイルシステム名

arcresultctl -h

説明

容量削減タスク，ファイル移動タスクまたはマイグレーションタスクごとに作成されるログファイ

ルを参照または削除します。

このコマンドは，対象のファイルシステムがマウントされているノードで使用できます。

オプションと引数

--del
ログファイルを削除する場合に指定します。
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対象のタスクの処理が完了している場合に削除できます。--failedlistオプションで，対象

のタスクに終了時間が表示されていることを確認してください。

-f
対象のタスクの処理が完了する前に強制的にログファイルを削除する場合に指定します。

--listオプションまたは--failedlistオプションが指定された場合，このオプションの指

定は無視されます。

--failedlist
ログファイルの情報を表示する場合に指定します。

--file-system ファイルシステム名

ファイルシステムの名称を指定します。

--list
ログファイルに対応するポリシーの一覧を表示する場合に指定します。

--policy ポリシー名

ポリシーの名称を指定します。

-y
確認メッセージの出力を抑止したい場合に指定します。

--listオプションまたは--failedlistオプションが指定された場合，このオプションの指

定は無視されます。

表示項目

--listオプションを指定してこのコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-46 --list オプションを指定して arcresultctl コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

File system ファイルシステムの名称が表示されます。

Policies ポリシーの名称が昇順で表示されます。

--failedlistオプションを指定してこのコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示

します。

表 2-47 --failedlist オプションを指定して arcresultctl コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Task Start Time タスクの開始時間が表示されます。

Task End Time タスクの終了時間が表示されます。情報を取得できない場合は，「-」が表示さ

れます。

ファイルまたはディレクト

リのパス，メッセージ IDお

よびメッセージ

ファイルやディレクトリに対するタスクの失敗情報が次の形式で表示されま

す。

＜ファイルまたはディレクトリのパス＞ ＜メッセージ ID＞ ＜メッセージ＞

戻り値

表 2-48 arcresultctl コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了
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戻り値 説明

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，5，8，10，30，31，32，68，
70

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.31 arcschedulepolicy（ホームディレクトリローミング
対応ファイルシステムのマイグレーションの再設定）

書式

arcschedulepolicy --file-system ファイルシステム名
   [--interval-minute {15|30|45|60}]
arcschedulepolicy -h

説明

ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムに対して，HCP へのデータのマイグレーショ

ンを実行する間隔を指定して，マイグレーションを再開します。また，現在の設定を参照すること

もできます。

このコマンドは，対象のファイルシステムに対するマイグレーションタスクのスケジュールが無効

になっている場合に実行できます。

各 HVFP/HDI のマイグレーションの間隔を設定する場合は，各 HVFP/HDI でこのコマンドを実行

する必要があります。

このコマンドを実行したあと，arccancelpolicyコマンドでキャンセルしていたスケジュールの

実行が再開されます。

オプションと引数

--file-system ファイルシステム名

マイグレーションを実行する間隔を指定する，または設定を参照するファイルシステムの名称

を指定します。

--interval-minute {15|30|45|60}
マイグレーションを実行する間隔を指定します（単位：分）。15，30，45 または 60 が指定で

きます。初期設定は「60」です。このオプションを省略した場合は現在の設定が表示されま

す。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。
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表 2-49 arcschedulepolicy コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Interval unit マイグレーションの実行間隔の単位として「minute」が

表示されます。

Interval マイグレーションの実行間隔として設定されている値が

表示されます。

戻り値

表 2-50 arcschedulepolicy コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，10 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

11，65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

12 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.32 arcsslctl（HCP との通信の設定）

書式

arcsslctl {--enable|--disable}
arcsslctl
arcsslctl -h

説明

HCP との通信に HTTPS を使用するかどうかを設定します。また，現在の設定を参照することもで

きます。

オプションと引数

--enable
HCP との通信に HTTPS を使用する場合に指定します。初期設定は「--enable」です。

--disable
HCP との通信に HTTPS を使用しない場合に指定します。この場合は，HTTP が使用されま

す。

なお，すべてのオプションを省略した場合は，現在の設定内容が表示されます。
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表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-51 arcsslctl コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Protocol setting 使用しているプロトコルが表示されます。

HTTP
HTTP を使用している場合に表示されます。

HTTPS
HTTPS を使用している場合に表示されます。

戻り値

表 2-52 arcsslctl コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

66，67 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

71※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

HCP との通信に HTTPS を使用しないよう設定する場合

$ sudo arcsslctl --disable

2.33 arctaskstatus（タスクの前後処理の進捗状況の表示）

書式

arctaskstatus --file-system ファイルシステム名 --policy ポリシー名

arctaskstatus -h

説明

マイグレーション，ファイル移動または容量削減タスクの前処理および後処理の進捗状況を表示し

ます。
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オプションと引数

--file-system ファイルシステム名

前処理および後処理の進捗状況を参照するタスクに対応するファイルシステムの名称を指定

します。

--policy ポリシー名

前処理および後処理の進捗状況を参照するタスクに対応するポリシーの名称を指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-53 タスクの前処理または後処理実行時に arctaskstatus コマンドを実行した場合に表示され
る情報

項目 説明

Pre Task Start Time
または

Post Task Start Time

タスクの前処理または後処理の開始時刻が表示されます。

Target Files 操作対象のファイル数が表示されます。

Success Files 処理に成功したファイルが表示されます。

Rename Events ファイルのリネーム処理を実行する回数が表示されます。

Completion files 処理が完了したファイルの数および処理の完了時刻が表示されます。

表 2-54 タスクの実行中，完了後またはキャンセル時に arctaskstatus コマンドを実行した場合に表
示される情報

項目 説明

Task タスクの状態が表示されます。

Running
タスクが実行中の場合に表示されます。

Completed
後に実行したタスクが完了している場合に表示されます。

Skipped
後に実行したタスクがキャンセルされた場合に表示されます。また，

後に実行したタスクがファイル移動または容量削減タスクで，かつ処理対

象のファイルがなかった場合にも表示されます。

戻り値

表 2-55 arctaskstatus コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，5，8，10，30，68，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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2.34 arcurlget（ファイルの HCP 上の格納先 URL の表示）

書式

arcurlget ファイルのパス

arcurlget -h

説明

HVFP/HDI 上のファイルを指定して，HCP 上にマイグレートされたファイルの格納先 URL を表示

します。

注意：

対象のファイルがマイグレーション中で，まだ HCP 上に格納されていない状態でも，格納先

となる場所の URL が表示されるおそれがあります。

オプションと引数

ファイルのパス

HVFP/HDI 上の対象のファイルを/mnt/で始まる絶対パスで指定します。マイグレートされ

たファイルが HVFP/HDI 上に存在するファイルだけが指定できます。

戻り値

表 2-56 arcurlget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

5，10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.35 avaconfedit（スキャン条件の設定）

書式

avaconfedit --set 項目:値[,項目:値,…]
avaconfedit [-f]
   --del ExcludePath[:スキャン対象から除外するパス,スキャン対象から除外するパス,…]
avaconfedit [-y] 
   --del ExcludePath[:スキャン対象から除外するパス,スキャン対象から除外するパス,…]
avaconfedit --list {項目|all}
avaconfedit -h

説明

スキャン条件を設定します。

スキャン条件を設定する前に，使用するスキャンソフトを設定してください。
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クラスタ内で設定内容が同じになるように，両方のノードに同じスキャン条件を設定してください。

オプションと引数

--del ExcludePath[:スキャン対象から除外するパス,スキャン対象から除外するパス,…]
スキャン対象から除外するパスを削除する場合に指定します。--delオプションのあとに

ExcludePathを指定し，コロン（:）で区切ったあとにスキャン対象から除外するパスを指定

します。複数のパスをスキャン対象から除外する場合は，コンマ（,）で区切って指定します。

パスの指定を省略した場合は，従来スキャン対象から除外していたすべてのパスを，スキャン

対象にします。なお，このオプションは，Symantec 社のスキャンソフトを使用するよう設定

している場合に有効になります。

-f
確認メッセージの出力を抑止したい場合に指定します。

--list {項目|all}
スキャン条件を参照する場合に指定します。指定できる項目については，「表 2-57 avaconfedit
コマンドで--list オプションを指定した場合に表示される情報および--set オプションを指定し

た場合に設定できる情報」を参照してください。すべてのスキャン条件を参照する場合は，all
を指定します。

--set 項目:値[,項目:値,…]
スキャン条件を設定する場合に指定します。--setオプションのあとに項目を指定し，コロン

（:）で区切ったあとに値を指定します。項目および値を複数指定する場合は，コンマ（,）で

区切って指定します。指定できる項目および値については，「表 2-57 avaconfedit コマンドで--
list オプションを指定した場合に表示される情報および--set オプションを指定した場合に設

定できる情報」を参照してください。

表示項目および設定項目

--listオプションを指定した場合に表示される情報および--setオプションを指定した場合に設

定できる情報を次の表に示します。

表 2-57 avaconfedit コマンドで--list オプションを指定した場合に表示される情報および--set オプ
ションを指定した場合に設定できる情報

項目 説明

AccessType スキャンを実施するタイミングです。初期設定は「RW」です。

R
CIFS クライアントがファイルを参照した際にスキャンを実施します。

W
CIFS クライアントがファイルを更新した際にスキャンを実施します。

RW
CIFS クライアントがファイルを参照または更新した際にスキャンを実施します。

ScanType※1 スキャンを実施するファイル種別です。初期設定は「ALL」です。

INCLUDE
設定した拡張子のファイルを対象として，スキャンを実施します。

EXCLUDE
設定した拡張子以外のファイルを対象として，スキャンを実施します。

ALL
すべてのファイルを対象として，スキャンを実施します。

ExcludePath※1 スキャン対象から除外するパスです。1,023 バイト以内で指定します。スキャン対象

から除外するパスは 256 個まで追加できます。

指定できる文字は英数字，感嘆符（!），引用符（"），番号記号（#），ドル記号（$），
パーセント（%），アンパサンド（&），アポストロフィ（'），始め小括弧（(），終わり

小括弧（)），アステリスク（*），正符号（+），コンマ（,），ハイフン（-），ピリオド
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項目 説明

（.），斜線（/），コロン（:），セミコロン（;），始め山括弧（<），等号（=），終わり山

括弧（>），疑問符（?），単価記号（@），始め角括弧（[），円記号（\），終わり角括弧

（]），アクサンシルコンフレックス（^），アンダーライン（_），アクサングラーブ（`），
始め波括弧（{），縦線（|），終わり波括弧（}）および波ダッシュ（~）です。このほ

か，マルチバイト文字が指定できます。

EnableLimitSiz
e※1※2

スキャンするファイルの容量の上限値があるかどうかの設定です。初期設定は

「ENABLE」です。

ENABLE
スキャンするファイルの容量の上限値を設定します。

DISABLE
スキャンするファイルの容量の上限値を設定しません。

LimitSize※1※2 スキャンするファイルの容量の上限値です（単位：MB）。1～9,999 の範囲で指定しま

す。初期設定は「2047」です。

OverSizeAccess
※1※2

スキャンするファイルの容量を制限している場合，上限を超えているファイルにクライ

アントからのアクセスを許可するかどうかの設定です。初期設定は「ENABLE」です。

ENABLE
クライアントから上限を超えたファイルへのアクセスを許可します。

DISABLE
クライアントから上限を超えたファイルへのアクセスを許可しません。

InfectedAction
※1

スキャンサーバで修復できない感染ファイルを検出した場合の対処方法です。初期設

定は「DELETE」です。

ALLOW
クライアントから感染ファイルへのアクセスを許可します。

DENY
クライアントから感染ファイルへのアクセスを拒否します。

DELETE
感染ファイルを削除します。

Notify※1 障害情報の SNMP 通知または E-mail 通知を設定している場合に，感染ファイルの検出

結果を通知するかどうかの設定です。初期設定は「DISABLE」です。

ENABLE
通知します。

DISABLE
通知しません。

NotifyType 障害情報の SNMP 通知または E-mail 通知を設定している場合の通知方法についての

設定です。初期設定は「OFF」です。

OFF
通知しません。

ONCEADAY
1 日 1 回 Anti-Virus Enabler レポート情報を確認して新たに出力されていたと

きに通知します。Anti-Virus Enabler レポート情報を確認する時間は，

NotifyTimeで設定します。

EVERYTIME
Anti-Virus Enabler レポート情報が出力されたときに通知します。

NotifyTime Anti-Virus Enabler レポート情報を確認する時刻です。初期設定は「05:00」です。こ

の項目は，NotifyTypeの設定が「ONCEADAY」の場合に有効です。

Anti-Virus Enabler レポート情報については，「システム構成ガイド」を参照してくだ

さい。

表示される値または指定できる値は次の形式です。

＜ hh＞:＜ mm＞

ScanWorm WORM ファイルのスキャンを実行するかどうかの設定です。初期設定は「DISABLE」

です。

ENABLE
WORM ファイルのスキャンを実行します。

DISABLE
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項目 説明

WORM ファイルのスキャンを実行しません。

ScanStub スタブファイルのスキャンを実行するかどうかの設定です。初期設定は「ENABLE」

です。

ENABLE
スタブファイルのスキャンを実行します。

DISABLE
スタブファイルのスキャンを実行しません。

Timeout HVFP/HDI からスキャンサーバに接続要求を送信してからタイムアウトするまでの時

間です（単位：秒）。0～600 の範囲で指定します。初期設定は「30」です。

ScanTimeout HVFP/HDI からスキャンサーバにスキャン要求を送信してからタイムアウトするまで

の時間です（単位：秒）。1～1,800 の範囲で指定します。初期設定は「60」です。

StubScanTimeou
t

HVFP/HDI からスキャンサーバにスタブファイルのスキャン要求を送信してからタイ

ムアウトするまでの時間です（単位：秒）。1～1,800 の範囲で指定します。初期設定は

「900」です。

Retry スキャンサーバへの接続処理でタイムアウトまたはエラーが発生したときに，利用する

スキャンサーバを切り替える回数です。0～32 の範囲で指定します。初期設定は「1」
です。

ScanningFailsP
rocedure

スキャンに失敗した場合の対処方法です。初期設定は「ALLOW」です。

ALLOW
スキャンに失敗したファイルへのアクセスを許可します。

DENY
スキャンに失敗したファイルへのアクセスを拒否します。

PollingInterva
l

スキャンサーバの状態を確認するためのポーリング間隔です（単位：秒）。1～86,400
の範囲で指定します。初期設定は「300」です。

ScanCacheSize※
1

スキャンを実施した結果，ウイルスに感染していないと判定されたファイルの情報を格

納するキャッシュ容量です（単位：MB）。1～64 の範囲で指定します。初期設定は「8」
です。リアルタイムスキャンが有効な状態で設定を変更した場合，設定の変更を反映す

るためには，リアルタイムスキャンを無効にしたあと再度有効にしてから CIFS サービ

スを再起動する必要があります。

StatInfo Anti-Virus Enabler ユーザー統計情報を出力するかどうかの設定です。初期設定は

「OFF」です。

Anti-Virus Enabler ユーザー統計情報については，「システム構成ガイド」を参照して

ください。

ON
Anti-Virus Enabler ユーザー統計情報を出力します。

OFF
Anti-Virus Enabler ユーザー統計情報を出力しません。

EnableAccessLo
g

Anti-Virus Enabler ライブラリートレースログファイル（antiviruslib.trace）に，ス

キャンの実行履歴情報を出力するかどうかの設定です。初期設定は「ENABLE」です。

ENABLE
スキャンの実行履歴情報を出力します。

DISABLE
スキャンの実行履歴情報を出力しません。

注※1：Symantec 社およびマカフィー社のスキャンソフトを使用している場合に表示および指定で

きます。

注※2：Symantec 社のスキャンソフトを使用している場合に，2GB 以上のサイズのファイルに対し

てスキャンするときは，次のとおり設定してください。

• LimitSizeに 2,047 以下の値を指定する

• EnableLimitSizeおよび OverSizeAccessに「ENABLE」を指定する
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上記とは異なるスキャン条件を設定した場合，CIFS クライアントは 2GB 以上のファイルにアクセ

スできなくなります。また，スキャンが失敗した時点で，スキャンサーバは閉塞します。

戻り値

表 2-58 avaconfedit コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3，4，17 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，16 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

スキャン対象から「/mnt/fs01」を含むパスを除外する場合

$ sudo avaconfedit --set ExcludePath:/mnt/fs01

スキャンサーバを次の条件で設定する場合

◦ スキャンサーバへの接続処理でタイムアウトまたはエラーが発生したときに，利用するス

キャンサーバを 大 2 回切り替える。

◦ スキャンに失敗したファイルへのアクセスを拒否する。

$ sudo avaconfedit --set Retry:2,ScanningFailsProcedure:Deny

2.36 avaextensionsedit（スキャン対象・スキャン対象外
ファイルの拡張子の設定）

書式

avaextensionsedit --add [--noextension {include|exclude}]
   include=拡張子[:拡張子…] exclude=拡張子[:拡張子…]
avaextensionsedit --add [--noextension {include|exclude}]
   {include=拡張子[:拡張子…]|exclude=拡張子[:拡張子…]}
avaextensionsedit [-y] --del [--noextension {include|exclude}]
   include=拡張子[:拡張子…] exclude=拡張子[:拡張子…]
avaextensionsedit [-y] --del [--noextension {include|exclude}]
   {include=拡張子[:拡張子…]|exclude=拡張子[:拡張子…]}
avaextensionsedit --list [include|exclude]
avaextensionsedit -h

説明

スキャン対象にするファイル，またはスキャン対象外にするファイルの拡張子を設定します。

このコマンドは，Symantec 社のスキャンソフトを使用するよう設定している場合に使用できます。
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オプションと引数

--add [--noextension {include|exclude}] include=拡張子[:拡張子…] exclude=拡張子[:拡張子…]
スキャン対象にするかどうかを，ファイルの拡張子で指定します。拡張子は 0～16 文字の範囲

で， 大 255 個まで登録できます。複数の拡張子を指定する場合は，コロン（:）で区切って

指定します。指定できる値を次に示します。

include=拡張子[:拡張子…]
スキャン対象にするファイルの拡張子を指定します。拡張子のないファイルをスキャン

対象とする場合は，--noextensionオプションで includeを指定します。

exclude=拡張子[:拡張子…]
スキャン対象外にするファイルの拡張子を指定します。拡張子のないファイルをスキャ

ン対象外とする場合は，--noextensionオプションで excludeを指定します。

--del [--noextension {include|exclude}] include=拡張子[:拡張子…] exclude=拡張子[:拡張子…]
拡張子を指定して，スキャンの設定を解除します。複数の拡張子を指定する場合は，コロン

（:）で区切って指定します。指定できる値を次に示します。

include=拡張子[:拡張子…]
スキャン対象に設定していた拡張子のうち，その設定を解除する拡張子を指定します。拡

張子のないファイルをスキャン対象とした設定を解除する場合は，--noextensionオプ

ションで includeを指定します。

exclude=拡張子[:拡張子…]
スキャン対象外に設定していた拡張子のうち，その設定を解除する拡張子を指定します。

拡張子のないファイルをスキャン対象外とした設定を解除する場合は，--noextension
オプションで excludeを指定します。

--list [include|exclude]
スキャン対象のファイル・スキャン対象外のファイルの拡張子を参照する場合に指定します。

指定できる値を次に示します。

include
スキャン対象にするファイルの拡張子を参照する場合に指定します。

exclude
スキャン対象外にするファイルの拡張子を参照する場合に指定します。

includeおよび excludeを省略した場合は，スキャン対象に設定したファイル・スキャン対

象外に設定したファイル両方の拡張子を参照できます。

複数の拡張子が登録されている場合は，コロン（:）で区切って表示されます。拡張子のない

ファイルが登録されている場合は，末尾にコロン 2 つ（::）が表示されます。

例：IncludeExtensions :.avw:.ppt::

表示項目

--listオプションを指定してこのコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-59 --list オプションを指定して avaextensionsedit コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

IncludeExtensi
ons

スキャン対象にするファイルの拡張子が表示されます。

ExcludeExtensi
ons

スキャン対象にしないファイルの拡張子が表示されます。
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戻り値

表 2-60 avaextensionsedit コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3，17 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，12，16 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

スキャン対象ファイルとして，拡張子のないファイルおよび拡張子（.avw，.ppt）を登録する場

合

$ sudo avaextensionsedit --add --noextension include include=avw:ppt

スキャン対象外ファイルとして，拡張子（.pdf，.txt）を追加する場合

$ sudo avaextensionsedit --add exclude=pdf:txt

2.37 avascanengineset（使用するスキャンソフトの選択）

書式

avascanengineset [-y] {TMSP|SPE|SSE|MAVSE}
avascanengineset -h

説明

使用するスキャンソフトを選択します。

リアルタイムスキャンサービスが有効になっている場合は，このコマンドを実行する前に，リアル

タイムスキャンサービスを無効にしてください。なお，このコマンドで使用するスキャンソフトを

変更すると，スキャン条件およびスキャンサーバの情報は初期化されます。

クラスタ内で設定内容が同じになるように，同じスキャンソフトを両方のノードに使用してくださ

い。

オプションと引数

{TMSP|SPE|SSE|MAVSE}
使用するスキャンソフトを指定します。指定できるスキャンソフトを次に示します。

TMSP
トレンドマイクロ社のスキャンソフトを使用するよう設定する場合に指定します。

SPEまたは SSE
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Symantec 社のスキャンソフトを使用するよう設定する場合に指定します。SPEまたは

SSEのどちらを指定しても設定に差異はありません。

MAVSE
マカフィー社のスキャンソフトを使用するよう設定する場合に指定します。

戻り値

表 2-61 avascanengineset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，3 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

15 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

Symantec 社のスキャンソフトを使用するよう設定する場合

$ sudo avascanengineset SPE
KAQV30072-Q If a different scanning software is chosen, the scan conditions 
will be re-initialized and the scan server information will be deleted.
Are you sure you want to change the scanning software? (y/n) 

2.38 avaserveradd（スキャンサーバの情報の追加）

書式

avaserveradd スキャンサーバ名:ポート番号[,スキャンサーバ名:ポート番号…]
avaserveradd -h

説明

スキャンサーバの情報を追加します。

オプションと引数

スキャンサーバ名:ポート番号[,スキャンサーバ名:ポート番号…]
スキャンサーバ名を指定し，コロン（:）で区切ったあとにスキャンサーバで使用するポート

番号を指定します。複数のスキャンサーバを追加したい場合は，コンマ（,）で区切って指定

します。スキャンサーバは 32 個まで追加できます。

スキャンサーバ名

スキャンサーバのホスト名，IP アドレスまたはドメイン名を指定します。

ポート番号

130 コマンドリファレンス

コマンドリファレンス



スキャンサーバで使用するポート番号を指定します。

戻り値

表 2-62 avaserveradd コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，3，5，17 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

スキャンサーバの情報を次の条件で追加する場合

◦ スキャンサーバ名を scanserverにする

◦ スキャンサーバで使用するポート番号を 1024にする

$ sudo avaserveradd scanserver:1024

2.39 avaserverdel（スキャンサーバの情報の削除）

書式

avaserverdel [-y] スキャンサーバ名[,スキャンサーバ名…]
avaserverdel [-y] --all
avaserverdel -h

説明

スキャンサーバの情報を削除します。

オプションと引数

--all
すべてのスキャンサーバの情報を削除する場合に指定します。

スキャンサーバ名[,スキャンサーバ名…]
スキャンサーバのホスト名，IP アドレスまたはドメイン名を指定します。複数のスキャンサー

バを削除したい場合は，コンマ（,）で区切って指定します。
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戻り値

表 2-63 avaserverdel コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3，17 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

11 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.40 avaserveredit（スキャンサーバの情報の変更）

書式

avaserveredit --server 変更後のスキャンサーバ名 --port 変更後のポート番号
   スキャンサーバ名

avaserveredit {--server 変更後のスキャンサーバ名|--port 変更後のポート番号}
   スキャンサーバ名

avaserveredit -h

説明

スキャンサーバの情報を変更します。

オプションと引数

--port 変更後のポート番号

変更後のポート番号を指定します。

--server 変更後のスキャンサーバ名

変更後のスキャンサーバのホスト名，IP アドレスまたはドメイン名を指定します。

スキャンサーバ名

変更するスキャンサーバのホスト名，IP アドレスまたはドメイン名を指定します。

戻り値

表 2-64 avaserveredit コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3，5，17 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

21 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

65，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

スキャンサーバの情報を次の条件で変更する場合

◦ スキャンサーバ名を scanserverから 192.168.4.12に変更する

◦ スキャンサーバで使用するポート番号を 1344に変更する

$ sudo avaserveredit --server 192.168.4.12 --port 1344 scanserver

2.41 avaservicestart（リアルタイムスキャンサービスの有
効化）

書式

avaservicestart [-h]

説明

リアルタイムスキャンサービスを有効にします。

このコマンドは，次の条件を満たしている場合に実行できます。

• avascanenginesetコマンドで使用するスキャンソフトが設定されていること

• avaserveraddコマンドでスキャンサーバが登録されていること

なお，接続中の CIFS クライアントに対してリアルタイムスキャンサービスを有効にしたい場合は，

CIFS サービスを再起動してください。

戻り値

表 2-65 avaservicestart コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，14 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

13，20，65※，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

18 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

65※，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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注※

異常終了した要因が複数あります。

2.42 avaservicestatus（リアルタイムスキャンサービスの
状態の表示）

書式

avaservicestatus [-h]

説明

リアルタイムスキャンサービスの状態を表示します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-66 avaservicestatus コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

ScanEngine 使用しているスキャンソフトの名称が表示されます。

スキャンソフトが設定されていない場合は「-」が表示されます。

SPE/SSE
Symantec 社のスキャンソフトが設定されている場合に表示されます。

TMSP
トレンドマイクロ社のスキャンソフトが設定されている場合に表示されます。

MAVSE
マカフィー社のスキャンソフトが設定されている場合に表示されます。

RealTimeScan リアルタイムスキャンサービスの状態が表示されます。

Running
リアルタイムスキャンサービスが有効な場合に表示されます。

Stopped
リアルタイムスキャンサービスが無効な場合に表示されます。

List of
Scanner
Servers

スキャンサーバの情報が次の形式で表示されます。

＜スキャンサーバ名＞ ＜ポート番号＞ ＜スキャンサーバの状態＞

スキャンサーバの状態は次のとおり表示されます。リアルタイムスキャンが無効な場

合は「-」が表示されます。

Normal
スキャンサーバが正常に稼働している場合に表示されます。

Blocked (Server not found)
スキャンサーバの検索に失敗したため，スキャンサーバとの接続を閉塞している

場合に表示されます。

スキャンサーバの IP アドレス，ドメイン名またはホスト名が正しいか確認してく

ださい。

Blocked(Access is impossible)
HVFP/HDI とスキャンサーバでポート番号の設定が異なるため，リアルタイムス

キャンサービスが利用できないため，または HVFP/HDI で指定したスキャンソフ

トとスキャンサーバにインストールされているスキャンソフトが異なるため，ス

キャンサーバとの接続を閉塞している場合に表示されます。

スキャンサーバの IP アドレス，ドメイン名またはホスト名と，スキャンサーバの

ポート番号が正しいことを確認してください。スキャンサーバの通信プロトコル

として ICAP が選択されていることを確認してください。また，HVFP/HDI のス

キャンソフトの設定が正しいことを確認してください。

Blocked (Time-out)
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項目 説明

スキャンサーバがタイムアウトしたため，スキャンサーバとの接続を閉塞してい

る場合に表示されます。

ネットワークに障害が発生していないか確認してください。

Blocked (Version conflict)
HVFP/HDI とスキャンサーバのプロトコルバージョンに互換性がないため，ス

キャンサーバとの接続を閉塞している場合に表示されます。

全ログファイルを取得して，保守員へ連絡してください。

Blocked (License expired)
スキャンサーバにインストールしたスキャンソフトのライセンスが無効なため，

スキャンサーバとの接続を閉塞している場合に表示されます。

スキャンソフトのライセンスが設定されているかどうかを確認してください。

Blocked(Scanner server error)
スキャンサーバで障害が発生したため，スキャンサーバとの接続を閉塞している

場合に表示されます。

スキャンサーバで発生した障害を回復してください。

Blocked (Under registration)
登録したスキャンサーバの情報を HVFP/HDI に反映している場合に表示されま

す。

数分たってから，このコマンドを再実行し，サーバの状態を確認してください。

Blocked (Invalid protocol)
スキャンサーバにインストールされている Hitachi Server Protect Agent と通信

プロトコルが一致していない場合に表示されます。

インストールされている Hitachi Server Protect Agent のバージョンを確認し，

正しいバージョンをインストールしてください。

Blocked (Scanner software is not installed)
スキャンサーバにスキャンソフトがインストールされていない場合に表示されま

す。

スキャンソフトをインストールしてください。

Blocked (Scanner software has stopped)
スキャンサーバにインストールされているスキャンソフトのサービスが停止して

いる場合に表示されます。サービスを起動してください。

Blocked (No access user information)
スキャンサーバに CIFS 共有アクセス用ユーザーの情報が登録されていない場合

に表示されます。情報を登録してください。

Blocked (Invalid access user information)
スキャンサーバに登録されている CIFS 共有アクセス用ユーザーの情報が不正な

場合に表示されます。正しい情報に修正してください。

Deleting
スキャンサーバの削除操作が実行されましたが，CIFS クライアントが使用中の場

合に表示されます。スキャンサーバは，CIFS クライアントが使用し終わった時点

で削除されます。

Error (System failure)
HVFP/HDI で障害が発生している場合に表示されます。

全ログファイルを取得して，保守員へ連絡してください。

戻り値

表 2-67 avaservicestatus コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.43 avaservicestop（リアルタイムスキャンサービスの無
効化）

書式

avaservicestop [-h]

説明

リアルタイムスキャンサービスを無効にします。

リアルタイムスキャンサービスを無効にしたあとは，CIFS クライアントからのアクセス速度を向上

させるために，CIFS サービスを再起動することを推奨します。

戻り値

表 2-68 avaservicestop コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

19 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

65，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.44 bbuschlget（super capacitor の正常性診断スケ
ジュールの表示）

書式

bbuschlget [-h]

説明

このコマンドは，シングルノード構成で，内蔵ハードディスクからユーザーディスクを作成してい

る場合（HDI を除く）に使用できます。

内蔵 RAID コントローラーのキャッシュを保護するための外部電源として搭載されている super
capacitor に対する正常性診断のスケジュールを表示します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。
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表 2-69 bbuschlget コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Schedule settings
for BBU relearn

super capacitor の正常性診断のスケジュールが表示されます。

Day of the month super capacitor の正常性診断の実行日付が 1～31 の範囲で表示されます。

Time super capacitor の正常性診断の実行時刻が hh:mmの形式で表示されます。

戻り値

表 2-70 bbuschlget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.45 bbuschlset（super capacitor の正常性診断スケ
ジュールの設定）

書式

bbuschlset -S 正常性診断スケジュール

bbuschlset -h

説明

このコマンドは，シングルノード構成で，内蔵ハードディスクからユーザーディスクを作成してい

る場合（HDI を除く）に使用できます。

内蔵 RAID コントローラーのキャッシュを保護するための外部電源として搭載されている super
capacitor に対する正常性診断のスケジュールを設定します。

正常性診断では，super capacitor を完全に放電し，充電してから正常性を検査します。super
capacitor に対する正常性診断には 1～5 分程度掛かります。運用に影響のないスケジュールを設定

してください。

オプションと引数

-S 正常性診断スケジュール

super capacitor の正常性診断のスケジュールを次の形式で指定します。

＜日付＞-＜時刻＞

＜日付＞には，1～31 を指定します。29～31 を指定した場合は，その日付が存在する月だけ正

常性診断が実行されます。

＜時刻＞には，0～23 を指定します。

初期設定は「1-0（毎月 1 日 0:00 に正常性診断を実行する）」です。
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戻り値

表 2-71 bbuschlset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

super capacitor の正常性診断を毎月 15 日の 1:00 に実行する場合

$ sudo bbuschlset -S 15-01

2.46 bmcctl（BMC ポートのインターフェースの管理）

書式（クラスタ構成の場合）

bmcctl -a {固有 IPアドレス 1[:[固有 IPアドレス 2]]|
   [固有 IPアドレス 1]:固有 IPアドレス 2} -n ネットマスク [-g ゲートウェイ]
bmcctl --account
bmcctl
bmcctl -h

書式（HDI を除くシングルノード構成の場合）

bmcctl -a IPアドレス [-n ネットマスク] [-g ゲートウェイ]
bmcctl --account
bmcctl
bmcctl -h

説明

BMC ポートのインターフェースを設定します。また，現在の設定を参照することもできます。

このコマンドは，IPv6 形式の IP アドレスが設定できません。

BMC ポートを IP スイッチに接続する構成でネットワークアドレスを変更する場合は，管理ポート

の設定を変更したあとで，BMC ポートを同じネットワークアドレスに変更する必要があります。

オプションと引数

-a {固有 IP アドレス 1[:[固有 IP アドレス 2]]|[固有 IP アドレス 1]:固有 IP アドレス 2}
クラスタ構成の場合の指定形式です。

BMC ポートの固有 IP アドレスを指定します。コマンドを実行するノードの IP アドレスを固

有 IP アドレス 1 に，もう一方のノードの IP アドレスを固有 IP アドレス 2 に指定します。な

お，現在の固有 IP アドレスの片方だけを変更する場合は，もう片方の指定は省略できます。

-a IP アドレス
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シングルノード構成の場合の指定形式です。

BMC ポートの IP アドレスを指定します。

--account
ログインしているノードの BMC アカウントを設定する場合に指定します。

-g ゲートウェイ

デフォルトゲートウェイを IP アドレスで指定します。空文字列（「""」や「''」など）を指定す

ると，現在のデフォルトゲートウェイの設定が解除されます。

-n ネットマスク

ネットマスクを指定します。指定した値は，固有 IP アドレスのネットマスクとして使用され

ます。シングルノード構成の場合にこのオプションを省略すると現在の設定値が引き継がれ

ます。

なお，すべてのオプションを省略した場合は，現在の設定内容が表示されます。

表示項目

クラスタ構成で，このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。なお，BMC
ポートのインターフェースを設定していない場合は，ポート名だけが表示されます。

表 2-72 クラスタ構成で bmcctl コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Interface ポート名が表示されます。

ノード番号，ホスト名 クラスタを構成しているノードのうち，現在ログインしているノードの情報が

次の形式で表示されます。

＜ノード番号＞(＜ホスト名＞)
Fixed IP addr※1 現在ログインしているノードの固有 IP アドレスが表示されます。

Netmask※1 現在ログインしているノードのネットマスクが表示されます。

Gateway※1 ゲートウェイの IP アドレスが表示されます。デフォルトゲートウェイが設

定されていない場合は，0.0.0.0と表示されます。

ノード番号，ホスト名 クラスタを構成しているノードのうち，もう一方のノードの情報が次の形式で

表示されます。

＜ノード番号＞(＜ホスト名＞)
Fixed IP addr※1※2 もう一方のノードの固有 IP アドレスが表示されます。

Netmask※1※2 もう一方のノードのネットマスクが表示されます。

Gateway※1※2 ゲートウェイの IP アドレスが表示されます。デフォルトゲートウェイが設

定されていない場合は 0.0.0.0と表示されます。

注※1
固有 IP アドレス，ネットマスクおよびゲートウェイの IP アドレスを取得できない場合は，

Invalid(None)と表示されます。

注※2
もう一方のノードから取得した情報に誤りがある場合は，Invalid(＜不正値＞)が表示されま

す。また，もう一方のノードから情報を取得できない場合は，Unknownと表示されます。

また，シングルノード構成で，このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

なお，BMC ポートのインターフェースを設定していない場合は，ポート名だけが表示されます。
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表 2-73 シングルノード構成で bmcctl コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Interface ポート名が表示されます。

IP address※ IP アドレスが表示されます。

Netmask※ ネットマスクが表示されます。

Gateway※ ゲートウェイの IP アドレスが表示されます。デフォルトゲートウェイが設

定されていない場合は，0.0.0.0と表示されます。

注※

IP アドレス，ネットマスクおよびゲートウェイの IP アドレスを取得できない場合は，

Invalid(None)と表示されます。

戻り値

表 2-74 bmcctl コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，71※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

BMC ポートのインターフェースを次の条件で設定する場合

◦ 固有 IP アドレスは 172.19.23.31 と 172.19.23.32 とする

◦ ネットマスクは 255.255.255.0 とする

$ sudo bmcctl -a 172.19.23.31:172.19.23.32 -n 255.255.255.0
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2.47 cachedbadbbuget（内蔵 RAID コントローラーの
キャッシュ動作の表示）

書式

cachedbadbbuget [-h]

説明

このコマンドは，HDI を除くシングルノード構成の場合に使用できます。

ユーザーディスクに対する内蔵 RAID コントローラーのキャッシュ動作に関する情報を表示しま

す。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-75 cachedbadbbuget コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Default Cache Policy 内蔵 RAID コントローラーのキャッシュ動作に関する設定値が次の形式で表示さ

れます。

＜ディスク書き込み時のキャッシュ動作＞, ＜ディスク読み込み時のキャッシュ
動作＞, Direct, ＜ super capacitorのバッテリー残量が低下した際の
ディスク書き込み時のキャッシュ動作＞

＜ディスク書き込み時の

キャッシュ動作＞

ディスク書き込み時のキャッシュ動作の設定値が表

示されます。

Write Back
ライトバック方式が設定されている場合に表示

されます。

Write Through
ライトスルー方式が設定されている場合に表示

されます。

＜ディスク読み込み時の

キャッシュ動作＞

ディスク読み込み時のキャッシュ動作の設定値が表

示されます。

ReadAdaptive
適応先読みをする場合に表示されます。

ReadAheadNone
先読みをしない場合に表示されます。

＜ super capacitor の
バッテリー残量が低下し

た際のディスク書き込み

時のキャッシュ動作＞

super capacitor のバッテリー残量が低下した際の，

ユーザーディスクに対するディスク書き込み時の

キャッシュ動作の設定値が表示されます。

Write Cache OK if Bad BBU
ライトバック方式が設定されている場合に表示

されます。

No Write Cache if Bad BBU
ライトスルー方式が設定されている場合に表示

されます。

なお，super capacitor のバッテリー残量が低下した

際の，OS ディスクおよび共有 LU に対するディスク

書き込み時のキャッシュ動作は，常にライトスルー方

式が設定されます。

Current Cache Policy 現在適用されている内蔵 RAID コントローラーのキャッシュ動作が次の形式で表

示されます。

＜ディスク書き込み時のキャッシュ動作＞, ＜ディスク読み込み時のキャッシュ
動作＞, Direct, ＜ super capacitorのバッテリー残量が低下した際の
ディスク書き込み時のキャッシュ動作＞
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項目 説明

＜ディスク書き込み時の

キャッシュ動作＞

ディスク書き込み時のキャッシュ動作が表示されま

す。

Write Back
ライトバック方式が適用されている場合に表示

されます。

Write Through
ライトスルー方式が適用されている場合に表示

されます。

＜ディスク読み込み時の

キャッシュ動作＞

ディスク読み込み時のキャッシュ動作が表示されま

す。

ReadAdaptive
適応先読みをする設定が適用されている場合に

表示されます。

ReadAheadNone
先読みをしない設定が適用されている場合に表

示されます。

＜ super capacitor の
バッテリー残量が低下し

た際のディスク書き込み

時のキャッシュ動作＞

super capacitor のバッテリー残量が低下した際の，

ユーザーディスクに対するディスク書き込み時の

キャッシュ動作が表示されます。

Write Cache OK if Bad BBU
ライトバック方式が設定されている場合に表示

されます。

No Write Cache if Bad BBU
ライトスルー方式が設定されている場合に表示

されます。

なお，super capacitor のバッテリー残量が低下した

際の，OS ディスクおよび共有 LU に対するディスク

書き込み時のキャッシュ動作は，常にライトスルー方

式が設定されます。

戻り値

表 2-76 cachedbadbbuget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.48 cachedbadbbuset（super capacitor のバッテリー残
量が低下した際の内蔵 RAID コントローラーのキャッシュ
動作の設定）

書式

cachedbadbbuset {--wb|--wt}
cachedbadbbuset -h
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説明

このコマンドは，HDI を除くシングルノード構成の場合に使用できます。

super capacitor のバッテリー残量が低下した際の，ユーザーディスクに対する内蔵 RAID コント

ローラーのキャッシュ動作を設定します。

なお，super capacitor のバッテリー残量が低下した際の，OS ディスクおよび共有 LU に対するディ

スク書き込み時のキャッシュ動作は，常にライトスルー方式が設定されます。

注意：

このコマンドは，必ず保守員の指示に従って実行してください。

オプションと引数

--wb
super capacitor のバッテリー残量が低下した際の，ユーザーディスクに対するディスク書き込

み時のキャッシュ動作をライトバック方式に設定する場合に指定します。ライトバック方式

に設定すると，システム性能は向上しますが，障害発生時に内蔵ハードディスクに書き込まれ

ていなかったデータが失われるおそれがあります。

--wt
super capacitor のバッテリー残量が低下した際の，ユーザーディスクに対するディスク書き込

み時のキャッシュ動作をライトスルー方式に設定する場合に指定します。初期設定は「--wt」
です。

戻り値

表 2-77 cachedbadbbuset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

super capacitor のバッテリー残量が低下した際の，ユーザーディスクに対するディスク書き込み時

のキャッシュ動作をライトバック方式に設定する場合

$ sudo cachedbadbbuset --wb

2.49 cifsbackup（CIFS 共有の情報のバックアップ）

書式

cifsbackup ファイルシステム名 情報定義ファイル名

cifsbackup -h

説明

指定したファイルシステム単位で CIFS 共有の情報をバックアップします。
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なお，バックアップした CIFS 共有の情報は，cifsrestoreコマンドでリストアできます。バッ

クアップした際に，同一の共有ディレクトリに対して複数の CIFS 共有を作成していた場合は，バー

ジョン 3.2.1-03 より前の HVFP/HDI ではリストアできません。

指定するファイルシステムが属しているリソースグループが，コマンドを実行するノード上で正常

に稼働している必要があります。また，リソースグループがフェールオーバーしている場合でも

CIFS 共有の情報をバックアップできます。ただし，コマンドを実行したフェールオーバー先のノー

ド上に情報定義ファイルが作成されます。

オプションと引数

ファイルシステム名

CIFS 共有の情報をバックアップするファイルシステムの名称を指定します。

情報定義ファイル名

CIFS 共有の情報をバックアップする情報定義ファイルの名称を指定します。

情報定義ファイル名は，255 文字以内で指定します。使用できる文字は英数字，ハイフン（-）
およびアンダーライン（_）です。ただし，ハイフン（-）はファイル名の先頭には指定できま

せん。ピリオド（.）も使用できますが，先頭および末尾には指定できません。

情報定義ファイルは SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）の直下に出

力されます。/home/nasrootディレクトリ直下の既存のファイルと同じ名称は使えません。

注意：

・情報定義ファイルの内容を編集しないでください。情報定義ファイルの内容を編集した

場合は，正常にリストアできなくなるおそれがあります。

・情報定義ファイルは，scpコマンドまたはそのほかの安全な転送ツールを使用して，リ

モートホストに転送し保管できます。

戻り値

表 2-78 cifsbackup コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，66※，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

CIFS 共有の情報を次の条件でバックアップする場合

◦ ファイルシステム名は FS1とする

◦ 情報定義ファイル名は FS1_cifsshares.xmlとする
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$ sudo cifsbackup FS1 FS1_cifsshares.xml

2.50 cifscreate（CIFS 共有の作成）

書式

Advanced ACL タイプの場合

cifscreate -x CIFS共有名 -d 共有ディレクトリ [-a use]
   [-s {make_public|do_not_make_public|allow|deny}:ホスト名[,ホスト名…]]
   [-c コメント] [-b {permit|do_not_permit}] [-p {ro|rw}]
   [-g {allow|disallow|default}]
   {[-f {ro|rw|none},{ro|rw|none},{ro|rw|none}]
    [-F {ro|rw|none},{ro|rw|none},{ro|rw|none}]|
    [--owner-only]}
   [-S {write_and_close|close|none|default}]
   [-C {use|do_not_use|default}]
   [-D add:ユーザー名[,ユーザー名…]] [-A add:ユーザー名[,ユーザー名…]]
   [-o 拡張オプション] [-q]

拡張オプション：

homedir={use|do_not_use}
acsucc={ログ採取契機[,ログ採取契機…]|none|default}
acfail={ログ採取契機[,ログ採取契機…]|none|default}
acpol={parallel|serial|default}
vss={default|do_not_use}
roc={use|do_not_use|default}
abe={use|do_not_use|default}
ola={use|do_not_use}

Classic ACL タイプの場合

cifscreate -x CIFS共有名 -d 共有ディレクトリ [-a {use|not_use}]
   [-s {make_public|do_not_make_public|allow|deny}:ホスト名[,ホスト名…]]
   [-c コメント] [-b {permit|do_not_permit}] [-p {ro|rw}]
   [-f {ro|rw|none},{ro|rw|none},{ro|rw|none}]
   [-F {ro|rw|none},{ro|rw|none},{ro|rw|none}]
   [-g {allow|disallow|default}]
   [-S {write_and_close|close|none|default}] 
   [-C {use|do_not_use|default}]
   [-t {write_permitted_users|owner_only|default}]
   [-D add:ユーザー名[,ユーザー名…]] [-A add:ユーザー名[,ユーザー名…]]
   [-o 拡張オプション] [-q]
cifscreate -h

拡張オプション：

homedir={use|do_not_use}
acsucc={ログ採取契機[,ログ採取契機…]|none|default}
acfail={ログ採取契機[,ログ採取契機…]|none|default}
acpol={parallel|serial|default}
vss={default|do_not_use}
roc={use|do_not_use|default}
abe={use|do_not_use|default}
ola={use|do_not_use}

説明

指定した属性で CIFS 共有を作成します。

同一の共有ディレクトリに対して複数の CIFS 共有を作成することで，共有ディレクトリに複数の

CIFS 共有名を割り当てることができます。共有ディレクトリに複数の CIFS 共有名を割り当てる

運用をする場合は，次のことを確認してください。

• CIFS 共有を作成または変更する際には，コマンドを使用することを推奨します。
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• GUI では，対象の共有ディレクトリに対して 初に作成された CIFS 共有の情報だけが表示さ

れます。

オプションと引数

-a {use|not_use}
CIFS クライアントに ACL の参照・設定を許可するかどうかを指定します。このオプションを

省略した場合は，useが設定されます。

use
CIFS クライアントに ACL の参照・設定を許可する場合に指定します。

CIFS 共有の作成後，CIFS クライアントに ACL の参照・設定を許可しない設定

（not_use）に変更することはできません。

not_use
CIFS クライアントに ACL の参照・設定を許可しない場合に指定します。not_useの代

わりに notを指定することもできます。

-A add:ユーザー名[,ユーザー名…]
ユーザーまたはグループごとに CIFS 共有への書き込みを許可する場合に指定します。グルー

プを指定する場合は，グループ名の前に単価記号（@）を付けます。ユーザー名またはグルー

プ名を複数指定する場合は，コンマ（,）で区切って指定します。ただし，ユーザー名が単価

記号（@）で始まるユーザー，およびドメイン名が単価記号（@）で始まるドメインに所属する

ユーザーは指定できません。また，ユーザーマッピングを使用している場合，グループ名に

Windows ドメインのビルトイングループは指定できません。

ファイルシステムが読み取り専用でマウントされている場合は，書き込みを許可するユーザー

またはグループを指定しても無効となります。また，-Dオプションおよび-Aオプションに同

じユーザーまたはグループを指定した場合，-Aオプションに指定した内容が有効になります。

-b {permit|do_not_permit}
CIFS クライアント環境で，CIFS 共有名を一覧に表示するかどうかを指定します。このオプ

ションを省略した場合は，permitが設定されます。

permit
共有名を一覧に表示する場合に指定します。

do_not_permit
共有名を一覧に表示しない場合に指定します。do_not_permitの代わりに notを指定

することもできます。

-c コメント

CIFS 共有のコメントを 256 文字以内で指定します。このオプションを省略した場合は，コメ

ントなしとなります。

指定できる文字は英数字，感嘆符（!），番号記号（#），ドル記号（$），アンパサンド（&），ア

ポストロフィ（'），始め小括弧（(），終わり小括弧（)），アステリスク（*），正符号（+），
コンマ（,），ハイフン（-），ピリオド（.），斜線（/），コロン（:），始め山括弧（<），終わ

り山括弧（>），疑問符（?），単価記号（@），始め角括弧（[），円記号（\），終わり角括弧（]），
アクサンシルコンフレックス（^），アンダーライン（_），アクサングラーブ（`），始め波括弧

（{），縦線（|），終わり波括弧（}）および波ダッシュ（~）です。スペースは，文字列の先頭

および末尾には指定できません。また，円記号（\）は文字列の末尾には指定できません。こ

のほか，マルチバイト文字も指定できます。

-C {use|do_not_use|default}
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CIFS 共有内のファイルの更新データをクライアントにキャッシュするかどうかを指定しま

す。このオプションを省略した場合は，defaultが設定されます。

use
CIFS 共有内のファイルの更新データをクライアントにキャッシュする場合に指定しま

す。useを指定した場合，クライアントに CIFS 共有内のファイルの更新データをキャッ

シュすることで性能を向上できます。ただし，CIFS クライアントやネットワークで障害

が発生した場合のデータの信頼性が低下するおそれがあります。

do_not_use
CIFS 共有内のファイルの更新データをクライアントにキャッシュしない場合に指定しま

す。do_not_useの代わりに notを指定することもできます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Performance）で設定した CIFS サービス構成定義に従う場合に指定しま

す。

-d 共有ディレクトリ

CIFS 共有を作成するディレクトリを 256 文字以内の/mnt/で始まる絶対パスで指定します。

差分スナップショットの自動作成スケジュール（共有の自動作成）を運用する場合，絶対パス

が 241 文字以内になるようにしてください。

ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムでは，マウントポイントを共有ディレク

トリとして指定する必要があります。

指定できる文字は，英数字，感嘆符（!），番号記号（#），ドル記号（$），パーセント（%），ア

ンパサンド（&），アポストロフィ（'），始め小括弧（(），終わり小括弧（)），正符号（+），
コンマ（,），ハイフン（-），ピリオド（.），斜線（/），セミコロン（;），等号（=），単価記

号（@），始め角括弧（[），終わり角括弧（]），アクサンシルコンフレックス（^），アンダーラ

イン（_），アクサングラーブ（`），始め波括弧（{），終わり波括弧（}），波ダッシュ（~）お

よびスペースです。このほか，マルチバイト文字も指定できます。ただし，シンボリックリン

クを含むパスは指定できません。また，「.snaps」および「.history」というディレクトリ名は

指定できません。「.arc」，「.system_gi」，「.system_reorganize」，「lost+found」および「.lost
+found」は，ファイルシステム直下のディレクトリの名称として指定できません。末尾に指定

した斜線およびスペースは削除されます。

-D add:ユーザー名[,ユーザー名…]
ユーザーまたはグループごとに CIFS 共有への書き込みを許可しない場合に指定します。グ

ループを指定する場合は，グループ名の前に単価記号（@）を付けます。ユーザー名またはグ

ループ名を複数指定する場合は，コンマ（,）で区切って指定します。ただし，ユーザー名が

単価記号（@）で始まるユーザー，およびドメイン名が単価記号（@）で始まるドメインに所属

するユーザーは指定できません。また，ユーザーマッピングを使用している場合，グループ名

に Windows ドメインのビルトイングループは指定できません。

なお，-Dオプションおよび-Aオプションに同じユーザーまたはグループを指定した場合，-A
オプションに指定した内容が有効になります。

-f {ro|rw|none},{ro|rw|none},{ro|rw|none}
書き込みを許可した CIFS 共有で新規に作成されるファイルのアクセス権を，オーナー，所有

グループ，その他（Advanced ACL タイプのファイルシステムの場合はすべてのユーザーまた

はグループ）の順で指定します。

このオプションは--owner-onlyオプションと同時に指定できません。

指定できる値を次に示します。

ro
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ファイルの読み取りだけを許可する場合に指定します。設定されるパーミッションは

r--です。

rw
ファイルの読み取りおよび書き込みを許可する場合に指定します。設定されるパーミッ

ションは rw-です。

none
ファイルの書き込みおよび読み取りを許可しない場合に指定します。設定されるパー

ミッションは---です。

CIFS 共有が属するファイルシステムの ACL タイプに応じて，このオプションを省略したとき

に次のとおりアクセス権が設定されます。

◦ Advanced ACL タイプの場合

-Fオプションと，このオプションを同時に省略した場合は，--owner-onlyオプション

を指定したときと同じように，オーナーだけにすべての権限が設定されます。このとき設

定されるパーミッションは rwx------です。

-Fオプションを指定して，このオプションを省略した場合は，「rw,ro,ro」が設定されま

す。このとき設定されるパーミッションは rw-r--r--です。

◦ Classic ACL タイプの場合

このオプションを省略した場合は，「rw,ro,ro」が設定されます。設定されるパーミッショ

ンは rw-r--r--です。

注意：

◦ オーナーに対して roまたは noneを指定すると，オーナーであっても新規作成されたファ

イルへの書き込みができなくなります。

◦ Advanced ACL タイプのファイルシステムでは所有グループの指定に応じて，すべての

ユーザーまたはグループに次のとおりアクセス権を指定する必要があります。

・所有グループに roを指定する場合は，すべてのユーザーまたはグループに roまたは

noneを指定してください。rwを指定すると，所有グループに所属するユーザー（オーナー

も含む）は新規作成されたファイルの書き込みができなくなります。

・所有グループに noneを指定する場合は，すべてのユーザーまたはグループに noneを指

定してください。rwを指定すると所有グループに所属するユーザー（オーナーも含む）は

新規作成されたファイルの読み取りおよび書き込みが，roを指定すると読み取りができな

くなります。

-F {ro|rw|none},{ro|rw|none},{ro|rw|none}
書き込みを許可した CIFS 共有で新規に作成されるディレクトリのアクセス権を，オーナー，

所有グループ，その他（Advanced ACL タイプのファイルシステムの場合はすべてのユーザー

またはグループ）の順で指定します。

このオプションは--owner-onlyオプションと同時に指定できません。

指定できる値を次に示します。

ro
ディレクトリの読み取りだけを許可する場合に指定します。設定されるパーミッション

は r-xです。

rw
ディレクトリの読み取りおよび書き込みを許可する場合に指定します。設定されるパー

ミッションは rwxです。

none
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ディレクトリの書き込みおよび読み取りを許可しない場合に指定します。設定される

パーミッションは--xです。

CIFS 共有が属するファイルシステムの ACL タイプに応じて，このオプションを省略したとき

に次のとおりアクセス権が設定されます。

◦ Advanced ACL タイプの場合

-fオプションと，このオプションを同時に省略した場合は，--owner-onlyオプション

を指定したときと同じように，オーナーだけにすべての権限が設定されます。このとき設

定されるパーミッションは rwx------です。

-fオプションを指定して，このオプションを省略した場合は，「rw,ro,ro」が設定されま

す。このとき設定されるパーミッションは rwxr-xr-xです。

◦ Classic ACL タイプの場合

このオプションを省略した場合は，「rw,ro,ro」が設定されます。設定されるパーミッショ

ンは rwxr-xr-xです。

注意：

◦ オーナーに対して roまたは noneを指定すると，オーナーであっても新規作成されたディ

レクトリへの書き込みができなくなります。

◦ Advanced ACL タイプのファイルシステムでは所有グループの指定に応じて，すべての

ユーザーまたはグループに次のとおりアクセス権を指定する必要があります。

・所有グループに roを指定する場合は，すべてのユーザーまたはグループに roまたは

noneを指定してください。rwを指定すると，所有グループに所属するユーザー（オーナー

も含む）は新規作成されたディレクトリの書き込みができなくなります。

・所有グループに noneを指定する場合は，すべてのユーザーまたはグループに noneを指

定してください。rwを指定すると所有グループに所属するユーザー（オーナーも含む）は

新規作成されたディレクトリの読み取りおよび書き込みが，roを指定すると読み取りがで

きなくなります。

-g {allow|disallow|default}
ゲストアカウントでのアクセスを許可するかどうかを指定します。なお，ゲストアカウント

は，CIFS サービスの認証モードにかかわらず，nobody（ユーザー ID：65534）として扱わ

れます。そのため，ゲストアカウントでのアクセスを許可する CIFS 共有では，nobodyでア

クセスされることを考慮して，アクセス権を設定してください。ゲストアカウント（nobody）
を対象とした ACL は設定できません。

このオプションを省略した場合は，対象のファイルシステムがホームディレクトリローミング

機能に対応しているかどうかで設定される値が異なります。

◦ ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムの場合：disallow
◦ ホームディレクトリローミング対応ファイルシステム以外の場合：default
ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムの場合は，disallowを指定してくださ

い。

allow
CIFS 共有にゲストアカウントでのアクセスを許可する場合に指定します。

disallow
CIFS 共有にゲストアカウントでのアクセスを許可しない場合に指定します。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Security）で設定した CIFS サービス構成定義に従う場合に指定します。
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-o 拡張オプション

CIFS 共有に設定する拡張オプションを指定します。拡張オプションは，次に示す書式で指定

します。

オプション識別子=値 …
「オプション識別子=値」が，拡張オプションを指定する単位です。複数の拡張オプションを組

み合わせて指定できます。複数の拡張オプションを指定する場合は，各オプション間をスペー

スで区切ります。

指定できる拡張オプションを次に示します。

homedir={use|do_not_use}
CIFS 共有でホームディレクトリの自動作成機能を使用するかどうかを指定します。

このオプションを省略した場合は，対象のファイルシステムがホームディレクトリローミ

ング機能に対応しているかどうかで設定される値が異なります。

・ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムの場合：use
・ホームディレクトリローミング対応ファイルシステム以外の場合：do_not_use
ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムの場合は，do_not_useを指定でき

ません。

use
ホームディレクトリの自動作成機能を使用する場合に指定します。useを指定した場合，

CIFS クライアントが CIFS 共有にアクセスしたときに，アクセスしたユーザー名称の

ディレクトリ（ただし，すべて小文字に変換される）が，そのユーザーのホームディレク

トリとして，-dオプションで指定した共有ディレクトリ直下に作成されるようになりま

す。

do_not_use
ホームディレクトリの自動作成機能を使用しない場合に指定します。do_not_useの代

わりに notを指定することもできます。

acsucc={ログ採取契機[,ログ採取契機…]|none|default}
CIFS クライアントから CIFS 共有への操作が成功したアクセスのログを採取するかどう

かを設定します。この拡張オプションを省略した場合は，defaultが設定されます。

なお，この拡張オプションでの設定内容は，［Access Protocol Configuration］ダイアロ

グの［CIFS Service Management］ページ（Setting Type：Security）で CIFS サービス

構成定義として CIFS アクセスログ機能を使用することが指定されている場合に有効に

なります。

ログ採取契機

操作が成功したアクセスについてのログを採取する場合，次の表に示す値でその契機を指

定します。複数指定する場合は，コンマ（,）で区切ってください。

値 説明

lfld フォルダ一覧の表示が成功したアクセスのログを採取する場合に指定します。

rdat データの読み取りが成功したアクセスのログを採取する場合に指定します。

wdat ファイルの作成またはデータの書き込みが成功したアクセスのログを採取する

場合に指定します。

cfld フォルダの作成が成功したアクセスのログを採取する場合に指定します。

del ファイルまたはフォルダの削除が成功したアクセスのログを採取する場合に指

定します。

rper ファイルまたはフォルダのアクセス許可の読み取りが成功したアクセスのログ

を採取する場合に指定します。
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値 説明

cper ファイルまたはフォルダのアクセス許可の変更が成功したアクセスのログを採

取する場合に指定します。

cown ファイルまたはフォルダの所有権の変更が成功したアクセスのログを採取する

場合に指定します。

rename ファイルまたはフォルダの名称の変更が成功したアクセスのログを採取する場

合に指定します。

con CIFS 共有への接続または切断が成功したアクセスのログを採取する場合に指

定します。

none
操作が成功したアクセスについてのログを採取しない場合に指定します。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Security）で設定した CIFS サービス構成定義に従う場合に指定します。

acfail={ログ採取契機[,ログ採取契機…]|none|default}
CIFS クライアントから CIFS 共有への操作が失敗したアクセスのログを採取するかどう

かを設定します。この拡張オプションを省略した場合は，defaultが設定されます。

なお，この拡張オプションでの設定内容は，［Access Protocol Configuration］ダイアロ

グの［CIFS Service Management］ページ（Setting Type：Security）で CIFS サービス

構成定義として CIFS アクセスログ機能を使用することが指定されている場合に有効に

なります。

ログ採取契機

操作が失敗したアクセスについてのログを採取する場合，次の表に示す値でその契機を指

定します。複数指定する場合は，コンマ（,）で区切ってください。

値 説明

lfld フォルダ一覧の表示が失敗したアクセスのログを採取する場合に指定します。

rdat データの読み取りが失敗したアクセスのログを採取する場合に指定します。

wdat ファイルの作成またはデータの書き込みが失敗したアクセスのログを採取する

場合に指定します。

cfld フォルダの作成が失敗したアクセスのログを採取する場合に指定します。

del ファイルまたはフォルダの削除が失敗したアクセスのログを採取する場合に指

定します。

rper ファイルまたはフォルダのアクセス許可の読み取りが失敗したアクセスのログ

を採取する場合に指定します。

cper ファイルまたはフォルダのアクセス許可の変更が失敗したアクセスのログを採

取する場合に指定します。

cown ファイルまたはフォルダの所有権の変更が失敗したアクセスのログを採取する

場合に指定します。

rename ファイルまたはフォルダの名称の変更が失敗したアクセスのログを採取する場

合に指定します。

con CIFS 共有への接続または切断が失敗したアクセスのログを採取する場合に指

定します。

none
操作が失敗したアクセスについてのログを採取しない場合に指定します。

default
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［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Security）で設定した CIFS サービス構成定義に従う場合に指定します。

acpol={parallel|serial|default}
CIFS クライアントからのアクセスの処理方法を指定します。このオプションを省略した

場合は，defaultが設定されます。

parallel
アクセスをパラレルに処理する場合に指定します。

serial
アクセスをシリアルに処理する場合に指定します。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Performance）で設定した CIFS サービス構成定義に従う場合に指定しま

す。

vss={default|do_not_use}
Volume Shadow Copy Service を使用するかどうかを指定します。このオプションを省

略した場合は，defaultが設定されます。ただし， 新差分スナップショット公開用ファ

イルシステムの CIFS 共有の場合は，このオプションの指定にかかわらず，do_not_use
が設定されます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Basic）で設定した CIFS サービス構成定義に従う場合に指定します。

do_not_use
Volume Shadow Copy Service を使用しない場合に指定します。do_not_useの代わり

に notを指定することもできます。

roc={use|do_not_use|default}
複数の CIFS クライアントによるファイルへのアクセス競合が発生した場合に，読み取り

専用のクライアントキャッシュを使用するかどうかを指定します。このオプションを省

略した場合は，defaultが設定されます。なお，ファイル共有に NFS プロトコルでもア

クセスする場合は，更新が反映されないおそれがあるため，この設定を有効にしないこと

を推奨します。

use
読み取り専用のクライアントキャッシュを使用する場合に指定します。-Cオプションに

do_not_use以外を指定している場合に，useを指定できます。

do_not_use
読み取り専用のクライアントキャッシュを使用しない場合に指定します。do_not_use
の代わりに notを指定することもできます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Performance）で設定した CIFS サービス構成定義に従う場合に指定しま

す。

abe={use|do_not_use|default}
アクセスベースの列挙を有効にするかどうかを指定します。

このオプションを省略した場合は，対象のファイルシステムがホームディレクトリローミ

ング機能に対応しているかどうかで設定される値が異なります。

・ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムの場合：use
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・ホームディレクトリローミング対応ファイルシステム以外の場合：default
use
アクセスベースの列挙を有効にする場合に指定します。

do_not_use
アクセスベースの列挙を無効にする場合に指定します。do_not_useの代わりに notを

指定することもできます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Security）で設定した CIFS サービス構成定義に従う場合に指定します。

ola={use|do_not_use}
オフライン属性を有効にするかどうかを指定します。このオプションを省略した場合は，

useが設定されます。

use
オフライン属性を有効にする場合に指定します。

do_not_use
オフライン属性を無効にする場合に指定します。do_not_useの代わりに notを指定す

ることもできます。オフライン属性が有効になっていると正常に動作しないアプリケー

ションを使用している場合にだけ無効にしてください。

--owner-only
書き込みを許可した CIFS 共有で新規に作成されるファイルまたはディレクトリのアクセス権

として，オーナーだけにすべての権限を設定します。設定されるパーミッションは

rwx------です。このオプションは，CIFS 共有に属するファイルシステムが Advanced ACL
タイプの場合に指定できます。また，このオプションは-fオプションおよび-Fオプションと

同時に指定できません。

-p {ro|rw}
CIFS 共有へのアクセス権を指定します。このオプションを省略した場合は，rwが設定されま

す。-Aオプションまたは-Dオプションでユーザーまたはグループごとにアクセス権を指定し

た場合，ユーザーまたはグループごとに指定したアクセス権が優先されます。ファイルシステ

ムが読み取り専用でマウントされている場合は，roを指定してください。この場合，rwを指

定しても roが設定されます。

ro
読み取りだけを許可する場合に指定します。

rw
読み取りおよび書き込みを許可する場合に指定します。

ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムの場合は，rwを指定してください。

-q
コマンドが標準出力および標準エラー出力に出力するメッセージを抑止したい場合に指定し

ます。

-s {make_public|do_not_make_public|allow|deny}:ホスト名[,ホスト名…]
どのホスト・ネットワークに CIFS 共有へのアクセスを許可するかを指定します。ネットワー

クアドレスで指定する場合は，IPv4 の場合はネットマスク，IPv6 の場合はプレフィックス長

を使用します。
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複数のホスト名またはネットワークアドレスを指定する場合は，コンマ（,）で区切ってくだ

さい。ホスト名およびネットワーク名が全体で 5,631 文字以内になるように指定してくださ

い。

このオプションを省略した場合は，すべてのホストまたはネットワークアドレスに CIFS 共有

へのアクセスが許可されます。

make_publicまたは allow
指定したホストまたはネットワークアドレスに CIFS 共有へのアクセスを許可する場合

に指定します。

do_not_make_publicまたは deny
指定したホストまたはネットワークアドレスに CIFS 共有へのアクセスを許可しない場

合に指定します。do_not_make_public，denyの代わりに notを指定することもでき

ます。

注意：

・［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Security）で［Host access restrictions］を設定した場合，-sオプショ

ンでの設定は無視され，［CIFS Service Management］ページ（Setting Type：Security）
で設定した CIFS サービス構成定義がすべての CIFS 共有に適用されます。CIFS 共有ご

とに［Host access restrictions］を設定する場合には，［CIFS Service Management］
ページ（Setting Type：Security）では［Host access restrictions］を設定しないで，

cifscreateコマンドまたは cifseditコマンドの-sオプションで設定してください。

・-sオプションで CIFS 共有へのアクセスを許可した場合でも，CIFS クライアントの

ユーザー認証が行われます。

・ホスト名を指定する場合は，［Network & System Configuration］ダイアログの［Edit
System File］ページで/etc/hostsファイルを編集して，指定したすべてのホスト名と

IP アドレスを追加してください。/etc/hostsファイルにホスト名が追加されていない

と，-sオプションで CIFS 共有へのアクセスを許可または拒否した場合に，指定した情

報が有効にならないことがあります。

-S {write_and_close|close|none|default}
CIFS クライアントから CIFS 共有への書き込み要求に対する動作を設定する場合に指定しま

す。このオプションを省略した場合は，defaultが設定されます。なお，このオプションの指

定に関係なく，更新対象のファイルにフラッシュを実行することで，ディスクドライブに書き

込みが行われます。

write_and_close
クライアントから CIFS 共有への書き込みおよびクローズ要求に同期して書き込む場合

に指定します。write_and_closeを指定した場合，CIFS クライアントからの書き込み

およびクローズ要求時にディスクドライブに書き込みを行ってから，要求元に結果を返し

ます。このため，ほかの方法よりも性能が低下しますが，CIFS クライアントまたはネッ

トワークで障害が発生した際に，要求元に結果を返した書き込みについてはディスクドラ

イブに書き込まれていることが保証されます。

close
クライアントから CIFS 共有へのクローズ要求に同期して書き込む場合に指定します。

closeを指定した場合，HVFP/HDI が CIFS クライアントからの書き込み要求を受けた

時点で，要求元に結果を返します。ディスクドライブへの書き込みは，書き込み要求とは

同期しないで，クローズ要求時にまとめて行われます。このため，write_and_closeを

指定した場合よりも性能が向上しますが，障害が発生した際に，要求元に結果を返した書

き込みが，ディスクドライブに反映されていないことがあります。

154 コマンドリファレンス

コマンドリファレンス



none
一定周期で書き込む場合に指定します。noneを指定した場合，クライアントから CIFS
共有への書き込みおよびクローズ要求のタイミングとは関係なく，一定周期でディスクド

ライブへの書き込みが行われます。このため，ほかの方法よりも性能が向上しますが，障

害が発生した際に，要求元に結果を返した書き込みが，ディスクドライブに反映されてい

ないことがあります。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Performance）で設定した CIFS サービス構成定義に従う場合に指定しま

す。

-t {write_permitted_users|owner_only|default}
CIFS 共有内のファイルのタイムスタンプを更新できるユーザーを指定します。このオプショ

ンを省略した場合は，defaultが設定されます。CIFS サービスだけでファイルを共有する場

合，write_permitted_usersを指定してください。

write_permitted_users
ファイルの書き込みを許可されたすべてのユーザーに，タイムスタンプの更新を許可する

場合に指定します。write_permitted_usersの代わりに writeを指定することもで

きます。

owner_only
ファイルのオーナーだけにタイムスタンプの更新を許可する場合に指定します。

owner_onlyの代わりに ownerを指定することもできます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Security）で設定した CIFS サービス構成定義に従う場合に指定します。

-x CIFS 共有名

ユーザーから参照できる CIFS 共有名を指定します。CIFS 共有名は，ノードで一意になるよ

うに 80 文字以内で指定します。差分スナップショットの自動作成スケジュール（共有の自動

作成）を運用する場合，CIFS 共有名は 69 文字以内で指定します。

指定できる文字は英数字，感嘆符（!），番号記号（#），ドル記号（$），パーセント（%），アン

パサンド（&），アポストロフィ（'），始め小括弧（(），終わり小括弧（)），正符号（+），コ

ンマ（,），ハイフン（-），ピリオド（.），セミコロン（;），等号（=），単価記号（@），始め

角括弧（[），終わり角括弧（]），アクサンシルコンフレックス（^），アンダーライン（_），ア

クサングラーブ（`），始め波括弧（{），終わり波括弧（}），波ダッシュ（~）およびスペース

です。このほか，マルチバイト文字も指定できます。ただし，「$」，「.」や「..」のようにド

ル記号（$）またはピリオド（.）だけを指定したり，「Abc.」や「Abc.$」のようにピリオド

（.）を文字列の末尾やドル記号（$）を除いた末尾に指定したりできません。末尾に指定した

スペースは削除されます。

なお，global，homes，printers，admin$，c$，global$，homes$，ipc$および

printers$は，CIFS 共有名として指定できません。

入力した英大文字と英小文字は，Windows で区別されません。英大文字と英小文字に関係な

く，一意な名称を指定してください。
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戻り値

表 2-79 cifscreate コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，66※，70，99※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

97，98，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

99※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

CIFS 共有を次の条件で作成する場合

◦ CIFS 共有名は cifs1とする

◦ /mnt/FS1/dir_case1ディレクトリを共有ディレクトリとして公開する

◦ CIFS 共有への書き込みを許可しない

$ sudo cifscreate -x cifs1 -d /mnt/FS1/dir_case1 -p ro

CIFS 共有を次の条件で作成する場合

◦ CIFS 共有名は cifs2とする

◦ /mnt/FS1/dir_case2ディレクトリを共有ディレクトリとする

◦ ホームディレクトリの自動作成機能を使用する

◦ 共有一覧に表示しない

$ sudo cifscreate -x cifs2 -d /mnt/FS1/dir_case2 -b do_not_permit -o 
homedir=use

CIFS 共有を次の条件で作成する場合

◦ ［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Security）で CIFS サービス構成定義として CIFS アクセスログ機能を使

用することが指定されているものとする

◦ CIFS 共有名は cifs3とする

◦ /mnt/FS1/dir_case3ディレクトリを共有ディレクトリとして公開する

◦ CIFS 共有内のファイルの更新データをクライアントにキャッシュする設定とする
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◦ CIFS クライアントからの操作が成功したアクセスについてログを採取する契機を，ファイ

ルの作成またはデータの書き込み（wdat）時およびファイルまたはフォルダの削除（del）
時とする

◦ CIFS クライアントからの操作が失敗したアクセスについてのログは採取しない設定

（none）とする

◦ 複数の CIFS クライアントによるファイルへのアクセス競合が発生した場合に，読み取り

専用のクライアントキャッシュを使用する設定とする

◦ アクセスベースの列挙を有効にする設定とする

$ sudo cifscreate -x cifs3 -d /mnt/FS1/dir_case3 -C use -o "acsucc=wdat,del 
acfail=none roc=use abe=use"

2.51 cifsdelete（CIFS 共有の削除）

書式（クラスタ構成の場合）

cifsdelete -x CIFS共有名 [-r リソースグループ名]
cifsdelete -h

書式（シングルノード構成の場合）

cifsdelete -x CIFS共有名

cifsdelete -h

説明

CIFS 共有を削除します。

オプションと引数

-r リソースグループ名

対象の CIFS 共有が属するリソースグループの名称を指定します。Virtual Server 上で実行し

た場合，このオプションの指定は無視されます。

フェールオーバーによる縮退運用中には，同じ CIFS 共有名を持つ CIFS 共有がノード上に 2
つ存在することがあります。このため，縮退運用中に CIFS 共有を削除する場合は，CIFS 共

有を特定するために，対象の CIFS 共有が属するリソースグループの名称を指定してください。

このオプションを省略した場合，次の順で対象の CIFS 共有が決定され，CIFS 共有が削除さ

れます。

1. コマンドを実行したノードに属するリソースグループ

2. フェールオーバー元のノードに属するリソースグループ

-x CIFS 共有名

削除する CIFS 共有の共有名を指定します。

戻り値

表 2-80 cifsdelete コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。
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戻り値 説明

10，66※，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.52 cifsinfogetctl（CIFS サービスの性能解析用ログの採
取に関する設定）

書式

cifsinfogetctl [--dir ディレクトリ名] [--count ログ採取回数]
   [--interval ログ採取間隔] --set ログ採取時刻

cifsinfogetctl --delete {ログ採取時刻|--all}
cifsinfogetctl --list
cifsinfogetctl -h

説明

CIFS サービスの性能を解析するためのログを採取する時刻を設定および解除します。また，現在の

設定を参照することもできます。

指定した時刻に毎日ログの採取を開始して，指定した間隔で指定した回数分のログを採取します。

ノードまたは Virtual Server ごとに一日当たり 72 回までログを採取できます。ログの出力先とし

て，ファイルシステム上のディレクトリを指定できます。ディレクトリを指定しない場合は，OS
ディスクにログが出力されます。このとき出力されたログは，［Check for Errors］ダイアログの

［List of RAS Information］ページで全ログデータ（All log data）をダウンロードすると採取でき

ます。ログを 4 回以上採取する場合は，ファイルシステム上のディレクトリにログを出力すること

を推奨します。ディレクトリに必要な空き容量は次のとおりです。

必要な空き容量 ＝ ログの採取回数 × 100MB

出力先の容量が不足すると，KAQG52026-W メッセージが表示され，ログの採取を停止します。

ディレクトリに出力された古いログは定期的に削除してください。

オプションと引数

--count ログ採取回数

ログを採取する回数を 1～72 の範囲で指定します。--setオプションとともに指定します。

このオプションを省略した場合は，「1」が設定されます。

--delete {ログ採取時刻|--all}
ログを採取する時刻の設定を解除する場合に指定します。

ログ採取時刻

指定した時刻の設定を解除する場合に指定します。時刻は hhmm の形式で指定します。

--all
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すべての設定を解除する場合に指定します。

--dir ディレクトリ名

ファイルシステム上のディレクトリにログを出力する場合，255 文字以内の/mnt/で始まる

ディレクトリを，絶対パスで指定します。--setオプションとともに指定します。なお，

「.snaps」，「.history」，「.arc」，「.system_gi」，「.system_reorganize」，「lost+found」および

「.lost+found」はディレクトリ名に指定できません。また，ホームディレクトリローミング対

応ファイルシステム上のディレクトリは，ログの出力先に指定できません。

--interval ログ採取間隔

ログを採取する回数を--countオプションで指定する場合に，ログを採取する間隔を 1～60
の範囲で指定します（単位：分）。--setオプションとともに指定します。このオプションを

省略した場合は，「5」が設定されます。

--list
設定されているログの採取時刻を表示する場合に指定します。

ログの採取時刻は，次の形式で表示されます。

＜ログの採取時刻＞,＜ディレクトリのパス※＞

注※

ログの出力先にファイルシステム上のディレクトリを設定していない場合は，「default」
が表示されます。

--set ログ採取時刻

ログの採取を開始する時刻を指定します。時刻は hhmm の形式で指定します。

戻り値

表 2-81 cifsinfogetctl コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，3 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

5，10 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

60 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

CIFS サービスの性能解析用ログを採取する時刻を次のように設定する場合

◦ ログの出力先ディレクトリを/mnt/cifsshare/logとする

◦ ログを採取する回数を 4 回とする

◦ ログを採取する間隔を 10 分とする

◦ 初にログを採取する時刻を 9:50とする
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$ sudo cifsinfogetctl --dir /mnt/cifsshare/log --count 4 --interval 10 --
set 0950
$ sudo cifsinfogetctl --list
time,dir,
0950,/mnt/cifsshare/log,
1000,/mnt/cifsshare/log,
1010,/mnt/cifsshare/log,
1020,/mnt/cifsshare/log,

CIFS サービスの性能解析用ログを採取する時刻を解除する場合

$ sudo cifsinfogetctl --list
time,dir,
0950,/mnt/cifsshare/log,
1000,/mnt/cifsshare/log,
1010,/mnt/cifsshare/log,
1020,/mnt/cifsshare/log,
$ sudo cifsinfogetctl --delete 1000
$ sudo cifsinfogetctl --list
time,dir,
0950,/mnt/cifsshare/log,
1010,/mnt/cifsshare/log,
1020,/mnt/cifsshare/log,

2.53 cifsedit（CIFS 共有の情報の編集）

書式（クラスタ構成の場合）

Advanced ACL タイプの場合

cifsedit -x CIFS共有名 [-X 変更後の CIFS共有名] [-r リソースグループ名]
   [-a use] [-s {default|{make_public|do_not_make_public|allow|deny}:
   [{add|del}:]ホスト名[,ホスト名…][:[{add|del}:]ホスト名[,ホスト名…]]}]
   [-c コメント] [-b {permit|do_not_permit}] [-p {ro|rw}]
   {[-f {ro|rw|none},{ro|rw|none},{ro|rw|none}] 
    [-F {ro|rw|none},{ro|rw|none},{ro|rw|none}]|
    [--owner-only]}
   [-g {allow|disallow|default}]
   [-S {write_and_close|close|none|default}]
   [-C {use|do_not_use|default}]
   [-D {add|del}:ユーザー名[,ユーザー名…]
    [:{add|del}:ユーザー名[,ユーザー名…]]]
   [-A {add|del}:ユーザー名[,ユーザー名…]
    [:{add|del}:ユーザー名[,ユーザー名…]]]
   [-o 拡張オプション] [-q]
cifsedit -h

拡張オプション：

homedir={use|do_not_use}
acsucc={ログ採取契機[,ログ採取契機…]|none|default}
acfail={ログ採取契機[,ログ採取契機…]|none|default}
acpol={parallel|serial|default}
vss={default|do_not_use}
roc={use|do_not_use|default}
abe={use|do_not_use|default}
ola={use|do_not_use}

Classic ACL タイプの場合

cifsedit -x CIFS共有名 [-X 変更後の CIFS共有名] [-r リソースグループ名]
   [-a use] [-s {default|{make_public|do_not_make_public|allow|deny}:
   [{add|del}:]ホスト名[,ホスト名…][:[{add|del}:]ホスト名[,ホスト名…]]}]
   [-c コメント] [-b {permit|do_not_permit}] [-p {ro|rw}] 
   [-f {ro|rw|none},{ro|rw|none},{ro|rw|none}] 
   [-F {ro|rw|none},{ro|rw|none},{ro|rw|none}] 
   [-g {allow|disallow|default}]
   [-S {write_and_close|close|none|default}]
   [-C {use|do_not_use|default}]
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   [-t {write_permitted_users|owner_only|default}]
   [-D {add|del}:ユーザー名[,ユーザー名…]
    [:{add|del}:ユーザー名[,ユーザー名…]]]
   [-A {add|del}:ユーザー名[,ユーザー名…]
    [:{add|del}:ユーザー名[,ユーザー名…]]]
   [-o 拡張オプション] [-q]
cifsedit -h

拡張オプション：

homedir={use|do_not_use}
acsucc={ログ採取契機[,ログ採取契機…]|none|default}
acfail={ログ採取契機[,ログ採取契機…]|none|default}
acpol={parallel|serial|default}
vss={default|do_not_use}
roc={use|do_not_use|default}
abe={use|do_not_use|default}
ola={use|do_not_use}

書式（シングルノード構成の場合）

Advanced ACL タイプの場合

cifsedit -x CIFS共有名 [-X 変更後の CIFS共有名] [-a use]
   [-s {default|{make_public|do_not_make_public|allow|deny}:
   [{add|del}:]ホスト名[,ホスト名…][:[{add|del}:]ホスト名[,ホスト名…]]}]
   [-c コメント] [-b {permit|do_not_permit}] [-p {ro|rw}]
   {[-f {ro|rw|none},{ro|rw|none},{ro|rw|none}] 
    [-F {ro|rw|none},{ro|rw|none},{ro|rw|none}]|
    [--owner-only]}
   [-g {allow|disallow|default}]
   [-S {write_and_close|close|none|default}]
   [-C {use|do_not_use|default}]
   [-D {add|del}:ユーザー名[,ユーザー名…]
    [:{add|del}:ユーザー名[,ユーザー名…]]]
   [-A {add|del}:ユーザー名[,ユーザー名…]
    [:{add|del}:ユーザー名[,ユーザー名…]]]
   [-o 拡張オプション] [-q]
cifsedit -h

拡張オプション：

homedir={use|do_not_use}
acsucc={ログ採取契機[,ログ採取契機…]|none|default}
acfail={ログ採取契機[,ログ採取契機…]|none|default}
acpol={parallel|serial|default}
vss={default|do_not_use}
roc={use|do_not_use|default}
abe={use|do_not_use|default}
ola={use|do_not_use}

Classic ACL タイプの場合

cifsedit -x CIFS共有名 [-X 変更後の CIFS共有名] [-a use]
   [-s {default|{make_public|do_not_make_public|allow|deny}:
   [{add|del}:]ホスト名[,ホスト名…][:[{add|del}:]ホスト名[,ホスト名…]]}]
   [-c コメント] [-b {permit|do_not_permit}] [-p {ro|rw}] 
   [-f {ro|rw|none},{ro|rw|none},{ro|rw|none}] 
   [-F {ro|rw|none},{ro|rw|none},{ro|rw|none}] 
   [-g {allow|disallow|default}]
   [-S {write_and_close|close|none|default}]
   [-C {use|do_not_use|default}]
   [-t {write_permitted_users|owner_only|default}]
   [-D {add|del}:ユーザー名[,ユーザー名…]
    [:{add|del}:ユーザー名[,ユーザー名…]]]
   [-A {add|del}:ユーザー名[,ユーザー名…]
    [:{add|del}:ユーザー名[,ユーザー名…]]]
   [-o 拡張オプション] [-q]
cifsedit -h

拡張オプション：
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homedir={use|do_not_use}
acsucc={ログ採取契機[,ログ採取契機…]|none|default}
acfail={ログ採取契機[,ログ採取契機…]|none|default}
acpol={parallel|serial|default}
vss={default|do_not_use}
roc={use|do_not_use|default}
abe={use|do_not_use|default}
ola={use|do_not_use}

説明

指定した属性で CIFS 共有の情報を更新します。

なお，省略したオプションに対応する項目には，現在設定されている情報が適用されます。

オプションと引数

-a use
CIFS クライアントから ACL を参照・設定する場合に useを指定します。not_use（CIFS ク

ライアントから ACL を参照・設定しないようにする）は指定できません。

-A {add|del}:ユーザー名[,ユーザー名…][:{add|del}:ユーザー名[,ユーザー名…]]
ユーザーまたはグループごとに CIFS 共有への書き込みを許可する場合に指定します。グルー

プを指定する場合は，グループ名の前に単価記号（@）を付けます。ユーザー名またはグルー

プ名を複数指定する場合は，コンマ（,）で区切って指定します。ただし，ユーザー名が単価

記号（@）で始まるユーザー，およびドメイン名が単価記号（@）で始まるドメインに所属する

ユーザーは指定できません。また，ユーザーマッピングを使用している場合，グループ名に

Windows ドメインのビルトイングループは指定できません。

書き込みを許可するユーザーまたはグループを追加する場合は，「add:」のあとに指定します。

書き込みを許可するユーザーまたはグループを削除する場合は，「del:」のあとに指定します。

ファイルシステムが読み取り専用でマウントされている場合は，書き込みを許可するユーザー

またはグループを指定しても無効となります。また，-Dオプションおよび-Aオプションに同

じユーザーまたはグループを指定した場合，-Aオプションに指定した内容が有効になります。

-b {permit|do_not_permit}
CIFS クライアント環境で，CIFS 共有名を一覧に表示するかどうかを指定します。

permit
共有名を一覧に表示する場合に指定します。

do_not_permit
共有名を一覧に表示しない場合に指定します。do_not_permitの代わりに notを指定

することもできます。

-c コメント

ユーザーから参照できる CIFS 共有のコメントを 256 文字以内で指定します。

指定できる文字は英数字，感嘆符（!），番号記号（#），ドル記号（$），アンパサンド（&），ア

ポストロフィ（'），始め小括弧（(），終わり小括弧（)），アステリスク（*），正符号（+），
コンマ（,），ハイフン（-），ピリオド（.），斜線（/），コロン（:），始め山括弧（<），終わ

り山括弧（>），疑問符（?），単価記号（@），始め角括弧（[），円記号（\），終わり角括弧（]），
アクサンシルコンフレックス（^），アンダーライン（_），アクサングラーブ（`），始め波括弧

（{），縦線（|），終わり波括弧（}）および波ダッシュ（~）です。スペースは，文字列の先頭

および末尾には指定できません。また，円記号（\）は文字列の末尾に指定できません。この

ほか，マルチバイト文字も指定できます。

-C {use|do_not_use|default}
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CIFS 共有内のファイルの更新データをクライアントにキャッシュするかどうかを指定しま

す。

use
CIFS 共有内のファイルの更新データをクライアントにキャッシュする場合に指定しま

す。useを指定した場合，クライアントに CIFS 共有内のファイルの更新データをキャッ

シュすることで性能を向上できます。ただし，CIFS クライアントやネットワークで障害

が発生した場合のデータの信頼性が低下するおそれがあります。

do_not_use
CIFS 共有内のファイルの更新データをクライアントにキャッシュしない場合に指定しま

す。do_not_useの代わりに notを指定することもできます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Performance）で設定した CIFS サービス構成定義に従う場合に指定しま

す。

-D {add|del}:ユーザー名[,ユーザー名…][:{add|del}:ユーザー名[,ユーザー名…]]
ユーザーまたはグループごとに CIFS 共有への書き込みを許可しない場合に指定します。グ

ループを指定する場合は，グループ名の前に単価記号（@）を付けます。ユーザー名またはグ

ループ名を複数指定する場合は，コンマ（,）で区切って指定します。ただし，ユーザー名が

単価記号（@）で始まるユーザー，およびドメイン名が単価記号（@）で始まるドメインに所属

するユーザーは指定できません。また，ユーザーマッピングを使用している場合，グループ名

に Windows ドメインのビルトイングループは指定できません。

書き込みを許可しないユーザーまたはグループを追加する場合は，「add:」のあとに指定しま

す。書き込みを許可しないユーザーまたはグループを削除する場合は，「del:」のあとに指定し

ます。

また，-Dオプションおよび-Aオプションに同じユーザーまたはグループを指定した場合，-A
オプションに指定した内容が有効になります。

-f {ro|rw|none},{ro|rw|none},{ro|rw|none}
書き込みを許可した CIFS 共有で新規に作成されるファイルのアクセス権を，オーナー，所有

グループ，その他（Advanced ACL タイプのファイルシステムの場合はすべてのユーザーまた

はグループ）の順で指定します。

このオプションは，--owner-onlyオプションと同時に指定できません。

指定できる値を次に示します。

ro
ファイルの読み取りだけを許可する場合に指定します。設定されるパーミッションは

r--です。

rw
ファイルの読み取りおよび書き込みを許可する場合に指定します。設定されるパーミッ

ションは rw-です。

none
ファイルの書き込みおよび読み取りを許可しない場合に指定します。設定されるパー

ミッションは---です。

次の条件を満たしている場合は，「rw,ro,ro」が設定されます。なお，このとき設定されるパー

ミッションは rw-r--r--です。

◦ CIFS 共有が属するファイルシステムが Advanced ACL タイプである
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◦ オーナーだけにすべての権限が設定されている（パーミッションに rwx------が設定され

ている）

◦ -Fオプションを指定してこのオプションを省略している

注意：

◦ オーナーに対して roまたは noneを指定すると，オーナーであっても新規作成されたファ

イルへの書き込みができなくなります。

◦ Advanced ACL タイプのファイルシステムでは所有グループの指定に応じて，すべての

ユーザーまたはグループに次のとおりアクセス権を指定する必要があります。

・所有グループに roを指定する場合は，すべてのユーザーまたはグループに roまたは

noneを指定してください。rwを指定すると，所有グループに所属するユーザー（オーナー

も含む）は新規作成されたファイルの書き込みができなくなります。

・所有グループに noneを指定する場合は，すべてのユーザーまたはグループに noneを指

定してください。rwを指定すると所有グループに所属するユーザー（オーナーも含む）は

新規作成されたファイルの読み取りおよび書き込みが，roを指定すると読み取りができな

くなります。

-F {ro|rw|none},{ro|rw|none},{ro|rw|none}
書き込みを許可した CIFS 共有で新規に作成されるディレクトリのアクセス権を，オーナー，

所有グループ，その他（Advanced ACL タイプのファイルシステムの場合はすべてのユーザー

またはグループ）の順で指定します。

このオプションは，--owner-onlyオプションと同時に指定できません。

指定できる値を次に示します。

ro
ディレクトリの読み取りだけを許可する場合に指定します。設定されるパーミッション

は r-xです。

rw
ディレクトリの読み取りおよび書き込みを許可する場合に指定します。設定されるパー

ミッションは rwxです。

none
ディレクトリの書き込みおよび読み取りを許可しない場合に指定します。設定される

パーミッションは--xです。

次の条件を満たしている場合は，「rw,ro,ro」が設定されます。なお，このとき設定されるパー

ミッションは rwxr-xr-xです。

◦ CIFS 共有が属するファイルシステムが Advanced ACL タイプである

◦ オーナーだけにすべての権限が設定されている（パーミッションに rwx------が設定され

ている）

◦ -fオプションを指定してこのオプションを省略している

注意：

◦ オーナーに対して roまたは noneを指定すると，オーナーであっても新規作成されたディ

レクトリへの書き込みができなくなります。

◦ Advanced ACL タイプのファイルシステムでは所有グループの指定に応じて，すべての

ユーザーまたはグループに次のとおりアクセス権を指定する必要があります。

・所有グループに roを指定する場合は，すべてのユーザーまたはグループに roまたは

noneを指定してください。rwを指定すると，所有グループに所属するユーザー（オーナー

も含む）は新規作成されたディレクトリの書き込みができなくなります。
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・所有グループに noneを指定する場合は，すべてのユーザーまたはグループに noneを指

定してください。rwを指定すると所有グループに所属するユーザー（オーナーも含む）は

新規作成されたディレクトリの読み取りおよび書き込みが，roを指定すると読み取りがで

きなくなります。

-g {allow|disallow|default}
ゲストアカウントでのアクセスを許可するかどうかを指定します。なお，ゲストアカウント

は，CIFS サービスの認証モードにかかわらず，nobody（ユーザー ID：65534）として扱わ

れます。そのため，ゲストアカウントでのアクセスを許可する CIFS 共有では，nobodyでア

クセスされることを考慮して，アクセス権を設定してください。ゲストアカウント（nobody）
を対象とした ACL は設定できません。

allow
CIFS 共有にゲストアカウントでのアクセスを許可する場合に指定します。

disallow
CIFS 共有にゲストアカウントでのアクセスを許可しない場合に指定します。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Security）で設定した CIFS サービス構成定義に従う場合に指定します。

ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムの場合は，allowおよび defaultを指

定できません。

-o 拡張オプション

CIFS 共有に設定する拡張オプションを指定します。拡張オプションは，次に示す書式で指定

します。

オプション識別子=値 …
「オプション識別子=値」が，拡張オプションを指定する単位です。複数の拡張オプションを組

み合わせて指定できます。複数の拡張オプションを指定する場合は，各オプション間をスペー

スで区切ります。

指定できる拡張オプションを次に示します。

homedir={use|do_not_use}
CIFS 共有でホームディレクトリの自動作成機能を使用するかどうかを指定します。

ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムでは，useから設定を変更しないで

ください。

use
ホームディレクトリの自動作成機能を使用する場合に指定します。useを指定した場合，

CIFS クライアントが CIFS 共有にアクセスしたときに，アクセスしたユーザー名称の

ディレクトリ（ただし，すべて小文字に変換される）が，そのユーザーのホームディレク

トリとして，-dオプションで指定した共有ディレクトリ直下に作成されるようになりま

す。

do_not_use
ホームディレクトリの自動作成機能を使用しない場合に指定します。do_not_useの代

わりに notを指定することもできます。

acsucc={ログ採取契機[,ログ採取契機…]|none|default}
CIFS クライアントから CIFS 共有への操作が成功したアクセスのログを採取するかどう

かを設定します。

なお，この拡張オプションでの設定内容は，［Access Protocol Configuration］ダイアロ

グの［CIFS Service Management］ページ（Setting Type：Security）で CIFS サービス
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構成定義として CIFS アクセスログ機能を使用することが指定されている場合に有効に

なります。

ログ採取契機

操作が成功したアクセスについてのログを採取する場合，次の表に示す値でその契機を指

定します。複数指定する場合は，コンマ（,）で区切ってください。

値 説明

lfld フォルダ一覧の表示が成功したアクセスのログを採取する場合に指定します。

rdat データの読み取りが成功したアクセスのログを採取する場合に指定します。

wdat ファイルの作成またはデータの書き込みが成功したアクセスのログを採取する

場合に指定します。

cfld フォルダの作成が成功したアクセスのログを採取する場合に指定します。

del ファイルまたはフォルダの削除が成功したアクセスのログを採取する場合に指

定します。

rper ファイルまたはフォルダのアクセス許可の読み取りが成功したアクセスのログ

を採取する場合に指定します。

cper ファイルまたはフォルダのアクセス許可の変更が成功したアクセスのログを採

取する場合に指定します。

cown ファイルまたはフォルダの所有権の変更が成功したアクセスのログを採取する

場合に指定します。

rename ファイルまたはフォルダの名称の変更が成功したアクセスのログを採取する場

合に指定します。

con CIFS 共有への接続または切断が成功したアクセスのログを採取する場合に指

定します。

none
操作が成功したアクセスについてのログを採取しない場合に指定します。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Security）で設定した CIFS サービス構成定義に従う場合に指定します。

acfail={ログ採取契機[,ログ採取契機…]|none|default}
CIFS クライアントから CIFS 共有への操作が失敗したアクセスのログを採取するかどう

かを設定します。

なお，この拡張オプションでの設定内容は，［Access Protocol Configuration］ダイアロ

グの［CIFS Service Management］ページ（Setting Type：Security）で CIFS サービス

構成定義として CIFS アクセスログ機能を使用することが指定されている場合に有効に

なります。

ログ採取契機

操作が失敗したアクセスについてのログを採取する場合，次の表に示す値でその契機を指

定します。複数指定する場合は，コンマ（,）で区切ってください。

値 説明

lfld フォルダ一覧の表示が失敗したアクセスのログを採取する場合に指定します。

rdat データの読み取りが失敗したアクセスのログを採取する場合に指定します。

wdat ファイルの作成またはデータの書き込みが失敗したアクセスのログを採取する

場合に指定します。

cfld フォルダの作成が失敗したアクセスのログを採取する場合に指定します。
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値 説明

del ファイルまたはフォルダの削除が失敗したアクセスのログを採取する場合に指

定します。

rper ファイルまたはフォルダのアクセス許可の読み取りが失敗したアクセスのログ

を採取する場合に指定します。

cper ファイルまたはフォルダのアクセス許可の変更が失敗したアクセスのログを採

取する場合に指定します。

cown ファイルまたはフォルダの所有権の変更が失敗したアクセスのログを採取する

場合に指定します。

rename ファイルまたはフォルダの名称の変更が失敗したアクセスのログを採取する場

合に指定します。

con CIFS 共有への接続または切断が失敗したアクセスのログを採取する場合に指

定します。

none
操作が失敗したアクセスについてのログを採取しない場合に指定します。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Performance）で設定した CIFS サービス構成定義に従う場合に指定しま

す。

acpol={parallel|serial|default}
CIFS クライアントからのアクセスの処理方法を指定します。

parallel
アクセスをパラレルに処理する場合に指定します。

serial
アクセスをシリアルに処理する場合に指定します。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Performance）で設定した CIFS サービス構成定義に従う場合に指定しま

す。

vss={default|do_not_use}
Volume Shadow Copy Service を使用するかどうかを指定します。ただし， 新差分ス

ナップショット公開用ファイルシステムの CIFS 共有の場合は，このオプションの指定に

かかわらず，do_not_useが設定されます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Basic）で設定した CIFS サービス構成定義に従う場合に指定します。

do_not_use
Volume Shadow Copy Service を使用しない場合に指定します。do_not_useの代わり

に notを指定することもできます。

roc={use|do_not_use|default}
複数の CIFS クライアントによるファイルへのアクセス競合が発生した場合に，読み取り

専用のクライアントキャッシュを使用するかどうかを指定します。なお，ファイル共有に

NFS プロトコルでもアクセスする場合は，更新が反映されないおそれがあるため，この

設定を有効にしないことを推奨します。

use
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読み取り専用のクライアントキャッシュを使用する場合に指定します。-Cオプションに

do_not_use以外を指定している場合に，useを指定できます。

do_not_use
読み取り専用のクライアントキャッシュを使用しない場合に指定します。do_not_use
の代わりに notを指定することもできます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Performance）で設定した CIFS サービス構成定義に従う場合に指定しま

す。

abe={use|do_not_use|default}
アクセスベースの列挙を有効にするかどうかを指定します。

use
アクセスベースの列挙を有効にする場合に指定します。

do_not_use
アクセスベースの列挙を無効にする場合に指定します。do_not_useの代わりに notを

指定することもできます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Security）で設定した CIFS サービス構成定義に従う場合に指定します。

ola={use|do_not_use}
オフライン属性を有効にするかどうかを指定します。

use
オフライン属性を有効にする場合に指定します。

do_not_use
オフライン属性を無効にする場合に指定します。do_not_useの代わりに notを指定す

ることもできます。オフライン属性が有効になっていると正常に動作しないアプリケー

ションを使用している場合にだけ無効にしてください。

--owner-only
書き込みを許可した CIFS 共有で新規に作成されるファイルまたはディレクトリのアクセス権

として，オーナーだけにすべての権限を設定します。設定されるパーミッションは

rwx------です。このオプションは，CIFS 共有に属するファイルシステムが Advanced ACL
タイプの場合に指定できます。また，このオプションは-fオプションおよび-Fオプションと

同時に指定できません。

-p {ro|rw}
CIFS 共有へのアクセス権を指定します。-Aオプションまたは-Dオプションでユーザーまた

はグループごとにアクセス権を指定した場合，ユーザーまたはグループごとに指定したアクセ

ス権が優先されます。ファイルシステムが読み取り専用でマウントされている場合は，roを指

定してください。この場合，rwを指定しても roが設定されます。

ro
読み取りだけを許可する場合に指定します。

rw
読み取りおよび書き込みを許可する場合に指定します。

ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムでは，rwを指定してください。

-q
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コマンドが標準出力および標準エラー出力に出力するメッセージを抑止したい場合に指定し

ます。

-r リソースグループ名

対象の CIFS 共有が属するリソースグループの名称を指定します。Virtual Server 上で実行し

た場合，このオプションの指定は無視されます。

フェールオーバーによる縮退運用中には，同じ CIFS 共有名を持つ CIFS 共有がノード上に 2
つ存在することがあります。このため，縮退運用中に CIFS 共有の属性を変更する場合は，

CIFS 共有を特定するために，対象の CIFS 共有が属するリソースグループの名称を指定して

ください。

このオプションを省略した場合，次の順で対象の CIFS 共有が決定され，CIFS 共有の属性が

変更されます。

1. コマンドを実行したノードに属するリソースグループ

2. フェールオーバー元のノードに属するリソースグループ

-s {default|{make_public|do_not_make_public|allow|deny}:[{add|del}:]ホスト名[,ホスト名…][:
[{add|del}:]ホスト名[,ホスト名…]]}

どのホスト・ネットワークに CIFS 共有へのアクセスを許可するかを指定します。ネットワー

クアドレスで指定する場合は，IPv4 の場合はネットマスク，IPv6 の場合はプレフィックス長

を使用します。

複数のホスト名またはネットワークアドレスを指定する場合はコンマ（,）で区切ってくださ

い。また，ホストまたはネットワークを追加する場合は，ホスト名およびネットワーク名が全

体で 5,631 文字以内になるように指定してください。

default
すべてのホストまたはネットワークに CIFS 共有へのアクセスを許可する（デフォルト設

定）場合に指定します。

make_publicまたは allow
指定したホストまたはネットワークアドレスに CIFS 共有へのアクセスを許可する場合

に指定します。

do_not_make_publicまたは deny
指定したホストまたはネットワークアドレスに CIFS 共有へのアクセスを許可しない場

合に指定します。do_not_make_public，denyの代わりに notを指定することもでき

ます。

add
アクセスを許可するホストまたはネットワーク，またはアクセスを許可しないホストまた

はネットワークを追加する場合に指定します。

del
アクセスを許可するホストまたはネットワーク，またはアクセスを許可しないホストまた

はネットワークを削除する場合に指定します。

make_public（allow）および do_not_make_public（deny）にホスト名を二重登録しな

いでください。また，make_public（allow），do_not_make_public（deny），add，お

よび delの組み合わせによって実行される処理は異なります。

例えば，host1と host2に CIFS 共有へのアクセスが許可されている状態（-s
make_public:host1,host2）では，次のとおり指定する必要があります。

◦ host3と host4にも CIFS 共有へのアクセスを許可する場合

-s make_public:add:host3,host4
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上記のとおり指定してコマンドを実行すると，CIFS 共有へのアクセスを許可するホストに

host3と host4が追加されます。

◦ host2の代わりに host5に CIFS 共有へのアクセスを許可する場合

-s make_public:add:host5:del:host2
上記のとおり指定してコマンドを実行すると，host5に CIFS 共有へのアクセスが許可さ

れ，host2は CIFS 共有へのアクセスを許可されなくなります。

◦ host6にだけ CIFS 共有へのアクセスを許可する設定に変更する場合

次のどちらかの方法で指定してコマンドを実行します。

・-s make_public:host6
make_public（allow）または do_not_make_public（deny）を指定し，addおよび

delを指定しなかった場合は，現在設定されている公開・非公開先の全情報が削除された

あとに，指定した情報でアクセスを許可するホストまたはネットワークが設定されます。

上記のとおり指定してコマンドを実行すると，アクセスを許可するホストまたはネット

ワークの情報（host1および host2）は削除され，host6にだけ CIFS 共有へのアクセス

が許可されます。

・-s make_public:add:host6:del:host1,host2
上記のとおり指定してコマンドを実行すると，host6は CIFS 共有へのアクセスが許可さ

れ，host1および host2は CIFS 共有のアクセスが許可されなくなります。

◦ host1にだけ CIFS 共有へのアクセスを許可しない設定に変更する場合

-s do_not_make_public:host1
上記のとおり指定してコマンドを実行すると，アクセスを許可するホストおよびネット

ワークと，アクセスを許可しないホストおよびネットワークの全情報は削除され，host1
だけには CIFS 共有へのアクセスを許可しない設定に変更されます。

注意：

・［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Security）で［Host access restrictions］を設定した場合，-sオプショ

ンでの設定は無視され，［CIFS Service Management］ページ（Setting Type：Security）
で設定した情報がすべての CIFS 共有に適用されます。CIFS 共有ごとに［Host access
restrictions］を設定する場合には，［CIFS Service Management］ページ（Setting
Type：Security）では［Host access restrictions］を設定しないで，cifscreateコマ

ンドまたは cifseditコマンドの-sオプションで設定してください。

・-sオプションで CIFS 共有へのアクセスを許可した場合でも，CIFS クライアントの

ユーザー認証が行われます。

・ホスト名を指定する場合は，［Network & System Configuration］ダイアログの［Edit
System File］ページで/etc/hostsファイルを編集して，指定したすべてのホスト名と

IP アドレスを追加してください。/etc/hostsファイルにホスト名が追加されていない

と，-sオプションで CIFS 共有へのアクセスを許可または拒否した場合に，指定した情

報が有効にならないことがあります。

-S {write_and_close|close|none|default}
CIFS クライアントから CIFS 共有への書き込み要求に対する動作を設定する場合に指定しま

す。なお，このオプションの指定に関係なく，更新対象のファイルにフラッシュを実行するこ

とで，ディスクドライブに書き込みが行われます。

write_and_close
クライアントから CIFS 共有への書き込みおよびクローズ要求に同期して書き込む場合

に指定します。write_and_closeを指定した場合，CIFS クライアントからの書き込み

およびクローズ要求時にディスクドライブに書き込みを行ってから，要求元に結果を返し

ます。このため，ほかの方法よりも性能が低下しますが，CIFS クライアントまたはネッ
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トワークで障害が発生した際に，要求元に結果を返した書き込みについてはディスクドラ

イブに書き込まれていることが保証されます。

close
クライアントから CIFS 共有へのクローズ要求に同期して書き込む場合に指定します。

closeを指定した場合，HVFP/HDI が CIFS クライアントからの書き込み要求を受けた

時点で，要求元に結果を返します。ディスクドライブへの書き込みは，書き込み要求とは

同期しないで，クローズ要求時にまとめて行われます。このため，write_and_closeを

指定した場合よりも性能が向上しますが，障害が発生した際に，要求元に結果を返した書

き込みが，ディスクドライブに反映されていないことがあります。

none
一定周期で書き込む場合に指定します。noneを指定した場合，クライアントから CIFS
共有への書き込みおよびクローズ要求のタイミングとは関係なく，一定周期でディスクド

ライブへの書き込みが行われます。このため，ほかの方法よりも性能が向上しますが，障

害が発生した際に，要求元に結果を返した書き込みが，ディスクドライブに反映されてい

ないことがあります。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Performance）で設定した CIFS サービス構成定義に従う場合に指定しま

す。

-t {write_permitted_users|owner_only|default}
CIFS 共有内のファイルのタイムスタンプを更新できるユーザーを指定します。CIFS サービ

スだけでファイルを共有する場合，write_permitted_usersを指定してください。

write_permitted_users
ファイルへの書き込みを許可されたすべてのユーザーにタイムスタンプの更新を許可す

る場合に指定します。write_permitted_usersの代わりに writeを指定することも

できます。

owner_only
ファイルのオーナーだけにタイムスタンプの更新を許可する場合に指定します。

owner_onlyの代わりに ownerを指定することもできます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ

（Setting Type：Security）で設定した CIFS サービス構成定義に従う場合に指定します。

-x CIFS 共有名

属性を変更する CIFS 共有の共有名を指定します。

-X 変更後の CIFS 共有名

CIFS 共有名を変更する場合に指定します。CIFS 共有名は，ノードで一意になるように 80 文

字以内で指定します。差分スナップショットの自動作成スケジュール（共有の自動作成）を運

用する場合，CIFS 共有名は 69 文字以内で指定します。

指定できる文字は英数字，感嘆符（!），番号記号（#），ドル記号（$），パーセント（%），アン

パサンド（&），アポストロフィ（'），始め小括弧（(），終わり小括弧（)），正符号（+），コ

ンマ（,），ハイフン（-），ピリオド（.），セミコロン（;），等号（=），単価記号（@），始め

角括弧（[），終わり角括弧（]），アクサンシルコンフレックス（^），アンダーライン（_），ア

クサングラーブ（`），始め波括弧（{），終わり波括弧（}），波ダッシュ（~）およびスペース

です。このほか，マルチバイト文字も指定できます。ただし，「$」，「.」や「..」のようにド
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ル記号（$）またはピリオド（.）だけを指定したり，「Abc.」や「Abc.$」のようにピリオド

（.）を文字列の末尾やドル記号（$）を除いた末尾に指定したりできません。末尾に指定した

スペースは削除されます。

なお，global，homes，printers，admin$，c$，global$，homes$，ipc$および

printers$は，CIFS 共有名として指定できません。

入力した英大文字と英小文字は，Windows で区別されません。英大文字と英小文字に関係な

く，一意な名称を指定してください。

戻り値

表 2-82 cifsedit コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70，99※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

97，98，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

99※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

CIFS 共有の情報を次のとおりに編集する場合

◦ 対象の CIFS 共有の名称は cifs1とする

◦ CIFS 共有への書き込みを許可する設定に変更する

◦ ユーザーマッピングで登録されたユーザー（DOMAIN01\user100）の書き込みを拒否する

$ sudo cifsedit -x cifs1 -p rw -D add:"DOMAIN01\user100"

CIFS 共有の情報を次のとおりに編集する場合

◦ 対象の CIFS 共有の名称は cifs2とする

◦ ホームディレクトリの自動作成機能を使用しない設定に変更する

◦ 共有一覧に表示する設定に変更する

$ sudo cifsedit -x cifs2 -b permit -o homedir=do_not_use

CIFS 共有の情報を次のとおりに編集する場合
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◦ 対象の CIFS 共有の名称は cifs3とする

◦ CIFS 共有内のファイルの更新データをクライアントにキャッシュする設定とする

◦ CIFS クライアントからの操作が成功したアクセスについてログを採取する契機を，CIFS
共有への接続または切断（con）時に変更する

◦ CIFS クライアントからの操作が失敗したアクセスについてのログ採取は，［Access
Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service Management］ページ（Setting
Type：Security）で設定した CIFS サービス構成定義に従う設定（default）に変更する

◦ 複数の CIFS クライアントによるファイルへのアクセス競合が発生した場合に，読み取り

専用のクライアントキャッシュを使用しない設定とする

◦ アクセスベースの列挙を有効する設定とする

$ sudo cifsedit -x cifs3 -C use -o "acsucc=con acfail=default 
roc=do_not_use abe=use"

2.54 cifslist（CIFS 共有の情報の表示）

書式（クラスタ構成の場合）

cifslist [-x CIFS共有名 [-r リソースグループ名]]
   [{-c|--del デリミタ文字}] [-v] [-O 拡張オプション]
cifslist -h

拡張オプション：

値[,値…]

書式（シングルノード構成の場合）

cifslist [-x CIFS共有名]
   [{-c|--del デリミタ文字}] [-v] [-O 拡張オプション]
cifslist -h

拡張オプション：

値[,値…]

説明

ログインしているノード上の CIFS 共有の情報を CIFS 共有名の昇順に一覧で表示します。

オプションと引数

-c
CIFS 共有の情報をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。

--del デリミタ文字

指定された任意の英数字，記号またはスペースで区切って表示する場合に指定します。

-O 拡張オプション

どのオプショナル情報を表示するかを指定します。省略した場合は，オプショナル情報は表示

されません。

複数のオプショナル情報を表示する場合は，各値をコンマ（,）で区切って指定してください。

指定できる値を次に示します。

g
Guest account accessの情報を参照する場合に指定します。
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s
Disk synchronization policyの情報を参照する場合に指定します。

c
CIFS client cacheの情報を参照する場合に指定します。

f
File timestamp changeableの情報を参照する場合に指定します。

h
Home directoryの情報を参照する場合に指定します。

ls
CIFS access log (success)の情報を参照する場合に指定します。

lf
CIFS access log (failure)の情報を参照する場合に指定します。

A
ACL typeの情報を参照する場合に指定します。

ap
Client access policyの情報を参照する場合に指定します。

vss
Volume Shadow Copy Serviceの情報を参照する場合に指定します。

roc
Read-only cache for conflictsの情報を参照する場合に指定します。

abe
Access Based Enumerationの情報を参照する場合に指定します。

ola
Offline attributeの情報を参照する場合に指定します。

hdr
Home directory roamingの情報を参照する場合に指定します。

1
Guest account access，Disk synchronization policyおよび CIFS client
cacheの情報を参照する場合に指定します。

2
File timestamp changeableの情報を参照する場合に指定します。

3
Home directory，CIFS access log (success)および CIFS access log
(failure)の情報を参照する場合に指定します。

all
すべてのオプショナル情報を参照する場合に指定します。

-r リソースグループ名
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特定のリソースグループに属する CIFS 共有の情報を参照する場合に指定します。-xオプ

ションとともに指定します。Virtual Server 上で実行した場合，このオプションの指定は無視

されます。

フェールオーバーによる縮退運用中は 1 つのノードで 2 つのリソースグループが稼働してい

ます。このため，オプションの指定を省略した場合，両リソースグループに同じ CIFS 共有名

の CIFS 共有が存在するときには，2 つの CIFS 共有の情報が表示されます。

-v
CIFS 共有への書き込みをユーザーおよびグループに許可しているかどうかを参照する場合に

指定します。

-x CIFS 共有名

特定の CIFS 共有の情報を参照する場合に共有名を指定します。省略した場合は，ログインし

ているノードで公開している全 CIFS 共有の情報が表示されます。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。なお，コマンドを実行した際に

表示される情報は，オプションや拡張オプションを指定した順序に関係なく，次に示す順序で表示

されます。

表 2-83 cifslist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Name of file share CIFS 共有名が表示されます。

Shared directory CIFS 共有が作成されたディレクトリが絶対パスで表示されます。

Use ACL CIFS クライアントに ACL の参照・設定を許可しているかどうかが表示さ

れます。

use
CIFS クライアントに ACL の参照・設定を許可している場合に表示

されます。

not_use
CIFS クライアントに ACL の参照・設定を許可していない場合に表

示されます。

Server specification 特定のホストまたはネットワークにアクセスを許可している場合は，

make_publicの後ろにホスト名またはネットワークアドレスが表示さ

れます。

特定のホストまたはネットワークにアクセスを許可しない場合は，

do_not_make_publicの後ろにホスト名またはネットワークアドレス

が表示されます。

Comment for file share CIFS 共有のコメントが表示されます。なお，-cオプションを指定した場

合でも，コメント内に含まれているコロン（:）はそのまま表示されます。

Permission mode CIFS 共有のアクセス権が表示されます。

ro
読み取りだけを許可している場合に表示されます。

rw
読み取りおよび書き込みを許可している場合に表示されます。

Browse permission CIFS 共有名の参照を許可しているかどうかが表示されます。

permit
CIFS 共有名の参照を許可している場合に表示されます。

do_not_permit
CIFS 共有名の参照を許可していない場合に表示されます。
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項目 説明

File access permissions 書き込みが許可された CIFS 共有にファイルを作成するときのアクセス

権が表示されます。オーナー，所有グループ，その他（Advanced ACL タ

イプのファイルシステムの場合はすべてのユーザーまたはグループ）の順

にコンマ（,）で区切って表示されます。

CIFS 共有が属するファイルシステムが Advanced ACL タイプで，オー

ナーだけにすべての権限が設定されている（パーミッションに

rwx------が設定されている）ときは「--」が表示されます。ACL タイ

プを取得できなかった場合は，「Unknown」が表示されます。

ro
ファイルの読み取りだけを許可している場合に表示されます。

rw
ファイルの読み取りおよび書き込みを許可している場合に表示され

ます。

none
ファイルの読み取りおよび書き込みを許可していない場合に表示さ

れます。

Directory access
permissions

書き込みが許可された CIFS 共有にディレクトリを作成するときのアク

セス権が表示されます。オーナー，所有グループ，その他（Advanced ACL
タイプのファイルシステムの場合はすべてのユーザーまたはグループ）の

順にコンマ（,）で区切って表示されます。

CIFS 共有が属するファイルシステムが Advanced ACL タイプで，オー

ナーだけにすべての権限が設定されている（パーミッションに

rwx------が設定されている）ときは「--」が表示されます。ACL タイ

プを取得できなかった場合は，「Unknown」が表示されます。

ro
ディレクトリの読み取りだけを許可している場合に表示されます。

rw
ディレクトリの読み取りおよび書き込みを許可している場合に表示

されます。

none
ディレクトリの読み取りおよび書き込みを許可していない場合に表

示されます。

Write disallowed users CIFS 共有への書き込みを許可しないユーザーが表示されます。

書き込みを許可しないユーザーが設定されていない場合は，「--」が表示さ

れます。

Write disallowed groups CIFS 共有への書き込みを許可しないグループが表示されます。

グループ名の先頭には単価記号（@）が付加されます。書き込みを許可し

ないグループが設定されていない場合は，「--」が表示されます。

Write allowed users CIFS 共有への書き込みを許可するユーザーが表示されます。

書き込みを許可するユーザーが設定されていない場合は，「--」が表示され

ます。

Write allowed groups CIFS 共有への書き込みを許可するグループが表示されます。

グループ名の先頭には単価記号（@）が付加されます。

書き込みを許可するグループが設定されていない場合は，「--」が表示され

ます。

Guest account access ゲストアカウントでの CIFS 共有へのアクセスを許可しているかどうか

が表示されます。

allow
ゲストアカウントでのアクセスを許可している場合に表示されま

す。

disallow
ゲストアカウントでのアクセスを許可していない場合に表示されま

す。

default
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項目 説明

［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：Security）で設定した CIFS
サービス構成定義に従う場合に表示されます。

Disk synchronization
policy

CIFS クライアントから CIFS 共有への書き込み要求に対する動作の設定

が表示されます。

write_and_close
書き込みおよびクローズ要求に同期して書き込む場合に表示されま

す。

close
クローズ要求に同期して書き込む場合に表示されます。

none
書き込みおよびクローズ要求のタイミングとは関係なく，一定周期

で書き込む場合に表示されます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：Performance）で設定した

CIFS サービス構成定義に従う場合に表示されます。

CIFS client cache CIFS 共有内の更新データファイルをクライアントにキャッシュするかど

うかが表示されます。

use
更新データファイルをクライアントにキャッシュする場合に表示さ

れます。

do_not_use
更新データファイルをクライアントにキャッシュしない場合に表示

されます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：Performance）で設定した

CIFS サービス構成定義に従う場合に表示されます。

File timestamp
changeable

CIFS 共有内のファイルのタイムスタンプを更新できるユーザーが表示さ

れます。

CIFS 共有が作成されたファイルシステムが Advanced ACL タイプの場

合は，「--」が表示されます。また，ACL タイプを取得できなかった場合

は，「Unknown」が表示されます。

write_permitted_users
ファイルへの書き込みを許可されたすべてのユーザーにタイムスタ

ンプの更新を許可する場合に表示されます。

owner_only
ファイルのオーナーだけにタイムスタンプの更新を許可する場合に

表示されます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：Security）で設定した CIFS
サービス構成定義に従う場合に表示されます。

Home directory ホームディレクトリの自動作成機能を使用する設定かどうかが表示され

ます。

use
ホームディレクトリの自動作成機能を使用する設定の場合に表示さ

れます。

do_not_use
ホームディレクトリの自動作成機能を使用しない設定の場合に表示

されます。

CIFS access log
(success)

CIFS クライアントからの操作が成功したアクセスのログ採取に関する設

定情報が，次に示す文字列で表示されます。複数のログ採取契機が設定さ

れている場合は，コンマ（,）で区切って表示されます。
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項目 説明

lfld
フォルダ一覧の表示が成功したアクセスのログを採取する設定の場

合に表示されます。

rdat
データの読み取りが成功したアクセスのログを採取する設定の場合

に表示されます。

wdat
ファイルの作成またはデータの書き込みが成功したアクセスのログ

を採取する設定の場合に表示されます。

cfld
フォルダの作成が成功したアクセスのログを採取する設定の場合に

表示されます。

del
ファイルまたはフォルダの削除が成功したアクセスのログを採取す

る設定の場合に表示されます。

rper
ファイルまたはフォルダのアクセス許可の読み取りが成功したアク

セスのログを採取する設定の場合に表示されます。

cper
ファイルまたはフォルダのアクセス許可の変更が成功したアクセス

のログを採取する設定の場合に表示されます。

cown
ファイルまたはフォルダの所有権の変更が成功したアクセスのログ

を採取する設定の場合に表示されます。

rename
ファイルまたはフォルダの名称の変更が成功したアクセスのログを

採取する設定の場合に表示されます。

con
CIFS 共有への接続または切断が成功したアクセスのログを採取す

る設定の場合に表示されます。

none
この CIFS 共有での操作が成功したアクセスのログを採取しない設

定の場合に表示されます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：Security）で設定した CIFS
サービス構成定義に従う設定の場合に表示されます。

CIFS access log
(failure)

CIFS クライアントからの操作が失敗したアクセスのログ採取に関する設

定情報が，次に示す文字列で表示されます。複数のログ採取契機が設定さ

れている場合は，コンマ（,）で区切って表示されます。

lfld
フォルダ一覧の表示が失敗したアクセスのログを採取する設定の場

合に表示されます。

rdat
データの読み取りが失敗したアクセスのログを採取する設定の場合

に表示されます。

wdat
ファイルの作成またはデータの書き込みが失敗したアクセスのログ

を採取する設定の場合に表示されます。

cfld
フォルダの作成が失敗したアクセスのログを採取する設定の場合に

表示されます。

del
ファイルまたはフォルダの削除が失敗したアクセスのログを採取す

る設定の場合に表示されます。

rper
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項目 説明

ファイルまたはフォルダのアクセス許可の読み取りが失敗したアク

セスのログを採取する設定の場合に表示されます。

cper
ファイルまたはフォルダのアクセス許可の変更が失敗したアクセス

のログを採取する設定の場合に表示されます。

cown
ファイルまたはフォルダの所有権の変更が失敗したアクセスのログ

を採取する設定の場合に表示されます。

rename
ファイルまたはフォルダの名称の変更が失敗したアクセスのログを

採取する設定の場合に表示されます。

con
CIFS 共有への接続または切断が失敗したアクセスのログを採取す

る設定の場合に表示されます。

none
この CIFS 共有での操作が失敗したアクセスのログを採取しない設

定の場合に表示されます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：Security）で設定した CIFS
サービス構成定義に従う設定の場合に表示されます。

ACL type CIFS 共有が作成されたファイルシステムの ACL タイプが表示されます。

Advanced ACL
Advanced ACL タイプの場合に表示されます。

Classic ACL
Classic ACL タイプの場合に表示されます。

Unknown
ACL タイプを取得できなかった場合に表示されます。

Client access policy CIFS クライアントからのアクセスの処理方法が表示されます。

parallel
アクセスをパラレルに処理する場合に表示されます。

serial
アクセスをシリアルに処理する場合に表示されます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：Performance）で設定した

CIFS サービス構成定義に従う設定の場合に表示されます。

Volume Shadow Copy
Service

Volume Shadow Copy Service を使用するかどうかが表示されます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：Basic）で設定した CIFS
サービス構成定義に従う設定の場合に表示されます。

do_not_use
Volume Shadow Copy Service を使用しない場合に表示されます。

Read-only cache for
conflicts

複数の CIFS クライアントによるファイルへのアクセス競合が発生した

場合に，読み取り専用のクライアントキャッシュを使用するかどうかが表

示されます。

use
読み取り専用のクライアントキャッシュを使用する場合に表示され

ます。

do_not_use
読み取り専用のクライアントキャッシュを使用しない場合に表示さ

れます。

default
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項目 説明

［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：Performance）で設定した

CIFS サービス構成定義に従う場合に表示されます。

Access Based Enumeration アクセスベースの列挙を有効にするかどうかが表示されます。

use
アクセスベースの列挙を有効にする場合に表示されます。

do_not_use
アクセスベースの列挙を無効にする場合に表示されます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：Security）で設定した CIFS
サービス構成定義に従う場合に表示されます。

Offline attribute オフライン属性を有効にするかどうかが表示されます。

use
オフライン属性を有効にする場合に表示されます。

do_not_use
オフライン属性を無効にする場合に表示されます。

Home directory roaming ほかの HVFP/HDI からも HCP のデータをエンドユーザーごとに使用で

きるかどうかが表示されます。

use
使用できる場合に表示されます。

do_not_use
使用できない場合に表示されます。

戻り値

表 2-84 cifslist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.55 cifslogctl（CIFS アクセスログの管理）

書式

cifslogctl {--setdir ディレクトリ名|--display|--save}
cifslogctl --unsetdir [-f]
cifslogctl -h

説明

CIFS アクセスログの退避先を設定，表示または解除します。また，CIFS アクセスログの退避先が

すでに設定されている場合は， 新の CIFS アクセスログを一括して退避できます。
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オプションと引数

--display
現在設定されている CIFS アクセスログの退避先を参照する場合に指定します。

-f
確認メッセージの出力を抑止したい場合に指定します。

--save
新の CIFS アクセスログを退避する場合に指定します。

このオプションを指定してコマンドを実行する前に，CIFS アクセスログの退避先が設定され

ていることを確認してください。

--setdir ディレクトリ名

CIFS アクセスログを退避するファイルシステム上のディレクトリを，255 文字以内の/mnt/
で始まる絶対パスで指定します。なお，「.snaps」，「.history」，「.arc」，「.system_gi」，

「.system_reorganize」，「lost+found」および「.lost+found」はディレクトリ名に指定できま

せん。また，ホームディレクトリローミング対応ファイルシステム上のディレクトリは，CIFS
アクセスログの退避先に指定できません。

クラスタ構成で Physical Node の場合は，ノードごとにこのオプションを指定してコマンドを

実行する必要があります。コマンドを実行しているノード上のファイルシステムを指定して

ください。

--unsetdir
CIFS アクセスログの退避先を解除する場合に指定します。

表示項目

--displayオプションを指定してこのコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示しま

す。

表 2-85 --display オプションを指定して cifslogctl コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Directory for saving CIFS アクセスログの退避先が絶対パスで表示されます。

退避先が設定されていない場合は Unsettingと表示されます。

戻り値

表 2-86 cifslogctl コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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使用例

CIFS アクセスログの退避先を設定する場合

$ sudo cifslogctl --setdir /mnt/filesystem02/cifslog

新の CIFS アクセスログを退避する場合

$ sudo cifslogctl --save

2.56 cifsoptlist（CIFS サービスの構成定義の表示）

書式

cifsoptlist [-s|-x CIFS共有名]
cifsoptlist -h

説明

CIFS サービスの構成定義および CIFS 共有に設定されている情報を表示します。

オプションと引数

-s
CIFS サービスの構成定義に設定されている情報を表示する場合に指定します。

-x CIFS 共有名

特定の CIFS 共有に設定されている情報を表示する場合に指定します。

なお，すべてのオプションを省略した場合は，CIFS サービスの構成定義およびログインしている

ノードのすべての CIFS 共有に設定されている情報を表示します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-87 cifsoptlist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

＜表示対象＞ 表示対象が表示されます。

表示対象が CIFS サービスの構成定義の場合は，CIFS serviceと表示されま

す。表示対象が CIFS 共有の場合は CIFS 共有名が表示されます。

case_sensitive ファイル名に含まれる大文字と小文字を区別するかどうかが表示されます。

on
ファイル名に含まれる大文字と小文字を区別する場合に表示されます。

off
ファイル名に含まれる大文字と小文字を区別しない場合に表示されます。

inherit
CIFS 共有の設定が CIFS サービスの構成定義の設定に従う場合に表示さ

れます。

max_cifs_processes CIFS 接続数の 大値が表示されます。

dfree_cache_time ディスクの空き容量の情報をキャッシュする秒数が表示されます。

use_gidnumber プライマリーグループのグループ ID として Active Directory の UNIX 属性に

ついて，ユーザー自身の gidNumber を使用するのか，ユーザーが属するグルー

プの gidNumber を使用するのかが表示されます。なお，この項目は，ユーザー
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項目 説明

マッピングの方式が Active Directory スキーマ方式で，かつ［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：User mapping）の［User mapping
setup］で［Name service switch］に［Using LDAP as a network information
service (RFC2307)］が指定されている場合に有効な項目です。［Name service
switch］が［Using LDAP as a network information service (RFC2307)］では

ない場合は，表示内容が yesであっても CIFS サービスの動作に影響はありま

せん。

yes
ユーザー自身の gidNumber を使用する場合に表示されます。

no
ユーザーが属するグループの gidNumber を使用する場合に表示されま

す。

pending_delete_dir CIFS 共有上のフォルダを削除する場合，ほかのユーザーがそのフォルダを開い

ているときには，閉じられるまで実際に削除するのを待つかどうかが表示され

ます。

yes
フォルダが閉じられるまで実際に削除するのを待つ場合に表示されます。

no
フォルダが閉じられるまで待たないで，直ちに削除する場合に表示されま

す。

change_notify クライアントからの，フォルダ内のフォルダやファイルを監視するリクエスト

に対して，監視対象が変更された際にクライアントに通知するかどうかが表示

されます。

yes
クライアントに通知する場合に表示されます。

no
クライアントに通知しない場合に表示されます。

inherit
CIFS 共有の設定が CIFS サービスの構成定義の設定に従う場合に表示さ

れます。

unix_extensions クライアントからの CIFS サービスへのアクセスで UNIX クライアント向け専

用の拡張機能を利用するかどうかが表示されます。

yes
クライアントからの CIFS サービスへのアクセスで UNIX クライアント

向け専用の拡張機能を利用する場合に表示されます。

no
クライアントからの CIFS サービスへのアクセスで UNIX クライアント

向け専用の拡張機能を利用しない場合に表示されます。

client_ldap_sasl_wra
pping

ドメインコントローラーとの LDAP 通信が署名付きかどうかが表示されます。

plain
ドメインコントローラーとの LDAP 通信が署名付きでない場合に表示さ

れます。

sign
ドメインコントローラーとの LDAP 通信が署名付きの場合に表示されま

す。

enable_watch_subtree クライアントからの，指定したフォルダの下位にあるすべてのフォルダやファ

イルを監視するリクエストに対して，監視対象が変更された際にクライアント

に通知するかどうかが表示されます。

yes
クライアントに通知する場合に表示されます。

no
クライアントに通知しない場合に表示されます。

notify_delay_time クライアントからの，フォルダ内のファイルを監視するリクエストに対して，

リクエストから監視対象が変更されたあとにクライアントへ通知するまでの遅

延時間を表示します。（単位：ミリ秒）
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項目 説明

また，CIFS 共有の設定が CIFS サービスの構成定義の設定に従う場合は，

inherit が表示されます。

戻り値

表 2-88 cifsoptlist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

4 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.57 cifsoptset（CIFS サービスの構成定義の変更）

書式

cifsoptset 拡張オプション {-s|-x CIFS共有名}
cifsoptset -h

拡張オプション：

case_sensitive {on|off|default}
max_cifs_processes
dfree_cache_time キャッシュする秒数

use_gidnumber {yes|no}
pending_delete_dir {yes|no}
change_notify {yes|no|default}
unix_extensions {yes|no}
client_ldap_sasl_wrapping {plain|sign}
enable_watch_subtree {yes|no}
notify_delay_time {遅延時間|default}

説明

CIFS サービスの構成定義およびログインしているノードの CIFS 共有の設定を変更します。

オプションと引数

-s
CIFS サービスの構成定義の設定を変更する場合に指定します。

-x CIFS 共有名

特定の CIFS 共有の設定を変更する場合に指定します。

拡張オプション

CIFS サービスの構成定義および CIFS 共有に設定する拡張オプションを指定します。拡張オ

プションは，次に示す書式で指定します。

オプション識別子 値 …
指定できる拡張オプションを次に示します。
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case_sensitive {on|off|default}
ファイル名に含まれる大文字と小文字を区別するかどうかを設定します。

on
ファイル名に含まれる大文字と小文字を区別する場合に指定します。

off
ファイル名に含まれる大文字と小文字を区別しない場合に指定します。

default
デフォルト設定を適用する場合に指定します。-sオプションとともに指定した場合は，

CIFS サービスの構成定義に対して offが設定されます。-xオプションとともに指定し

た場合は，CIFS 共有に対して CIFS サービスの構成定義の設定が適用されます。

注意：

CIFS クライアント（Windows）では，通常，大文字と小文字を区別しません。そのた

め，CIFS サービスの構成定義や CIFS 共有がファイル名に含まれる大文字と小文字を区

別する設定になっている場合は，CIFS クライアントが意図しないファイルを操作するお

それがあります。

max_cifs_processes
CIFS 接続数の 大値を設定したい場合に指定します。-sオプションとともに指定しま

す。

CIFS 接続数の 大値は，クラスタ当たりの Virtual Server の数によって，自動的に設定

されます。

なお，保守員からの依頼がないかぎり，指定しないでください。

dfree_cache_time キャッシュする秒数

ディスクの空き容量の情報を HVFP/HDI がキャッシュする秒数を 0～300 の範囲で指定

します（単位：秒）。ただし，0 を指定した場合は，キャッシュされないで，常に 新の

情報が表示されます。-sオプションとともに指定します。

use_gidnumber {yes|no}
プライマリーグループのグループ ID として Active Directory の UNIX 属性について，

ユーザー自身の gidNumber を使用するのか，ユーザーが属するグループの gidNumber
を使用するのかを指定します。-sオプションとともに指定します。なお，このオプショ

ンは，ユーザーマッピングの方式が Active Directory スキーマ方式で，かつ［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：User mapping）の［User mapping setup］で

［Name service switch］に［Using LDAP as a network information service (RFC2307)］
が指定されている場合に有効になります。また，CIFS サービスの稼働中にこのオプショ

ンを指定してコマンドを実行した場合は，コマンド実行後，CIFS サービスを再起動して

ください。

yes
ユーザー自身の gidNumber を使用する場合に指定します。

no
ユーザーが属するグループの gidNumber を使用する場合に指定します。

pending_delete_dir {yes|no}
CIFS 共有上のフォルダを削除する場合，ほかのユーザーがそのフォルダを開いていると

きには，閉じられるまで実際に削除するのを待つかどうかを指定します。-sオプション

とともに指定します。

yes
フォルダが閉じられるまで実際に削除するのを待つ場合に指定します。
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no
フォルダが閉じられるまで待たないで，直ちに削除する場合に指定します。

change_notify {yes|no|default}
クライアントからの，フォルダ内のフォルダやファイルを監視するリクエストに対して，

監視対象が変更された際にクライアントに通知するかどうかを指定します。

yes
クライアントに通知する場合に指定します。

no
クライアントに通知しない場合に指定します。コマンドを実行したあと，CIFS クライア

ントで表示されるフォルダやファイルの情報は手動で更新する必要があります。なお，手

動で更新しても 新の情報が表示されない場合は，しばらくしてから再度更新してくださ

い。

default
デフォルト設定を適用する場合に指定します。-sオプションとともに指定した場合は，

CIFS サービスの構成定義に対して yesが設定されます。-xオプションとともに指定し

た場合は，CIFS 共有に対して CIFS サービスの構成定義の設定が適用されます。

unix_extensions {yes|no}
クライアントからの CIFS サービスへのアクセスで UNIX クライアント向け専用の拡張

機能を利用するかどうかを指定します。-sオプションとともに指定します。

yes
クライアントからの CIFS サービスへのアクセスで UNIX クライアント向け専用の拡張

機能を利用する場合に指定します。

no
クライアントからの CIFS サービスへのアクセスで UNIX クライアント向け専用の拡張

機能を利用しない場合に指定します。

client_ldap_sasl_wrapping {plain|sign}
ドメインコントローラーとの LDAP 通信を署名付きにするかどうかを指定します。-s
オプションとともに指定します。

plain
署名なしの LDAP 通信を使用するドメインコントローラーと接続する場合に指定しま

す。

sign
署名付きの LDAP 通信を使用するドメインコントローラーと接続する場合に指定しま

す。

enable_watch_subtree {yes|no}
クライアントからの，指定したフォルダの下位にあるすべてのフォルダやファイルを監視

するリクエストに対して，監視対象が変更された際にクライアントに通知するかどうかを

指定します。-sオプションとともに指定します。

yes
クライアントに通知する場合に指定します。

no
クライアントに通知しない場合に指定します。

notify_delay_time {遅延時間|default}

186 コマンドリファレンス

コマンドリファレンス



クライアントからの，フォルダ内のファイルを監視するリクエストに対して，リクエスト

から監視対象が変更されたあとにクライアントへ通知するまで，どの程度遅延させるかを

指定します。

遅延時間

通知を遅延させる時間を 0～60,000 の範囲で指定します（単位：ミリ秒）。

default
デフォルト設定を適用する場合に指定します。-sオプションとともに指定した場合は，

CIFS サービスの構成定義に対して 3,000が設定されます。-xオプションとともに指定

した場合は，CIFS 共有に対して CIFS サービスの構成定義の設定が適用されます。

戻り値

表 2-89 cifsoptset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

3，4，5 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

CIFS 共有（cifs1）を，ファイル名に含まれる大文字と小文字を区別しない設定に変更する場合

$ sudo cifsoptset case_sensitive off -x cifs1

2.58 cifsrestore（CIFS 共有の情報のリストア）

書式

cifsrestore 情報定義ファイル名

cifsrestore --list 情報定義ファイル名

cifsrestore --template テンプレートファイル名 情報定義ファイル名

cifsrestore -h

説明

cifsbackupコマンドでバックアップした CIFS 共有の情報（情報定義ファイル）を基に，CIFS
共有の情報をリストアします。また，リストアを実行しないで，CIFS 共有の情報を表示すること，

およびリストア用スクリプトのテンプレートファイルを作成することもできます。

なお，リストアを実行する場合，リストアする CIFS 共有数および作成済みの CIFS 共有数によっ

ては，処理に時間が掛かることがあります。20 個の CIFS 共有をリストアすると，処理が完了する

までに約 2 分掛かります。

CIFS 共有の情報のリストアは，次の条件を満たしている場合に実行できます。

• リストア先のファイルシステム名が CIFS 共有の情報をバックアップしたときと同じであるこ

と
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• リストア先のファイルシステムがマウントされていること

• バックアップしたときに CIFS 共有が作成されていたディレクトリが，リストア先のファイルシ

ステムに存在すること

• リストア先のファイルシステムに CIFS 共有が作成されていないこと

• クラスタ構成の場合，CIFS 共有名がリストア先のリソースグループまたは Virtual Server 内で

重複しないこと

• シングルノード構成の場合，CIFS 共有名がノード内で重複しないこと

• バックアップされた CIFS 共有に設定されている「CIFS 共有への書き込みを許可するユーザー

またはグループ」および「CIFS 共有への書き込みを許可しないユーザーまたはグループ」がす

べて名前解決できること

• ホームディレクトリローミング対応ファイルシステム上の CIFS 共有をバックアップした場合

は，ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムに CIFS 共有の情報をリストアしてく

ださい。ホームディレクトリローミング機能に対応していないファイルシステムにリストアす

ると，ホームディレクトリローミング機能は使用できません。

オプションと引数

--list
情報定義ファイルの内容を表示する場合に指定します。

--template テンプレートファイル名

情報定義ファイルを基に，リストア用スクリプトのテンプレートファイルを作成する場合に指

定します。

テンプレートファイル名は，255 文字以内で指定します。使用できる文字は英数字，ハイフン

（-）およびアンダーライン（_）です。ただし，ハイフン（-）はファイル名の先頭には指定で

きません。ピリオド（.）も使用できますが，先頭および末尾には指定できません。

テンプレートファイルは SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）の直下

に出力されます。/home/nasrootディレクトリ直下の既存のファイルと同じ名称は使えま

せん。

テンプレートファイルはリモートホストに転送して，編集・実行できます。バックアップした

ときとは異なる CIFS 共有の情報をリストアしたい場合は，目的に合わせて編集したテンプ

レートファイルを実行してください。なお，テンプレートファイルの転送には scpコマンドま

たはそのほかの安全な転送ツールを使用します。

テンプレートファイルの例を次に示します。

#!/bin/sh
############################################################################
####
# This template is for scripts used to restore CIFS share settings.
# Note:
#   You must edit this template to create a script that can handle
#   command execution errors, and execute commands from remote hosts.
############################################################################
####

PRECMD=""

/bin/echo Executing\ the\ command\ cifscreate\(cifsshare01\)\.\.\.\.\.
$PRECMD sudo cifscreate -x cifsshare01 -d \/mnt\/FS01\/dir01 -c "cifs 
comment" -a "use" -p "rw" -b "permit" -g "allow" -t "write_permitted_users" 
-C "default" -s "make_public:hostA,hostB" -S "close" -f "rw,rw,rw" -F 
"rw,rw,rw" -o "homedir=use acpol=parallel acsucc=none acfail=none 
vss=default roc=default abe=default ola=use" -A "add:usr01" -D "add:usr02"

/bin/echo Executing\ the\ command\ cifscreate\(common\)\.\.\.\.\.
$PRECMD sudo cifscreate -x common -d \/mnt\/FS01\/common -a "use" -p "rw" -b 
"permit" -g "allow" -t "write_permitted_users" -C "default" -s 
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"make_public:hostA,hostB" -S "close" -f "rw,rw,rw" -F "rw,rw,rw" -o 
"homedir=use acpol=parallel acsucc=none acfail=del,lfld,rdat,rper,wdat 
vss=default roc=default abe=default ola=do_not_use"

/bin/echo Executing\ the\ command\ cifscreate\(documents\)\.\.\.\.\.
$PRECMD sudo cifscreate -x documents -d \/mnt\/FS01\/docs -a "use" -p "rw" -
b "permit" -g "allow" -t "write_permitted_users" -C "default" -s 
"make_public:hostA,hostB" -S "close" -f "rw,rw,rw" -F "rw,rw,rw" -o 
"homedir=use acpol=serial acsucc=cfld,con,cown,cper 
acfail=del,lfld,rdat,rper,wdat vss=do_not_use roc=do_not_use abe=do_not_use 
ola=use"

/bin/echo Executing\ the\ command\ cifscreate\(test01\)\.\.\.\.\.
$PRECMD sudo cifscreate -x test01 -d \/mnt\/FS01\/test01 -a "use" -p "rw" -b 
"permit" -g "allow" -t "write_permitted_users" -C "default" -s 
"make_public:hostA,hostB" -S "write_and_close" -f "rw,rw,rw" -F "rw,rw,rw" -
o "homedir=use acpol=parallel acsucc=none acfail=del,lfld,rdat,rper,wdat 
vss=default roc=default abe=default ola=use"

/bin/echo Executing\ the\ command\ cifscreate\(test02\)\.\.\.\.\.
$PRECMD sudo cifscreate -x test02 -d \/mnt\/FS01\/test02 -a "use" -p "rw" -b 
"permit" -g "allow" -t "write_permitted_users" -C "default" -s "make_public:
[fdf1:afcb:44f9:1000::3:25]" -S "write_and_close" -f "rw,rw,rw" -F 
"rw,rw,rw" -o "homedir=use acpol=parallel acsucc=none 
acfail=del,lfld,rdat,rper,wdat vss=default roc=default abe=default 
ola=do_not_use"

exit 0

注意：

・変数 PRECMDには，リモートホストからコマンドを実行する際の sshコマンドの書式

を指定します。

例：ssh -2 nasroot@fshost01
・特殊文字を使用する場合は，リモートホストの環境に応じたエスケープ文字を使用して

ください。

情報定義ファイル名

情報定義ファイルの名称を指定します。SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/
nasroot）の直下にある CIFS 共有の情報定義ファイルの名称だけが指定できます。

表示項目

--listオプションを指定してこのコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-90 --list オプションを指定して cifsrestore コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Backup date and time CIFS 共有の情報をバックアップした日時が表示されます。

Name of file share CIFS 共有名が表示されます。

Shared directory CIFS 共有が作成されたディレクトリが絶対パスで表示されます。

Use ACL CIFS クライアントに ACL の参照・設定を許可しているかどうかが表示さ

れます。

use
CIFS クライアントに ACL の参照・設定を許可している場合に表示

されます。

not_use
CIFS クライアントに ACL の参照・設定を許可していない場合に表

示されます。

Server specification 特定のホストまたはネットワークにアクセスを許可している場合は，

make_publicの後ろにホスト名またはネットワークアドレスが表示さ

れます。
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項目 説明

特定のホストまたはネットワークにアクセスを許可しない場合は，

do_not_make_publicの後ろにホスト名またはネットワークアドレス

が表示されます。

Comment for file share CIFS 共有のコメントが表示されます。

Permission mode CIFS 共有のアクセス権が表示されます。

ro
読み取りだけを許可している場合に表示されます。

rw
読み取りおよび書き込みを許可している場合に表示されます。

Browse permission CIFS 共有名の参照を許可しているかどうかが表示されます。

permit
CIFS 共有名の参照を許可している場合に表示されます。

do_not_permit
CIFS 共有名の参照を許可していない場合に表示されます。

File access permissions 書き込みが許可された CIFS 共有にファイルを作成するときのアクセス

権が表示されます。オーナー，所有グループ，その他の順にコンマ（,）
で区切って表示されます。

CIFS 共有が作成されたファイルシステムが Advanced ACL タイプの場

合は，「--」が表示されます。

ro
ファイルの読み取りだけを許可している場合に表示されます。

rw
ファイルの読み取りおよび書き込みを許可している場合に表示され

ます。

none
ファイルの読み取りおよび書き込みを許可していない場合に表示さ

れます。

Directory access
permissions

書き込みが許可された CIFS 共有にディレクトリを作成するときのアク

セス権が表示されます。オーナー，所有グループ，その他の順にコンマ

（,）で区切って表示されます。

CIFS 共有が作成されたファイルシステムが Advanced ACL タイプの場

合は，「--」が表示されます。

ro
ディレクトリの読み取りだけを許可している場合に表示されます。

rw
ディレクトリの読み取りおよび書き込みを許可している場合に表示

されます。

none
ディレクトリの読み取りおよび書き込みを許可していない場合に表

示されます。

Write disallowed users CIFS 共有への書き込みを許可しないユーザーが表示されます。

書き込みを許可しないユーザーが設定されていない場合は，この項目は表

示されません。

Write disallowed groups CIFS 共有への書き込みを許可しないグループが表示されます。

グループ名の先頭には単価記号（@）が付加されます。書き込みを許可し

ないグループが設定されていない場合は，この項目は表示されません。

Write allowed users CIFS 共有への書き込みを許可するユーザーが表示されます。

書き込みを許可するユーザーが設定されていない場合は，この項目は表示

されません。

Write allowed groups CIFS 共有への書き込みを許可するグループが表示されます。

グループ名の先頭には単価記号（@）が付加されます。

書き込みを許可するグループが設定されていない場合は，この項目は表示

されません。
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項目 説明

Guest account access ゲストアカウントでの CIFS 共有へのアクセスを許可しているかどうか

が表示されます。

allow
ゲストアカウントでのアクセスを許可している場合に表示されま

す。

disallow
ゲストアカウントでのアクセスを許可していない場合に表示されま

す。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：Security）で設定した CIFS
サービス構成定義に従う場合に表示されます。

Disk synchronization
policy

CIFS クライアントから CIFS 共有への書き込み要求に対する動作の設定

が表示されます。

write_and_close
書き込みおよびクローズ要求に同期して書き込む場合に表示されま

す。

close
クローズ要求に同期して書き込む場合に表示されます。

none
書き込みおよびクローズ要求のタイミングとは関係なく，一定周期

で書き込む場合に表示されます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：Performance）で設定した

CIFS サービス構成定義に従う場合に表示されます。

CIFS client cache CIFS 共有内の更新データファイルをクライアントにキャッシュするかど

うかが表示されます。

use
更新データファイルをクライアントにキャッシュする場合に表示さ

れます。

do_not_use
更新データファイルをクライアントにキャッシュしない場合に表示

されます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：Performance）で設定した

CIFS サービス構成定義に従う場合に表示されます。

File timestamp
changeable

CIFS 共有内のファイルのタイムスタンプを更新できるユーザーが表示さ

れます。

CIFS 共有が作成されたファイルシステムが Advanced ACL タイプの場

合は，「--」が表示されます。

write_permitted_users
ファイルへの書き込みを許可されたすべてのユーザーにタイムスタ

ンプの更新を許可する場合に表示されます。

owner_only
ファイルのオーナーだけにタイムスタンプの更新を許可する場合に

表示されます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：Security）で設定した CIFS
サービス構成定義に従う場合に表示されます。

Home directory ホームディレクトリの自動作成機能を使用する設定かどうかが表示され

ます。

use
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項目 説明

ホームディレクトリの自動作成機能を使用する設定の場合に表示さ

れます。

do_not_use
ホームディレクトリの自動作成機能を使用しない設定の場合に表示

されます。

CIFS access log
(success)

CIFS クライアントからの操作が成功したアクセスのログ採取に関する設

定情報が，次に示す文字列で表示されます。複数のログ採取契機が設定さ

れている場合は，コンマ（,）で区切って表示されます。

lfld
フォルダ一覧の表示が成功したアクセスのログを採取する設定の場

合に表示されます。

rdat
データの読み取りが成功したアクセスのログを採取する設定の場合

に表示されます。

wdat
ファイルの作成またはデータの書き込みが成功したアクセスのログ

を採取する設定の場合に表示されます。

cfld
フォルダの作成が成功したアクセスのログを採取する設定の場合に

表示されます。

del
ファイルまたはフォルダの削除が成功したアクセスのログを採取す

る設定の場合に表示されます。

rper
ファイルまたはフォルダのアクセス許可の読み取りが成功したアク

セスのログを採取する設定の場合に表示されます。

cper
ファイルまたはフォルダのアクセス許可の変更が成功したアクセス

のログを採取する設定の場合に表示されます。

cown
ファイルまたはフォルダの所有権の変更が成功したアクセスのログ

を採取する設定の場合に表示されます。

rename
ファイルまたはフォルダの名称の変更が成功したアクセスのログを

採取する設定の場合に表示されます。

con
CIFS 共有への接続または切断が成功したアクセスのログを採取す

る設定の場合に表示されます。

none
この CIFS 共有での操作が成功したアクセスのログを採取しない設

定の場合に表示されます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：Security）で設定した CIFS
サービス構成定義に従う設定の場合に表示されます。

CIFS access log
(failure)

CIFS クライアントからの操作が失敗したアクセスのログ採取に関する設

定情報が，次に示す文字列で表示されます。複数のログ採取契機が設定さ

れている場合は，コンマ（,）で区切って表示されます。

lfld
フォルダ一覧の表示が失敗したアクセスのログを採取する設定の場

合に表示されます。

rdat
データの読み取りが失敗したアクセスのログを採取する設定の場合

に表示されます。

wdat
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項目 説明

ファイルの作成またはデータの書き込みが失敗したアクセスのログ

を採取する設定の場合に表示されます。

cfld
フォルダの作成が失敗したアクセスのログを採取する設定の場合に

表示されます。

del
ファイルまたはフォルダの削除が失敗したアクセスのログを採取す

る設定の場合に表示されます。

rper
ファイルまたはフォルダのアクセス許可の読み取りが失敗したアク

セスのログを採取する設定の場合に表示されます。

cper
ファイルまたはフォルダのアクセス許可の変更が失敗したアクセス

のログを採取する設定の場合に表示されます。

cown
ファイルまたはフォルダの所有権の変更が失敗したアクセスのログ

を採取する設定の場合に表示されます。

rename
ファイルまたはフォルダの名称の変更が失敗したアクセスのログを

採取する設定の場合に表示されます。

con
CIFS 共有への接続または切断が失敗したアクセスのログを採取す

る設定の場合に表示されます。

none
この CIFS 共有での操作が失敗したアクセスのログを採取しない設

定の場合に表示されます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：Security）で設定した CIFS
サービス構成定義に従う設定の場合に表示されます。

Client access policy CIFS クライアントからのアクセスの処理方法が表示されます。

parallel
アクセスをパラレルに処理する場合に表示されます。

serial
アクセスをシリアルに処理する場合に表示されます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：Performance）で設定した

CIFS サービス構成定義に従う設定の場合に表示されます。

Volume Shadow Copy
Service

Volume Shadow Copy Service を使用するかどうかが表示されます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：Basic）で設定した CIFS
サービス構成定義に従う設定の場合に表示されます。

do_not_use
Volume Shadow Copy Service を使用しない場合に表示されます。

Read-only cache for
conflicts

複数の CIFS クライアントによるファイルへのアクセス競合が発生した

場合に，読み取り専用のクライアントキャッシュを使用するかどうかが表

示されます。

use
読み取り専用のクライアントキャッシュを使用する場合に表示され

ます。

do_not_use
読み取り専用のクライアントキャッシュを使用しない場合に表示さ

れます。

default
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項目 説明

［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：Performance）で設定した

CIFS サービス構成定義に従う場合に表示されます。

Access Based Enumeration アクセスベースの列挙を有効にするかどうかが表示されます。

use
アクセスベースの列挙を有効にする場合に表示されます。

do_not_use
アクセスベースの列挙を無効にする場合に表示されます。

default
［Access Protocol Configuration］ダイアログの［CIFS Service
Management］ページ（Setting Type：Security）で設定した CIFS
サービス構成定義に従う場合に表示されます。

Offline attribute オフライン属性を有効にするかどうかが表示されます。

use
オフライン属性を有効にする場合に表示されます。

do_not_use
オフライン属性を無効にする場合に表示されます。

戻り値

表 2-91 cifsrestore コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，66※，70，99※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

97，98，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

99※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

CIFS 共有の情報を次の条件でリストアする場合

◦ ファイルシステム名は FS1とする

◦ 情報定義ファイル名は FS1_cifsshares.xmlとする

$ sudo cifsrestore FS1_cifsshares.xml

リストア用スクリプトのテンプレートファイルを次の条件で作成する場合
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◦ テンプレートファイル名は FS1_cifsrestore.shとする

◦ 情報定義ファイル名は FS1_cifsshares.xmlとする

$ sudo cifsrestore --template FS1_cifsrestore.sh FS1_cifsshares.xml

2.59 clctl（クラスタの処理に関する値の設定）

書式

clctl [-s タイムアウト値] [-e タイムアウト値] [-b タイムアウト値]
   [-l タイムアウト値] [-p {normal|ignore_resource_error}]
clctl -h

説明

フェールオーバーまたはフェールバック時の処理時間，または障害検知からフェールオーバーする

までのタイムアウト値，およびリソースグループ起動の動作を設定します。次の処理の タイムアウ

ト値を設定できます。

• リソースグループまたは Virtual Server の起動処理

移動先のノードで起動処理がタイムアウトした場合には，起動処理中のノードはリセットされ

て，元のノードで起動処理が開始されます。元のノードで起動処理がエラー終了した場合には，

そのリソースグループまたは Virtual Server は停止し，ユーザーに対するサービスも停止しま

す。

• リソースグループまたは Virtual Server の停止処理

停止処理がタイムアウトした場合には，停止処理中のノードはリセットされて，もう一方のノー

ドで起動処理が開始されます。もう一方のノードで起動処理がエラー終了した場合には，そのリ

ソースグループは停止し，ユーザーに対するサービスも停止します。

• ハートビート監視処理

ハートビート監視処理でタイムアウトした場合には，相手ノードに障害が発生と判断して相手

ノードのリセットを行い，自ノードでリソースグループまたは Virtual Server の起動処理が開

始されます。

• リンクダウン監視処理

リンクダウン監視処理でタイムアウトした場合には，自ノードに障害が発生と判断して相手ノー

ドでリソースグループまたは Virtual Server の起動処理が開始されます。ただし，リソースグ

ループまたは Virtual Server が監視対象から除外されている場合には，フェールオーバーされ

ません。

このコマンドは，次の条件を満たしている場合に実行できます。※1

• クラスタ構築が完了していること

• 両ノードの OS が起動し，ログインできる状態になっていること

注※1
このコマンドで設定した内容で，もう一方のノードの設定も変更されます。設定後，両ノード

で clctl（引数なし）を実行し，設定内容が反映されていることを確認してください。

オプションと引数

-b タイムアウト値

ハートビート断障害を検知してからフェールオーバーするまでのタイムアウト値を指定しま

す（単位：秒）。15～600 の整数を指定します。初期設定は「60」です。
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-e タイムアウト値

停止処理のタイムアウト値を指定します（単位：分）。0 または 3～180 の整数を指定します。

「0」を指定した場合，停止処理はタイムアウトしません。初期設定は「60」です。

-l タイムアウト値

リンクダウンを検知してからフェールオーバーするまでタイムアウト値を指定します（単位：

秒）。15～600 の整数を指定します。初期設定は「60」です。

-p {normal|ignore_resource_error}
リソースグループを構成する一部のリソースに障害が発生した場合のリソースグループ起動

処理の動作を指定します。初期設定は「ignore_resource_error」です。

normal
リソースグループを構成する一部のリソースに障害が発生した場合，リソースグループの起動

処理を中止します。ただし，起動処理が中止された場合，リソースグループの状態が Online/
srmd executable errorでサービスが提供されないことや，もう一方のノードに移動して

サービスが提供されることがあります。

ignore_resource_error
リソースグループを構成する一部のリソースに障害が発生した場合でもリソースグループの

起動処理を続行します。ただし，システムや複数のサービスに影響を与えるおそれがある場合

は，リソースグループの起動処理は中止されます。

-s タイムアウト値

起動処理のタイムアウト値を指定します（単位：分）。0 または 3～180 の整数を指定します。

「0」を指定した場合，起動処理はタイムアウトしません。初期設定は「0」です。

なお，オプションの指定を省略した場合には，現在の設定値が表示されます。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-92 clctl コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Timeout value for the processing to
start the resource group during
failover

フェールオーバー時のリソースグループの起動処理に対

するタイムアウト値が表示されます（単位：分）。

Timeout value for the processing to
stop the resource group during
failover

フェールオーバー時のリソースグループの停止処理に対

するタイムアウト値が表示されます（単位：分）。

Time before starting a failover after
heartbeat communication was
interrupted

ハートビート断障害を検知してからフェールオーバーす

るまでのタイムアウト値が表示されます（単位：秒）。

Time before starting a failover after
detecting LinkDown

リンクダウンを検知してからフェールオーバーするまで

のタイムアウト値が表示されます（単位：秒）。

Resource group start policy if any
resource is failed

ソースグループを構成する一部のリソースに障害が発生

した場合のリソースグループ起動処理の動作が表示され

ます。

normal
リソースグループを構成する一部のリソースに障

害が発生した場合，リソースグループの起動処理を

中止します。ただし，起動処理が中止された場合，

リソースグループの状態が Online/srmd
executable errorでサービスが提供されないこ
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項目 説明

とや，もう一方のノードに移動してサービスが提供

されることがあります。

ignore_resoure_error
リソースグループを構成する一部のリソースに障

害が発生した場合でもリソースグループの起動処

理を続行します。ただし，システムや複数のサービ

スに影響を与えるおそれがある場合は，リソースグ

ループの起動処理は中止されます。

戻り値

表 2-93 clctl コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

98 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

タイムアウト値を変更する場合

◦ 起動処理のタイムアウト値を 45 分に変更する

◦ 停止処理のタイムアウト値を 45 分に変更する

$ sudo clctl -s 45 -e 45

2.60 cldisablerepair（クラスタの DISABLE 状態の回復）

書式

cldisablerepair [-h]

説明

障害発生時に，クラスタの DISABLE状態を回復します。

注意：

・このコマンドは，HVFP/HDI を起動する際，電源障害によって片方のノードを起動できないために

サービスを起動できなかった場合に実行します。必ず保守員の指示に従って実行してください。

・コマンドを実行してもサービスの利用を再開できない場合は，保守員に連絡してください。

戻り値

表 2-94 cldisablerepair コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了
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戻り値 説明

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

12，66，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.61 clstart（クラスタの起動）

書式

clstart [-h]

説明

ログインしているノードで構成されているクラスタを起動します。

このコマンドを実行する前に，「3.3 クラスタの管理」の「クラスタを操作する前に：」の内容を確

認してください。

このコマンドは，クラスタの状態が INACTIVEの場合に実行できます。

リソースグループが Online Ready/No errorの状態でクラスタを起動した場合は，リソースグ

ループも自動的に起動されます。このコマンドの処理が完了したあと，リソースグループに関連す

る操作ができる状態（Online/No error）になるまで，時間が掛かることがあります。

戻り値

表 2-95 clstart コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，25，66，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

80，81 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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2.62 clstatus（クラスタの状態の表示）

書式

clstatus [-c] {-v|[--] [クラスタ名]}
clstatus -h

説明

ログインしているノードで構成されているクラスタの状態を表示します。

オプションと引数

-c
クラスタの状態をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。-cオプションを指定し

た場合，クラスタ，ノード，リソースグループの名称にコロン（:）が含まれていると，番号

記号（#）に置き換えられて表示されます。

-v
共有 LU の情報やハートビートポートの IP アドレスなど，保守情報を参照する場合に指定し

ます。

クラスタ名

ログインしているノードで構成されているクラスタの状態だけを参照する場合に指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-96 clstatus コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

--Cluster Status-- クラスタの情報が表示されます。

Cluster name クラスタ名が表示されます。

Cluster status クラスタの状態が表示されます。※1

ACTIVE
正常に稼働している場合に表示されます。

INACTIVE
停止している場合に表示されます。

UNKNOWN※2※3

状態が確認できない場合に表示されます。

DISABLE
障害によってフェールオーバー機能が無効になっている場合に表示さ

れます。

--Node Status-- クラスタ名の指定を省略した場合に，ログインしたノードの状態とクラスタ

内のもう一方のノードの状態が順に表示されます。

ノード番号，ホスト名 ノードの情報が，次の形式で表示されます。

＜ノード番号＞(＜ホスト名＞)
Node name ノード名が表示されます。

Node status ノードの状態が表示されます。※1

UP
正常に稼働している場合に表示されます。

INACTIVE
停止している場合に表示されます。

DOWN
異常終了して停止している場合に表示されます。
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項目 説明

UNKNOWN※2※3

状態が確認できない場合に表示されます。

--Resource Group
Status--

クラスタ名の指定を省略した場合に，ログインしたノードに属するリソース

グループの状態とクラスタ内のもう一方のノードに属するリソースグループ

の状態が順に表示されます。

Resource group name リソースグループ名が表示されます。

Resource group status リソースグループの状態とエラー情報が，次の形式で表示されます。

＜リソースグループ状態＞/＜エラー情報＞

＜リソースグルー

プ状態＞

Online Ready※4

クラスタを起動していないので，リソースグルー

プを起動できない場合に表示されます。また，ク

ラスタの停止中に障害を検知した場合に表示さ

れます。

Initializing
初期化処理中の場合に表示されます。

Discovery (exclusivity)
稼働前のオンライン処理中の場合に表示されま

す。

Online Pending
開始処理中の場合に表示されます。

Online
稼働中の場合に表示されます。

Online Maintenance
監視機能を解除している場合に表示されます。

障害が発生しても自動的にフェールオーバーし

ません。

Offline Pending
停止処理中の場合に表示されます。

Offline※4

停止中の場合に表示されます。

Internal Error
内部エラーを検出している場合に表示されます。

保守員に連絡してください。

＜エラー情報＞※5 No error
エラーが発生していない場合に表示されます。

Internal error - not recoverable
回復できない内部エラーが発生した場合に表示

されます。保守員に連絡してください。

Monitor activity unknown
監視または監視除外の処理中に障害が発生した

場合に表示されます。操作し直しても障害が繰

り返して発生する場合は，強制停止して障害要因

を取り除いてください。

No available nodesまたは No available
nodes in failure domain after monitor
failure

障害が発生しましたが，すでにフェールオーバー

している状態のため，フェールオーバーできない

場合に表示されます。強制停止して 初の

フェールオーバーが発生した要因を取り除いて

ください。

Node not available (exclusivity)
フェールオーバー先のノードの Node status
が ACTIVEでないため，フェールオーバーできな

い場合に表示されます。強制停止して，フェール
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項目 説明

オーバー先のノードを起動してください。起動

できない場合は，フェールオーバー先のノードを

強制停止して障害要因を取り除いてください。

Node unknown
ノードの Node statusが UNKNOWNのため，リ

ソースグループを起動できない場合に表示され

ます。強制停止して，リソースグループを開始す

るノードを起動してください。起動できない場

合は，ノードを強制停止して障害要因を取り除い

てください。

Split resource group (exclusivity)
クラスタ内でリソースグループが重複して稼働

している場合に表示されます。クラスタを強制

停止したあとで，クラスタを構成しているノード

の OS の停止と再起動を保守員に依頼してくだ

さい。

srmd executable error
起動または停止処理中にエラーが発生している

場合に表示されます。強制停止して障害要因を

取り除いてください。

Running node リソースグループが稼働しているノード名が表示されます。

--Cluster Management
LU Information--

共有 LU の情報が表示されます。

Model 共有 LU が存在するストレージシステムのモデルが表示されます。

Serial number 共有 LU が存在するストレージシステムのシリアル番号が 10 進数で表示さ

れます。

LDEV number 共有 LU に割り当てられた LU の LDEV 番号が 10 進数で表示されます。括

弧内は 16 進数で表示されます。

--Heartbeat Port IP
Address--

両ノードのハートビートポートの IP アドレスが表示されます。ログインし

たノードのハートビートポートの IP アドレスの情報とクラスタ内のもう一

方のノードのハートビートポートの IP アドレスの情報が順に表示されます。

ノード番号，ホスト名 ログインしたノードともう一方のノードの情報が，次の形式で順に表示され

ます。

＜ノード番号＞(＜ホスト名＞)
Heartbeat port ログインしたノードともう一方のノードのハートビートポートの IP アドレ

スが順に表示されます。

注意：

clstartコマンドまたは ndstartコマンドの実行直後に clstatusコマンドを実行すると，

しばらくの間，処理中の状態になることがあります。

注※1
システムに障害が発生した場合，クラスタやノードの状態が表示されないことがあります。ク

ラスタやノードの状態を確認できない場合，障害情報を収集して保守員に連絡してください。

障害情報を収集する方法については，「トラブルシューティングガイド」を参照してください。

注※2
停止したノードにログインした状態で clstatusコマンドを実行すると，クラスタおよびもう

一方のノードの状態は，実際の状態にかかわらず，UNKNOWNが表示されます。クラスタ，ノー

ドおよびリソースグループの状態を確認するためには，稼働中のノード（もう一方のノード）

にログインして，再度 clstatusコマンドを実行して確認してください。

注※3
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クラスタ起動時にも UNKNOWNが表示されます。なお，クラスタ起動時には，クラスタを構成

するノード上のすべての OS の起動が完了するまで（ 大で 10 分程度），UNKNOWNが表示され

ます。

注※4
クラスタの状態が DISABLEの場合にも表示されます。

注※5
各エラーの対処方法の詳細については，「トラブルシューティングガイド」を参照してくださ

い。

戻り値

表 2-97 clstatus コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，26，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.63 clstop（クラスタの停止）

書式

clstop [-f] [-y]
clstop -h

説明

ログインしているノードで構成されているクラスタを停止します。

このコマンドは，クラスタおよびリソースグループの状態が，次の条件を満たしている場合に実行

できます。

• クラスタの状態が ACTIVEであること

• リソースグループの状態が Online/No error，Offline/No errorまたは Online
Maintenance/No errorであること

オプションと引数

-f
クラスタを強制停止する場合に指定します。クラスタの起動や停止を実行している際に障害

が発生し，処理が続行できない場合は，-fオプションを指定してこのコマンドを実行すると，

クラスタを強制停止できます。
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戻り値

表 2-98 clstop コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，24，66，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.64 compactsplit（ファイルのデータ集約の解除）

書式

compactsplit [-y] --file ファイルのパス

compactsplit -h

説明

ファイルのデータ集約を解除（スプリット）し，データ集約される前のファイル状態へと戻します。

解除されたファイルと同じデータを参照している格納パスが異なるファイルは，データ集約された

状態のままとなります。また，このコマンドによってデータ集約を解除したファイルは，再度ファ

イルのデータ集約をすることはできません。

オプションと引数

--file ファイルのパス

/mnt/で始まる絶対パスで指定します。

戻り値

表 2-99 compactsplit コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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使用例

FS_1という名称のファイルシステムのファイル data1.txtのデータ集約の解除を行う場合

$ sudo compactsplit --file /mnt/FS_1/data1.txt
KAQM04198-Q Are you sure you want to split the specified file? (y/n) y

2.65 compactstatus（ファイルのデータ集約状態の表示）

書式

compactstatus --file ファイルのパス

compactstatus -h

説明

ファイルのデータ集約状態を表示します。

オプションと引数

--file ファイルのパス

/mnt/で始まる絶対パスで指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-100 compactstatus コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Single Instancing ファイルのデータ集約がされているかどうかが表示されます。

Yes
ファイルのデータ集約がされている場合に表示されます。

No
ファイルのデータ集約がされていない場合に表示されます。

戻り値

表 2-101 compactstatus コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

FS_1という名称のファイルシステムのファイル data1.txtのデータ集約状態を表示する場合
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$ sudo compactstatus --file /mnt/FS_1/data1.txt
Single instancing : Yes

2.66 datamigrateaccesstest（インポート元のファイル
サーバへのアクセスの確認）

書式

datamigrateaccesstest --name インポート定義名

datamigrateaccesstest --source ホスト\CIFS共有名
   --user ユーザー名 --password パスワード

datamigrateaccesstest --source ホスト:NFS共有ディレクトリ

datamigrateaccesstest -h

説明

インポート元のファイルサーバのファイル共有にアクセスできるかどうかを確認します。

オプションと引数

--name インポート定義名

インポート定義情報の名称を指定します。このオプションは，--sourceオプションと同時に

指定できません。

--password パスワード

インポート元のファイルサーバの CIFS 共有に接続するためのパスワードを指定します。

--source ホスト\CIFS 共有名

インポート元のファイル共有が CIFS 共有の場合に，インポート元のファイルサーバのホスト

名または IP アドレス，および CIFS 共有名を指定します。このオプションは，--nameオプ

ションと同時に指定できません。

--source ホスト:NFS 共有ディレクトリ

インポート元のファイル共有が NFS 共有の場合に，インポート元のファイルサーバのホスト

名または IP アドレス，および共有ディレクトリを絶対パスで指定します。このオプション

は，--nameオプションと同時に指定できません。

--user ユーザー名

インポート元のファイルサーバの CIFS 共有に接続するためのユーザー名を指定します。

ユーザーが所属しているドメインに HVFP/HDI が参加していない場合，または HVFP/HDI が
複数のドメインに参加している場合は，次の形式でドメイン名およびユーザー名を指定しま

す。

＜ドメイン名＞\＜ユーザー名＞

戻り値

表 2-102 datamigrateaccesstest コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。
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戻り値 説明

10，70，72※，73 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

69 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

72※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

インポート定義名を指定してインポート元のファイルサーバの CIFS 共有へのアクセスを確認する

場合

$ sudo datamigrateaccesstest --name importfiles
KAQM37179-I A connection was established to the migration-source file 
server.

2.67 datamigrateconfadd（インポート定義情報の追加）

書式

datamigrateconfadd [--mapdef マッピングファイル名] [-y]
   --name インポート定義名 --source ホスト\CIFS共有名
   --destination ディレクトリパス
   --user ユーザー名 --password パスワード
   [--account-map-mode {auto|domain|local}] 
   [--replaceowner 代替オーナー名|--replacegroup 代替グループ名]
datamigrateconfadd [-y] --name インポート定義名 
   --source ホスト:NFS共有ディレクトリ 
   --destination ディレクトリパス

datamigrateconfadd -h

説明

ほかのファイルサーバのファイル共有からデータをインポートする際の定義情報（インポート定義

情報）を追加します。また，ローカルアカウントのマッピング情報を登録します。

このコマンドは，次の条件を満たしている場合に実行できます。

• インポートするファイル共有の種別に応じて，両方のノードまたは対象の Virtual Server の
CIFS または NFS サービスの構成定義が設定されていること

• datamigrateaccesstestコマンドでインポート元のファイルサーバへアクセスできること

• インポート元として指定する共有名がインポート定義情報に設定されていないこと

• インポート先のファイルシステムが WORM に対応していないこと

• インポート先のファイルシステムが読み書きできる状態でマウントされていること

• インポート先のファイルシステムが階層ファイルシステムでないこと
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• インポート先のファイルシステムがファイルのデータ集約による容量節約を使用していないこ

と

• インポート先として指定するディレクトリパスがインポート定義情報に設定されていないこと

• インポート先のディレクトリがログインしているノードにあること

なお，このコマンドで追加できるインポート定義情報は，1 クラスタまたは Virtual Server 当たり

20 個までです。

オプションと引数

--destination ディレクトリパス

HVFP/HDI のディレクトリを/mnt/で始まる絶対パスで指定します。

--mapdef マッピングファイル名

ローカルアカウントのマッピング情報を登録する場合に指定します。あらかじめマッピング

ファイルを SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）に転送しておく必要

があります。なお，このオプションを省略した場合，マッピング情報は登録されません。

--name インポート定義名

インポート定義情報の名称を指定します。1,280 バイト以内で指定します。英数字，記号，お

よび文字コードが Unicode（UTF-8）のマルチバイト文字を使用できます。

--password パスワード

インポート元のファイルサーバのファイル共有に接続するためのパスワードを指定します。

--replaceowner 代替オーナー名

代替アカウントとして割り当てられるユーザー名を指定します。このオプションは省略でき

ます。

なお，このオプションは，--replacegroupオプションと同時に指定できません。

--replacegroup 代替グループ名

代替アカウントとして割り当てられるグループ名を指定します。このオプションは省略でき

ます。

なお，このオプションは，--replaceownerオプションと同時に指定できません。

--account-map-mode {auto|domain|local}
インポート元のファイルやディレクトリに設定されている所有者や ACE のアカウント情報を

名前解決する場合に使用するモードを指定します。

auto
使用するモードを自動で選択して名前解決する場合に指定します。

domain
CIFS サービスのユーザーマッピングを使用して名前解決する場合に指定します。

local
マッピングファイルを使用して名前解決する場合に指定します。

このオプションを省略した場合は，autoが設定されます。

--source ホスト\CIFS 共有名

インポート元のファイル共有が CIFS 共有の場合に，インポート元のファイルサーバのホスト

名または IP アドレス，および CIFS 共有名を指定します。このコマンドで指定するホスト名

または IP アドレスが異なると，同一ホストを示す場合でも異なるホストとして認識されます。
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同一ホストに対してこのコマンドを複数回実行する場合は，ホストの情報に同じ値を指定する

ことを推奨します。

--source ホスト:NFS 共有ディレクトリ

インポート元のファイル共有が NFS 共有の場合に，インポート元のファイルサーバのホスト

名または IP アドレス，および共有ディレクトリを絶対パスで指定します。このコマンドで指

定するホスト名または IP アドレスが異なると，同一ホストを示す場合でも異なるホストとし

て認識されます。同一ホストに対してこのコマンドを複数回実行する場合は，ホストの情報に

同じ値を指定することを推奨します。

--user ユーザー名

インポート元のファイルサーバのファイル共有に接続するためのユーザー名を指定します。

ただし，ユーザーが所属しているドメインに HVFP/HDI が参加していない場合，または

HVFP/HDI が複数のドメインに参加している場合は，次の形式でドメイン名およびユーザー名

を指定します。

＜ドメイン名＞\＜ユーザー名＞

戻り値

表 2-103 datamigrateconfadd コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，4，5，7，8，10，12，15，
16，17，18，19，22，32，70，
71※，72※，73

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66，67，69 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

71※，72※，80 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

ほかのファイルサーバの CIFS 共有からインポート定義情報を追加し，ローカルアカウントのマッ

ピング情報を登録する場合

$ sudo datamigrateconfadd --name definition_name --source "host\share" --
destination /mnt/fs01/share --user USER01 --password PASS01 --account-map-
mode auto --replaceowner OWNER01

ほかのファイルサーバの NFS 共有からデータをインポートする際のインポート定義情報を追加す

る場合

$ sudo datamigrateconfadd --name definition_name --source "host:/nfs/share" 
--destination /mnt/fs01/share
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2.68 datamigrateconfdel（インポート定義情報の削除）

書式

datamigrateconfdel [-f] --source ホスト\CIFS共有名

datamigrateconfdel [-f] --source ホスト:NFS共有ディレクトリ

datamigrateconfdel [-f] --name インポート定義名

datamigrateconfdel -h

説明

インポート定義情報およびローカルアカウントのマッピング情報を削除します。

オプションと引数

-f
インポート定義情報およびローカルアカウントのマッピング情報を強制削除する場合に指定

します。なお，このオプションを指定した場合，インポート処理を中断し，強制終了します。

--name インポート定義名

インポート定義名を指定します。なお，このオプションは，--sourceオプションと同時に指

定できません。

--source ホスト\CIFS 共有名

インポート元のファイル共有が CIFS 共有の場合に，インポート元のファイルサーバのホスト

名または IP アドレス，および CIFS 共有名を指定します。datamigrateconfaddコマンド

で指定したホスト名または IP アドレスと異なる値を指定すると，同一ホストを示す場合でも

異なるホストとして認識されます。このオプションは，--nameオプションと同時に指定でき

ません。

--source ホスト:NFS 共有ディレクトリ

インポート元のファイル共有が NFS 共有の場合に，インポート元のファイルサーバのホスト

名または IP アドレス，および共有ディレクトリを絶対パスで指定します。

datamigrateconfaddコマンドで指定したホスト名または IP アドレスと異なる値を指定す

ると，同一ホストを示す場合でも異なるホストとして認識されます。このオプションは，--
nameオプションと同時に指定できません。

戻り値

表 2-104 datamigrateconfdel コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，15 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，23※，41，68※，70，71※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

23※，65，66，67，68※，69 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

71※，97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

インポート定義情報を削除する場合

$ sudo datamigrateconfdel --name importfiles

2.69 datamigrateconfedit（インポート定義情報の設定）

書式

datamigrateconfedit [--mapdel|--mapdef マッピングファイル名]
   [--user ユーザー名] [--password パスワード]
   [--account-map-mode {auto|domain|local}]
   [--replaceowner 代替オーナー名]
   [--replacegroup 代替グループ名]
   {--name インポート定義名|--source ホスト\CIFS共有名}
datamigrateconfedit -h

説明

ローカルアカウントのマッピング情報を再登録または削除します。

オプションと引数

--mapdef マッピングファイル名

ローカルアカウントのマッピング情報を再登録する場合に指定します。

--mapdel
ローカルアカウントのマッピング情報を削除する場合に指定します。マッピング情報が登録

されていない場合にこのオプションを指定しないでください。

--name インポート定義名

インポート定義情報の名称を指定します。このオプションは，--sourceオプションと同時に

指定できません。

--password パスワード

インポート元のファイルサーバのファイル共有に接続するためのパスワードを指定します。

このオプションを省略すると現在の設定値が引き継がれます。

--replaceowner 代替ユーザー名

代替アカウントとして割り当てられるユーザー名を指定します。このオプションは省略でき

ます。

代替アカウントをグループに変更する場合は，設定されているユーザー名を削除するために，

空文字列（「""」や「''」など）を指定する必要があります。

--replacegroup 代替グループ名

代替アカウントとして割り当てられるグループ名を指定します。このオプションは省略でき

ます。
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代替アカウントをユーザーに変更する場合は，設定されているグループ名を削除するために，

空文字列（「""」や「''」など）を指定する必要があります。

--account-map-mode {auto|domain|local}
インポート元のファイルやディレクトリに設定されている所有者や ACE のアカウント情報を

名前解決する場合に使用するモードを指定します。

auto
使用するモードを自動で選択して名前解決する場合に指定します。

domain
CIFS サービスのユーザーマッピングを使用して名前解決する場合に指定します。

local
マッピングファイルを使用して名前解決する場合に指定します。

このオプションを省略すると現在の設定値が引き継がれます。

--source ホスト\CIFS 共有名

インポート元のファイル共有が CIFS 共有の場合に，インポート元のファイルサーバのホスト

名または IP アドレス，および CIFS 共有名を指定します。datamigrateconfaddコマンド

で指定したホスト名または IP アドレスと異なる値を指定すると，同一ホストを示す場合でも

異なるホストとして認識されます。このオプションは，--nameオプションと同時に指定でき

ません。

--user ユーザー名

インポート元のファイルサーバのファイル共有に接続するためのユーザー名を指定します。

ただし，ユーザーが所属しているドメインに HVFP/HDI が参加していない場合，または

HVFP/HDI が複数のドメインに参加している場合は，次の形式でドメイン名およびユーザー名

を指定します。

＜ドメイン名＞\＜ユーザー名＞

注意：

省略できるオプションのうち 1 つ以上のオプションを必ず指定してください。

戻り値

表 2-105 datamigrateconfedit コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，4，5，6，7，8，15，32，41，
70，71，73，78

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，67，69 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

80 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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使用例

インポート定義名を指定して，ローカルアカウントのマッピング情報を再登録する場合

$ sudo datamigrateconfedit --mapdef mappingfile --account-map-mode local --
replaceowner user02 --name importfiles

2.70 datamigrateconflist（インポート定義情報の表示）

書式

datamigrateconflist [--source ホスト\CIFS共有名]
datamigrateconflist [--source ホスト:NFS共有ディレクトリ]
datamigrateconflist [--name インポート定義名]
datamigrateconflist --mapdef --source ホスト\CIFS共有名

datamigrateconflist --mapdef --name インポート定義名

datamigrateconflist -h

説明

インポート定義情報およびローカルアカウントのマッピング情報を表示します。なお，すべてのオ

プションを省略した場合は，すべてのインポート定義情報を表示します。

オプションと引数

--mapdef
ローカルアカウントのマッピング情報を表示する場合に指定します。マッピング情報が登録

されていない場合にこのオプションを指定しないでください。

--name インポート定義名

インポート定義名を指定します。なお，このオプションは，--sourceオプションと同時に指

定できません。

--source ホスト\CIFS 共有名

インポート元のファイル共有が CIFS 共有の場合に，インポート元のファイルサーバのホスト

名または IP アドレス，および CIFS 共有名を指定します。datamigrateconfaddコマンド

で指定したホスト名または IP アドレスと異なる値を指定すると，同一ホストを示す場合でも

異なるホストとして認識されます。このオプションは，--nameオプションと同時に指定でき

ません。

--source ホスト:NFS 共有ディレクトリ

インポート元のファイル共有が NFS 共有の場合に，インポート元のファイルサーバのホスト

名または IP アドレス，および共有ディレクトリを絶対パスで指定します。

datamigrateconfaddコマンドで指定したホスト名または IP アドレスと異なる値を指定す

ると，同一ホストを示す場合でも異なるホストとして認識されます。このオプションは，--
nameオプションと同時に指定できません。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。
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表 2-106 datamigrateconflist コマンドを実行した場合に表示される情報（--mapdef オプションを
指定しない場合）

項目 説明

CIFS import definition number (＜番

号＞)
各 CIFS 共有の情報が表示されます。

- Import-definition name インポート定義情報の名称が表示されます。

- Import-source host name インポート元のファイルサーバのホスト名または IP アドレ

スが表示されます。

- Import-source share name インポート元のファイルサーバの CIFS 共有名が表示され

ます。

- User name インポート元のファイルサーバのユーザー名が表示されま

す。

- Import-destination directory HVFP/HDI の CIFS 共有の絶対パスが表示されます。

- Account mapping mode インポート元のファイルやディレクトリに設定されている

所有者や ACE のアカウント情報を名前解決する場合に使

用するモードが表示されます。

- Import-replace owner 代替アカウントとして割り当てられるユーザー名が表示さ

れます。

- Import-replace group 代替アカウントとして割り当てられるグループ名が表示さ

れます。

- File share import status インポートまたは検証処理の状態が表示されます。

success
すべてのデータをインポートする処理が完了した場合

に表示されます。

all
インポート処理が実行中の場合に表示されます。

all(temporary on-demand)
HCP にデータをマイグレートしているか，インポート

先のファイルシステムの残容量が閾値に達したために

すべてのデータをインポートする処理が一時的に停止

し，HVFP/HDI でクライアントからアクセスされた

データだけをインポートする処理が実行されている場

合に表示されます。

on-demand
HVFP/HDI でクライアントからアクセスされたデー

タだけをインポートする処理が実行中の場合に表示さ

れます。

not execute
インポートまたは検証処理が未実施の場合に表示され

ます。

failed
すべてのデータをインポートする処理が失敗した場合

に表示されます。

unable
インポートまたは検証処理を実施できない場合に表示

されます。

retry
すべてのデータをインポートする処理の再実行が必要

な場合に表示されます。

stop
インポート処理が停止している場合に表示されます。

scan
インポート定義情報の検証処理が実行中の場合に表示

されます。
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項目 説明

scan complete
インポート定義情報の検証処理が完了した場合に表示

されます。

- Account mapping ローカルアカウントのマッピングの使用状況が表示されま

す。

Use
マッピングを使用する場合に表示されます。

Do not use
マッピングを使用しない場合に表示されます。

- Mapping file name マッピングファイルの名称が表示されます。

NFS import definition number (＜番号

＞)
各 NFS 共有の情報が表示されます。

- Import-definition name インポート定義情報の名称が表示されます。

- Import-source host name インポート元のファイルサーバのホスト名または IP アドレ

スが表示されます。

- Import-source share name インポート元のファイルサーバの共有ディレクトリの絶対

パスが表示されます。

- Import-destination directory HVFP/HDI の共有ディレクトリの絶対パスが表示されま

す。

- File share import status インポートまたは検証処理の状態が表示されます。

success
すべてのデータをインポートする処理が完了した場合

に表示されます。

all
インポート処理が実行中の場合に表示されます。

all(temporary on-demand)
HCP にデータをマイグレートしているか，インポート

先のファイルシステムの残容量が閾値に達したために

すべてのデータをインポートする処理が一時的に停止

し，HVFP/HDI でクライアントからアクセスされた

データだけをインポートする処理が実行されている場

合に表示されます。

on-demand
HVFP/HDI でクライアントからアクセスされたデー

タだけをインポートする処理が実行中の場合に表示さ

れます。

not execute
インポートまたは検証処理が未実施の場合に表示され

ます。

failed
すべてのデータをインポートする処理が失敗した場合

に表示されます。

unable
インポートまたは検証処理を実施できない場合に表示

されます。

retry
すべてのデータをインポートする処理の再実行が必要

な場合に表示されます。

stop
インポート処理が停止している場合に表示されます。

scan
インポート定義情報の検証処理が実行中の場合に表示

されます。

scan complete
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項目 説明

インポート定義情報の検証処理が完了した場合に表示

されます。

--mapdefオプションを指定してこのコマンドを実行したときに表示される情報を次の表に示しま

す。

表 2-107 datamigrateconflist コマンドを実行した場合に表示される情報（--mapdef オプションを
指定した場合）

項目 説明

SID アカウントの SID が表示されます。

SRC_NAME アカウントのユーザー名またはグループ名が表示されます。

KIND アカウントの種別が表示されます。

u
ユーザーの場合に表示されます。

g
グループの場合に表示されます。

DST_NAME インポート先アカウントのユーザー名またはグループ名が表示されます。

戻り値

表 2-108 datamigrateconflist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，15 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

6，10，25，26，27，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，69 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

インポート定義名を指定してインポート定義情報を参照する場合

$ sudo datamigrateconflist --name importfiles
List of CIFS Import Definitions
CIFS import definition number (1)
 Import-definition name : importfiles
 Import-source host name : 192.168.100.10
 Import-source share name : share01
 User name : user01
 Import-destination directory : /mnt/importfiles01
 Account mapping mode : auto
 Import-replace owner : --
 Import-replace group : --
 File share import status : not execute
 Account mapping : Do not use
 Mapping file name :
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2.71 datamigratectl（インポート方法の変更）

書式

datamigratectl [-y] --type {all|on-demand|cancel}
   --name インポート定義名

datamigratectl [-y] --type {all|on-demand|cancel}
   --source ホスト\CIFS共有名

datamigratectl [-y] --type {all|on-demand|cancel}
   --source ホスト:NFS共有ディレクトリ

datamigratectl -h

説明

ほかのファイルサーバのファイル共有から HVFP/HDI にデータをインポートする方法を変更しま

す。また，インポート処理を停止することもできます。

このコマンドは，次の条件を満たしている場合に実行できます。

• インポートするファイル共有の種別に応じて，両方のノードまたは対象の Virtual Server の
CIFS または NFS サービスの構成定義が設定されていること

• datamigrateaccesstestコマンドでインポート元のファイルサーバへアクセスできること

• インポート先のファイルシステムが読み書きできる状態でマウントされていること

• インポート先のファイルシステムに 8MB 以上の空き容量が確保されていること

• インポート先のファイル共有がログインしているノードにあること

オプションと引数

--name インポート定義名

インポート定義情報の名称を指定します。このオプションは，--sourceオプションと同時に

指定できません。

--source ホスト\CIFS 共有名

インポート元のファイル共有が CIFS 共有の場合に，インポート元のファイルサーバのホスト

名または IP アドレス，および CIFS 共有名を指定します。datamigrateconfaddコマンド

で指定したホスト名または IP アドレスと異なる値を指定すると，同一ホストを示す場合でも

異なるホストとして認識されます。このオプションは，--nameオプションと同時に指定でき

ません。

--source ホスト:NFS 共有ディレクトリ

インポート元のファイル共有が NFS 共有の場合に，インポート元のファイルサーバのホスト

名または IP アドレス，および共有ディレクトリを絶対パスで指定します。

datamigrateconfaddコマンドで指定したホスト名または IP アドレスと異なる値を指定す

ると，同一ホストを示す場合でも異なるホストとして認識されます。このオプションは，--
nameオプションと同時に指定できません。

--type {all|on-demand|cancel}
ほかのファイルサーバから HVFP/HDI へのデータのインポート方法を指定します。

all
すべてのデータを HVFP/HDI にインポートする場合に指定します。

on-demand
インポート先の HVFP/HDI でクライアントからアクセスされたデータだけをインポート

する場合に指定します。
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cancel
インポート処理を停止する場合に指定します。再開する場合は再度このコマンドを実行

してください。

戻り値

表 2-109 datamigratectl コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11，14※，17，24，25，26，
28，32，41，68※，70，71※，

72※，73

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

14※，65，66，67，68※，69 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

71※，72※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

71※，97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

インポート定義名を指定して，インポート先の HVFP/HDI でクライアントからアクセスされた

データだけをインポートする方法に変更する場合

$ sudo datamigratectl --type on-demand --source "host\share"
KAQM37174-Q An all-data migration is being performed in accordance to data 
migration definition information. Do you want to stop the migration? (y/n)

2.72 datamigratelimitget（インポートを中断および再開す
る閾値の表示）

書式

datamigratelimitget --file-system ファイルシステム名

datamigratelimitget -h

説明

すべてのデータをインポートする処理を中断し，インポート先の HVFP/HDI でクライアントから

アクセスされたデータだけがインポートされる閾値（ファイルシステムの残容量）を表示します。

また，すべてのデータをインポートする処理が中断したあと，再開する閾値（ファイルシステムの

残容量）を表示します。

このコマンドは，次の条件を満たしている場合に実行できます。
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• 両方のノードまたは対象の Virtual Server の CIFS サービスの構成定義でユーザーマッピング

が設定されていること

• datamigrateaccesstestコマンドでインポート元のファイルサーバへアクセスできること

• インポート元として指定する共有名がインポート定義情報に設定されていないこと

• インポート先のファイルシステムが WORM に対応していないこと

• インポート先のファイルシステムが読み書きできる状態でマウントされていること

• インポート先のファイルシステムが階層ファイルシステムでないこと

• インポート先のファイルシステムがファイルのデータ集約による容量節約を使用していないこ

と

• インポート先として指定するディレクトリパスがインポート定義情報に設定されていないこと

• インポート先のディレクトリがログインしているノードにあること

オプションと引数

--file-system ファイルシステム名

インポート先のファイルシステムの名称を指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-110 datamigratelimitget コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Suspend limit rest
size

すべてのデータをインポートする処理を中断する閾値（ファイルシステムの残

容量）がパーセントで表示されます。

Resume limit rest
size

すべてのデータをインポートする処理を再開する閾値（ファイルシステムの残

容量）がパーセントで表示されます。

戻り値

表 2-111 datamigratelimitget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，4，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.73 datamigratelimitset（インポートを中断および再開す
る閾値の設定）

書式

datamigratelimitset --file-system ファイルシステム名
   {[--suspend-rest-size 処理が中断する閾値となる残容量]
    [--resume-rest-size 処理が再開する閾値となる残容量]}
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datamigratelimitset -h

説明

すべてのデータをインポートする処理を中断し，インポート先の HVFP/HDI でクライアントから

アクセスされたデータだけがインポートされる閾値（ファイルシステムの残容量）を設定します。

また，すべてのデータをインポートする処理が中断したあと，再開する閾値（ファイルシステムの

残容量）を設定します。

ファイルシステムの残容量が閾値以下になると，すべてのデータをインポートする処理を中断しま

す。また，ファイルシステムの残容量が閾値以上になると，すべてのデータをインポートする処理

を再開します。なお，HCP と連携している場合にインポート処理が中断すると，マイグレーション

が完了したあとで，ファイルシステムの残容量が閾値以上になるまでファイルをスタブ化し，すべ

てのデータをインポートする処理を再開します。

すべてのデータをインポートする処理を実行中に，このコマンドで設定を変更した場合は，インポー

ト処理を中断または再開してください。

このコマンドは，次の条件を満たしている場合に実行できます。

• 両方のノードまたは対象の Virtual Server の CIFS サービスの構成定義でユーザーマッピング

が設定されていること

• datamigrateaccesstestコマンドでインポート元のファイルサーバへアクセスできること

• インポート元として指定する共有名がインポート定義情報に設定されていないこと

• インポート先のファイルシステムが WORM に対応していないこと

• インポート先のファイルシステムが読み書きできる状態でマウントされていること

• インポート先のファイルシステムが階層ファイルシステムでないこと

• インポート先のファイルシステムがファイルのデータ集約による容量節約を使用していないこ

と

• インポート先として指定するディレクトリパスがインポート定義情報に設定されていないこと

• インポート先のディレクトリがログインしているノードにあること

• マイグレーションポリシーを設定していること

オプションと引数

--file-system ファイルシステム名

インポート先のファイルシステムの名称を指定します。

--suspend-rest-size 処理が中断する閾値となる残容量

すべてのデータをインポートする処理が中断する閾値となるファイルシステムの残容量を，1
～99 の範囲で指定します（単位：%）。初期設定は「10」です。

--resume-rest-size 処理が再開する閾値となる残容量

すべてのデータをインポートする処理が再開する閾値となるファイルシステムの残容量を，1
～99 の範囲で指定します（単位：%）。初期設定は「20」です。

戻り値

表 2-112 datamigratelimitset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了
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戻り値 説明

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，4 ，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

67 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

FS_1という名称のファイルシステムについて次の条件で設定する場合

◦ すべてのデータをインポートする処理が中断する閾値を 10%に設定する

◦ すべてのデータをインポートする処理が中断したあと，インポート処理を再開する閾値を

20%に設定する

$ sudo datamigratelimitset --file-system fs1 --suspend-rest-size 10 --
resume-rest-size 20

2.74 datamigratestart（インポートの開始）

書式

datamigratestart [-y] [--type {all|on-demand}]
   --name インポート定義名

datamigratestart [-y] [--type {all|on-demand}]
   --source ホスト\CIFS共有名

datamigratestart [-y] [--type {all|on-demand}]
   --source ホスト:NFS共有ディレクトリ

datamigratestart -h

説明

datamigrateconfaddコマンドで追加したインポート定義情報を使用して，ほかのファイルサー

バのファイル共有から HVFP/HDI へのデータのインポートを開始します。

すべてのデータを HVFP/HDI にインポートしている際に，インポート先のファイルシステムの残

容量が閾値に達すると，HVFP/HDI のクライアントからアクセスされたデータだけがインポートさ

れる方法に切り替わります。

このコマンドは，次の条件を満たしている場合に実行できます。

• インポートするファイル共有の種別に応じて，両方のノードまたは対象の Virtual Server の
CIFS または NFS サービスの構成定義が設定されていること

• datamigrateaccesstestコマンドでインポート元のファイルサーバへアクセスできること

• インポート先のファイルシステムが読み書きできる状態でマウントされていること

• インポート先のファイル共有がログインしているノードにあること
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オプションと引数

--name インポート定義名

インポート定義情報の名称を指定します。このオプションは，--sourceオプションと同時に

指定できません。

--source ホスト\CIFS 共有名

インポート元のファイル共有が CIFS 共有の場合に，インポート元のファイルサーバのホスト

名または IP アドレス，および CIFS 共有名を指定します。datamigrateconfaddコマンド

で指定したホスト名または IP アドレスと異なる値を指定すると，同一ホストを示す場合でも

異なるホストとして認識されます。このオプションは，--nameオプションと同時に指定でき

ません。

--source ホスト:NFS 共有ディレクトリ

インポート元のファイル共有が NFS 共有の場合に，インポート元のファイルサーバのホスト

名または IP アドレス，および共有ディレクトリを絶対パスで指定します。

datamigrateconfaddコマンドで指定したホスト名または IP アドレスと異なる値を指定す

ると，同一ホストを示す場合でも異なるホストとして認識されます。このオプションは，--
nameオプションと同時に指定できません。

--type {all|on-demand}
ほかのファイルサーバから HVFP/HDI へのデータのインポート方法を指定します。このオプ

ションを省略した場合は，allが設定されます。

all
すべてのデータを HVFP/HDI にインポートする場合に指定します。

on-demand
インポート先の HVFP/HDI でクライアントからアクセスされたデータだけをインポート

する場合に指定します。

戻り値

表 2-113 datamigratestart コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11，14※，17，25，26，29，
30，31，32，41，68※，69※，

70，71※，72※，73

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

14※，65，66，67，68※，69※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

71※，72※，74 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。
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使用例

インポート定義名を指定して，ほかのファイルサーバのファイル共有から HVFP/HDI へのデータ

のインポートを開始する場合

$ sudo datamigratestart --name importfiles

2.75 datamigratestatus（インポート結果の表示）

書式

datamigratestatus --name インポート定義名
   [--incompletionlist|--srcfailedlist|--migfailedlist]
datamigratestatus --source ホスト\CIFS共有名
   [--incompletionlist|--srcfailedlist|--migfailedlist]
datamigratestatus --source ホスト:NFS共有ディレクトリ
   [--incompletionlist|--srcfailedlist|--migfailedlist]
datamigratestatus -h

説明

ほかのファイルサーバから HVFP/HDI へのすべてのデータのインポート処理またはインポート定

義情報の検証処理の結果を表示します。

オプションと引数

--incompletionlist
インポートが完了していないファイルの一覧を表示する場合に指定します。このオプション

は，ほかのファイルサーバから HVFP/HDI へのすべてのデータのインポート処理が終了して

いる場合に指定できます。

--migfailedlist
インポートに失敗したファイルの一覧を表示する場合に指定します。

--name インポート定義名

インポート定義情報の名称を指定します。このオプションは，--sourceオプションと同時に

指定できません。

--source ホスト\CIFS 共有名

インポート元のファイル共有が CIFS 共有の場合に，インポート元のファイルサーバのホスト

名または IP アドレス，および CIFS 共有名を指定します。datamigrateconfaddコマンド

で指定したホスト名または IP アドレスと異なる値を指定すると，同一ホストを示す場合でも

異なるホストとして認識されます。このオプションは，--nameオプションと同時に指定でき

ません。

--source ホスト:NFS 共有ディレクトリ

インポート元のファイル共有が NFS 共有の場合に，インポート元のファイルサーバのホスト

名または IP アドレス，および共有ディレクトリを絶対パスで指定します。

datamigrateconfaddコマンドで指定したホスト名または IP アドレスと異なる値を指定す

ると，同一ホストを示す場合でも異なるホストとして認識されます。このオプションは，--
nameオプションと同時に指定できません。

--srcfailedlist
インポート対象と認識されなかったファイルの一覧を表示する場合に指定します。
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表示項目

datamigratestatusコマンドを実行すると，インポート処理の状態を知らせるメッセージのほ

か，インポート処理の状態に応じて次の情報が表示されます。

表 2-114 インポート処理中または停止中に datamigratestatus コマンドを実行すると表示される
情報

項目 説明

Number of files in the
import source

インポート対象のファイルまたはディレクトリの数が表示されます。

Number of files that failed
to be read

インポート対象と認識されなかったファイルまたはディレクトリの数

が表示されます。

Number of successfully
imported files

インポートが完了したファイルまたはディレクトリと，インポート時

に削除されたファイルまたはディレクトリの数が表示されます。

Number of files that failed
to be imported

インポートに失敗したファイルまたはディレクトリの数が表示されま

す。停止していたインポートを再開した場合は，再開した時点からの

数が表示されます。

Number of files pending
import

インポートが完了していないファイルまたはディレクトリの数が表示

されます。計算中または計算に失敗した場合はハイフン（-）が表示さ

れます。

注意：

インポート先の HVFP/HDI でクライアントからアクセスされたデータだけをインポートして

いる場合は情報が表示されません。

表 2-115 インポート処理が正常またはエラー終了したあとに datamigratestatus コマンドを実行
すると表示される情報

項目 説明

Number of files in the
import source

インポート対象のファイルまたはディレクトリの数が表示されます。

Number of files that failed
to be read

インポート対象と認識されなかったファイルまたはディレクトリの数

が表示されます。

Total number of
successfully imported files

インポートが完了したファイルまたはディレクトリと，インポート時

に削除されたファイルまたはディレクトリの数が表示されます。

Total number of files that
failed to be imported

インポートに失敗したファイルまたはディレクトリの数が表示されま

す。

Number of files pending
import

インポートが完了していないファイルまたはディレクトリの数が表示

されます。計算中または計算に失敗した場合はハイフン（-）が表示さ

れます。

注意：

インポート先の HVFP/HDI でクライアントからアクセスされたデータだけをインポートして

いる場合は情報が表示されません。

表 2-116 インポート定義情報の検証処理中に datamigratestatus コマンドを実行すると表示され
る情報

項目 説明

Number of files in the
import source

インポート定義情報の検証対象のファイルまたはディレクトリの数が

表示されます。

Number of files that failed
to be read

インポート定義情報の検証対象として認識されなかったファイルまた

はディレクトリの数が表示されます。
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項目 説明

Number of successfully scan
files

インポート定義情報の検証が完了したファイルまたはディレクトリの

数が表示されます。停止していた検証処理を再開した場合は，再開し

た時点からの数が表示されます。

Number of files that failed
to be scan

インポート定義情報の検証の結果，インポートできないファイルまた

はディレクトリの数が表示されます。停止していた検証処理を再開し

た場合は，再開した時点からの数が表示されます。

Number of files pending
scan

インポート定義情報の検証が完了していないファイルまたはディレク

トリの数が表示されます。計算中または計算に失敗した場合はハイフ

ン（-）が表示されます。

表 2-117 インポート定義情報の検証処理が終了したあとに datamigratestatus コマンドを実行す
ると表示される情報

項目 説明

Number of files in the
import source

インポート定義情報の検証対象のファイルまたはディレクトリの数が

表示されます。

Number of files that failed
to be read

インポート定義情報の検証対象として認識されなかったファイルまた

はディレクトリの数が表示されます。

Total number of
successfully scan files

インポート定義情報の検証が完了したファイルまたはディレクトリの

数が表示されます。

Total number of files that
failed to be scan

インポート定義情報の検証の結果，インポートできないファイルまた

はディレクトリの数が表示されます。

インポート定義情報の検証の結果，正しくインポートできないファイ

ルまたはディレクトリの数が表示されます。

--migfailedlistオプションを指定してこのコマンドを実行したと

きにエラーおよび警告メッセージが表示されているファイルの障害要

因を取り除く必要があります。エラーメッセージが表示されている

ファイルは，インポートされません。また，警告メッセージが表示さ

れているファイルは，データはインポートされますが，一部の ACE が

インポートされません。

Number of files pending
scan

インポート定義情報の検証が完了していないファイルまたはディレク

トリの数が表示されます。計算中または計算に失敗した場合はハイフ

ン（-）が表示されます。

戻り値

表 2-118 datamigratestatus コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，15 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，25，26，27，68※，70，71※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66，67，68※,69 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

インポート定義名を指定して，インポート処理が正常終了したあとにインポート結果を表示する場

合

$ sudo datamigratestatus --name importfiles
Number of files in the import source : 143556
Number of files that failed to be read : 0
Total number of successfully imported files : 143556
Total number of files that failed to be imported : 0
Number of files pending import : 0
KAQM37147-I An all-data migration was successfully performed.

インポート定義名を指定して，インポートが終了しなかったファイルを表示する場合

$ sudo datamigratestatus --name importfiles --incompletionlist
KAQM37249-I Processing might take a while.
file03
file04

2.76 datamigratetest（インポート定義情報の検証）

書式

datamigratetest [--cancel] --name インポート定義名

datamigratetest [-v] --name インポート定義名 --path ファイルまたはディレクトリ

datamigratetest -h

説明

インポート定義情報を検証し，インポートできるかどうかを判定します。また，CIFS 共有の特定の

ファイルやディレクトリに対して検証することもできます。

このコマンドは，次の条件を満たしている場合に実行できます。

• インポートするファイル共有の種別に応じて，両方のノードまたは対象の Virtual Server の
CIFS または NFS サービスの構成定義が設定されていること

• datamigrateaccesstestコマンドでインポート元のファイルサーバへアクセスできること

• インポート先のファイルシステムが読み書きできる状態でマウントされていること

• インポート先のディレクトリがログインしているノードにあること

オプションと引数

--cancel
インポート定義情報の検証を停止します。再度検証する場合は，--cancelオプションを指定

しないで，このコマンドを実行してください。このとき，前回検証済みのファイルやディレク

トリも検証の対象となります。

--name インポート定義名
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インポート定義情報の名称を指定します。

--path ファイルまたはディレクトリ

CIFS 共有のファイルまたはディレクトリのパスを指定します。

-v
検証対象のファイルまたはディレクトリの詳細情報を表示します。なお，--pathオプション

を同時に指定する必要があります。

表示項目および設定項目

-vオプションを指定した場合に表示される情報を次の表に示します。

表 2-119 datamigratetest コマンドで-v オプションを指定した場合に表示される情報

項目 説明

Data migration 指定したファイルまたはディレクトリをインポートできるかどうかを表示します。

Possible
インポートできる場合に表示されます。

Impossible
インポートできない場合に表示されます。

Size ファイルまたはディレクトリのサイズが表示されます（単位：バイト）。

Owner ファイルまたはディレクトリのオーナーのアカウント情報が次の形式で表示されます。

＜ SID＞(＜ユーザー ID＞/＜グループ ID＞)
アカウントの種類によっては，ユーザー ID またはグループ ID の代わりに次の情報が

表示されます。

-
ユーザー ID またはグループ ID の情報を取得できなかった場合に表示されます。

*
universal well-known SID の場合に表示されます。

M
マッピングファイルに登録されている場合に表示されます。

Access time インポート元ファイルまたはディレクトリのアクセス日時が表示されます。

Modify time インポート元ファイルまたはディレクトリの変更日時が表示されます。

Create time インポート元ファイルまたはディレクトリの作成日時が表示されます。

DOS attribute インポート元ファイルまたはディレクトリのファイル属性（DOS 属性）が（/）で区

切って表示されます。

R
読み取り専用の場合に表示されます。

A
アーカイブの場合に表示されます。

S
システムファイルの場合に表示されます。

H
隠しファイルの場合に表示されます。

D
ディレクトリの場合に表示されます。

ACLまたは

Skipped ACL
ACLにはインポートできる ACE の情報が，Skipped ACLにはインポートできない

ACE が次の形式で表示されます。

＜ SID＞(＜ユーザー IDまたはグループ ID＞):＜所属フラグ＞:＜種別＞:＜アクセ
ス権＞

アカウントの種類によっては，ユーザー ID およびグループ ID の代わりに次の情報が

表示されます。

-
ユーザー ID またはグループ ID の情報を取得できなかった場合に表示されます。

*
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項目 説明

universal well-known SID の場合に表示されます。

M
マッピングファイルに登録されている場合に表示されます。

所属フラグには次の情報が表示されます。

u
ユーザーの ACE の場合に表示されます。

g
グループの ACE の場合に表示されます。

種別には次の情報が表示されます。

ALLOW
許可の ACE の場合に表示されます。

DENY
拒否の ACE の場合に表示されます。

アクセス権には次の情報が表示されます。複数のアクセス権が設定されている場合は，

コロン 2 つ（::）で区切って表示されます。

f
フルコントロールの場合に表示されます。

s
フォルダのスキャン/ファイルの実行の場合に表示されます。

r
フォルダの一覧/データの読み取りの場合に表示されます。

a
属性の読み取りの場合に表示されます。

e
拡張属性の読み取りの場合に表示されます。

w
ファイルの作成/データの書き込みの場合に表示されます。

p
フォルダの作成/データの追加の場合に表示されます。

t
属性の書き込みの場合に表示されます。

x
拡張属性の書き込みの場合に表示されます。

l
サブフォルダとファイルの削除の場合に表示されます。

d
削除の場合に表示されます。

c
アクセス許可の読み取りの場合に表示されます。

h
アクセス許可の変更の場合に表示されます。

g
所有権の取得の場合に表示されます。

戻り値

表 2-120 datamigratetest コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，14※，17，25，26，32，41，
42，69※，70，71，72，75※，81

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

14※，66，67，69※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

74，75※，82 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

インポート定義情報の検証を行う場合

$ sudo datamigratetest --name importfiles

dir ディレクトリに対してインポートできるか検証する場合

$ sudo datamigratetest -v --name importfiles --path file10 
Data migration : Possible
Size : 1048576
Owner : S-1-5-21-3259394386-2595626757-2717347026-1188(81188/80513)
Access time : 2012-09-26 05:20:35.406000000
Modify time : 2011-02-22 07:39:34.128815900
Create time : 2011-03-16 00:32:49.607250000
DOS attribute : A
ACL : S-1-5-21-3259394386-2595626757-2717347026-1188(81188):u:ALLOW:f
Skipped ACL : -

2.77 dhcpget（DHCP の設定状態の表示）

書式

dhcpget [インターフェース]
dhcpget -h

説明

このコマンドは， HDI の場合に使用できます。

DHCP の設定状態を表示します。

オプションと引数

インターフェース

mng0を指定します。このオプションを省略した場合は，mng0を指定したものとしてコマンド

が実行されます。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される現在の設定情報を次の表に示します。
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表 2-121 dhcpget コマンドを実行した場合に表示される現在の設定情報

項目 説明

Interface インターフェースの情報が表示されます。

DHCP DHCP を使用するかどうかが表示されます。

On
DHCP を使用する場合に表示されます。

Off
DHCP を使用しない場合に表示されます。

dhcpsetコマンドを実行したあと，システムへの設定情報の反映が保留され

ている場合は，未反映であることを示すメッセージが表示されます。

戻り値

表 2-122 dhcpget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.78 dhcpreload（DHCP 使用時のインターフェースの再
設定）

書式

dhcpreload [-y] インターフェース

dhcpreload -h

説明

このコマンドは， HDI の場合に使用できます。

DHCP サーバから情報を取得して，インターフェースに設定します。

このコマンドを実行したあとは，設定情報が保留されていないかを dhcpgetコマンドで確認した

り，IP アドレスが正しく設定されているかを iflistコマンドで確認したりしてください。また，

システムメッセージのうち，KAQM05280-I メッセージが出力されている場合は，OS を再起動して

ください。

このコマンドを実行したあと，管理コンソールとノードとの間の接続が切断される場合があります。

オプションと引数

インターフェース

mng0を指定します。
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戻り値

表 2-123 dhcpreload コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

1※，10，66※，70，75 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.79 dhcpset（DHCP 使用時のインターフェースの設定）

書式

dhcpset [-y] --on インターフェース

dhcpset [-y] --off -a IPアドレス -n ネットマスク [-g ゲートウェイ]
   インターフェース

dhcpset --cancel インターフェース

dhcpset -h

説明

このコマンドは， HDI の場合に使用できます。

DHCP を使用してインターフェースを設定します。なお，DHCP サーバから情報を取得できなかっ

た場合，DHCP を利用する設定の反映が保留された状態になり，暫定的に固定の IP アドレスが設

定されます。この場合，DHCP サーバおよび DNS サーバと通信できることを確認してから，ノー

ドの OS を再起動するか，dhcpreloadコマンドを実行すると，保留されていた設定情報がシステ

ムに反映されます。また，--cancelオプションを指定してこのコマンドを実行すると，設定情報

が保留されている状態を取り消します。

このコマンドを実行したあとは，設定情報が保留されていないかを dhcpgetコマンドで確認した

り，指定した IP アドレスが正しく設定されているかを iflistコマンドで確認したりしてくださ

い。また，システムメッセージのうち，KAQM05280-I メッセージが出力されている場合は，OS を

再起動してください。

このコマンドを実行したあと，管理コンソールとノードとの間の接続が切断される場合があります。

注意：

DHCP サーバから情報を取得できなかったため，DHCP を利用する設定の反映が保留された

場合は，暫定的に次の情報が指定したインターフェースに設定されます。

◦ IP アドレス：169.254.1.100

◦ ネットマスク：255.255.0.0

◦ デフォルトゲートウェイ：設定なし
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システムへの設定情報の反映が保留されている場合，対象のインターフェースには次の操作を

実行できません。

◦ インターフェースの追加（ifaddコマンド）

◦ インターフェースの変更（ifeditコマンド）

◦ ルーティング情報の追加（routeaddコマンド）

◦ ルーティング情報の削除（routedelコマンド）

オプションと引数

-a IP アドレス

IP アドレスを IPv4 形式で指定します。--offオプションとともに指定します。

--cancel
システムへの設定情報の反映が保留されている状態を取り消す場合に指定します。このオプ

ションは，--onオプションおよび--offオプションと同時に指定できません。

-g ゲートウェイ

経由するゲートウェイの IP アドレスを IPv4 形式で指定します。--offオプションとともに

指定します。

-n ネットマスク

ネットマスクを指定します。--offオプションとともに指定します。

--off
DHCP を利用する設定を解除する場合に指定します。このオプションは，--onオプションお

よび--cancelオプションと同時に指定できません。

DHCP を利用する設定を解除した場合は，HDI の IP アドレスおよびホスト名を DNS サーバ

に手動で登録する必要があります。

--on
DHCP サーバから情報を取得してインターフェースを設定する場合に指定します。このオプ

ションは，--offオプションおよび--cancelオプションと同時に指定できません。

インターフェース

mng0を指定します。

戻り値

表 2-124 dhcpset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

1※，10，66※，70，73，75 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

DHCP サーバから情報を取得してインターフェースを設定する場合

$ sudo dhcpset --on mng0
KAQM05271-Q Changes to the DHCP settings will be applied to the system. If 
you proceed, the node might become disconnected. Are you sure you want to 
apply the changes to the DHCP settings? (y/n) y
KAQM05273-I The node might be disconnected because the network settings 
were changed. If the node is disconnected, wait a few minutes, and then log 
in again.

DHCP を利用する設定を解除して，手動でインターフェース情報を設定する場合

◦ IP アドレスは 10.213.89.103 とする

◦ ネットマスクは 255.255.255.0 とする

◦ ゲートウェイの IP アドレスは 10.213.89.1 とする

◦ インターフェースのポート名は mng0とする

$ sudo dhcpset --off -a 10.213.89.103 -n 255.255.255.0 -g 10.213.89.1 mng0
KAQM05271-Q Changes to the DHCP settings will be applied to the system. If 
you proceed, the node might become disconnected. Are you sure you want to 
apply the changes to the DHCP settings? (y/n) y
KAQM05273-I The node might be disconnected because the network settings 
were changed. If the node is disconnected, wait a few minutes, and then log 
in again.

システムへの DHCP 設定情報の反映が保留されている状態を取り消す場合

$ sudo dhcpset --cancel mng0
KAQM05277-I The DHCP settings that were pending application to the system 
were canceled.

2.80 dircreate（ディレクトリの作成）

書式

dircreate -u {ユーザー名|ユーザー ID} -g {グループ名|グループ ID}
   [-m {作成するディレクトリのモード|inherit}] ディレクトリのパス

dircreate -h

説明

ファイルシステム内にディレクトリを作成します。

マウントポイントの下に複数の階層でディレクトリを作成する場合は，上位のディレクトリを作成

してから下位のディレクトリを作成します。

注意：

ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムには実行できません。

オプションと引数

-g {グループ名|グループ ID}
ディレクトリを所有するグループの名称または ID を指定します。
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ユーザーマッピングを使用している場合，グループ名に Windows ドメインのビルトイング

ループは指定できません。

グループ ID で指定する場合は，0～2147483147 の範囲内で指定してください。ただし，「0」
以外の ID については，先頭に 0 を指定できません。

-m {作成するディレクトリのモード|inherit}
オーナー，所有グループおよびその他（Advanced ACL タイプのファイルシステムの場合はす

べてのユーザーまたはグループ）に対するモードを指定します。

作成するディレクトリのモード

オーナー，所有グループおよびその他に対するモードの論理和を 3 桁または 4 桁で指定し

ます。指定できるモードについては「表 2-125 dircreate コマンドの-m オプションで指定

できるディレクトリのモード」を参照してください。

Advanced ACL タイプのファイルシステムの場合は，親ディレクトリに設定されている

ACE を継承したあと，コマンドで指定したモードに対応する ACE が上書きされます。こ

のため，オーナー，所有グループ，すべてのユーザーおよびグループの ACE は，コマン

ドで指定したモードに対応する ACE が設定されます。そのほかのユーザーまたはグルー

プの ACE は，親ディレクトリから継承した ACE が設定されます。

inherit
Advanced ACL タイプのファイルシステムの場合に，親ディレクトリから継承した ACE
だけを設定するときに指定します。

このオプションを省略した場合，作成するディレクトリのモードに 0755を指定したものとし

てコマンドが実行されます。

表 2-125 dircreate コマンドの-m オプションで指定できるディレクトリのモード

8 進数 説明

2000 SetGID を適用します。ディレクトリの下に作成したサブディレクトリやファイルに GID
を継承します。また，SetGID を適用したディレクトリの下にさらにサブディレクトリを

作成した場合は上位のディレクトリの SetGID が継承されます。

1000 スティッキービットを設定します。スティッキービットを設定すると，ディレクトリの下

に作成したサブディレクトリやファイルの削除と名称変更をそのオーナーだけができるよ

うになります。

0400 オーナーに読み取り権限を設定します。

0200 オーナーに書き込み権限を設定します。

0100 オーナーに検索権限を設定します。

0040 所有グループに読み取り権限を設定します。

0020 所有グループに書き込み権限を設定します。

0010 所有グループに検索権限を設定します。

0004 その他に読み取り権限を設定します。

0002 その他に書き込み権限を設定します。

0001 その他に検索権限を設定します。

-u {ユーザー名|ユーザー ID}
作成するディレクトリのオーナーのユーザー名またはユーザー ID を指定します。

ユーザー ID で指定する場合は，0～2147483147 の範囲内で指定してください。ただし，「0」
以外の ID については，先頭に 0 を指定できません。

ディレクトリのパス

作成するディレクトリを 256 文字以内の/mnt/で始まる絶対パスで指定します。
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指定できる文字は，英数字，感嘆符（!），番号記号（#），ドル記号（$），パーセント（%），ア

ンパサンド（&），アポストロフィ（'），始め小括弧（(），終わり小括弧（)），正符号（+），
コンマ（,），ハイフン（-），ピリオド（.），斜線（/），セミコロン（;），等号（=），単価記

号（@），始め角括弧（[），終わり角括弧（]），アクサンシルコンフレックス（^），アンダーラ

イン（_），アクサングラーブ（`），始め波括弧（{），終わり波括弧（}），波ダッシュ（~）お

よびスペースです。このほか，マルチバイト文字も指定できます。ただし，シンボリックリン

クを含むパスは指定できません。また，「.snaps」および「.history」というディレクトリ名は

指定できません。「.arc」，「.system_gi」，「.system_reorganize」，「lost+found」および「.lost
+found」は，ファイルシステム直下のディレクトリの名称として指定できません。末尾に指定

した斜線およびスペースは削除されます。

ただし，作成するディレクトリを CIFS または NFS 共有ディレクトリとして使用する場合は，

指定できる文字の数および種類が異なります。詳細については，「2.50 cifscreate（CIFS 共有

の作成）」または「2.171 nfscreate（NFS 共有の作成）」の共有ディレクトリの説明を参照して

ください。

戻り値

表 2-126 dircreate コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

ディレクトリを次の条件で作成する場合

◦ /mnt/FS1の直下に dir_case1ディレクトリを作成する

◦ オーナーは USER1にする

◦ 所有グループを GROUP1にする

◦ モードを 750 にする

$ sudo dircreate -u USER1 -g GROUP1 -m 750 /mnt/FS1/dir_case1

2.81 dirdel（ディレクトリの削除）

書式

dirdel ディレクトリのパス

dirdel -h
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説明

ファイルシステム内の NFS 共有または CIFS 共有を解除したあと，使用しなくなったディレクトリ

を削除します。

オプションと引数

ディレクトリのパス

削除するディレクトリを/mnt/で始まる絶対パスで指定します。シンボリックリンクを含む

パスは指定できません。なお，「.snaps」および「.history」というディレクトリ名は指定でき

ません。また，「.arc」，「.system_gi」，「.system_reorganize」，「lost+found」および「.lost
+found」は，ファイルシステム直下のディレクトリの名称として指定できません。

戻り値

表 2-127 dirdel コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，66，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.82 diredit（ディレクトリの属性の変更）

書式

diredit [-u {ユーザー名|ユーザー ID}] [-g {グループ名|グループ ID}]
   [-m 変更するディレクトリのモード] ディレクトリのパス

diredit -h

説明

ファイルシステム内のディレクトリの属性を変更します。

なお，省略したオプションに対応する項目には，現在設定されている情報が適用されます。すべて

のオプションを省略した場合は，パスが妥当であるかどうかの確認だけが行われます。

注意：

ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムには実行できません。

オプションと引数

-g {グループ名|グループ ID}
指定したディレクトリを所有するグループを変更する場合に，名称または ID を指定します。

ユーザーマッピングを使用している場合，グループ名に Windows ドメインのビルトイング

ループは指定できません。
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グループ ID で指定する場合は，0～2147483147 の範囲内で指定してください。ただし，「0」
以外の ID については，先頭に 0 を指定できません。

-m 変更するディレクトリのモード

オーナー，所有グループおよびその他に対するモードを変更する場合に，新たに設定するモー

ドを指定します。次に示す 8 進数の論理和を 3 桁または 4 桁で指定します。

表 2-128 diredit コマンドの-m オプションで指定できるディレクトリのモード

8 進数 説明

2000 SetGID を適用します。ディレクトリの下に作成したサブディレクトリやファイルに

GID を継承します。また，SetGID を適用したディレクトリの下にさらにサブディレク

トリを作成した場合は上位のディレクトリの SetGID が継承されます。

1000 スティッキービットを設定します。スティッキービットを設定すると，ディレクトリの

下に作成したサブディレクトリやファイルの削除と名称変更をそのオーナーだけができ

るようになります。

0400 オーナーに読み取り権限を設定します。

0200 オーナーに書き込み権限を設定します。

0100 オーナーに検索権限を設定します。

0040 所有グループに読み取り権限を設定します。

0020 所有グループに書き込み権限を設定します。

0010 所有グループに検索権限を設定します。

0004 その他に読み取り権限を設定します。

0002 その他に書き込み権限を設定します。

0001 その他に検索権限を設定します。

-u {ユーザー名|ユーザー ID}
指定したディレクトリのオーナーを変更する場合に，ユーザー名またはユーザー ID を指定し

ます。

ユーザー ID で指定する場合は，0～2147483147 の範囲内で指定してください。ただし，「0」
以外の ID については，先頭に 0 を指定できません。

ディレクトリのパス

属性を変更するディレクトリを/mnt/で始まる絶対パスで指定します。シンボリックリンク

を含むパスは指定できません。なお，「.snaps」および「.history」というディレクトリ名は指

定できません。また，「.arc」，「.system_gi」，「.system_reorganize」，「lost+found」および

「.lost+found」は，ファイルシステム直下のディレクトリの名称として指定できません。

戻り値

表 2-129 diredit コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

/mnt/FS1/dir_case1ディレクトリのモードを 777 に変更する場合

$ sudo diredit -m 777 /mnt/FS1/dir_case1

2.83 dirgetacl（ACL 情報の表示）

書式

dirgetacl ディレクトリのパス

dirgetacl -h

説明

共有ディレクトリに設定されている ACL 情報を表示します。共有ディレクトリが属するファイル

システムの ACL タイプによって，表示される ACL 情報が異なります。

オプションと引数

ディレクトリのパス

ACL 情報を表示するディレクトリを/mnt/で始まる絶対パスで指定します。シンボリックリ

ンクを含むパスは指定できません。

表示項目（Advanced ACL タイプの場合）

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-130 dirgetacl コマンドを実行した場合に表示される情報（Advanced ACL タイプのとき）

項目 説明

ディレクトリのパス 指定したディレクトリ名が表示されます。

ユーザーまたはグループ ACE が設定されたユーザーまたはグループの名前が表示されます。

所属フラグ 所属フラグが表示されます。

u
ユーザーの場合に表示されます。

g
グループの場合に表示されます。

適用先 ACE の適用先が表示されます。

o
「このフォルダのみ」の場合に表示されます。

a
「このフォルダ，サブフォルダおよびファイル」の場合に表示されま

す。

f
「このフォルダとサブフォルダ」の場合に表示されます。

e
「このフォルダとファイル」の場合に表示されます。

s
「サブフォルダとファイルのみ」の場合に表示されます。

u
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項目 説明

「サブフォルダのみ」の場合に表示されます。

i
「ファイルのみ」の場合に表示されます。

継承範囲 ACE の継承範囲が表示されます。

o
このフォルダの直下にあるフォルダやファイルにだけ継承する場合

に表示されます。

a
このフォルダの下位にあるすべてのフォルダおよびファイルに継承

する場合に表示されます。

ACE 種別 ACE の種別が表示されます。

ALLOW
許可の ACE の場合に表示されます。

DENY
拒否の ACE の場合に表示されます。

アクセス権 アクセス権が表示されます。複数のアクセス権が設定されている場合は，

コロン 2 つ（::）で区切って表示されます。

f
「フルコントロール」の場合に表示されます。

s
「フォルダのスキャン/ファイルの実行」の場合に表示されます。

r
「フォルダの一覧/データの読み取り」の場合に表示されます。

a
「属性の読み取り」の場合に表示されます。

e
「拡張属性の読み取り」の場合に表示されます。

w
「ファイルの作成/データの書き込み」の場合に表示されます。

p
「フォルダの作成/データの追加」の場合に表示されます。

t
「属性の書き込み」の場合に表示されます。

x
「拡張属性の書き込み」の場合に表示されます。

l
「サブフォルダとファイルの削除」の場合に表示されます。

d
「削除」の場合に表示されます。

c
「アクセス許可の読み取り」の場合に表示されます。

h
「アクセス許可の変更」の場合に表示されます。

g
「所有権の取得」の場合に表示されます。

表示項目（Classic ACL タイプの場合）

CIFS クライアントが設定した ACL に関しては，［適用先］に選択した情報によって，dirgetacl
コマンドで表示される情報が異なります。CIFS クライアントが［適用先］に「このフォルダのみ」

を選択して設定した ACL はアクセス ACL として表示されます。［適用先］で「サブフォルダとファ

イルのみ」を選択して設定した ACL はデフォルト ACL として表示されます。

注意：

CIFS クライアント（Windows 7 環境）からは，次の手順で［適用先］を確認できます。
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a. CIFS クライアントでディレクトリのプロパティを表示します。

b. ［セキュリティ］タブを選択し，［詳細設定］ボタンをクリックします。

c. ［アクセス許可］タブを選択します。

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-131 dirgetacl コマンドを実行した場合に表示される情報（Classic ACL タイプのとき）

項目 説明

# file 指定したディレクトリ名が表示されます。

# owner ディレクトリのオーナー名が表示されます。

# group ディレクトリの所有グループ名が表示されます。

user オーナーまたは特定のユーザーに対する ACE が表示されます。

オーナーに対するエントリーの場合，次の形式で表示されます。

user::＜アクセス権＞

特定のユーザーに対して個別に設定されたエントリーの場合，次のどちら

かの形式で表示されます。

user:＜ユーザー名＞:＜アクセス権＞
user:＜ユーザー ID＞:＜アクセス権＞

group グループに対する ACE が表示されます。

所有グループに対するエントリーの場合，次の形式で表示されます。

group::＜アクセス権＞

特定のグループに対して個別に設定されたエントリーの場合，次のどちら

かの形式で表示されます。

group:＜グループ名＞:＜アクセス権＞
group:＜グループ ID＞:＜アクセス権＞

mask 特定のユーザーおよび特定のグループに適用される権限（マスク）が表示

されます。

マスクとは，特定のユーザーおよび特定のグループに有効なアクセス権を

制限する ACE です。

other その他に対する ACE が表示されます。

default:user オーナーまたは特定のユーザーに対するデフォルト ACL の ACE が表示

されます。

オーナーに対するエントリーの場合，次の形式で表示されます。

default:user::＜アクセス権＞

特定のユーザーに対して個別に設定されたエントリーの場合，次の形式で

表示されます。

default:user:＜ユーザー名＞:＜アクセス権＞
default:user:＜ユーザー ID＞:＜アクセス権＞

default:group グループに対するデフォルト ACL の ACE が表示されます。

所有グループに対するエントリーの場合，次の形式で表示されます。

default:group::＜アクセス権＞

特定のグループに対して個別に設定されたエントリーの場合，次のどちら

かの形式で表示されます。

default:group:＜グループ名＞:＜アクセス権＞
default:group:＜グループ ID＞:＜アクセス権＞

default:mask 特定のユーザーおよび特定のグループに適用されるデフォルトのアクセ

ス権（マスク）が表示されます。

default:other その他に対するデフォルト ACL の ACE が表示されます。

注意：

マスクが設定されている場合またはマスクを再計算しない設定になっている場合，所有グルー

プ，特定のユーザーおよび特定のグループに対する ACL は，設定されたアクセス権のとおり

に制御されないことがあります。マスクの設定値が有効になる場合，特定のユーザーに対する

ACL のあとに，実際に有効になるアクセス権が表示されます。
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＜特定のユーザーに対する ACL ＞ #effective:＜実際に有効になるアクセス権＞

戻り値

表 2-132 dirgetacl コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.84 dirlist（ディレクトリの属性の表示）

書式

dirlist [-d] [-n] [-c] ディレクトリのパス

dirlist -h

説明

指定したディレクトリまたはサブディレクトリの属性を表示します。指定したディレクトリの直下

に複数のサブディレクトリが存在する場合は，サブディレクトリ名の昇順に属性が表示されます。

オプションと引数

-c
ディレクトリの情報をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。

-d
指定したディレクトリ自体の属性を参照する場合に指定します。このオプションを省略した

場合は，指定したディレクトリの直下にあるサブディレクトリの属性が一覧で表示されます。

-n
オーナーのユーザー名と所有グループ名を，それぞれユーザー ID とグループ ID で表示する場

合に指定します。このオプションを省略した場合は，ユーザー名とグループ名で表示されま

す。

ディレクトリのパス

属性を表示するディレクトリを/mnt/で始まる絶対パスで指定します。シンボリックリンク

を含むパスは指定できません。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。
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表 2-133 dirlist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

ディレクトリのモード ディレクトリのモードが 8 進数 4 桁の論理和で表示されます。

2000
SetGID が適用されています。

1000
スティッキービットが設定されています。

0400
オーナーに読み取り権限が設定されています。

0200
オーナーに書き込み権限が設定されています。

0100
オーナーに検索権限が設定されています。

0040
所有グループに読み取り権限が設定されています。

0020
所有グループに書き込み権限が設定されています。

0010
所有グループに検索権限が設定されています。

0004
その他に読み取り権限が設定されています。

0002
その他に書き込み権限が設定されています。

0001
その他に検索権限が設定されています。

オーナー オーナーのユーザー名またはユーザー ID が表示されます。

-nオプションを指定した場合，ユーザー ID が表示されます。

-cオプションを省略し，かつユーザー名にマルチバイト文字が含まれて

いない場合，先頭から 16 文字までが左詰め（スペース埋め）で表示され，

17 文字目以降は切り捨てられます。そのほかの場合，すべての文字が表

示されます。

なお，ユーザー ID からユーザー名に変換できない場合は，ユーザー ID
が表示されます。

所有グループ 所有グループのグループ名またはグループ ID が表示されます。

-nオプションを指定した場合，グループ ID が表示されます。

-cオプションを省略し，かつグループ名にマルチバイト文字が含まれて

いない場合，先頭から 16 文字までが左詰め（スペース埋め）で表示され，

17 文字目以降は切り捨てられます。そのほかの場合，すべての文字が表

示されます。

なお，グループ ID からグループ名に変換できない場合は，グループ ID
が表示されます。

ディレクトリのパス 指定したディレクトリの絶対パスが表示されます。

戻り値

表 2-134 dirlist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.85 dirsetacl（ACL の設定）

書式

Advanced ACL タイプの場合

dirsetacl -t advanced [-e]
    {{--allow|--replace|--deny} ACE|
    -x ACE}… ディレクトリのパス

dirsetacl -t advanced -e -r
    -x ACE[ -x ACE…] ディレクトリのパス

dirsetacl -t advanced -e -b [-r] ディレクトリのパス

dirsetacl -h

Classic ACL タイプの場合

dirsetacl [-t classic] [-n] [-d] {-s|-m|-x}
   ACE[,ACE…] ディレクトリのパス

dirsetacl [-t classic] -b ディレクトリのパス

dirsetacl [-t classic] -k ディレクトリのパス

dirsetacl -h

説明

共有ディレクトリに ACL を設定します。

Advanced ACL タイプの場合

1 つのディレクトリに設定できる ACE 数の上限は，700 個です。

Classic ACL タイプの場合

1 つのディレクトリに設定できる ACE 数の上限は，128 個（アクセス ACL とマスク，デフォ

ルト ACL とデフォルトのマスクの上限がそれぞれ 64 個）です。

なお，所有グループに対するデフォルト ACL としてアクセス権に「0」または「-」を設定す

る場合は，その他に対するデフォルト ACL のアクセス権にも「0」または「-」を設定してく

ださい。また，特定のユーザーおよび特定のグループに対しては，デフォルト ACL のアクセ

ス権には「0」または「-」を設定しないでください。

なお，共有ディレクトリが属するファイルシステムの ACL タイプによって，設定できる ACL が異

なります。

コマンド実行中に指定したディレクトリ以下のフォルダおよびファイルに対して，作成または名称

の変更をしないでください。

処理が完了するまでの時間は，指定するディレクトリ以下のフォルダおよびファイルの数に対応し

ます。フォルダおよびファイルの数が 100 万の場合は約 4 時間 10 分，1000 万の場合は約 42 時間

掛かります。

注意：

ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムには実行できません。
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オプションと引数

{--allow|--replace|--deny} ACE
指定した ACE を追加するまたは置き換える場合に指定します。

既存の ACL を編集する場合は，-eオプションとともに指定します。-eオプションを指定し

ないと，指定したディレクトリの既存の ACE はすべて削除され，新たに設定した ACE に置き

換えられます。

なお，設定した順序と関係なく拒否の ACE が許可の ACE よりも優先して判定されます。

--allow
指定したユーザーまたはグループに許可のアクセス権を与える場合に指定します。

-eオプションとともに指定すると，同一ユーザーまたはグループの ACE に指定したアク

セス権が追加されます。

--replace
指定したユーザーまたはグループに許可のアクセス権を与える場合に指定します。

-eオプションとともに指定すると，同一ユーザーまたはグループの適用先および継承範

囲が等しい ACE は破棄され，指定した ACE に置き換えられます。

--deny
指定したユーザーまたはグループに拒否のアクセス権を与える場合に指定します。

-eオプションとともに指定すると，同一ユーザーまたはグループの適用先および継承範

囲が等しい ACE は破棄され，指定した ACE に置き換えられます。

ACE
追加するまたは置き換える ACE を指定します。ACE は，次の形式で指定してください。

＜ユーザーまたはグループ＞:＜所属フラグ＞:＜適用先＞:＜継承範囲＞:＜アクセス権
＞[::＜アクセス権＞…]
ACE として指定する情報を次の表に示します。

表 2-135 dirsetacl コマンドで ACE として指定する情報（--allow オプション，--replace
オプションまたは--deny オプションを指定するとき）

項目 指定する内容

ユーザーまたはグループ アクセス権を与えるユーザーまたはグループの名前を指定します。

ユーザーマッピングを使用している場合，グループ名に Windows ド

メインのビルトイングループは指定できません。

所属フラグ※1 所属フラグを指定します。

u
ユーザーにアクセス権を与える場合に指定します。

g
グループにアクセス権を与える場合に指定します。

適用先※2 ACE の適用先を指定します。同一ユーザーまたはグループの既存の

ACE と適用先が異なる場合は，指定した ACE が追加されます。

o
このフォルダのみ

a
このフォルダ，サブフォルダおよびファイル

f
このフォルダとサブフォルダ

e
このフォルダとファイル

s
サブフォルダとファイルのみ

u
サブフォルダのみ
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項目 指定する内容

i
ファイルのみ

継承範囲※2 ACE の継承範囲を指定します。同一ユーザーまたはグループの既存

の ACE と継承範囲が異なる場合は，指定した ACE が追加されます。

o
このフォルダの直下にあるフォルダやファイルにだけ継承しま

す。

a
このフォルダの下位にあるすべてのフォルダおよびファイルに

継承します。

アクセス権 アクセス権を指定します。複数指定する場合は，コロン 2 つ（::）で

区切ります。

f
フルコントロール

s
フォルダのスキャン/ファイルの実行

r
フォルダの一覧/データの読み取り

a
属性の読み取り

e
拡張属性の読み取り

w
ファイルの作成/データの書き込み

p
フォルダの作成/データの追加

t
属性の書き込み

x
拡張属性の書き込み

l
サブフォルダとファイルの削除

d
削除

c
アクセス許可の読み取り

h
アクセス許可の変更

g
所有権の取得

注※1： ユーザー名に CREATOR OWNER ユーザーを指定する場合は，uを指定する必

要があります。

注※2：適用先と継承範囲に応じて ACE が継承されます。継承範囲について次の表に示し

ます。

表 2-136 ACE の継承範囲

適用先
継承範囲

o a
o 継承なし

a ディレクトリ直下のフォルダおよび

ファイル

ディレクトリ以下のすべてのフォル

ダおよびファイル
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適用先
継承範囲

o a
f ディレクトリ直下のフォルダ ディレクトリ以下のすべてのフォル

ダ

e ディレクトリ直下のファイル ディレクトリ以下のすべてのフォル

ダおよびファイル

s ディレクトリ直下のフォルダおよび

ファイル

ディレクトリ以下のすべてのフォル

ダおよびファイル

u ディレクトリ直下のフォルダ ディレクトリ以下のすべてのフォル

ダ

i ディレクトリ直下のファイル ディレクトリ以下のすべてのフォル

ダおよびファイル

-b
既存の ACL をすべて削除する場合に指定します。

Advanced ACL タイプの場合

指定したディレクトリの既存の ACL をすべて削除する場合に指定します。-eオプショ

ンとともに指定します。

Classic ACL タイプの場合

特定のユーザーおよび特定のグループに対するアクセス ACL，およびデフォルト ACL を

すべて削除する場合に指定します。

-d
デフォルト ACL を設定する場合に指定します。このオプションを省略した場合は，アクセス

ACL が設定されます。なお，デフォルト ACL のオーナー，所有グループまたはその他のうち，

どれかの ACE を省略すると，親ディレクトリのオーナー，所有グループまたはその他と同じ

権限が設定されます。

-e
既存の ACL を編集する場合に指定します。

-k
デフォルト ACL をすべて削除する場合に指定します。

-n
マスクを再計算しない場合に設定します。通常，このオプションを指定する必要はありませ

ん。このオプションを省略して ACL を設定すると，マスクが適切な値に再計算されます。

-r
Advanced ACL タイプの場合に，指定したディレクトリ以下のフォルダおよびファイルの

ACE をすべて削除するときに指定します。指定したディレクトリ以下に存在するフォルダお

よびファイルに対して，継承している ACL を削除する際には，このオプションを指定してく

ださい。

-xオプションとともに指定すると，指定したユーザーまたはグループのすべての ACL が削除

されます。また，-bオプションとともに指定すると，指定したディレクトリの ACL と同じ

ユーザーおよび同じグループに対する，すべての ACL が削除されます。

{-s|-m|-x} ACE[,ACE…]
Classic ACL タイプの場合に，指定した ACE を追加，変更または削除するときに指定します。
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-s
既存の ACE をすべて削除して，ACL を設定し直す場合に指定します。

アクセス ACL を設定する場合は，すべてのアクセス ACL の ACE がいったん削除され，

指定したアクセス ACL の ACE が追加されます。オーナー，所有グループおよびその他

に対する ACE を必ず指定してください。

また，デフォルト ACL を設定する場合は，すべてのデフォルト ACL の ACE がいったん

削除され，指定したデフォルト ACL の ACE が追加されます。

-m
次の場合に指定します。

・指定した ACE を既存の ACL に追加する場合

・ACE を変更する場合

-x
指定した ACE を削除する場合に指定します。削除できるのは，次の ACE です。

・特定のユーザーおよび特定のグループに対するアクセス ACL
・特定のユーザーおよび特定のグループに対するデフォルト ACL
オーナー，所有グループまたはその他に対するデフォルト ACL，またはデフォルト ACL
のマスクを削除する場合は，-kオプションを指定してください。

ACE[,ACE…]
追加，変更または削除する ACE を指定します。ACE は，次の形式で指定してください。

＜処理対象＞:＜ユーザーまたはグループ＞:＜アクセス権＞

ただし，-xオプションを指定して，特定のユーザーまたは特定のグループの ACL を削除

する場合，次のように指定してください。

＜処理対象＞:＜ユーザーまたはグループ＞

ACE として指定する情報を次の表に示します。

表 2-137 dirsetacl コマンドで ACE として指定する情報（Classic ACL タイプの場合に-
s オプション，-m オプションまたは-x オプションを指定するとき）

項目 指定する内容

処理対象※ ACL を追加，変更または削除する対象を指定します。

uまたは user
オーナーまたは特定のユーザーの ACL を設定する場合に指定し

ます。

gまたは group
所有グループまたは特定のグループの ACL を設定する場合に指

定します。

mまたは mask
マスクを設定する場合に指定します。通常，マスクを操作する必

要はありません。

oまたは other
その他の ACL を設定する場合に指定します。

ユーザーまたはグループ 特定のユーザーまたは特定のグループの ACL を追加，変更または削除

する場合に指定します。

ユーザーを指定するときはユーザー名またはユーザー ID を，グルー

プを指定するときはグループ名またはグループ ID を指定してくださ

い。ユーザーマッピングを使用している場合，グループ名に Windows
ドメインのビルトイングループは指定できません。

なお，次の場合は指定しません。

• オーナー，所有グループまたはその他の ACL を追加，変更または

削除する場合
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項目 指定する内容

• マスクを設定する場合

アクセス権 追加，変更または削除するアクセス権を文字の組み合わせまたは 8 進

数の論理和で指定します。

r（読み取り権限），w（書き込み権限），x（ディレクトリの検索権

限），-（権限なし）は，それぞれ 4，2，1，0に対応します。

例えば，読み取りおよび書き込みを許可する場合，rwまたは 6と指定

します。

注※ ユーザー名に CREATOR OWNER ユーザーを指定する場合は，uまたは userを指定す

る必要があります。

-t advanced
Advanced ACL タイプの場合に指定します。

-t classic
Classic ACL タイプの場合に指定します。このオプションは省略できます。

-x ACE
Advanced ACL タイプの場合に，指定したユーザーまたはグループの ACE を削除するときに

指定します。-eオプションとともに指定します。

ACE
削除する ACE を次の形式で指定します。

＜ユーザーまたはグループ＞:＜所属フラグ＞

ACE として指定する情報を次の表に示します。

表 2-138 dirsetacl コマンドで ACE として指定する情報（Advanced ACL タイプの場合
に-x オプションを指定するとき）

項目 指定する内容

ユーザーまたはグループ 削除する ACE のユーザーまたはグループの名前を指定します。

ユーザーを指定するときはユーザー名またはユーザー ID を，グルー

プを指定するときはグループ名またはグループ ID を指定してくださ

い。ユーザーマッピングを使用している場合，グループ名に Windows
ドメインのビルトイングループは指定できません。

所属フラグ※ 所属フラグを指定します。

u
ユーザーの ACE を削除する場合に指定します。

g
グループの ACE を削除する場合に指定します。

注※ ユーザー名に CREATOR OWNER ユーザーを指定する場合は，uを指定する必要があり

ます。

ディレクトリのパス

ACL を設定するディレクトリを/mnt/で始まる絶対パスで指定します。シンボリックリンク

を含むパスは指定できません。なお，「.snaps」および「.history」というディレクトリ名は指

定できません。また，「.arc」，「.system_gi」，「.system_reorganize」，「lost+found」および

「.lost+found」は，ファイルシステム直下のディレクトリの名称として指定できません。
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戻り値

表 2-139 dirsetacl コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70，71 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例（Advanced ACL タイプの場合）

既存の ACL に，次の条件で ACE を追加する場合

◦ 対象のディレクトリは，/mnt/fs/share1とする

◦ Everyoneグループに「フォルダの一覧/データの読み取り」と「属性の読み取り」の権限

を与える

・適用先は「このフォルダ，サブフォルダおよびファイル」とする

・継承範囲は「このフォルダの下位にあるすべてのフォルダおよびファイル」とする

◦ User1ユーザーに「フルコントロール」の権限を与え，適用先は「このフォルダのみ」と

する

$ sudo dirsetacl -t advanced -e --allow Everyone:g:a:a:r::a --allow 
User1:u:o:o:f  /mnt/fs/share1

既存の ACE をすべて削除して，次の条件で ACE を設定し直す場合

◦ 対象のディレクトリは，/mnt/fs/share1とする

◦ Everyoneグループに「フォルダの一覧/データの読み取り」と「フォルダのスキャン/ファ

イルの実行」の権限を与え，適用先は「このフォルダのみ」とする

$ sudo dirsetacl -t advanced --replace Everyone:g:o:a:r::s /mnt/fs/share1

既存の ACE をすべて削除して，次の条件で ACE を設定し直す場合

◦ 対象のディレクトリは，/mnt/fs/share1とする

◦ DOMAIN_NAME\CREATOR OWNERユーザーに「フォルダの一覧/データの読み取り」と「フォ

ルダのスキャン/ファイルの実行」と「削除」の権限を与える

・適用先は「サブフォルダのみ」とする

・継承範囲は「このフォルダの下位にあるすべてのフォルダおよびファイル」とする

$ sudo dirsetacl -t advanced --replace "DOMAIN_NAME\CREATOR 
OWNER:u:u:a:r::s::d" /mnt/fs/share1
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使用例（Classic ACL タイプの場合）

ディレクトリのアクセス ACL を次の条件で変更する場合

◦ 対象のディレクトリは，/mnt/ACLCIFS/acldirとする

◦ user01ユーザーに読み取り権限および書き込み権限を与える

◦ ACL-usersグループに読み取り権限を与える

$ sudo dirsetacl -m u:user01:rw,g:ACL-users:r /mnt/ACLCIFS/acldir

デフォルト ACL の ACE を次の条件で削除する場合

◦ 対象のディレクトリは，/mnt/ACLCIFS/acldirとする

◦ user01ユーザーの ACE を削除する

◦ ACL-usersグループの ACE を削除する

$ sudo dirsetacl -d -x u:user01,g:ACL-users /mnt/ACLCIFS/acldir

2.86 diskfreeget（ボリュームグループの容量の表示）

書式

diskfreeget [-h]

説明

このコマンドは，シングルノード構成でボリュームグループが 1 つだけの場合に使用できます。

ボリュームグループの容量と空き容量を表示します。

ボリュームグループが複数ある場合は，vgrlistコマンドを使用するとボリュームグループの情報

を表示できます。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-140 diskfreeget コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Total disk size(GB) ボリュームグループの容量が GB 単位で表示されます。

Free disk size(GB) ボリュームグループの空き容量が GB 単位で表示されます。

戻り値

表 2-141 diskfreeget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

97，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

99※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.87 dpreclaim（仮想 LU の未使用領域の解放）

書式

dpreclaim [--ddev]  ファイルシステム名

dpreclaim -h

説明

ファイルシステムで使用している仮想 LU の未使用領域を解放します。また，差分格納デバイスの

未使用領域も解放します。

コマンドを実行すると指定したファイルシステムに一時的にアクセスできなくなるため，次のこと

に注意してください。ただし，差分スナップショットを作成しているファイルシステムに対して差

分格納デバイスの未使用領域を解放する場合は，--ddevオプションを指定することで，ファイル

システムへのアクセスを継続できます。

• クライアントがファイルシステムにアクセスしている状態でこのコマンドを実行すると，クライ

アントからのアクセスがタイムアウトすることがあります。

• このコマンドの処理中に，Quota やファイル共有に関する設定をすると，タイムアウトするこ

とがあります。

また，差分スナップショットを作成しているファイルシステムを指定すると，このコマンドの処理

が完了するまでに時間が掛かることがあります。

差分スナップショットの自動作成が実行される時間帯には，このコマンドを実行しないでください。

実行した場合，差分スナップショットの作成が失敗するおそれがあります。

注意：

◦ Hitachi AMS2000 シリーズまたは HUS100 シリーズを使用している場合，dpreclaimコ

マンドを実行しても仮想 LU の未使用領域を解放できないことがあります。コマンドを実

行したあと，Hitachi Storage Navigator Modular 2 を使用して DP プールを 適化してく

ださい。

◦ ファイルスナップショット機能を運用している場合，ユーザーデータが格納されなくなっ

た領域も差分スナップショットの管理のために使用されます。このため，dpreclaimコマ

ンドを実行しても十分な効果を期待できません。自動作成される差分スナップショットの

上限を引き下げたときなど，差分格納デバイスの使用量が大幅に減少した際に dpreclaim
コマンドを実行してください。

◦ DP プール内のページ単位で未使用領域が解放されるため，ページ全体が未使用領域になる

までは解放できません。このため，dpreclaimコマンドを実行しても，削除したファイル

分の容量を解放できないことがあります。
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オプションと引数

--ddev
差分格納デバイスの未使用領域だけ解放する場合に指定します。

差分スナップショットを作成していないファイルシステムに対しては指定できません。

ファイルシステム名

未使用領域を解放するファイルシステムの名称を指定します。

なお，差分スナップショットおよび Hitachi File Remote Replicator で HFRR ペアを有効化し

ているセカンダリーファイルシステムは指定できません。

戻り値

表 2-142 dpreclaim コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10※，65，66※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

10※，66※，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.88 dumpdel（ダンプファイルの削除）

書式

dumpdel [-y]
dumpdel -h

説明

すべてのダンプファイルを削除します。なお，ダンプファイルを削除したあと，未変換のダンプファ

イルがある場合は，ダンプファイルを変換します。

このコマンドは保守員から依頼があった場合に実行します。

戻り値

表 2-143 dumpdel コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。
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戻り値 説明

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.89 dumpset（ダンプファイル取得の設定）

書式

dumpset [--on|--off] [--vserver]
dumpset -h

説明

ダンプファイルを取得するかどうかを設定します。また，現在の設定を参照することもできます。

ダンプファイルを取得するよう設定すると，ノードをリセットする際にダンプファイルを取得しま

す。

注意：

保守員からの依頼がないかぎり，設定を変更しないでください。

オプションと引数

--off
ダンプファイルを取得しないよう設定する場合に指定します。

--on
ダンプファイルを取得するよう設定する場合に指定します。初期設定は「--on」です。

--vserver
Virtual Server 上のダンプファイルを取得するかどうかを設定する場合に指定します。また，

Virtual Server 上のダンプファイルを取得する設定かどうかを表示する場合に指定します。

なお，すべてのオプションを省略した場合は，現在の設定内容が表示されます。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-144 dumpset コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Physical Node Physical Node 上でダンプファイルを取得する設定になっているかどうかが

表示されます。

on
Physical Node 上でダンプファイルを取得する設定になっている場合

に表示されます。

off
Physical Node 上でダンプファイルを取得しない設定になっている場

合に表示されます。

Virtual Server Virtual Server 上でダンプファイルを取得する設定になっているかどうかが

表示されます。

on
Virtual Server 上でダンプファイルを取得する設定になっている場合

に表示されます。
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項目 説明

off
Virtual Server 上でダンプファイルを取得しない設定になっている場

合に表示されます。

戻り値

表 2-145 dumpset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

ダンプファイルを取得しないように設定する場合

$ sudo dumpset --off

2.90 emergencyshutdown（ノード上の OS の緊急停止）

書式

emergencyshutdown --force

説明

ノードおよびリソースグループの状態にかかわらず，ノード上の OS を緊急停止します。

シングルノード構成で内蔵ハードディスクからユーザーディスクを作成している場合は，このコマ

ンドを実行しないでください。

注意：

コマンドを実行した際にディスクに書き込まれていなかったデータが失われるおそれがあり

ます。

戻り値

表 2-146 emergencyshutdown コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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2.91 encdisplaykey（ローカルデータの暗号化に使用する
共通鍵をシステム外に保存するための鍵の表示）

書式

encdisplaykey [-h]

説明

ローカルデータの暗号化に使用する共通鍵をシステム外の記録媒体に保存するための鍵を表示しま

す。

クラスタ構成の場合は，どちらか一方のノードでこのコマンドを実行して鍵を表示します。

このコマンドでは，対話形式でパスフレーズを指定してローカルデータの暗号化に使用する共通鍵

を暗号化し，システム外の記録媒体に保存するための鍵として，16 進数の文字列を表示します。表

示された文字列をコピーし，テキストファイルなどに貼り付けて，改行が含まれていないことを確

認してから，システム外の記録媒体に保存してください。

このコマンドは，次の条件を満たしている場合に実行できます。

• ローカルデータの暗号化機能が有効であること

• クラスタ構成の場合は，Virtual Server 上でないこと

• OS 起動時に HCP からの共通鍵の取得に成功していること

なお，コマンドの実行を中止するために，対話形式の入力を終了する場合は，項目ごとに何も入力

しないで［Ctrl］＋［D］キーを押してください。

対話形式で指定する情報を次の表に示します。

表 2-147 encdisplaykey コマンド実行時に対話形式で指定する情報

項目 説明

Enter passphrase HCP に保存されている共通鍵をシステム外の記録媒体に保存するための鍵を

生成する際に利用するパスフレーズを，1 文字以上 64 文字以内で指定します。

指定できる文字は英数字，感嘆符（!），引用符（"），番号記号（#），ドル記号

（$），パーセント（%），アンパサンド（&），アポストロフィ（'），始め小括弧

（(），終わり小括弧（)），アステリスク（*），正符号（+），コンマ（,），ハイ

フン（-），ピリオド（.），斜線（/），コロン（:），セミコロン（;），始め山括

弧（<），等号（=），終わり山括弧（>），疑問符（?），単価記号（@），始め角括

弧（[），円記号（\），終わり角括弧（]），アクサンシルコンフレックス（^），
アンダーライン（_），アクサングラーブ（`），始め波括弧（{），縦線（|），終

わり波括弧（}），波ダッシュ（~）およびスペースです。

セキュリティ上の観点から，英数字を組み合わせて 10 文字以上のパスフレーズ

を指定することを推奨します。

Confirm passphrase Enter passphraseで指定したパスフレーズを，再度指定します。

注意：

Enter passphraseおよび Confirm passphraseに指定した文字列は表示されません。

戻り値

表 2-148 encdisplaykey コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了
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戻り値 説明

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，70，71，73，75 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.92 encrecoverkey（ローカルデータの暗号化に使用する
共通鍵の復旧）

書式

encrecoverkey [-h]

説明

システム外の記録媒体に保存した鍵を復号して，ローカルデータの暗号化に利用する共通鍵を復旧

します。

クラスタ構成でこのコマンドを実行した場合は，両ノードの共通鍵を復旧します。ただし，ノード

間での同期に失敗した場合は，自ノードの共通鍵だけが復旧します。この場合，相手ノードの障害

を取り除いたあと，相手ノードの OS を再起動して共通鍵を復旧する必要があります。

HCP へのアクセス障害を回復する前にノードの OS を停止または再起動した場合は，再度このコマ

ンドを実行して，共通鍵を復旧してください。

このコマンドは，次の条件を満たしている場合に実行できます。

• ローカルデータの暗号化機能が有効であること

• クラスタ構成の場合は，Virtual Server 上でないこと

• OS 起動時に HCP からの共通鍵の取得に失敗していること

なお，コマンドの実行を中止するために，対話形式の入力を終了する場合は，項目ごとに何も入力

しないで［Ctrl］＋［D］キーを押してください。

このコマンドで指定する情報を次の表に示します。

表 2-149 encrecoverkey コマンドで指定する情報

項目 説明

Enter key システム外の記録媒体に保存した鍵を指定します。

Enter passphrase encdisplaykeyコマンドで指定したパスフレーズを指定します。

注意：

・Enter keyおよび Enter passphraseに入力した文字列は表示されません。

・システム外の記録媒体に保存した鍵を指定する際は，改行を含まないで指定してください。
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戻り値

表 2-150 encrecoverkey コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，3，70，71，75，76，77 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.93 encverifykey（ローカルデータの暗号化に使用する共
通鍵の照合）

書式

encverifykey [-h]

説明

システム外の記録媒体に保存している鍵と，ローカルデータの暗号化に使用する共通鍵を照合しま

す。

照合の結果，鍵が一致した場合は，一致したことを示す KAQM05307-I メッセージが表示されま

す。鍵が一致しなかった場合は，KAQM05306-E または KAQM05321-E メッセージに従って対処

してください。

このコマンドは，次の条件を満たしている場合に実行できます。

• ローカルデータの暗号化機能が有効であること

• クラスタ構成の場合は，Virtual Server 上でないこと

• OS 起動時に HCP からの共通鍵の取得に成功していること

なお，コマンドの実行を中止するために，対話形式の入力を終了する場合は，項目ごとに何も入力

しないで［Ctrl］＋［D］キーを押してください。

このコマンドで指定する情報を次の表に示します。

表 2-151 encverifykey コマンドで指定する情報

項目 説明

Enter key システム外の記録媒体に保存した鍵を指定します。

Enter passphrase encdisplaykeyコマンドで指定したパスフレーズを指定します。

注意：

・Enter keyおよび Enter passphraseに指定した文字列は表示されません。

・システム外の記録媒体に保存した鍵を指定する際は，改行を含まないで指定してください。
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戻り値

表 2-152 encverifykey コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，3，70，71，73，75 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.94 eraselog（コマンド実行時に生成されたログの削除）

書式

eraselog

説明

nasipneighコマンド，nasnetstatコマンド，naspingコマンドまたは nastracerouteコマ

ンドを実行したときに生成されたログファイルおよびパケットのダンプファイルを削除します。

戻り値

表 2-153 eraselog コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

2.95 fpctl（FC パスの設定の管理）

書式

fpctl -e auto-online [--on|--off]
fpctl -e load-balance [--on [--type {exlio|rr|exrr}]|--off] [-y]
fpctl -e health-check-interval [パスヘルスチェック間隔]
fpctl -h

説明

FC パスに関する設定を参照・変更します。

このコマンドは，次のどちらかのときに実行できます。

• ログインしているノードの状態が INACTIVEであるとき

• ログインしているノードの状態が UPで，かつログインしているノード上の Virtual Server の状

態が Offline/No errorであるとき

シングルノード構成では，ストレージシステムを接続している場合に，このコマンドが実行できま

す。
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オプションと引数

-e auto-online [--on|--off]
FC パスの障害が回復した際に，FC パスが自動的に Online 状態に切り替わるようにするかど

うかを指定します。--onおよび--offの指定を省略した場合は，現在の設定内容が表示され

ます。初期設定は「--off」です。

なお，「--on」に設定すると，FC パスに一時的な障害が多発した場合にクライアントの業務に

影響を与えることがあります。システム管理者はリスクを十分に考慮して，設定してくださ

い。

--on
自動的に Online 状態に切り替わるよう設定する場合に指定します。

--off
自動的に Online 状態に切り替わらないよう設定する場合に指定します。

-e health-check-interval [パスヘルスチェック間隔]
パスヘルスチェックの間隔を 1～1,440 の範囲で指定します（単位：分）。指定を省略した場合

は，現在の設定内容が表示されます。初期設定は「30」です。

-e load-balance [--on [--type {exlio|rr|exrr}]|--off]
ロードバランス機能を使用するかどうかを指定します。--onおよび--offの指定を省略した

場合は，現在の設定内容が表示されます。

ロードバランス機能を使用する場合は，FC パスを切り替えるアルゴリズムとして，拡張 少

I/O 数，ラウンドロビン方式または拡張ラウンドロビン方式のどれか 1 つを選択します。初期

設定は「--on(extended lio)（アルゴリズムは拡張 少 I/O 数でロードバランス機能を使用す

る）」です。「--off（ロードバランス機能を使用しない）」に設定すると，片方の FC パスにアク

セスが集中するため，性能が低下するおそれがあります。システム管理者はリスクを十分に考

慮して，設定してください。

--on
ロードバランス機能を使用する場合に指定します。

--type {exlio|rr|exrr}
ロードバランス機能で使用するアルゴリズムを指定します。指定を省略した場合は，FC
パスを切り替えるアルゴリズムとして拡張 少 I/O 数が設定されます。

exlio
拡張 少 I/O 数を使用する場合に指定します。

rr
ラウンドロビン方式を使用する場合に指定します。

exrr
拡張ラウンドロビン方式を使用する場合に指定します。

--off
ロードバランス機能を使用しない場合に指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。
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表 2-154 fpctl コマンドを実行した場合に表示される情報（-e auto-online オプションを指定すると
き）

項目 説明

設定状況 FC パスの障害が回復した際に，FC パスが自動的に Online 状態に切り替わ

るようになっているかどうかが表示されます。

On
自動的に Online 状態に切り替わる場合に表示されます。

Off
自動的に Online 状態に切り替わらない場合に表示されます。

表 2-155 fpctl コマンドを実行した場合に表示される情報（-e load-balance オプションを指定する
とき）

項目 説明

設定状況 ロードバランス機能を使用しているかどうかが表示されます。ロードバラン

ス機能を使用している場合は，使用しているアルゴリズムも表示されます。

On(extended lio)
ロードバランス機能を使用していて，アルゴリズムが拡張 少 I/O 数の

場合に表示されます。

On(round-robin)
ロードバランス機能を使用していて，アルゴリズムがラウンドロビン方

式の場合に表示されます。

On(extended round-robin)
ロードバランス機能を使用していて，アルゴリズムが拡張ラウンドロビ

ン方式の場合に表示されます。

Off
ロードバランス機能を使用していない場合に表示されます。

戻り値

表 2-156 fpctl コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，3 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99，101，102 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

ロードバランス機能を使用しているかどうか，および使用しているアルゴリズムを参照する場合

$ sudo fpctl -e load-balance
On(extended lio)

ロードバランス機能を使用しないよう設定する場合

$ sudo fpctl -e load-balance --off
KAQM32038-Q Performance might decrease when the load-balance function is 
disabled. Do you still want to change the setting? (y/n)
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2.96 fpoffline（FC パスの Offline への切り替え）

書式

fpoffline パス

fpoffline --hostport ホストポート名

fpoffline --arrayport ストレージポート名 --model モデル --serial シリアル番号

fpoffline -h

説明

FC パスを Offline 状態に切り替えます。対象の FC パスの交替パスが Online 状態の場合にだけ切

り替えられます。ホストポートやストレージポートを指定して複数の FC パスを Offline 状態に切

り替える場合は，すべての交替パスが Online 状態になっている必要があります。

なお，このコマンドを実行すると，FC パスのヘルスチェックが実行されます。

シングルノード構成では，ストレージシステムを接続している場合に，このコマンドが実行できま

す。

オプションと引数

--arrayport ストレージポート名

ストレージシステム側の特定の FC ポート（ストレージポート）を経由するすべての FC パス

を Offline 状態に切り替える場合に，ストレージポートの名称を指定します。

--hostport ホストポート名

ノード側の特定の FC ポート（ホストポート）を経由するすべての FC パスを Offline 状態に切

り替える場合に，ホストポートの名称を指定します。

--model モデル

対象のストレージポートが存在するストレージシステムのモデルを指定します。

指定できるモデルを次に示します。

AMS
Hitachi AMS2000 シリーズの場合に指定します。

HUS
HUS100 シリーズの場合に指定します。

HUS_VM
HUS VM の場合に指定します。

USP_V
Universal Storage Platform V の場合に指定します。

USP_VM
Universal Storage Platform VM の場合に指定します。

VSP
Virtual Storage Platform の場合に指定します。

--serial シリアル番号

対象のストレージポートが存在するストレージシステムのシリアル番号を指定します。

パス

対象の FC パスを指定します。
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戻り値

表 2-157 fpoffline コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11，12，67，68，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

FC パス（path000-0000-0A）を Offline 状態に切り替える場合

$ sudo fpoffline path000-0000-0A

ホストポート（ポート名：fc0001）を経由するすべての FC パスを Offline 状態に切り替える場合

$ sudo fpoffline --hostport fc0001

ストレージポート（ポート名：1A，モデル：AMS，シリアル番号：85011261）を経由するすべて

の FC パスを Offline 状態に切り替える場合

$ sudo fpoffline --arrayport 1A --model AMS --serial 85011261

2.97 fponline（FC パスの Online への切り替え）

書式

fponline パス

fponline --hostport ホストポート名

fponline --arrayport ストレージポート名 --model モデル --serial シリアル番号

fponline -h

説明

FC パスを Online 状態に切り替えます。

なお，このコマンドを実行すると，FC パスのヘルスチェックが実行されます。

シングルノード構成では，ストレージシステムを接続している場合に，このコマンドが実行できま

す。

オプションと引数

--arrayport ストレージポート名

ストレージシステム側の特定の FC ポート（ストレージポート）を経由するすべての FC パス

を Online 状態に切り替える場合に，ストレージポートの名称を指定します。
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--hostport ホストポート名

ノード側の特定の FC ポート（ホストポート）を経由するすべての FC パスを Online 状態に切

り替える場合に，ホストポートの名称を指定します。

--model モデル

対象のストレージポートが存在するストレージシステムのモデルを指定します。

指定できるモデルを次に示します。

AMS
Hitachi AMS2000 シリーズの場合に指定します。

HUS
HUS100 シリーズの場合に指定します。

HUS_VM
HUS VM の場合に指定します。

USP_V
Universal Storage Platform V の場合に指定します。

USP_VM
Universal Storage Platform VM の場合に指定します。

VSP
Virtual Storage Platform の場合に指定します。

--serial シリアル番号

対象のストレージポートが存在するストレージシステムのシリアル番号を指定します。

パス

対象の FC パスを指定します。

戻り値

表 2-158 fponline コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11，12，66 ，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

FC パス（path000-0000-0A）を Online 状態に切り替える場合

$ sudo fponline path000-0000-0A
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ホストポート（ポート名：fc0001）を経由するすべての FC パスを Online 状態に切り替える場合

$ sudo fponline --hostport fc0001

ストレージポート（ポート名：1A，モデル：AMS，シリアル番号：85011261）を経由するすべて

の FC パスを Online 状態に切り替える場合

$ sudo fponline --arrayport 1A --model AMS --serial 85011261

2.98 fpstatus（FC パスの状態および構成の表示）

書式

fpstatus [-c] [-v] [パス]
fpstatus --allnode
fpstatus --lupath
fpstatus -h

説明

FC パスの状態および構成を表示します。

なお，このコマンドを実行すると，パスヘルスチェックが実行されます。

シングルノード構成では，ストレージシステムを接続している場合に，このコマンドが実行できま

す。

オプションと引数

--allnode
クラスタ構成の場合は，両方のノードの FC パスの状態および構成を参照するときに指定しま

す。

シングルノード構成の場合は，ノードの FC パスの状態および構成を参照するときに指定しま

す。

-c
FC パスの状態をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。

--lupath
クラスタ構成の場合は，両方のノードの LU パスの情報を参照するときに指定します。ただ

し，クラスタが未構築の場合は，ログインしているノードの LU パスの情報を参照します。

シングルノード構成の場合は，ノードの LU パスの情報を参照するときに指定します。

-v
ストレージシステムのモデルおよびシリアル番号を参照する場合に指定します。

パス

特定の FC パスの状態および構成を参照する場合に指定します。指定を省略した場合は，ログ

インしたノードに設定されている全 FC パスが表示されます。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。
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表 2-159 fpstatus コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Path FC パスが表示されます。

ターゲットを特定できない場合は「-」が表示されます。

なお，--lupathオプションを指定した場合は表示されません。

Target ターゲットが表示されます。

ターゲットを特定できない場合は「-」が表示されます。

HostPort ノード側の FC ポート（ホストポート）の名称が表示されます。

FC ポートを特定できない場合は「-」が表示されます。

HostPortWWN ノード側の FC ポートの WWN が表示されます。

ArrayPort ストレージシステム側の FC ポート（ストレージポート）の名称が表示され

ます。

ArrayPortWWN ストレージシステム側の FC ポートの WWN が表示されます。

FC ポートを特定できない場合は「----------------」が表示されます。

なお，--lupathオプションを指定した場合は表示されません。

Model ストレージシステムのモデルが表示されます。

次の場合はハイフン（-）が表示されます。

• HVFP/HDI で LU を運用していないストレージシステムである

• ノード上の OS の起動時に FC パスに障害が発生しているなどの理由で

ストレージシステムの情報が取得されていない

--allnode，--lupathまたは-vを指定した場合に表示されます。

Serial ストレージシステムのシリアル番号が表示されます。

次の場合はハイフン（-）が表示されます。

• サポートしていないモデルのストレージシステムである

• HVFP/HDI で LU を運用していないストレージシステムである

• ノード上の OS の起動時に FC パスに障害が発生しているなどの理由で

ストレージシステムの情報が取得されていない

--allnode，--lupathまたは-vを指定した場合に表示されます。

Status FC パスの状態が表示されます。

Online
正常に稼働している場合に表示されます。デバイスファイルの障害を

検知した場合は，Online (LU Error)と表示されます。

Offline
システム管理者の操作によって FC パスがオフライン状態になってい

る場合に表示されます。デバイスファイルの障害を検知した場合は，

Offline (LU Error)と表示されます。

Error
次のどれかの場合に表示されます。

・FC パスに障害が発生しているとき

・対象の FC パスに属する全デバイスファイルにアクセスできないとき

・FC パスに対応づけられたホストグループへ LU が割り当てられてい

ないとき

Partially Online
FC パスは正常に稼働していますが，一部のデバイスファイルにアクセ

スできない状態の場合に表示されます。デバイスファイルの障害を検

知した場合は，Partially Online (LU Error)と表示されます。

Configuration Mismatch
FC パスに対応づけられたホストグループへの LU 割り当てが，交替パ

スの割り当てと異なる場合，または交替パスがない場合に表示されま

す。

Unknown
ノード側の FC ポート（ホストポート）またはストレージシステム側の

FC ポート（ストレージポート）を特定できない場合に表示されます。
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項目 説明

LDEV( hex) デバイスファイルの LDEV 番号が表示されます。括弧内は 16 進数で表示さ

れます。

ユーザー LUN に LDEV 番号が割り当てられていない場合は，ハイフン（-）
が表示されます。

--lupathオプションを指定した場合に表示されます。

Mismatch LU パスの交替パスが設定されているどうかが表示されます。

-
交替パスがある場合に表示されます。

*
交替パスがない場合に表示されます。

--lupathオプションを指定した場合に表示されます。

戻り値

表 2-160 fpstatus コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.99 fsautofo（ファイルシステム閉塞時の自動フェール
オーバー機能の管理）

書式

fsautofo [-s|-u] -a
fsautofo [-s|-u] ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]
fsautofo -h

説明

ソフトウェア障害が原因でファイルシステムが閉塞した際に，自動的にフェールオーバーするよう

設定したり，設定を解除したりします。

ファイルシステムを階層化している場合は，すべての階層に設定します。

初期導入時は，ファイルシステムが閉塞したときに自動的にフェールオーバーするよう設定されて

います。HVFP/HDI の運用方法を考慮して，必要に応じて設定を変更してください。

-sオプションおよび-uオプションを省略した場合は，設定内容がファイルシステムごとに表示さ

れます。
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ファイルシステムを階層化している場合は，次のように表示されます。

すべての階層の情報が一致している場合

現在のファイルシステムの設定内容が表示されます。

すべての階層の情報が一致していない場合

それぞれの階層の設定内容が表示されます。なお，それぞれのファイルシステムの名称は，次

のように表示されます。

◦ 第 1 階層のファイルシステム（Tier 1）:＜コマンドに指定されたファイルシステムの名称

＞

◦ 第 2 階層のファイルシステム（Tier 2）:＜コマンドに指定されたファイルシステムの名称

＞-2
Tier 2 のファイルシステム名が 14 文字を超える場合，先頭から 14 文字に-2を付与した文字

列が表示されます。

ファイルシステム名を複数指定した場合に，階層化されたファイルシステムが存在するとき，階層

化しているファイルシステムについては，指定した名称の階層にだけ処理が実行されます。

なお，クラスタ，ノードおよびリソースグループに対する処理の実行中にこのコマンドを実行する

と，処理が正常に終了しないことがあります。クラスタ，ノードおよびリソースグループの操作と

競合しないようにしてください。

オプションと引数

-a
ログインしているノードにマウントされている全ファイルシステムを対象とする場合に指定

します。処理の途中で，一部のファイルシステムで処理が失敗しても，ほかのファイルシステ

ムに対する処理は続行されます。

-s
ファイルシステムが閉塞した際にフェールオーバーするよう設定する場合に指定します。

-u
ファイルシステムが閉塞した際にフェールオーバーする設定を解除する場合に指定します。

ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]
特定のファイルシステムを対象とする場合に，ファイルシステムの名称を指定します。ワイル

ドカードとして，アステリスク（*）および疑問符（?）を指定することもできます。複数指定

する場合は，スペースで区切ってください。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-161 fsautofo コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

ファイルシステム名 ファイルシステムの名称が表示されます。

設定状況 ファイルシステムが閉塞した際に自動的にフェールオーバーする設定になって

いるかどうかが表示されます。

On
フェールオーバーする設定になっている場合に表示されます。

Off
フェールオーバーしない設定になっている場合に表示されます。
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戻り値

表 2-162 fsautofo コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，99※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

ノード上にマウントされている全ファイルシステムに対して，閉塞時に自動的にフェールオーバー

するよう設定する場合

$ sudo fsautofo -s -a

2.100 fscreate（ファイルシステムの構築）

書式（クラスタ構成の場合）

fscreate [-i inode容量]
   [-l ログサイズ] [-d 分割サイズ]
   [-v {use|do_not_use}] [-c {on|off}]
   [-t {classic|advanced}]
   [-r リソースグループ名]
   [-w [-M 大リテンション期間] [-m 小リテンション期間]
   [-a {on [-A 自動コミット期間]
   [-D デフォルトリテンション期間]|off}]
   [-R {allow|deny}]]
   [-L {allow|deny}] [--compaction {use|do_not_use}]
   [--bypass {on|off}]
   {[-p [-P ストライプサイズ]]
    [--hcp {ro --namespace-fqdn ネームスペースの FQDN
               [--hcp-replica-host レプリカホスト名]
               --hcp-account ユーザー名
               --hcp-password パスワード |
            roaming --namespace ネームスペース名 
                    [--no-accesstest]}]
    [--versioning {use|do_not_use}]
    [--period-to-hold 過去バージョン保持期間]
    ファイルシステム名
    デバイスファイル名[,デバイスファイル名…]|
    --tier1 デバイスファイル名[,デバイスファイル名…]
    --tier2 デバイスファイル名[,デバイスファイル名…]
    ファイルシステム名}
fscreate -h
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書式（シングルノード構成の場合）

fscreate [-i inode容量]
   [-c {on|off}] [-t {classic|advanced}]
   [-w [-M 大リテンション期間] [-m 小リテンション期間]
   [-a {on [-A 自動コミット期間] [-D デフォルトリテンション期間]|off}]
   [-R {allow|deny}]]
   [-L {allow|deny}] [--compaction {use|do_not_use}]
   [--hcp {ro --namespace-fqdn ネームスペースの FQDN
              [--hcp-replica-host レプリカホスト名]
              --hcp-account ユーザー名
              --hcp-password パスワード |
           roaming --namespace ネームスペース名 
                   [--no-accesstest]}]
   [--versioning {use|do_not_use}] 
   [--period-to-hold 過去バージョン保持期間]
   [--vgr ボリュームグループ名]
   [--bypass {on|off}]
   -s ファイルシステム容量
   ファイルシステム名

fscreate -h

説明

ファイルシステムを構築します。デバイスファイルの総容量は， 大で 1PB です。ファイルシステ

ムおよびマウントされている差分スナップショットの合計数の上限は，クラスタまたはシングル

ノード当たり 256 個，Virtual Server 当たり 512 個です。また，Virtual Server を使用している場

合，ファイルシステムおよびマウントされている差分スナップショットの合計数の上限は，システ

ム全体で 大で 6,144 個です。なお，階層ファイルシステムを使用している場合，ファイルシステ

ム数と Tier 1 以外の Tier の数の合計が，これらの 大数に達するまでファイルシステムを構築で

きます。

なお，ボリュームマネージャーを使用する場合，各デバイスファイルの一部の領域が管理領域とし

て使用されるため，デバイスファイルの総容量とファイルシステムとして使用できる容量には差異

があります。

また，ファイルシステムを作成後に拡張する場合は，作成時のファイルシステムの容量によって，

拡張できる容量が異なります。作成時のファイルシステムの容量と拡張できるファイルシステムの

容量の関係について，次の表に示します。

表 2-163 作成時のファイルシステムの容量と拡張できるファイルシステムの容量の関係

作成時のファイルシステムの容量
（m：作成時のファイルシステムの容量）

ファイルシステムの容量（ 大値）

128MB≦m ＜ 128MB+16MB 2TB

128MB+16MB≦m ＜ 256MB+16MB 4TB

256MB+16MB≦m ＜ 512MB+16MB 8TB

512MB+16MB≦m ＜ 1GB+16MB 16TB

1GB+16MB≦m ＜ 2GB+16MB 32TB

2GB+16MB≦m ＜ 4GB+16MB 64TB

4GB+16MB≦m ＜ 8GB+16MB 128TB

8GB+16MB≦m ＜ 16GB+16MB 256TB

16GB+16MB≦m ＜ 32GB+16MB 512TB

32GB+16MB≦m ＜ 1PB 1PB

注意：

-dオプションでファイルシステムの分割サイズを指定した場合は，拡張できるファイルシステ

ムの容量が異なります。分割サイズを指定したときに拡張できるファイルシステムの容量に
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ついては，表 2-165 分割サイズと拡張できるファイルシステムの容量の関係を参照してくださ

い。

オプションと引数

-a {on|off}
WORM 対応ファイルシステムで自動コミット（指定した期間に変更のなかったファイルを自

動的に WORM 化する機能）を有効にするか，または無効にするかを指定します。-wオプショ

ンとともに指定します。このオプションを省略した場合は，offが設定されます。

on
自動コミットを有効にする場合に指定します。

off
自動コミットを無効にする場合に指定します。

-A 自動コミット期間

属性を読み取り専用にしたファイルを WORM 化するまでの期間を次の形式で指定します。

＜日＞-＜時＞-＜分＞

1 分～36,500 日の範囲で指定します。

-wオプションおよび-a onオプションとともに指定します。このオプションを省略した場合

は，「0-0-15（15 分）」が設定されます。

--bypass {on|off}
CIFS 走査チェックのバイパス機能を有効にするかどうかを指定します。このオプションを省

略した場合は onが設定されます。ただし，--hcp roamingオプションを指定してこのオプ

ションを省略すると，offが設定されます。

on
CIFS 走査チェックのバイパス機能を有効にする場合に指定します。また，この引数は--
hcp roamingオプションと同時に指定できません。

off
CIFS 走査チェックのバイパス機能を無効にする場合に指定します。

-c {on|off}
ファイルシステム内にファイルの作成日時を記録するかどうかを指定します。このオプショ

ンを省略した場合は，offが設定されます。構築するファイルシステムに CIFS 共有を作成し

て運用する場合は，onを指定することを推奨します。

on
ファイルの作成日時を記録する場合に指定します。

off
ファイルの作成日時を記録しない場合に指定します。

なお，ファイルシステムに NFS 共有を作成して運用する場合は，onを設定しても，NFS クラ

イアントからは作成日時を参照できません。

--compaction {use|do_not_use}
ファイルのデータ集約による容量節約を使用するかどうかを指定します。このオプションを

省略した場合は，do_not_useが設定されます。ただし，useを指定した場合は，--hcpオ

プションと同時に指定できません。

use
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ファイルのデータ集約による容量節約を利用する場合に指定します。

do_not_use
ファイルのデータ集約による容量節約を利用しない場合に指定します。

-d 分割サイズ

ファイルシステムの容量に応じたファイルシステムの分割サイズを指定します。このオプ

ションの指定を省略した場合には，ファイルシステムの容量に応じた 適な値が分割サイズと

して自動的に設定されます（推奨）。

任意の値を指定する場合は，分割サイズが 128MB の場合は「128M」，4GB の場合は「4G」

というよう に，「M」や「G」などの単位の接頭語を必ず指定してください。

指定できる分割サイズと，オプション省略時の設定値を次の表に示します。

表 2-164 ファイルシステムの分割サイズとオプション省略時の設定値

ファイルシステムの容量
（m：ファイルシステムの容量）

指定できる分割サイズ
指定できる分割サイズオプショ

ン 省略時の 設定値

128MB≦m ＜ 128MB ＋ 16MB 64MB 64MB

128MB ＋ 16MB≦m ＜ 256MB 128MB，64MB 128MB

256MB≦m ＜ 256MB ＋ 16MB 128MB，64MB 128MB

256MB ＋ 16MB≦m ＜ 512MB 256MB，128MB，64MB 256MB

512MB≦m ＜ 512MB ＋ 16MB 256MB，128MB，64MB 256MB

512MB ＋ 16MB≦m ＜ 1GB 512MB，256MB，128MB，64MB 512MB

1GB≦m ＜ 1GB ＋ 16MB 512MB，256MB，128MB 512MB

1GB ＋ 16MB≦m ＜ 2GB 1GB，512MB，256MB，128MB 1GB

2GB≦m ＜ 2GB ＋ 16MB 1GB，512MB，256MB 1GB

2GB ＋ 16MB≦m ＜ 4GB 2GB，1GB，512MB，256MB 2GB

4GB≦m ＜ 4GB ＋ 16MB 2GB，1GB，512MB 2GB

4GB ＋ 16MB≦m ＜ 8GB 4GB，2GB，1GB，512MB 4GB

8GB≦m ＜ 8GB ＋ 16MB 4GB，2GB，1GB 4GB

8GB ＋ 16MB≦m ＜ 16GB 4GB，2GB，1GB 8GB

16GB≦m ＜ 16GB ＋ 16MB 4GB，2GB 8GB

16GB ＋ 16MB≦m ＜ 32GB 4GB，2GB 16GB

32GB≦m ＜ 32GB ＋ 16MB 4GB 16GB

32GB ＋ 16MB≦m≦16TB※ 4GB 32GB

注※

ファイルシステムの容量が 16TB を超える場合はファイルシステムの分割サイズを指定

できません。

注意：

なお，指定した分割サイズによって，拡張できるファイルシステムの容量が異なります。分割

サイズと拡張できるファイルシステムの容量を次に示します。

表 2-165 分割サイズと拡張できるファイルシステムの容量の関係

分割サイズ ファイルシステムの容量（ 大値）

64MB 2TB

128MB 4TB

256MB 8TB
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分割サイズ ファイルシステムの容量（ 大値）

512MB 16TB

1GB 32TB

2GB 64TB

4GB 128TB

-D デフォルトリテンション期間

自動コミットが行われたファイルに設定されるリテンション期間を次の形式で指定します。

＜日＞-＜時＞-＜分＞

1 分～36,500 日の範囲で指定します。

また，デフォルトリテンション期間を無期限にする場合は，infiniteを指定します。-wオ

プションおよび-a onオプションとともに指定します。このオプションを省略した場合は，

「10950-0-0（10,950 日，約 30 年）」が設定されます。ただし， 小リテンション期間に

「infinite（無期限）」を指定している場合は，「infinite（無期限）」が設定されます。

デフォルトリテンション期間は 小リテンション期間以上で，かつ 大リテンション期間以下

に設定する必要があります。

--hcp {ro|roaming}
ほかの HVFP/HDI からマイグレートされた HCP のデータの共有方法を指定します。

このオプションは，--tier1オプション，--tier2オプションおよび--compaction use
オプションと同時に指定できません。

ro
ほかの HVFP/HDI からマイグレートされた HCP のデータを読み取り専用で公開する場

合に指定します。また，--namespace-fqdnオプションで指定したネームスペースにア

クセスできるかどうかを自動的に確認します。この引数は，--period-to-holdおよ

び--versioning useオプションと同時に指定できません。

roaming
ほかの HVFP/HDI からも HCP のデータをエンドユーザーごとに使用できるようにする

場合に指定します。また，--namespaceオプションで指定したネームスペースにアクセ

スできるかどうかを自動的に確認します。この引数は，--bypass onおよび-wオプ

ションと同時に指定できません。

HCP にデータをマイグレートし，ほかの HVFP/HDI からマイグレートされた HCP のデータ

を共有しないようにする場合は，ファイルシステムを構築したあと，マイグレーションウィ

ザードでマイグレーションに関する設定をしてください。

--hcp-account ユーザー名

HCP のネームスペースにアクセスするためのユーザー名を指定します。--hcp roオプショ

ンとともに指定します。

--hcp-password パスワード

HCP のネームスペースにアクセスするユーザーのパスワードを指定します。--hcp roオプ

ションとともに指定します。

--hcp-replica-host レプリカホスト名

レプリカ HCP のホスト名称を FQDN で指定します。--hcp roオプションとともに指定し

ます。このオプションを省略した場合，レプリカ HCP のホスト名は設定されません。

-i inode 容量
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ファイルシステムの容量に対して inode として利用できる 大容量の比率を 1～100 の範囲で

指定します（単位：%）。このオプションを省略した場合は，「25」が設定されます。

-l ログサイズ

ログに使用する領域のサイズを指定します（単位：MB）。2～128 の値を指定します。-dオプ

ションに指定したファイルシステムの分割サイズより小さい値を指定します。このオプショ

ンを省略した場合，ファイルシステム容量に応じて 適値が割り当てられます。

-L {allow|deny}
構築するファイルシステムでハードリンクの作成を許可するかどうかを指定します。

allow
ハードリンクの作成を許可する場合に指定します。なお，allowを設定したファイルシス

テムに対して，マイグレーション先の HCP の情報を設定した場合，設定が denyに変わ

ります。

deny
ハードリンクの作成を許可しない場合に指定します。

-m 小リテンション期間

WORM 対応ファイルシステムの 小リテンション期間を次の形式で指定します。

＜日＞-＜時＞-＜分＞

0 分～36,500 日の範囲で指定します。

また， 小リテンション期間を無期限にする場合は，infiniteを指定します。-wオプショ

ンとともに指定します。このオプションを省略した場合は，「0-0-0（0 分）」が設定されます。

小リテンション期間は 大リテンション期間以下に設定する必要があります。また，自動コ

ミットを有効にする場合は，デフォルトリテンション期間以下に設定する必要があります。

-M 大リテンション期間

WORM 対応ファイルシステムの 大リテンション期間を次の形式で指定します。

＜日＞-＜時＞-＜分＞

1 分～36,500 日の範囲で指定します。

また， 大リテンション期間を無期限にする場合は，infiniteを指定します。-wオプショ

ンとともに指定します。このオプションを省略した場合は，「10950-0-0（10,950 日，約 30
年）」が設定されます。ただし， 小リテンション期間またはデフォルトリテンション期間に

「infinite（無期限）」を指定している場合は，「infinite（無期限）」が設定されます。

大リテンション期間は 小リテンション期間以上に設定する必要があります。また，自動コ

ミットを有効にする場合は，デフォルトリテンション期間以上に設定する必要があります。

--namespace ネームスペース名

HCP のネームスペースの名称を指定します。--hcp roamingオプションとともに指定しま

す。

--namespace-fqdn ネームスペースの FQDN
HCP のネームスペースの名称を FQDN で指定します。--hcp roオプションとともに指定

します。

--no-accesstest
HCP のネームスペースにアクセスできるかどうかを確認しない場合に指定します。--hcp
roamingオプションとともに指定します。

-p
ストライピング構成でファイルシステムを構築する場合に指定します。
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このオプションは，--tier1オプションまたは--tier2オプションと同時に指定できません。

-P ストライプサイズ

ストライピング構成でファイルシステムを構築する場合に，ストライプサイズを指定します

（単位：KB）。-pオプションとともに指定します。指定できる値は「8」，「16」，「32」，「64」，
「128」，「256」，「512」または「1024」です。このオプションを省略した場合は，「64」が設定

されます。

--period-to-hold 過去バージョン保持期間

HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンの保持期間を 1～36500 の範囲で指定し

ます（単位：日）。このオプションを省略した場合は，「7」が設定されます。

このオプションは，次のオプションと同時に指定できません：--hcp ro，--tier1，--
tier2，--versioning do_not_use

-R {allow|deny}
WORM 対応ファイルシステムで，空のディレクトリの名称変更を許可するかどうかを指定し

ます。このオプションを省略した場合は，denyが設定されます。-wオプションとともに指定

します。

allow
空のディレクトリの名称変更を許可する場合に指定します。

deny
空のディレクトリの名称変更を許可しない場合に指定します。

-r リソースグループ名

構築するファイルシステムを登録するリソースグループの名称を指定します。

このオプションを省略した場合は，ログインしているノードに属するリソースグループに登録

されます。

Virtual Server 上で実行した場合，このオプションの指定は無視されます。

-s ファイルシステム容量

このオプションは，シングルノード構成の場合に使用できます。ファイルシステムの容量を指

定します（単位：GB）。指定できる値は，1 以上でボリュームグループの空き容量以下です。

-t {classic|advanced}
ファイルシステムの ACL タイプを指定します。このオプションを省略した場合は，classic
が設定されます。

classic
Classic ACL タイプのファイルシステムを構築する場合に指定します。

advanced
Advanced ACL タイプのファイルシステムを構築する場合に指定します。いったん

Advanced ACL タイプで構築すると，Classic ACL タイプには変更できません。

なお，Advanced ACL タイプのファイルシステムを構築した場合，ACE が次のとおり設

定されます。

表 2-166 Advanced ACL タイプのファイルシステムを構築した場合に設定される ACE

項目 設定

名前 Everyone
所属フラグ グループ

適用先 このフォルダ，サブフォルダおよびファイル
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項目 設定

継承範囲 このフォルダの下位にあるすべてのフォルダおよびファイル

ACE 種別 許可

アクセス権 フルコントロール

なお，-wオプションを指定して WORM 対応ファイルシステムを構築すると，ACL タイプを

変更できなくなります。

--tier1 デバイスファイル名[,デバイスファイル名…] --tier2 デバイスファイル名[,デバイスファイル

名…]
ファイルシステムを階層化する場合に，Tier 1 および Tier 2 を構成するデバイスファイルの名

称を指定します。

複数のデバイスファイルを指定する場合は，コンマ（,）で区切って指定してください。同じ

ストレージシステムのデバイスファイルを指定してください。

第 1 階層のファイルシステム（Tier1）には，第 2 階層のファイルシステム（Tier2）より高性

能なディスクドライブを使用することを推奨します。階層ファイルシステムの運用について

は，「システム構成ガイド」を参照してください。

このオプションは，次のオプションと同時に指定できません：--hcp，-p，--period-to-
hold，--versioning use

-v {use|do_not_use}
ボリュームマネージャーを利用するかどうかを指定します。複数のデバイスファイルから

ファイルシステムを構築する場合は，useを指定してください。このオプションを省略した場

合は，useが設定されます。

ファイルスナップショット機能を利用する場合は，差分格納デバイスの設定元のファイルシス

テムがボリュームマネージャーを使用して構築されている必要があります。構築したファイ

ルシステムをファイルスナップショット機能で利用する可能性があるときは，useを指定して

ください。

use
ボリュームマネージャーを利用する場合に指定します。

do_not_use
ボリュームマネージャーを利用しない場合に指定します。

--versioning {use|do_not_use}
HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンをクライアントに公開するかどうかを設

定する場合に指定します。このオプションを省略した場合は，useが設定されます。ただ

し，--hcpオプションの roを指定して，このオプションを省略した場合は，do_not_useが

設定されます。

use
HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンをクライアントに公開する場合に指

定します。この引数は，--tier1オプション，--tier2オプションおよび--hcp roオ

プションと同時に指定できません。

do_not_use
HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンをクライアントに公開しない場合に

指定します。この引数は，--period-to-holdオプションと同時に指定できません。

--vgr ボリュームグループ名
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このオプションは，シングルノード構成の場合に使用できます。作成されているボリュームグ

ループが 1 つだけの場合は，このオプションを省略できます。

-w
WORM 対応ファイルシステムを構築する場合に指定します。なお，このオプションは，--hcp
roamingオプションと同時に指定できません。

ファイルシステム名

作成するファイルシステムの名称を指定します。クラスタ内で重複しない名称を指定します。

16 文字以内の英数字およびアンダーライン（_）で指定します。階層ファイルシステムの場合

は先頭 14 文字が重複しない名称を指定します。なお，Virtual Server 上で作成する場合は，

Virtual Server 内で重複しない名称を指定します。

デバイスファイル名[,デバイスファイル名…]
ファイルシステムに使用するデバイスファイルの名称を指定します。デバイスファイルのパ

スが/dev/enas/lu01の場合は，lu01と指定します。ボリュームマネージャーを使用して，

複数のデバイスファイルでファイルシステムを構築する場合は，デバイスファイル名をコンマ

（,）で区切って指定してください。1 つのストレージシステムのデバイスファイルを指定して

ください。

この引数は，--tier1オプションまたは--tier2オプションと同時に指定できません。

ボリュームマネージャーを使用する場合は，65MB 以上の LU を指定してください。また，指

定するデバイスファイルの総容量が 130MB 以上になるようにしてください。

ストライピング構成でファイルシステムを構築する場合は，すべて同じ容量のデバイスファイ

ルを 2～128 個の範囲内で指定してください。指定したデバイスファイルの数がストライプ数

になります。また，指定したデバイスファイルの順にストライプを構成します。

戻り値

表 2-167 fscreate コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，10※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10※，66※，70，74，75，76，77 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※，68，99※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

71，72，73 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

ファイルシステムを次の条件で構築する場合

◦ inode として利用できる 大容量はファイルシステム容量の 50%とする
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◦ ボリュームマネージャーを使用する

◦ ファイルの作成日時を記録する

◦ ファイルシステムの ACL タイプを Advanced ACL タイプとする

◦ ストライピング構成で構築する

◦ ファイルシステム名は FS_1とする

◦ デバイスファイルは/dev/enas/lu2Bと/dev/enas/lu3Cを使用する

$ sudo fscreate -i 50 -v use -c on -t advanced -p FS_1 lu2B,lu3C

WORM 対応ファイルシステムを次の条件で構築する場合

◦ inode として利用できる 大容量は初期設定のままとする

◦ ボリュームマネージャーを使用する

◦ ファイルの作成日時を記録しない

◦ ファイルシステムの ACL タイプを Advanced ACL タイプとする

◦ 大リテンション期間は 30 年（10,950 日）とする

◦ 小リテンション期間は 1 年（365 日）とする

◦ 自動コミットを有効にする

◦ 自動コミット期間は 30 分とする

◦ デフォルトリテンション期間は 10 年（3,650 日）とする

◦ ファイルシステム名は FS_2とする

◦ デバイスファイルは/dev/enas/lu01を使用する

$ sudo fscreate -v use -c off -t advanced -w -M 10950-0-0 -m 365-0-0 -a on -
A 0-0-30 -D 3650-0-0 FS_2 lu01

2.101 fsctl（運用中のファイルシステムの管理）

書式

fsctl -f [-s|-u]
   {-a|ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]}
fsctl -m [-s [-o 監視対象=警告閾値[,監視対象=警告閾値]]|-u]
   {-a|ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]}
fsctl -m [-s [-o 監視対象=警告閾値[,監視対象=警告閾値]]
   [-O 監視対象=警告閾値[,監視対象=警告閾値]]|-u]
   ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]
fsctl -c [-s|-u] [-o create_time|-o advanced_acl]
   {-a|ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]}
fsctl -c -x
   ファイルシステム名[/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]]
   [ ファイルシステム名[/ディレクトリ名[/ディレクトリ名]…]…]
fsctl -c -x -o advanced_acl [-p 優先度]
   ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]
fsctl -c -s -o advanced_acl_overwrite_rename={allow|deny}
   {-a|ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]}
fsctl -c -o advanced_acl_overwrite_rename
   {-a|ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]}
fsctl -c -x -o add_exeauth[=拡張子[,拡張子…]]
   ファイルシステム名[/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]]
   [ ファイルシステム名[/ディレクトリ名[/ディレクトリ名]…]…]
fsctl -l {-a|ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]}
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fsctl -U [on|off]
fsctl -i
fsctl -h

説明

ファイルシステムごとに次の設定を管理します。

• ソフトウェア障害が原因でファイルシステムが閉塞した際に，自動的にフェールオーバーするよ

う設定したり，設定を解除したりします（-fオプション）。ファイルシステムを階層化している

場合は，すべての階層に設定します。※

fsautofoコマンドと同様の操作を実行できます。

• ファイルシステムの使用量が閾値を超えた際に，警告を通知するよう設定したり，設定を解除し

たりします（-mオプション）。※

fsfullmsgコマンドと同様の操作を実行できます。

• ファイルシステム内にファイルの作成日時が記録されるよう設定したり，設定を解除したりしま

す（-cオプション）。※

ファイルに作成日時を設定することもできます（-xオプション）。

• ファイルシステム内のファイルの ACL タイプを Classic ACL タイプから Advanced ACL タイ

プに変換します（-o advanced_aclオプション）。

• NFS クライアントまたは FTP クライアントから，Advanced ACL タイプのファイルシステムの

ファイルやディレクトリを移動したり，名称を変更したりする際に，同一名称の既存のファイル

やディレクトリを上書きするように設定したり，設定を解除したりします（-o
advanced_acl_overwrite_renameオプション）。

• ファイルに対して実行のアクセス権を追加します（-o add_exeauthオプション）。ファイル

システムを Classic ACL タイプから Advanced ACL タイプに変更する前に実行します。

• ファイルシステムに対するアクセスの抑止状況を表示します（-lオプション）。ファイルシステ

ムを階層化している場合は，すべての階層の状況を表示します。

注※

・-sオプションおよび-uオプションの指定を省略した場合は，ファイルシステムごとに現在

の設定内容が表示されます。

ファイルシステムを階層化している場合は，次のように表示されます。

-fオプションを指定した場合

すべての階層の情報が一致している場合は，現在のファイルシステムの設定内容が表示さ

れます。

すべての階層の情報が一致していない場合は，それぞれの階層の設定内容が表示されま

す。

-mオプションまたは-lオプションを指定した場合

すべての階層の設定内容が表示されます。

なお，どちらの場合も，それぞれのファイルシステムの名称は，次のように表示されます。

第 1 階層のファイルシステム（Tier 1）:＜コマンドに指定されたファイルシステムの名称＞

第 2 階層のファイルシステム（Tier 2）:＜コマンドに指定されたファイルシステムの名称＞-2
Tier 2 のファイルシステム名が 14 文字を超える場合，先頭から 14 文字に-2を付与した文字

列が表示されます。

・各設定はインタラクティブモードでも実行できます（-iオプション）。

・ファイルシステム名を複数指定した場合に，階層化されたファイルシステムが含まれるとき

は，そのファイルシステムについては，指定した名称の階層にだけ処理が実行されます。
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オプションと引数

-a
ログインしているノードにマウントされている全ファイルシステムを対象とする場合に指定

します。処理の途中で，一部のファイルシステムで処理が失敗しても，ほかのファイルシステ

ムに対する処理は続行されます。

-c
ファイルシステムに拡張属性を設定したり，設定を解除したり，設定内容を参照したりする場

合に指定します。

-f
ファイルシステムが閉塞した際にフェールオーバーするよう設定したり，設定を解除したり，

設定内容を参照したりするときに指定します。

-i
インタラクティブモードでコマンドを実行する場合に指定します。

-l
ファイルシステムに対するアクセスの抑止状況を参照する場合に指定します。

-m
ファイルシステムの使用量が閾値を超えた際に警告を通知するよう設定したり，設定を解除し

たり，設定内容を参照したりする場合に指定します。

-o add_exeauth[=拡張子[,拡張子…]]
指定した拡張子のファイルに対して実行のアクセス権を追加する場合に指定します。拡張子

の指定を省略すると，exeおよび batがデフォルトの拡張子として設定されます。-cオプ

ションおよび-xオプションとともに指定します。

拡張子はピリオド（.）を含めないで 6 文字以内で指定します。 大 128 個設定できます。

なお，ファイルシステムを Classic ACL タイプから Advanced ACL タイプに変更する前に

ファイルに対して実行のアクセス権を追加しなかった場合，変更前に CIFS クライアントから

実行できたファイルが変更後に実行できなくなります。

また，実行のアクセス権が親ディレクトリにない場合，ファイルに対して実行のアクセス権を

追加すると，継承関係にあった親ディレクトリとファイルのアクセス権に相違が発生します。

注意：

WORM 対応ファイルシステムには実行できません。

-o advanced_acl
ファイルシステム内のファイルの ACL タイプを Classic ACL タイプから Advanced ACL タ

イプに変換したり，ファイルシステムの ACL タイプを参照したりする場合に指定します。-c
オプションおよび-xオプションとともに指定します。

注意：

ファイルの ACL タイプを変換する場合は，対象のファイルシステムの運用を停止してお

く必要があります。ACL タイプを変換する処理の実行中にクライアントがファイルを移

動した場合，そのファイルの ACL タイプが変換されないおそれがあります（ただし，変

換されなかったファイルは，クライアントが次回ファイルにアクセスした際に自動的に変

換されます）。WORM 対応ファイルシステムには実行できません。

-o advanced_acl_overwrite_rename[=allow|=deny]
NFS クライアントまたは FTP クライアントから Advanced ACL タイプのファイルシステム

のファイルやディレクトリを移動したり，名称を変更したりする際に，同一名称の既存のファ
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イルやディレクトリを上書きするかどうかを設定する場合に指定します。-cオプションおよ

び-sオプションとともに指定します。

=allow
既存のファイルやディレクトリに対する削除権限があれば，上書きを許可する場合に指定

します。

=deny
上書きを拒否する場合に指定します。

「=allow」または「=deny」を省略すると，指定した Advanced ACL タイプのファイルシス

テムに対する設定値を参照できます。-cオプションとともに指定します。

-o create_time
ファイルシステム内にファイルの作成日時が記録されるよう設定したり，設定を解除したり，

設定内容を参照したりする場合に指定します。-cオプションとともに指定します。

-o 監視対象=警告閾値[,監視対象=警告閾値]
-mオプションおよび-sオプションとともに指定し，監視の対象および警告を通知する契機と

なる閾値を指定します。このオプションを省略した場合は，現在設定されている情報が適用さ

れます。

ファイルシステムを階層化している場合は，第 1 階層のファイルシステム（Tier 1）に指定す

る値を設定します。

なお，閾値に 0を指定すると，ファイルシステムの使用量が上限に達するまで警告は通知され

ません。

blimit=警告閾値

ブロック数でファイルシステムの使用量を監視する場合に，警告閾値をバイト形式または

百分率（%）で指定します。このオプションを指定した場合，ブロック使用時にファイル

システムの使用量を監視するように設定され，警告閾値がバイト形式または百分率（%）
で出力されます。

バイト形式での指定方法

数値のあとに，単位として「M」（MB），「G」（GB）または「T」（TB）を付けて指定し

ます。

MB の場合の例：blimit=500M
GB の場合の例：blimit=5G
TB の場合の例：blimit=1T
百分率（%）での指定方法

数値のあとに，「P」（大文字）を付けて指定します。

例：blimit=80P
ファイルシステムの容量に対する百分率（%）で警告閾値が設定されます。

ファイルシステムの容量を拡張すると，拡張後の容量に対して警告閾値が再計算されま

す。このため，ファイルシステムの容量に合わせて警告閾値も自動的に拡張されます。

なお，数値のあとに「p」（小文字）を付けて指定した場合は，コマンドを実行した時点の

ファイルシステムの容量に対して算出されたバイト数が警告閾値となります。このため，

ファイルシステムの容量を拡張しても警告閾値は再計算されません。

ilimit=警告閾値

inode 数でファイルシステムの使用量を監視する場合に，警告閾値を inode 数または百分

率（%）で指定します。このオプションを指定した場合，1 時間間隔でファイルシステム

の使用量を監視するように設定され，警告閾値が inode 数または百分率で（%）で出力さ

れます。
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inode数での指定方法

例：ilimit=9000
百分率（%）での指定方法

数値のあとに，「P」（大文字）を付けて指定します。

例：ilimit=80P
ファイルシステムを構築した際に指定した inode 容量に対する百分率（%）で警告閾値が

設定されます。

ファイルシステムの容量を拡張すると，拡張後の inode 容量に対して警告閾値が再計算さ

れます。このため，inode 容量に合わせて警告閾値も自動的に拡張されます。使用できる

inode 総数は，ファイルシステムの使用状況によって動的に変化しますが，警告閾値はファ

イルシステムを構築または拡張した際に指定した inode 容量から計算されます。

なお，数値のあとに「p」（小文字）を付けて指定した場合は，コマンドを実行した時点で

使用できる inode 総数に対して算出された inode 数が警告閾値となります。このため，

ファイルシステムの容量を拡張しても警告閾値は再計算されません。また，使用できる

inode 総数は，ファイルシステムの使用状況によって動的に変化しますが，警告閾値は再

計算されません。

-O 監視対象=警告閾値[,監視対象=警告閾値]
-o 監視対象=警告閾値[,監視対象=警告閾値]と同一の設定を第 2 階層のファイルシステム

（Tier 2）に対して実施します。ファイルシステムを階層化していない場合にこのオプションを

指定すると，エラーが発生します。

監視対象=警告閾値に指定する値については-o 監視対象=警告閾値[,監視対象=警告閾値]を
参照してください。

-p 優先度

ファイルシステム内のファイルの ACL タイプを Classic ACL タイプから Advanced ACL タ

イプに変換する場合に処理の優先度を指定します。-cオプション，-xオプションおよび-o
advanced_aclオプションとともに指定します。

high
ACL タイプの変換を速く完了させるため，通常より高い優先度で実行する場合に指定し

ます。

low
ほかのプロセスを妨げないように，通常より低い優先度で実行する場合に指定します。

-s
次のどれかの場合に指定します。

◦ ファイルシステムが閉塞した際に自動的にフェールオーバーするよう設定するときは，-f
オプションとともに指定します。

◦ ファイルシステムの使用量が閾値を超えた際に警告を通知するよう設定するときは，-mオ

プションとともに指定します。

◦ ファイルシステム内にファイルの作成日時が記録されるよう設定するときは，-cオプショ

ンとともに指定します。

-u
次のどれかの場合に指定します。

◦ ファイルシステムが閉塞した際に自動的にフェールオーバーする設定を解除するときは，-
fオプションとともに指定します。
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◦ ファイルシステムの使用量が閾値を超えた際に警告を通知する設定を解除するときは，-m
オプションとともに指定します。

◦ ファイルシステム内にファイルの作成日時が記録される設定を解除するときは，-cオプ

ションとともに指定します。

-U {on|off}
ファイルシステム上の削除に時間が掛かるファイルに対してバックグラウンドで削除を実行

するかどうかを指定します。

ノード上のすべてのファイルシステムに適用されます。このオプションを省略した場合は現

在の設定が表示されます。

on
バックグラウンドで削除をする場合に指定します。

off
バックグラウンドで削除をしない場合に指定します。

-x
次のどれかの場合に指定します。

◦ ファイルに作成日時を設定するときは，-cオプションとともに指定します。

終アクセス日時（atime）， 終更新日時（ctime）および 終編集日時（mtime）のう

ち，いちばん古い日時が作成日時として設定されます。100,000 ファイルに作成日時を設

定すると，処理が完了するまでに約 1 分掛かります。

作成日時を記録する設定にしても，NFS クライアントからは作成日時を参照できません。

◦ ファイルの ACL タイプを Classic ACL タイプから Advanced ACL タイプに変換するとき

は，-cオプションおよび-o advanced_aclオプションとともに指定します。100,000
ファイルの ACL タイプを変換すると，処理が完了するまでに約 10 分掛かります。

◦ ファイルに対して実行のアクセス権を追加するときは，-cオプションおよび-o
add_exeauthオプションとともに指定します。100,000 ファイルを格納している Classic
ACL タイプのファイルシステムまたはディレクトリに対して実行すると，処理が完了する

までに約 2 分掛かります。

コマンドを実行すると， 初に「Wait ...」と表示され，その後 10,000 ファイルに対して処理

を実行するごとに，1 つのピリオド（.）が表示されます。

なお，このオプションを指定して実行した処理が中断した場合，指定したファイルシステム内

には設定の異なるファイルが混在するおそれがあるため，同じ指定で再度コマンドを実行して

ください。

ファイルシステム名[/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]]
特定のファイルシステムを対象とする場合に，ファイルシステムの名称を指定します。特定の

ディレクトリを処理の対象とする場合は，マウントポイント以降のパスを指定します。例え

ば，/mnt/FS1/dir01ディレクトリの場合は，「FS1/dir01」と指定します。

複数指定する場合は，スペースで区切ってください。また，ワイルドカードとして，アステリ

スク（*）および疑問符（?）を指定することもできます。

サブコマンド

funcに続けて autofo，fullmsgまたは extfuncと指定すると，それぞれのプロンプトが表示さ

れます。インタラクティブモードでの実行例およびサブコマンドを以降で説明します。

行 実行例

1 $ sudo fsctl -i
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行 実行例

2 fsctl> func fullmsg

3 fsctl fullmsg> list filesystem1
 filesystem1      Off(50G,50000)

4 fsctl fullmsg> set -o blimit=80G,ilimit=80000 filesystem1

5 fsctl fullmsg> exit

6 fsctl> exit

1: インタラクティブモードで実行する。

2: ファイルシステム使用量が閾値を超えた際に，警告を通知するかどうかを設定するためのサブコ

マンドを呼び出す。

3: filesystem1ファイルシステムの設定を表示する。

filesystem1ファイルシステムの設定内容が表示される。

4: filesystem1ファイルシステムに警告閾値を設定する。

5: ファイルシステム使用量が閾値を超えた際に，警告を通知するかどうかを設定するためのサブコ

マンドを終了する。

6: fsctlコマンドを終了する。

exit
fsctlコマンドまたはサブコマンドを終了する場合に指定します。

func autofo
ファイルシステムが閉塞した際に自動的にフェールオーバーするよう設定したり，設定を解除

したり，設定内容を参照したりするときに指定します。プロンプトが表示されたら，次の形式

で指定してサブコマンドを実行します。

list {-a|ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]}
set {-a|ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]}
unset {-a|ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]}

list
自動的にフェールオーバーする設定になっているかどうかを参照する場合に指定します。

set
自動的にフェールオーバーするよう設定する場合に指定します。

unset
自動的にフェールオーバーする設定を解除する場合に指定します。

なお，ファイルシステム名および-aオプションの指定方法ならびに処理内容は通常モードで実

行したときと同じです。

func extfunc
ファイルシステムに拡張属性を設定したり，設定を解除したり，設定内容を参照したりする場

合に指定します。プロンプトが表示されたら，次の形式で指定してサブコマンドを実行しま

す。

list [-o create_time] {-a|ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]}
set [-o create_time] {-a|ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]}
unset [-o create_time] {-a|ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]}
set_ctime {ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]|ディレクトリ名[ ディレクトリ
名…]}
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list
ファイルの作成日時が記録される設定になっているかどうかとファイルシステムの ACL
タイプを参照する場合に指定します。

ファイルの作成日時が記録される設定になっているかどうかだけを参照する場合は，-o
create_timeオプションとともに指定します。

set
ファイルの作成日時が記録されるよう設定する場合に指定します。

unset
ファイルの作成日時が記録される設定を解除する場合に指定します。

set_ctime
ファイルに作成日時を設定する場合に指定します。

100,000 ファイル存在するファイルシステムまたはディレクトリに対して実行すると，処

理が完了するまでに約 1 分掛かります。コマンドを実行すると， 初に「Wait ...」と表

示され，その後 10,000 ファイルに対して作成日時を設定するごとに，1 つのピリオド（.）
が表示されます。

なお，ファイルシステム名，ディレクトリ名，-aオプションおよび-o create_timeオプ

ションの指定方法ならびに処理内容は通常モードで実行したときと同じです。

func fullmsg
ファイルシステムの使用量が閾値を超えた際に警告を通知するよう設定したり，設定を解除し

たり，設定内容を参照したりする場合に指定します。プロンプトが表示されたら，次の形式で

指定してサブコマンドを実行します。

list {-a|ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]}
set [-o 監視対象=警告閾値[,監視対象=警告閾値]]
   {-a|ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]}
unset {-a|ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]}

list
警告を通知する設定になっているかどうかを参照する場合に指定します。

set
警告を通知するよう設定する場合に指定します。

unset
警告を通知する設定を解除する場合に指定します。

なお，-oオプション，-aオプションおよびファイルシステム名の指定方法ならびに処理内容

は通常モードで実行したときと同じです。

help
インタラクティブモードで実行できるサブコマンドの書式を参照する場合に指定します。

quit
exitと同じです。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。
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表 2-168 fsctl コマンドを実行した場合に表示される情報（-f オプション，-m オプションまたは-i オ
プションを指定するとき）

項目 説明

ファイルシステム名 ファイルシステムの名称が表示されます。

設定状況 現在の設定内容が表示されます。

On
設定が有効になっている場合に表示されます。

Off
設定が無効になっている場合に表示されます。

なお，-mオプションを指定した場合には，ブロック使用量と inode 使用量の閾

値も表示されます。

表 2-169 fsctl コマンドを実行した場合に表示される情報（-c オプションを指定するとき）

項目 説明

Filesystem ファイルシステムの名称が表示されます。

Create_time ファイルの作成日時が記録される設定になっているかどうかが表示されま

す。

On
ファイルの作成日時が記録されるよう設定されている場合に表示され

ます。

Off
ファイルの作成日時が記録されるよう設定されていない場合に表示さ

れます。

Acl_type ファイルシステムの ACL タイプが表示されます。

Advanced
Advanced ACL タイプの場合に表示されます。

Classic
Classic ACL タイプの場合に表示されます。

Overwrite_rename Advanced ACL タイプのファイルシステムのファイルやディレクトリを移動

したり，名称を変更したりする際に，同一名称の既存のファイルやディレク

トリが上書きされるかどうかが表示されます。

allow
既存のファイルやディレクトリに対する削除権限があれば，上書きされ

る場合に表示されます。

deny
上書きされない場合に表示されます。

--
Classic ACL タイプのファイルシステムを指定した場合に表示されま

す。

表 2-170 fsctl コマンドを実行した場合に表示される情報（-l オプションを指定するとき）

項目 説明

Filesystem ファイルシステムの名称が表示されます。

Status ファイルシステムに対するアクセスの抑止状況が表示されます。

Normal
クライアントからのアクセスが抑止されていない場合に表示されます。

Frozen
クライアントからのアクセスが抑止されている場合に表示されます。
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戻り値

表 2-171 fsctl コマンドの戻り値（-f オプションを指定した場合）

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，99※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

表 2-172 fsctl コマンドの戻り値（-m オプションを指定した場合）

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，99※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

表 2-173 fsctl コマンドの戻り値（-c オプションを指定した場合）

戻り値 説明

0 ，2※1 正常終了

1，10※2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10※2，99※2 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99※2 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99※2 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※1
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指定したファイルシステムの ACL タイプは，Advanced ACL タイプです（指定したファイル

システム名が 1 つで-o advanced_aclを指定した場合に出力されます）。

注※2
異常終了した要因が複数あります。

表 2-174 fsctl コマンドの戻り値（-l オプションを指定した場合）

戻り値 説明

0，2※1 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，99※2 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99※2 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99※2 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※1
指定したファイルシステムは，クライアントからのアクセスが抑止された状態です（指定した

ファイルシステム名が 1 つの場合に出力されます）。

注※2
異常終了した要因が複数あります。

使用例

FS_1という名称のファイルシステムが閉塞した際に自動的にフェールオーバーする設定になって

いるかどうかを参照する場合

$ sudo fsctl -f FS_1
 FS_1             On

FS_1という名称のファイルシステムの使用量が閾値を超えた際に警告が通知されるよう設定する

場合

◦ ブロックの使用量の警告閾値を 80G とする

◦ inode 数の警告閾値を 20,000 とする

$ sudo fsctl -m -s -o blimit=80G,ilimit=20000 FS_1
BlockLimit=80GB, InodeLimit=20000 (FS_1)

FS_2という名称のファイルシステムの使用量が閾値を超えた際に警告が通知されるよう設定する

場合

◦ ブロックの使用量の警告閾値を 80%とする

◦ inode 数の警告閾値を 80%とする

$ sudo fsctl -m -s -o blimit=80P,ilimit=80P FS_2
BlockLimit=80%, InodeLimit=80% (FS_2)

FS_1という名称のファイルシステム内のファイル（100,000 個）に作成日時を設定する場合
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$ sudo fsctl -c -x FS_1
FS_1: Wait ............. Success

FS_1という名称のファイルシステム内のファイル（100,000 個）の ACL タイプを変換する場合

◦ 通常より優先度を高く設定する

◦ Classic ACL タイプを Advanced ACL タイプに変換する

$ sudo fsctl -c -x -o advanced_acl -p high FS_1
FS_1: Wait ............. Success

ファイルシステムが閉塞した際に，自動的にフェールオーバーするよう設定する場合（インタラク

ティブモード）

a. インタラクティブモードを開始する。

b. 自動的にフェールオーバーする設定になっているかどうかを参照する。

c. ファイルシステムが閉塞した際に，自動的にフェールオーバーするよう設定する。

d. インタラクティブモードを終了する。

$ sudo fsctl -i
fsctl> func autofo
fsctl autofo> list -a
 filesystem1      Off
 filesystem2      Off
fsctl autofo> set -a
fsctl autofo> exit
fsctl> exit

2.102 fsdelete（ファイルシステムの削除）

書式

fsdelete ファイルシステム名

fsdelete -h

説明

ファイルシステムを削除します。

オプションと引数

ファイルシステム名

削除するファイルシステムの名称を指定します。

戻り値

表 2-175 fsdelete コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10※，65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

10※，66，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.103 fsedit（ファイルシステムの設定の変更）

書式

fsedit [-w [-M 大リテンション期間] [-m 小リテンション期間]
   [-a on [-A 自動コミット期間] [-D デフォルトリテンション期間]] 
   [-R {allow|deny}]]
   [-L {allow|deny}] [--hcp-replica-host レプリカホスト名]
   [[--hcp-account ユーザー名] --hcp-password パスワード]
   [--versioning {use|do_not_use}] [--period-to-hold 過去バージョン保持期間]
   [--compaction use] [--bypass {on|off}] [-y] ファイルシステム名

fsedit -h

説明

ファイルシステムの設定を変更します。

オプションと引数

-a on
自動コミットを有効にする場合に指定します。すでに自動コミットが有効になっている場合

は，このオプションを指定できません。また，いったん自動コミットを有効にすると，無効に

することはできなくなります。

-A 自動コミット期間

属性を読み取り専用にしたファイルを WORM 化するまでの期間を次の形式で指定します。

＜日＞-＜時＞-＜分＞

1 分～36,500 日の範囲で指定します。

-wオプションおよび-a onオプションとともに指定します。このオプションを省略した場合

は，「0-0-15（15 分）」が設定されます。

--bypass {on|off}
CIFS 走査チェックのバイパス機能を有効にするかどうかを変更する場合に指定します。

on
CIFS 走査チェックのバイパス機能を有効にする場合に指定します。ただし，対象のファ

イルシステムがホームディレクトリローミング対応ファイルシステムの場合は指定でき

ません。

off
CIFS 走査チェックのバイパス機能を無効にする場合に指定します。

--compaction use
ファイルのデータ集約による容量節約を有効にする場合に指定します。
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このオプションは，次の条件を満たしている場合に指定できます。

◦ 対象のファイルシステムがほかの HVFP/HDI からマイグレートされた HCP のデータを

共有するように設定されていないこと

◦ 対象のファイルシステムがほかのファイルサーバからのインポート先として設定されてい

ないこと

-D デフォルトリテンション期間

自動コミットが行われたファイルに設定されるリテンション期間を次の形式で指定します。

＜日＞-＜時＞-＜分＞

1 分～36,500 日の範囲で指定します。

また，デフォルトリテンション期間を無期限にする場合は，infiniteを指定します。-wオ

プションおよび-a onオプションとともに指定します。このオプションを省略した場合は，

「10950-0-0（10,950 日，約 30 年）」が設定されます。ただし， 小リテンション期間に

「infinite（無期限）」を指定している場合は，「infinite（無期限）」が設定されます。

デフォルトリテンション期間は 小リテンション期間以上で，かつ 大リテンション期間以下

に設定する必要があります。

--hcp-account ユーザー名

HCP のネームスペースにアクセスするためのユーザー名を変更する場合に指定します。

--hcp-password パスワード

HCP のネームスペースにアクセスするユーザーのパスワードを変更する場合に指定します。

--hcp-replica-host レプリカホスト名

データ共有に使用するレプリカ HCP のホスト名称を変更する場合に指定します。空文字列

（「""」や「''」など）を指定すると，未設定となります。

-L {allow|deny}
ファイルシステムでのハードリンクの作成を許可するかどうかについての設定を変更する場

合に指定します。なお，このオプションは，指定したファイルシステムが読み書きできる状態

でマウントされている必要があります。

allow
ハードリンクの作成を許可する場合に指定します。

HCP にデータをマイグレートしているファイルシステムには，allowを設定しないでく

ださい。HCP からデータをリストアした場合，ハードリンクが再現されません。

deny
ハードリンクの作成を許可しない場合に指定します。

注意：

NFSv3 または NFSv4 プロトコルを使用している場合，ファイルシステムをマウントした

状態でこのコマンドを実行しても，ハードリンク作成についての設定変更は有効になりま

せん。設定変更を有効にするには，NFS クライアントからファイルシステムをアンマウ

ントして設定を変更したあとで，再度ファイルシステムをマウントしてください。

-m 小リテンション期間

WORM 対応ファイルシステムの 小リテンション期間を変更する場合に指定します。

小リテンション期間を次の形式で指定します。

＜日＞-＜時＞-＜分＞

0 分～36,500 日の範囲で指定します。
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また， 小リテンション期間を無期限にする場合は，infiniteを指定します。-wオプショ

ンとともに指定します。このオプションを省略した場合は，現在設定されている情報が適用さ

れます。

小リテンション期間は 大リテンション期間以下に設定する必要があります。また，自動コ

ミットが有効になっている場合は，デフォルトリテンション期間以下に設定する必要がありま

す。

-M 大リテンション期間

WORM 対応ファイルシステムの 大リテンション期間を変更する場合に指定します。

大リテンション期間を次の形式で指定します。

＜日＞-＜時＞-＜分＞

1 分～36,500 日の範囲で指定します。

また， 大リテンション期間を無期限にする場合は，infiniteを指定します。-wオプショ

ンとともに指定します。このオプションを省略した場合は，現在設定されている情報が適用さ

れます。

大リテンション期間は 小リテンション期間以上に設定する必要があります。また，自動コ

ミットが有効になっている場合は，デフォルトリテンション期間以上に設定する必要がありま

す。

--period-to-hold 過去バージョン保持期間

HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンの保持期間を変更する場合に指定します。

HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンをクライアントに公開している場合に，こ

のオプションは有効になります。なお，HCP でのバージョンの保持期間は，事前にここで指定

する値より 1 日長く設定する必要があります。

-R {allow|deny}
WORM 対応ファイルシステムで，空のディレクトリの名称変更を許可するかどうかについて

の設定を変更する場合に指定します。-wオプションとともに指定します。

allow
空のディレクトリの名称変更を許可する場合に指定します。

deny
空のディレクトリの名称変更を許可しない場合に指定します。

--versioning {use|do_not_use}
HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンをクライアントに公開する設定を変更す

る場合に指定します。なお，HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンをクライアン

トに公開しない設定に変更した場合，HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンの保

持期間は初期化されます。

ほかの HVFP/HDI からマイグレートされた HCP のデータを読み取り専用で公開するファイ

ルシステムの場合は，do_not_useから設定を変更しないでください。

階層ファイルシステムの場合は，このオプションを指定できません。

use
HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンをクライアントに公開する場合に指

定します。なお，この引数は，HCP を使用したほかの HVFP/HDI とのデータ共有の設定

をする場合は同時に指定できません。

do_not_use
HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンをクライアントに公開しない場合に

指定します。この引数を指定した場合，確認メッセージが出力されます。
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-w
WORM 対応ファイルシステムの設定を変更する場合に指定します。なお，このオプションは，

指定したファイルシステムが読み書きできる状態でマウントされている必要があります。

ファイルシステム名

対象のファイルシステムの名称を指定します。

戻り値

表 2-176 fsedit コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10※，65，66※，68，99※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

10※，66※，70，74，75，76，77 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

71，72，73 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

WORM 対応ファイルシステムの設定を次の条件で変更する場合

◦ 大リテンション期間を 30 年（10,950 日）に変更する

◦ 小リテンション期間を 1 年（365 日）に変更する

◦ 自動コミットを有効にする

◦ 自動コミット期間は 1 時間とする

◦ デフォルトリテンション期間は 10 年（3,650 日）とする

◦ ファイルシステム名は FS_2とする

$ sudo fsedit -w -M 10950-0-0 -m 365-0-0 -a on -A 0-1-0 -D 3650-0-0 FS_2

2.104 fsexpand（ファイルシステムの拡張）

書式（クラスタ構成の場合）

fsexpand [-i inode容量]
   [--tier1 デバイスファイル名,[デバイスファイル名…]]
   [--tier2 デバイスファイル名,[デバイスファイル名…]
   [--diff-tier2 デバイスファイル名,[デバイスファイル名…]]]
   ファイルシステム名 [デバイスファイル名[,デバイスファイル名…]]
fsexpand -i inode容量 ファイルシステム名
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fsexpand -h

書式（シングルノード構成の場合）

fsexpand [-i inode容量] -s [+]容量 ファイルシステム名

fsexpand -i inode容量 ファイルシステム名

fsexpand -h

説明

ファイルシステムの容量を拡張します。または，ファイルシステムの容量に対して inode として利

用できる 大容量の比率を変更します。

拡張後のファイルシステムの容量（デバイスファイルの総容量）が 1PB 以下になるようにしてくだ

さい。ただし，ファイルシステムによっては，拡張できる範囲が小さくなる場合もあります。詳細

については，「表 2-163 作成時のファイルシステムの容量と拡張できるファイルシステムの容量の関

係」を参照してください。

なお，ファイルスナップショット機能で設定されているチャンクサイズによって拡張できるファイ

ルシステムの容量が異なります。拡張できるファイルシステムの容量については，「表 2-378 チャン

クサイズによるファイルシステムおよび差分格納デバイス容量の拡張上限」を参照してください。

階層化していないファイルシステムに対して，--tier2オプションにデバイスファイル名を指定し

た場合，階層化することができます。

階層化する場合には，次の条件を満たしている必要があります。

• ストライピング構成でファイルシステムを構築していないこと

• 対象のファイルシステムがほかの HVFP/HDI からマイグレートされた HCP のデータを共有す

るように設定されていないこと

• HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンをクライアントに公開していないこと

• ほかのファイルサーバからのインポート先として設定されていないこと

オプションと引数

--diff-tier2 デバイスファイル名[,デバイスファイル名…]
ファイルシステムの第 2 階層（Tier 2）の差分格納デバイスを構成するデバイスファイルの名

称を指定します。ファイルスナップショット機能で運用しているファイルシステムに Tier 2
を作成する場合は，このオプションを指定してください。なお，Tier 2 の差分格納デバイスを

拡張したい場合は，syncexpandコマンドを使用してください。

複数のデバイスファイルを指定する場合は，コンマ（,）で区切って指定してください。ファ

イルシステムを構成するデバイスファイルと同じストレージシステムのデバイスファイルを

指定してください。また，--tier2オプションで指定するデバイスファイル数と，このオプ

ションで指定するデバイスファイル数の合計は，256 個以下である必要があります。

-i inode 容量

ファイルシステムの容量に対して inode として利用できる 大容量の比率を 1～100 の範囲で

指定します（単位：%）。このオプションを省略した場合は，現在設定されている情報が適用さ

れます。

現在利用している inode 容量より小さい値を指定した場合は，現在利用している inode 容量が

大容量として設定されます。

-s [+]容量

このオプションは，シングルノード構成の場合に使用できます。ファイルシステムの容量を指

定します（単位：GB）。拡張後の全体容量を指定する場合は，正符号（+）を付けずに容量を

指定してください。追加する容量を指定する場合は，正符号（+）を付けて容量を指定してく
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ださい。拡張後の容量が，現在のファイルシステムの容量以上で，現在のファイルシステムの

容量とボリュームグループの空き容量の合計以下になるように値を指定してください。

--tier1 デバイスファイル名[,デバイスファイル名…]
ファイルシステムを階層化している場合に，Tier 1 に追加するデバイスファイルの名称を指定

します。

複数のデバイスファイルを指定する場合は，コンマ（,）で区切って指定してください。ファ

イルシステムを構成するデバイスファイルと同じストレージシステムのデバイスファイルを

指定してください。また，Tier 1 を構成するデバイスファイル数と指定するデバイスファイル

数の合計は，256 個以下である必要があります。

--tier2 デバイスファイル名[,デバイスファイル名…]
ファイルシステムを階層化している場合は，Tier 2 に追加するデバイスファイルの名称を指定

します。

ファイルシステムを階層化する場合は，Tier 2 を構成するデバイスファイルの名称を指定しま

す。

複数のデバイスファイルを指定する場合は，コンマ（,）で区切って指定してください。ファ

イルシステムを構成するデバイスファイルと同じストレージシステムのデバイスファイルを

指定してください。また，Tier 2 を構成するデバイスファイル数と指定するデバイスファイル

数の合計は，256 個以下である必要があります。

ファイルシステム名

拡張対象のファイルシステムの名称を指定します。ただし，ファイルシステムを階層化する場

合，先頭 14 文字が重複しない名称を指定します。

デバイスファイル名[,デバイスファイル名…]
ファイルシステムに追加するデバイスファイルの名称を指定します。容量が 160MB 以上のデ

バイスファイルを指定します。デバイスファイルのパスが/dev/enas/lu01の場合は，lu01
と指定します。複数のデバイスファイルを指定する場合は，コンマ（,）で区切って指定して

ください。ファイルシステムを構成するデバイスファイルと同じストレージシステムのデバ

イスファイルを指定してください。 大で 256 個のデバイスファイルを指定できます。ただ

し，ファイルシステムを構成するデバイスファイル数と差分格納デバイスを構成するデバイス

ファイル数の合計は，256 個以下である必要があります。

この引数は，--tier1オプションまたは--tier2オプションと同時に指定できません。

ファイルシステムがストライピング構成の場合は，すべて同じ容量のデバイスファイルを指定

してください。指定するデバイスファイルの数はファイルシステムを構築した際に指定した

デバイスファイルの数（ストライプ数）と同じにする必要があります。例えば，3 個のデバイ

スファイルを指定してファイルシステムを構築した場合は，3 個のデバイスファイルを追加し

てください。また，指定したデバイスファイルの順にストライプを構成します。

戻り値

表 2-177 fsexpand コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，10※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10※，65，66※，99※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

10※，66※，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

97，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

ファイルシステムを拡張する場合

◦ 対象のファイルシステムは FS_1とする

◦ デバイスファイルは/dev/enas/lu2Bと/dev/enas/lu3Cを使用する

$ sudo fsexpand FS_1 lu2B,lu3C

ファイルシステムの容量に対して inode として利用できる 大容量の比率を変更する場合

◦ inode として利用できる 大容量の比率は 60％とする

◦ 対象のファイルシステムは FS_2とする

$ sudo fsexpand -i 60 FS_2

2.105 fsexport（ファイルシステムの切り離し）

書式

fsexport [-y] -f ファイルシステム名

fsexport -h

説明

指定したファイルシステムを HVFP/HDI から切り離します。

このコマンドを実行すると，対象のファイルシステムおよび差分格納デバイスを構成していたデバ

イスファイルは，未使用のデバイスファイルと区別できなくなります。このため，事前に対象のデ

バイスファイルについての情報を記録しておくことを推奨します。

このコマンドおよび fsimportコマンドは，HCP 連携の設定を引き継ぎません。HCP と連携して

いるファイルシステムを別のノードに接続させる場合は，ファイルシステムの設定に応じて，次の

操作を行ってください。

• HCP にデータをマイグレートする（ホームディレクトリローミング機能に対応していない）ファ

イルシステムの場合

［タスク管理］ダイアログでマイグレーションポリシーの設定，および［＜ファイルシステム＞］

サブウィンドウの［ネームスペース］タブでネームスペースの設定を確認してください。そのあ

と，このコマンドおよび fsimportコマンドを実行し，マイグレーションウィザードでマイグ

レーションを再設定してください。

• ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムの場合
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このコマンドおよび fsimportコマンドを実行しないで，ファイルシステムのすべてのデータ

を HCP にマイグレートし，接続先のノードでファイルシステムを再構築したあと，

arcrestoreコマンドを実行して，再構築したファイルシステムにデータをリストアしてくだ

さい。

• ほかの HVFP/HDI からマイグレートされた HCP のデータを読み取り専用で公開するファイル

システムの場合

このコマンドおよび fsimportコマンドを実行しないで，接続先のノードでファイルシステム

を再構築してください。

注意：

ファイルシステムを切り離す前に使用していたデバイスファイルを，ファイルシステムの接続以外の用

途に使用しないでください。使用した場合は，デバイスファイル内のファイルシステムの内容が無効に

なります。

このコマンドは，次の条件を満たしている場合に実行できます。

• ファイルシステムがアンマウントされていること

• すべての差分スナップショットがアンマウントされていること

• ファイルシステムが Hitachi File Remote Replicator で運用されていないこと

• WORM 対応ファイルシステムでないこと

• 階層ファイルシステムでないこと

オプションと引数

-f ファイルシステム名

HVFP/HDI から切り離すファイルシステムの名称を指定します。

戻り値

表 2-178 fsexport コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

4，5，6，7 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

12※，20，25，28，30，46，58，
75，76，77，97，98

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

12※，29，91，93，94，95 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

90，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。
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2.106 fsfullmsg（ファイルシステム使用状況に関する警告
通知機能の管理）

書式

fsfullmsg [-s [-o 監視対象=警告閾値[,監視対象=警告閾値]]|-u] -a
fsfullmsg [-s [-o 監視対象=警告閾値[,監視対象=警告閾値]]
   [-O 監視対象=警告閾値[,監視対象=警告閾値]]|-u]
   ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]
fsfullmsg -h

説明

ファイルシステムの使用量が閾値を超えた際に警告を通知するよう設定したり，設定を解除したり，

設定内容を表示したりします。

-sオプションおよび-uオプションを省略した場合は，設定内容がファイルシステムごとに表示さ

れます。

ファイルシステムを階層化している場合は，すべての階層の設定内容が表示されます。このとき，

それぞれのファイルシステムの名称は，次のように表示されます。

• 第 1 階層のファイルシステム（Tier 1）:＜コマンドに指定されたファイルシステムの名称＞

• 第 2 階層のファイルシステム（Tier 2）:＜コマンドに指定されたファイルシステムの名称＞-2

Tier 2 のファイルシステム名が 14 文字を超える場合，先頭から 14 文字に-2を付与した文字列が

表示されます。

ファイルシステム名を複数指定した場合に，階層化されたファイルシステムが含まれるときは，そ

のファイルシステムについては，指定した名称の階層にだけ処理が実行されます。

なお，警告を通知する設定をいったん解除しても，警告閾値は保持されています。警告を通知する

よう再設定する際，同じ閾値を設定する場合は-oオプションの指定を省略できます。

オプションと引数

-a
ログインしているノードにマウントされている全ファイルシステムを対象とする場合に指定

します。処理の途中で，一部のファイルシステムで処理が失敗しても，ほかのファイルシステ

ムに対する処理は続行されます。

-o 監視対象=警告閾値[,監視対象=警告閾値]
-sオプションを指定した場合に指定します。監視の対象および警告を通知する契機となる警

告閾値を指定します。このオプションを省略した場合は，現在設定されている情報が適用され

ます。

ファイルシステムを階層化している場合は，第 1 階層のファイルシステム（Tier 1）に指定す

る値を設定します。

なお，警告閾値に 0を指定すると，ファイルシステムの使用量が上限に達するまで警告は通知

されません。

blimit=警告閾値

ブロック数でファイルシステムの使用量を監視する場合に，警告閾値をバイト形式または

百分率（%）で指定します。このオプションを指定した場合，ブロック使用時にファイル

システムの使用量を監視するように設定され，警告閾値がバイト形式または百分率（%）
で出力されます。

バイト形式での指定方法
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数値のあとに，単位として「M」（MB），「G」（GB）または「T」（TB）を付けて指定し

ます。

MB の場合の例：blimit=500M
GB の場合の例：blimit=5G
TB の場合の例：blimit=1T
百分率（%）での指定方法

数値のあとに，「P」（大文字）を付けて指定します。

例：blimit=80P
ファイルシステムの容量に対する百分率（%）で警告閾値が設定されます。

ファイルシステムの容量を拡張すると，拡張後の容量に対して警告閾値が再計算されま

す。このため，ファイルシステムの容量に合わせて警告閾値も自動的に拡張されます。

なお，数値のあとに「p」（小文字）を付けて指定した場合は，コマンドを実行した時点の

ファイルシステムの容量に対して算出されたバイト数が警告閾値となります。このため，

ファイルシステムの容量を拡張しても警告閾値は再計算されません。

ilimit=警告閾値

inode 数でファイルシステムの使用量を監視する場合に，警告閾値を inode 数または百分

率（%）で指定します。このオプションを指定した場合，1 時間間隔でファイルシステム

の使用量を監視するように設定され，警告閾値が inode 数または百分率で（%）で出力さ

れます。

inode数での指定方法

例：ilimit=9000
百分率（%）での指定方法

数値のあとに，「P」（大文字）を付けて指定します。

例：ilimit=80P
ファイルシステムを構築した際に指定した inode 容量に対する百分率（%）で警告閾値が

設定されます。

ファイルシステムの容量を拡張すると，拡張後の inode 容量に対して警告閾値が再計算さ

れます。このため，inode 容量に合わせて警告閾値も自動的に拡張されます。使用できる

inode 総数は，ファイルシステムの使用状況によって動的に変化しますが，警告閾値はファ

イルシステムを構築または拡張した際に指定した inode 容量から計算されます。

なお，数値のあとに「p」（小文字）を付けて指定した場合は，コマンドを実行した時点で

使用できる inode 総数に対して算出された inode 数が警告閾値となります。このため，

ファイルシステムの容量を拡張しても警告閾値は再計算されません。また，使用できる

inode 総数は，ファイルシステムの使用状況によって動的に変化しますが，警告閾値は再

計算されません。

-O 監視対象=警告閾値[,監視対象=警告閾値]
-o 監視対象=警告閾値[,監視対象=警告閾値]と同一の設定を第 2 階層のファイルシステム

（Tier 2）に対して実施します。ファイルシステムを階層化していない場合にこのオプションを

指定すると，エラーが発生します。

監視対象=警告閾値に指定する値については-o 監視対象=警告閾値[,監視対象=警告閾値]を
参照してください。

-s
ファイルシステムの使用量が閾値を超えた際に警告を通知する場合に指定します。

-u
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ファイルシステムの使用量が閾値を超えた際に警告を通知する設定を解除する場合に指定し

ます。

ファイルシステム名[ ファイルシステム名…]
特定のファイルシステムを対象とする場合に，ファイルシステムの名称を指定します。ワイル

ドカードとして，アステリスク（*）および疑問符（?）を指定することもできます。複数指定

する場合は，スペースで区切ってください。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-179 fsfullmsg コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

ファイルシステム名 ファイルシステムの名称が表示されます。

設定状況 ファイルシステムの使用量が閾値を超えた際に，警告を通知する設定になって

いるかどうかが表示されます。

On
警告を通知する設定になっている場合に表示されます。

Off
警告を通知する設定になっていない場合に表示されます。

ブロック使用量の閾値 ブロック使用量の閾値が表示されます。

inode 使用量の閾値 inode 使用量の閾値が表示されます。

戻り値

表 2-180 fsfullmsg コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，99※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

ノード上にマウントされている各ファイルシステムのブロック使用量が 50GB を超えた際に，警告

が通知されるよう設定する場合

$ sudo fsfullmsg -s -o blimit=50G -a
BlockLimit=50GB (FS_1)
BlockLimit=50GB (FS_2)
BlockLimit=50GB (FS_3)
BlockLimit=50GB (FS_4)
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2.107 fsifreeget（作成できるファイル数の表示）

書式

fsifreeget ファイルシステム名

fsifreeget -h

説明

作成できるファイルの数を表示します。

オプションと引数

ファイルシステム名

作成できるファイルの数を参照する場合に，ファイルシステムの名称を指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-181 fsifreeget コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

＜ファイルシステム名＞ ファイルシステムの名称が表示されます。

＜作成できるファイルの数＞ 作成できるファイルの数が表示されます。ただし，ファイルシステムの使

用状況によっては，実際に作成できるファイルの数よりも，多く表示され

る場合があります。

戻り値

表 2-182 fsifreeget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

1※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.108 fsimport（ファイルシステムの接続）

書式

fsimport -f ファイルシステム名
   -d デバイスファイル番号[,デバイスファイル番号…] [-r リソースグループ名]
fsimport -h
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説明

ファイルシステムを運用中の HVFP/HDI のノードに接続します。

ファイルシステムを切り離したあと接続する際にファイルシステムの設定情報が異なることがあり

ます。ファイルシステムに接続したあとで，設定されている値を確認してください。

なお，次の設定情報は，ファイルシステムを切り離す前の値が引き継がれます。

• ファイルシステムの ACL タイプ

• WORM に関する設定

• ハードリンクの作成可否

• ファイルシステム使用状況に関する警告通知機能の設定

• ファイルシステム閉塞時の自動フェールオーバー機能の設定

• Quota の設定

• サブツリー Quota の設定

このコマンドおよび fsexportコマンドは，HCP 連携の設定を引き継ぎません。HCP と連携して

いるファイルシステムを別のノードに接続させる場合は，ファイルシステムの設定に応じて，次の

操作を行ってください。

• HCP にデータをマイグレートする（ホームディレクトリローミング機能に対応していない）ファ

イルシステムの場合

［タスク管理］ダイアログでマイグレーションポリシーの設定，および［＜ファイルシステム＞］

サブウィンドウの［ネームスペース］タブでネームスペースの設定を確認してください。そのあ

と，このコマンドおよび fsexportコマンドを実行し，マイグレーションウィザードでマイグ

レーションを再設定してください。

• ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムの場合

このコマンドおよび fsexportコマンドを実行しないで，ファイルシステムのすべてのデータ

を HCP にマイグレートし，接続先のノードでファイルシステムを再構築したあと，

arcrestoreコマンドを実行して，再構築したファイルシステムにデータをリストアしてくだ

さい。

• ほかの HVFP/HDI からマイグレートされた HCP のデータを読み取り専用で公開するファイル

システムの場合

このコマンドおよび fsexportコマンドを実行しないで，接続先のノードでファイルシステム

を再構築してください。

階層ファイルシステムを使用している場合，このコマンドは実行できません。

オプションと引数

-d デバイスファイル番号[,デバイスファイル番号…]
ファイルシステムを構成するデバイスファイルのデバイスファイル番号を指定します。指定

するデバイスファイルが lu0Fの場合は，0Fと指定します。

複数のデバイスファイルでファイルシステムが構成されているときは，すべてのデバイスファ

イル番号をコンマ（,）で区切って指定してください。ファイルスナップショット機能で運用

されているファイルシステムの場合は，差分格納デバイスのデバイスファイル番号もあわせて

指定してください。

-f ファイルシステム名

ファイルシステムの名称を指定します。クラスタ内で重複しない名称を指定します。

-r リソースグループ名
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ファイルシステムを登録するリソースグループの名称を指定します。

このオプションを省略した場合は，ログインしているノードに属するリソースグループに登録

されます。

なお，Virtual Server 上で実行した場合，このオプションの指定は無視されます。

戻り値

表 2-183 fsimport コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

4，5，6，7，9 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

22，24，40，44，45，48，50，
54，55，88，89，97，98

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

74，91，93，94 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

90，92，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

lu42という名称のデバイスファイルに存在するファイルシステムを fs001という名称のファイル

システムとして HVFP/HDI のノードに接続する場合

$ sudo fsimport -f fs001 -d 42

lu45および lu43という名称のデバイスファイルに存在するファイルシステムを fs002という名

称のファイルシステムとして HVFP/HDI のノードに接続する場合

$ sudo fsimport -f fs002 -d 45,43

2.109 fsinodespace（inode 領域の再構成）

書式

fsinodespace ファイルシステム名

fsinodespace -h

説明

ファイルシステムのデータを移動し，inode 領域の空き容量を増やします。

また，作成できるファイルの数は，fsifreegetコマンドで確認できます。

このコマンドはバックグラウンドで処理が実行されます。バックグラウンド処理中にエラーが発生

した場合は，システムメッセージが出力されます。

このコマンドは，次の条件を満たしている場合に実行できます。

• 対象のファイルシステムが読み書きできる状態でマウントされていること

• 対象のファイルシステムの容量が 1TB 以上であること※
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注※

階層ファイルシステムに対して実行した場合，ファイルシステム中の Tier のうち，1TB 以上

の Tier は再構成が実行されます。

オプションと引数

ファイルシステム名

再構成を実行するファイルシステムの名称を指定します。

戻り値

表 2-184 fsinodespace コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.110 fsiusedlist（inode 領域を使用しているファイルの情
報の表示）

書式

fsiusedlist [-b] [-s|-t] [-n 行数] ディレクトリ名

fsiusedlist -h

説明

inode 領域を使用しているファイルの情報を表示します。

オプションと引数

-b
階層ファイルシステムを使用している場合，inode 領域を使用している Tier 2 の情報が表示さ

れます。

階層ファイルシステムを使用していない場合，このオプションの指定は無視されます。

-n 行数

指定した行数で，ファイルの情報を表示します。

-s
inode 領域を使用している容量が大きい順に，ファイルの情報を表示します。

-t
終更新日時の古い順に，ファイルの情報を表示します。
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ディレクトリ名

ファイルの情報を参照する場合に，ディレクトリ名を指定します。ここで指定したディレクト

リに格納されているファイルが表示対象になります。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-185 fsiusedlist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

＜ inode 領域の容量＞ ファイルで使用しているディスク容量のうち，inode 領域として割り当て

られている容量が表示されます（単位：バイト）。

＜ファイルのモード＞ ファイルのモードが表示されます。

＜リンクの数＞ リンクの数が表示されます。

＜オーナー＞ オーナーが表示されます。

＜所有グループ＞ 所有グループが表示されます。

＜ファイルのサイズ＞ ファイルのサイズが表示されます（単位：バイト）。

＜ 終更新日時＞ 終更新日時が表示されます。

＜ファイル名＞ ファイル名が表示されます。

戻り値

表 2-186 fsiusedlist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

1※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.111 fslist（ファイルシステムの情報の表示）

書式（クラスタ構成の場合）

fslist [-c] [-e] [-d] [-t] [-b] [-p]
   [-m] [-i] [-w] [-L] [-v] [ファイルシステム名]
fslist -h

書式（シングルノード構成の場合）

fslist [-c] [-t] [-b]
   [-i] [-w] [-L] [-v] [ファイルシステム名]
fslist -h
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説明

ファイルシステムに関する情報を表示します。

階層ファイルシステムの場合は，階層ごとのファイルシステムに関する情報も表示します。

クラスタ内の片方のノードからリソースグループがフェールオーバーしてきている場合は，そのリ

ソースグループに属するファイルシステムの情報も表示します。また，ファイルシステムがファイ

ルスナップショットまたは Hitachi File Remote Replicator の機能で運用されている場合は，その

情報も表示します。

オプションと引数

-b
ファイルシステムのブロック容量を参照する場合に指定します。

-c
ファイルシステムの情報をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。

なお，シングルノード構成の場合に，該当しない情報については何も表示されません。

-d
表示されるデバイスファイルの名称の末尾にドライブ種別を表示する場合に指定します。

-e
外部ストレージシステムに存在するデバイスファイルのパスの末尾に，番号記号（#）を表示

する場合に指定します。

-i
ファイルシステムの容量に対して inode として利用できる 大容量の比率を参照する場合に

指定します。

-L
ハードリンクの作成を許可するかどうかについての設定を参照する場合に指定します。

-m
デバイスファイルが存在するストレージシステムのモデルおよびシリアル番号を参照する場

合に指定します。

-p
ストライプ数およびストライプサイズを参照する場合に指定します。

-t
ファイルシステムの ACL タイプを参照する場合に指定します。

-v
ファイルシステムのすべての情報を参照する場合に指定します。

-w
WORM 対応ファイルシステムの WORM に関する設定内容を参照する場合に指定します。

ファイルシステム名

特定のファイルシステムの情報を参照する場合にファイルシステムの名称を指定します。指

定を省略した場合は，ノード上の全ファイルシステムの情報が表示されます。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。
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表 2-187 fslist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

File system(used by) ファイルシステム名，または差分スナップショットのマウントポイント名

が表示されます。括弧内にはファイルシステムの用途が表示されます。

ファイルシステムの用途は次のとおり表示されます。

File snapshots
ファイルスナップショット機能で運用されている場合に表示されま

す。

HFRR
Hitachi File Remote Replicator で運用されている場合に表示されま

す。

WORM
WORM 対応ファイルシステムの場合に表示されます。

WORM, File snapshots
WORM 対応ファイルシステムがファイルスナップショット機能で運

用されている場合に表示されます。

WORM, HFRR
WORM 対応ファイルシステムが Hitachi File Remote Replicator で
運用されている場合に表示されます。

Total disk capacity(GB)
※1

ファイルシステムの容量（デバイスファイルの総容量）が表示されます。

差分スナップショットの場合は，「--」が表示されます。

シングルノード構成の場合，ファイルシステムの作成および拡張時に指定

したファイルシステムの全体容量が表示されます。

Device status※2 ファイルシステムを構成しているデバイスファイルの状態が表示されま

す。

差分スナップショットの場合は，差分格納デバイスおよび作成元のファイ

ルシステムを構成するデバイスファイルの状態が表示されます。

normal
正常な場合に表示されます。

error
デバイスファイルへのアクセス中に障害を検出した場合に表示され

ます。

Device files※2 ファイルシステムで使用しているデバイスファイルの名称が昇順で表示さ

れます。16 進数表記は，00～FF の場合は 2 桁，0100～01FF の場合は 4
桁となります。ただし，-pまたは-vオプションを指定した場合は，ファ

イルシステムを構築または拡張した際に指定した順（ストライプを構成し

ている順）で表示されます。

差分スナップショットの場合は，作成元のファイルシステムで使用してい

るデバイスファイル名，差分格納デバイスで使用しているデバイスファイ

ル名の順で表示されます。

階層ファイルシステムの場合は，Tier 1 を構成するデバイスファイル名，

Tier 2 を構成するデバイスファイル名の順で表示されます。

-dオプションを指定した場合，デバイスファイルが次の形式で表示されま

す。

＜デバイスファイル名＞(＜ドライブ種別＞)
ドライブ種別は次のとおり表示されます。

FC/SAS
FC または SAS ドライブの場合に表示されます。

SAS7K
SAS 7.2K ドライブの場合に表示されます。

SATA
SATA ドライブの場合に表示されます。

SSD
SSD ドライブの場合に表示されます。

-
次の場合に表示されます。
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項目 説明

・障害のため情報を取得できない場合

・Virtual Storage Platform，Universal Storage Platform V/VM ま

たは HUS VM の仮想 LU を使用している場合

・HUS100 シリーズの Dynamic Tiering を使用する仮想 LU を使用

している場合

Block capacity(GB)※1※2 ファイルシステムが正常にマウントされているときにブロック容量が表示

されます。

階層ファイルシステムの場合，すべての階層のブロック容量の合計値が表

示されます。

正常にマウントされていない場合は表示されません。

Block used(GB)※1※2 ファイルシステムが正常にマウントされている場合，ブロックの使用量が

表示されます。

階層ファイルシステムの場合，すべての階層のブロックの使用量が表示さ

れます。

正常にマウントされていない場合は表示されません。

Block free(GB)※1※2 ファイルシステムが正常にマウントされている場合，ブロックの残容量が

表示されます。

階層ファイルシステムの場合，すべての階層のブロックの合計値が表示さ

れます。

正常にマウントされていない場合は表示されません。

I-node used※2 ファイルシステムが正常にマウントされている場合，inode の使用数が表示

されます。

階層ファイルシステムの場合，Tier 1 の inode の使用数が表示されます。

正常にマウントされていない場合は表示されません。

I-node free※2 ファイルシステムが正常にマウントされている場合，inode の残数が表示さ

れます。

階層ファイルシステムの場合，Tier 1 の inode の残数が表示されます。

正常にマウントされていない場合は表示されません。

Max i-node area(%) ファイルシステムの容量に対して inode として利用できる 大容量の比率

が表示されます。

階層ファイルシステムの場合，Tier 1 の inode として利用できる 大容量

の比率が表示されます。

Volume manager ファイルシステムがボリュームマネージャーを使用しているかどうかが表

示されます。

use
ボリュームマネージャーを使用している場合に表示されます。

--
ボリュームマネージャーを使用していない場合に表示されます。

なお，差分スナップショットの場合は，useが表示されます。

Mount status※2 ファイルシステムのマウント状態が表示されます。

差分スナップショットの場合は，マウント中の差分スナップショットの状

態が表示されます。

ro
読み取りだけを許可している場合に表示されます。

rw
読み取りと書き込みを許可している状態の場合に表示されます。

overflow
差分格納デバイスの容量が不足した場合に表示されます。

対処方法については，「トラブルシューティングガイド」を参照して

ください。

fatal error
閉塞状態の場合に表示されます。対処方法については，「トラブル

シューティングガイド」を参照してください。

not available
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項目 説明

差分格納デバイスに障害が発生している場合に表示されます。その

ほか，フェールオーバーが発生している場合やリソースグループが停

止している場合に表示されることもあります。障害が特定できない

場合は，保守員に連絡してください。

blocked
差分格納デバイスの容量の不足によってファイルシステムがブロッ

クされている場合に表示されます。

対処方法については，「トラブルシューティングガイド」を参照して

ください。

blocked and ready
差分格納デバイスの容量の不足によってファイルシステムがブロッ

クされた際に，差分格納デバイスの空き容量を確保したあと，ノード

上の OS を再起動していない場合に表示されます。

expanding
ファイルシステムを拡張する処理を実行中か，処理でエラーが発生し

ている場合に表示されます。しばらくたってから，fslistコマンド

を再実行してください。再実行しても状態が変わらない場合は，処理

でエラーが発生しているおそれがあります。全ログデータを取得し

て，保守員に連絡してください。

reclaiming
ファイルシステムで使用している仮想 LU の未使用領域を解放中の

場合に表示されます。

--
マウントされていない場合に表示されます。

Quota マウント時の Quota 設定が表示されます。

差分スナップショットの場合は，差分スナップショットを作成したときの

Quota 設定が表示されます。

on
Quota 設定が有効の場合に表示されます。

off
Quota 設定が無効の場合に表示されます。

--
マウントされていない場合に表示されます。

なお，デバイスファイルやファイルシステムが閉塞中の場合は，障害発生

前の状態が表示されます。

ただし，障害発生後に offが表示されている場合は，次のどちらかになり

ます。

• 障害発生前に Quota 設定を無効にして運用していた

• Quota 設定を有効にして運用していたが，障害発生後にアンマウント

の操作などを行って状態が変更された

ACL type ファイルシステムの ACL タイプが表示されます。

差分スナップショットの場合は，差分スナップショットを作成したときの

ファイルシステムの ACL タイプが表示されます。

Advanced ACL
Advanced ACL タイプの場合に表示されます。

Classic ACL
Classic ACL タイプの場合に表示されます。

Unknown
ACL タイプを取得できなかった場合に表示されます。

Stripes ストライプ数が表示されます。

ファイルシステムがストライピング構成でない場合は，「--」が表示されま

す。

Stripe size(KB) ストライプサイズが表示されます。

ファイルシステムがストライピング構成でない場合は，「--」が表示されま

す。
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項目 説明

Model デバイスファイルが存在するストレージシステムのモデルが表示されま

す。

Serial number デバイスファイルが存在するストレージシステムのシリアル番号が表示さ

れます。

Max retention 大リテンション期間が次の形式で表示されます。

＜日＞-＜時＞-＜分＞

無期限に設定されている場合は infiniteが表示されます。情報が取得で

きない場合は Unknownが表示されます。WORM 対応ファイルシステム

でない場合は，「--」が表示されます。

正常にマウントされていない場合は表示されません。

Min retention 小リテンション期間が次の形式で表示されます。

＜日＞-＜時＞-＜分＞

無期限に設定されている場合は infiniteが表示されます。情報が取得で

きない場合は Unknownが表示されます。WORM 対応ファイルシステム

でない場合は，「--」が表示されます。

正常にマウントされていない場合は表示されません。

Auto commit 自動コミットの設定が表示されます。

on
自動コミットが有効になっている場合に表示されます。

off
自動コミットが無効になっている場合に表示されます。

Unknown
情報が取得できない場合に表示されます。

--
WORM 対応ファイルシステムでない場合に表示されます。

正常にマウントされていない場合は表示されません。

Auto commit period 読み取り専用のファイルへの 終アクセス日時から，WORM 化するまでの

期間が表示されます。

＜日＞-＜時＞-＜分＞

情報が取得できない場合は Unknownが表示されます。WORM 対応ファ

イルシステムでない場合，または自動コミットが無効の場合は，「--」が表

示されます。

正常にマウントされていない場合は表示されません。

Default retention 自動コミットが行われたファイルに設定されるリテンション期間が次の形

式で表示されます。

＜日＞-＜時＞-＜分＞

無期限に設定されている場合は infiniteが表示されます。情報が取得で

きない場合は Unknownが表示されます。WORM 対応ファイルシステム

でない場合，または自動コミットが無効の場合は，「--」が表示されます。

正常にマウントされていない場合は表示されません。

Rename empty
directories

WORM 対応ファイルシステムで，空のディレクトリの名称変更を許可する

かどうかの設定が表示されます。

allow
空のディレクトリの名称変更が許可されている場合に表示されます。

deny
空のディレクトリの名称変更が許可されていない場合に表示されま

す。

--
WORM 対応ファイルシステムでない場合に表示されます。

Unknown
情報を取得できなかった場合に表示されます。

正常にマウントされていない場合は表示されません。

Hard link creation ハードリンクの作成を許可するかどうかについての設定が表示されます。

allow
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項目 説明

ハードリンクの作成が許可されている場合に表示されます。

deny
ハードリンクの作成が許可されていない設定になっている場合に表

示されます。

Unknown
ハードリンクの情報が取得できない場合に表示されます。

正常にマウントされていない場合は表示されません。

Namespace access type ほかの HVFP/HDI からマイグレートされた HCP のデータをどのように

共有するか表示されます。

ro
ほかの HVFP/HDI からマイグレートされた HCP のデータを読み取

り専用で公開する場合に表示されます。

rw
HCP にデータをマイグレートし，ほかの HVFP/HDI からマイグレー

トされた HCP のデータを共有しない場合に表示されます。

roaming
ほかの HVFP/HDI からも HCP のデータをエンドユーザーごとに使

用できるようにする場合に表示されます。

--
HCP と連携していない場合に表示されます。

HCP namespace HCP のネームスペースの名称が表示されます。

Namespace access typeが「--」の場合は，「--」が表示されます。

HCP namespace FQDN Namespace access typeが「ro」の場合に，HCP のネームスペースの

名称が FQDN で表示されます。

Namespace access typeが「ro」以外の場合は，「--」が表示されます。

HCP replica host Namespace access typeが「ro」の場合に，レプリカ HCP のホスト名

が FQDN で表示されます。

Namespace access typeが「ro」以外の場合，またはレプリカ HCP の

ホスト名が未設定の場合は，「--」が表示されます。

HCP account user Namespace access typeが「ro」の場合に，HCP のネームスペースに

アクセスするためのユーザー名が表示されます。

Namespace access typeが「ro」以外の場合は，「--」が表示されます。

Versioning HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンをクライアントに公

開するかどうかの設定が表示されます。

use
HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンをクライアント

に公開している場合に表示されます。

do_not_use
HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンをクライアント

に公開しない場合に表示されます。

--
HCP へのデータマイグレーションを設定していない場合に表示され

ます。

Period to hold(day) HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンの保持期間が表示さ

れます。

HCP にマイグレートしたファイルの過去バージョンをクライアントに公

開しない場合は，「--」が表示されます。

Single Instancing ファイルのデータ集約による容量節約を使用するかどうかが表示されま

す。

use
ファイルのデータ集約による容量節約を使用している場合に表示さ

れます。

--
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項目 説明

ファイルのデータ集約による容量節約を使用していない場合に表示

されます。

Volume group ファイルシステムで使用しているボリュームグループの名称が表示されま

す。

CIFS bypass traverse
checking

CIFS 走査チェックのバイパス機能が有効かどうかが表示されます。

on
CIFS 走査チェックのバイパス機能が有効になっている場合に表示さ

れます。

off
CIFS 走査チェックのバイパス機能が無効になっている場合に表示さ

れます。

Unknown
情報を取得できなかった場合に表示されます。

正常にマウントされていない場合は情報が表示されません。

Tiering 階層ファイルシステムかどうかが表示されます。

use
階層ファイルシステムの場合に表示されます。

--
階層ファイルシステムでない場合に表示されます。

注※1
小数点第 4 位以下は切り捨てて表示されます。

注※2
階層ファイルシステムの場合，表 2-187 fslist コマンドを実行した場合に表示される情報の情

報が表示されたあとに，階層ごとのファイルシステムの情報が Tier number(＜階層番号＞)
の下に表示されます。

戻り値

表 2-188 fslist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

99※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。
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2.112 fsmount（ファイルシステムのマウント）

書式

fsmount -w [-u {update|do_not_update}] [-q {on|off}] [-c] ファイルシステム名

fsmount -r ファイルシステム名

fsmount -h

説明

ファイルシステムを次のマウントポイントディレクトリにマウントします。

/mnt/＜ファイルシステム名＞

いったんアンマウントしたファイルシステムを再度マウントする場合でも，以前の設定は引き継が

れません。-uオプションや-qオプションを省略すると，デフォルトの設定が適用されます。

なお，差分スナップショットは，syncmountコマンドでマウントします。HFRR ペアのセカンダ

リーファイルシステムは，ruspairdisableコマンドで HFRR ペアを無効化したあと，fsmount
コマンドでマウントします。

オプションと引数

-c
ファイルシステムの ACL タイプを Classic ACL タイプから Advanced ACL タイプに変更す

る場合に指定します。-wオプションとともに指定します。いったん，Advanced ACL タイプ

に変更すると，Classic ACL タイプには変更できません。

ファイルシステム内のファイルの ACL タイプを変換する場合には，このコマンドを実行した

あとで fsctlコマンドを実行する必要があります。

なお，このオプションは，WORM 対応でないファイルシステムに対して有効です。

-q {on|off}
Quota 機能を有効にするかどうかを指定します。-wオプションとともに指定します。このオ

プションを省略した場合は，onが設定されます。

on
Quota 機能を有効にする場合に指定します。

off
Quota 機能を無効にする場合に指定します。

-r
ファイルシステムへの書き込みを許可しない場合に指定します。

-u {update|do_not_update}
ファイルシステムにアクセスしたときの 終アクセス時刻を更新するかどうかを指定しま

す。-wオプションとともに指定します。このオプションを省略した場合は，do_not_update
が設定されます。

update
inode のアクセス時刻を 終アクセス時刻として更新する場合に指定します。

do_not_update
終アクセス時刻を更新しない場合に指定します。

-w
ファイルシステムへの書き込みを許可する場合に指定します。
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ファイルシステム名

マウントするファイルシステムの名称を指定します。

戻り値

表 2-189 fsmount コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10※，65，66，99※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

10※，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

97，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

FS_1という名称のファイルシステムを次の条件でマウントする場合

◦ 書き込みを許可する

◦ Quota 設定を有効にする

$ sudo fsmount -w -q on FS_1

FS_1という名称のファイルシステムを次の条件でマウントする場合

◦ 書き込みを許可する

◦ Advanced ACL タイプに変更する

$ sudo fsmount -w -c FS_1

2.113 fsrepair（ファイルシステムの整合性チェックと修
復）

書式

fsrepair [-L|-d|-n|-s] ファイルシステム名

fsrepair -h

説明

閉塞したファイルシステムの整合性をチェックし，ファイルシステムを修復します。すべてのオプ

ションの指定を省略した場合は，整合性のチェックだけを実施します。
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ファイルシステムの修復を実行した場合，処理経過が表示されます。ファイルシステムの状態に

よっては，このコマンドではファイルシステムを修復できないこともあります。このコマンドで

ファイルシステムを修復できない場合は，バックアップしたデータからファイルシステムを回復し

てください。

なお，ファイルシステムの容量やファイル数などによっては，処理に時間が掛かることがあります。

このコマンドでファイルシステムを修復したあと，運用に応じて必要な作業を次に示します。

シングルノード構成の場合 ：
rgstop および rgstart コマンドでリソースグループを再起動してください。

Virtual Server の場合：

vnasstop および vnasstart コマンドで Virtual Server を再起動してください。

ファイルシステムを階層化している場合は，すべての階層に対して処理を実施します。このとき，

それぞれのファイルシステムの名称は，次のように表示されます。

• 第 1 階層のファイルシステム（Tier 1）:＜コマンドに指定されたファイルシステムの名称＞

• 第 2 階層のファイルシステム（Tier 2）:＜コマンドに指定されたファイルシステムの名称＞-2

Tier 2 のファイルシステム名が 14 文字を超える場合，先頭から 14 文字に-2を付与した文字列が

表示されます。

注意：

このコマンドは，必ず保守員の指示に従って実行してください。

オプションと引数

-d
アンマウント状態のファイルシステムの情報を表示する場合に指定します。

-L
ファイルシステムの修復を実施する場合に指定します。ファイルシステムの修復時には

ジャーナルがクリアーされるため，ディスクドライブに書き込まれていないジャーナル上の

データは失われます。

-n
ファイルシステムの整合性チェックを実施する場合に指定します。チェックの結果，ファイル

システムに不整合がなかった場合には，閉塞の状態が解除され，ファイルシステムをマウント

できる状態になります。

-s
ファイルシステムが閉塞状態かどうかを参照する場合に指定します。

ファイルシステム名

対象のファイルシステムの名称を指定します。

表示項目

-dオプションを指定してこのコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-190 -d オプションを指定して fsrepair コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

ファイルシステム名 ファイルシステムの名称が表示されます。
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項目 説明

Size ファイルシステム全体の容量が表示されます。小数点第 2 位，第 3 位が

「50」以下の場合，小数点第 2 位以下は切り捨てて表示されます。また，

小数点第 2 位，第 3 位が「51」以上の場合は，小数点第 1 位に切り上げ

て表示されます。

Used 使用中のブロック容量が表示されます。小数点第 2 位，第 3 位が「50」
以下の場合，小数点第 2 位以下は切り捨てて表示されます。また，小数

点第 2 位，第 3 位が「51」以上の場合は，小数点第 1 位に切り上げて表

示されます。

Available 未使用のブロック容量が表示されます。小数点第 2 位，第 3 位が「50」
以下の場合，小数点第 2 位以下は切り捨てて表示されます。また，小数

点第 2 位，第 3 位が「51」以上の場合は，小数点第 1 位に切り上げて表

示されます。

Use% ファイルシステムの使用率が表示されます。

Inodes inode の上限数が表示されます。

IUsed 使用中の inode 数が表示されます。

IAllocate inode 領域が割り当てられている未使用の inode 数が表示されます。

IFree 未使用の inode 数が表示されます。

IUse% inode の使用率が表示されます。

AGcount ファイルシステムの分割数が表示されます。

Quota マウント時の Quota 設定が表示されます。

on
Quota 設定が有効な場合に表示されます。

off
Quota 設定が無効な場合に表示されます。

-sオプションを指定してこのコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-191 -s オプションを指定して fsrepair コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

ファイルシステム名 ファイルシステムの名称が表示されます。

状態 ファイルシステムの状態が表示されます。

Normal
ファイルシステムが正常の場合に表示されます。

Blocked
ファイルシステムが閉塞している場合に表示されます。

戻り値

表 2-192 fsrepair コマンドの戻り値（-d オプションを指定した場合）

戻り値 説明

0 正常終了

1※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

1※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

1※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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戻り値 説明

2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。

表 2-193 fsrepair コマンドの戻り値（-n オプションを指定した場合）

戻り値 説明

0 正常終了

1※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

1※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

1※，2※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

1※，2※，3 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

表 2-194 fsrepair コマンドの戻り値（-L オプションを指定した場合）

戻り値 説明

0 正常終了

1※ コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

1※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

1※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

1※，2※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

1※，2※，3 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

表 2-195 fsrepair コマンドの戻り値（-s オプションを指定した場合）

戻り値 説明

0 正常終了

1※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

1※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

2※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2※，3 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.114 fsumount（ファイルシステムのアンマウント）

書式

fsumount ファイルシステム名

fsumount -h

説明

ファイルシステムをアンマウントします。

このコマンドの実行中にエラー終了（戻り値 99）した場合，Backup Restore のボリュームレプリ

ケーション連携機能によって，ファイルシステムに対するアクセスが一時的に抑止されている可能

性があります。fsctlコマンドでファイルシステムに対するアクセスの抑止状況を確認し，

Backup Restore の horcunfreezeコマンドですべてのファイルシステムの抑止を解除してから，

再度 fsumountコマンドを実行してください。

オプションと引数

ファイルシステム名

アンマウントするファイルシステムの名称を指定します。

戻り値

表 2-196 fsumount コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10※，65，66※，99※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

10※，66※，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。
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2.115 ftpget（FTP サービスの構成の表示）

書式

ftpget [-h]

説明

FTP サービスの構成を表示します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-197 ftpget コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

FXP FXP が有効かどうかが表示されます。

On
FXP が有効な場合に表示されます。

Off
FXP が無効な場合に表示されます。

戻り値

表 2-198 ftpget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

65，68※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

68※，70，95 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.116 ftpset（FTP サービスの構成の変更）

書式

ftpset --fxp {on|off}
ftpset -h

説明

ログインしているノードの FTP サービスの構成を変更します。

IPv6 環境の場合，FXP は利用できません。
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クラスタ内の両ノードで同じ設定にする必要があります。また，ファイル転送を行う FTP サーバ間

でも同じ設定にする必要があります。

FTP サービスの構成を変更したあとは，FTP サービスを再起動してください。再起動するまで，

FTP サービスの構成の変更は反映されません。

オプションと引数

--fxp {on|off}
FXP を有効にするか，または無効にするかを指定します。初期設定は「off」です。

on
FXP を有効にする場合に指定します。

off
FXP を無効にする場合に指定します。

戻り値

表 2-199 ftpset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

65，68※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

68※，70，95 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

FXP を有効にする場合

$ sudo ftpset --fxp on

2.117 grpadd（グループの追加）

書式

grpadd -g グループ ID [-C] 
   [-u {ユーザー名|ユーザー ID}[,{ユーザー名|ユーザー ID}…]] グループ名

grpadd -F CSVファイル名 [-o 実行結果ファイル名] [-t] [-V]
grpadd -h

説明

グループを追加します。1 クラスタ当たり 2,000 グループまで登録できます。
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なお，CSV ファイルを使用してグループを一括登録する場合には，あらかじめ CSV ファイルを

SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）に転送しておく必要があります。ま

た，コマンド実行時には，-oオプションを指定して実行することを推奨します。-oオプションを

指定することで，実行結果がファイルに出力されます。指定を省略した場合，処理結果は出力され

ません。CSV ファイルの作成方法については「B.3 グループ一括登録・削除用の CSV ファイルの

形式」，実行結果の確認方法については「B.4 グループ一括登録・削除時の実行結果ファイルの形

式」を参照してください。

オプションと引数

-C
CIFS 共有の ACL 機能を利用するグループとして追加する場合に指定します。

-F CSV ファイル名

グループを一括登録する場合に，グループ情報が記載された CSV ファイルの名称を指定しま

す。

CSV ファイルのファイル名は，255 文字以内にしておく必要があります。また，ファイル名に

使用できる文字は英数字，ハイフン（-）およびアンダーライン（_）です。ピリオド（.）も

使用できますが，先頭および末尾には指定できません。

-g グループ ID
グループの ID を 200～2147483147 の範囲で指定します。File Services Manager，NIS サー

バまたはユーザー認証用の LDAP サーバで登録済みのグループ ID および 65534 は指定でき

ません。ユーザーマッピングを使用している場合，ユーザーマッピングで設定した範囲内のグ

ループ ID も指定できません。

-o 実行結果ファイル名

実行結果をファイルに出力する場合に，ファイル名を 255 文字以内で指定します。使用できる

文字は英数字，ハイフン（-）およびアンダーライン（_）です。また，ピリオド（.）も使用

できますが，ファイル名の先頭および末尾には指定できません。

実行結果ファイルは SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）の直下に出

力されます。/home/nasrootディレクトリ直下の既存のファイルと同じ名称は使えません。

-t
CSV ファイルの情報のチェックだけを行う場合に指定します。

-u {ユーザー名|ユーザー ID}[,{ユーザー名|ユーザー ID}…]
グループに所属させるユーザーをユーザー名またはユーザー ID で指定します。File Services
Manager で登録されたユーザーを指定してください。複数のユーザーを指定する場合はコン

マ（,）で区切ってください。

-V
グループを一括登録する処理または CSV ファイルをチェックする処理の経過を表示する場合

に指定します。

グループ名

グループ名を 16 文字以内で指定します。先頭の 1 文字には英数字を指定します。2 文字目以

降に指定できる文字は英数字，ハイフン（-）およびアンダーライン（_）です。入力した英大

文字と英小文字は，Windows で区別されません。英大文字と英小文字に関係なく，一意な名称

を指定してください。File Services Manager，NIS サーバまたはユーザー認証用の LDAP
サーバで登録済みのグループ名と重複する名称は指定できません。追加するグループに対し

て ACL 機能を利用する場合は，CIFS 共有を利用するよう設定されているユーザーと重複する

名称は指定できません。

また，ノード上の OS で予約されている次のグループ名は指定できません。
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表 2-200 ノード上の OS で予約されているグループ名

分類 グループ名

A adm，audio，avahi，avahi-autoipd
B backup，bin，bind
C cdrom，crontab
D daemon，Debian-exim，dialout，dip，disk
E enasroot
F fax，floppy，ftp
G games，gdm，gnats
H haldaemon，hddsroot，hsguiroot
I irc
K kmem，kvm
L libuuid，libvirt，list，lp，lpadmin
M mail，man，messagebus，mlocate
N nasroot，netdev，news，nogroup，ntp
O operator
P plugdev，postgres，powerdev，proxy
R root
S sasl，scanner，service，shadow，src，ssh，ssl-cert，staff，stb-admin，

sudo，sys
T tape，telnetd，tty
U users，utmp，uucp
V vde2-net，video，voice
W winbindd_priv，www-data

戻り値

表 2-201 grpadd コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，66※，70，99※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

96，97，98，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

グループ（グループ名：unit02，グループ ID：1000）を追加する場合
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◦ CIFS 共有の ACL 機能を利用する

◦ 次のユーザーを所属させる

・ユーザー名が user01のユーザー

・ユーザー ID が 2500のユーザー

$ sudo grpadd -g 1000 -C -u user01,2500 unit02

グループを一括登録する場合

◦ CSV ファイル名は groupadd100.csvとする

◦ 実行結果ファイル名は result_addgroup.txtとする

$ sudo grpadd -F groupadd100.csv -o result_addgroup.txt

2.118 grpdel（グループの削除）

書式

grpdel [-f] グループ名

grpdel -F CSVファイル名 [-o 実行結果ファイル名] [-t] [-V] [-f]
grpdel -h

説明

グループを削除します。

CSV ファイルを使用してグループを一括削除する場合には，あらかじめ CSV ファイルを SSH 用ア

カウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）に転送しておく必要があります。また，コマ

ンド実行時には，-oオプションを指定して実行することを推奨します。-oオプションを指定する

ことで，実行結果がファイルに出力されます。指定を省略した場合，処理結果は出力されません。

CSV ファイルの作成方法については「B.3 グループ一括登録・削除用の CSV ファイルの形式」，実

行結果の確認方法については「B.4 グループ一括登録・削除時の実行結果ファイルの形式」を参照

してください。

オプションと引数

-f
確認メッセージの出力を抑止したい場合に指定します。

-F CSV ファイル名

グループを一括削除する場合に，グループ情報が記載された CSV ファイルの名称を指定しま

す。

CSV ファイルのファイル名は，255 文字以内にしておく必要があります。また，ファイル名に

使用できる文字は英数字，ハイフン（-）およびアンダーライン（_）です。ピリオド（.）も

使用できますが，先頭および末尾には指定できません。

-o 実行結果ファイル名

実行結果をファイルに出力する場合に，ファイル名を 255 文字以内で指定します。使用できる

文字は英数字，ハイフン（-）およびアンダーライン（_）です。また，ピリオド（.）も使用

できますが，ファイル名の先頭および末尾には指定できません。

実行結果ファイルは SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）の直下に出

力されます。/home/nasrootディレクトリ直下の既存のファイルと同じ名称は使えません。
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-t
CSV ファイルの情報のチェックだけを行う場合に指定します。

-V
グループを一括削除する処理または CSV ファイルをチェックする処理の経過を表示する場合

に指定します。

グループ名

削除対象のグループ名を指定します。

戻り値

表 2-202 grpdel コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，66※，70，99※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

96，97，98，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

グループを一括削除する場合

◦ CSV ファイル名は groupdel100.csvとする

◦ 実行結果ファイル名は result_delgroup.txtとする

$ sudo grpdel -F groupdel100.csv -o result_delgroup.txt
KAQM07077-Q Do you want to perform a batch deletion? (y/n)

2.119 grplist（グループ情報の表示）

書式

grplist [-c] [グループ名|グループ ID]
grplist -h

説明

File Services Manager で登録されたグループの情報を表示します。

オプションと引数

-c
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グループの情報をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。

グループ名|グループ ID
特定のグループの情報を参照する場合に，グループ名またはグループ ID を指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-203 grplist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Group name グループ名が表示されます。

GID グループ ID が表示されます。

戻り値

表 2-204 grplist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.120 hcpaccesstest（HCP へのアクセスの確認）

書式

hcpaccesstest --namespace ネームスペース名 [--replica]
hcpaccesstest --namespace-fqdn ネームスペースの FQDN
   --hcp-account ユーザー名 --hcp-password パスワード

hcpaccesstest -h

説明

HCP のネームスペースにアクセスできるかどうかを確認します。アクセスを確認できた場合，正常

終了します。

ほかの HVFP/HDI からマイグレートされた HCP のデータを，読み取り専用で公開するために使用

する HCP へアクセスできるかどうかを確認する場合は，--namespace-fqdnオプションを指定し

てコマンドを実行してください。

オプションと引数

--hcp-account ユーザー名

HCP のネームスペースにアクセスするユーザー名を指定します。
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--hcp-password パスワード

HCP のネームスペースにアクセスするユーザーのパスワードを指定します。

--namespace-fqdn ネームスペースの FQDN
アクセスする HCP のネームスペースを FQDN で指定します。

--namespace ネームスペース名

アクセスする HCP のネームスペースを指定します。

--replica
レプリカ HCP のネームスペースにアクセスできるか確認する場合に指定します。

戻り値

表 2-205 hcpaccesstest コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11，70，71※，75，76，77 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

66，67 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

68，71※，72，73 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

ns1という名称のネームスペースへのアクセスを確認する場合

$ sudo hcpaccesstest --namespace ns1
KAQM37099-I A connection to HCP was established.

HCP のネームスペース（FQDN）に次の条件でアクセスを確認する場合

◦ ネームスペース（FQDN）は ns1.tenant1.example.comとする

◦ アカウント名は user1とする

◦ パスワードは passpassとする

$ sudo hcpaccesstest --namespace-fqdn ns1.tenant1.example.com --hcp-account 
user1 --hcp-password passpass
KAQM37099-I A connection to HCP was established.
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2.121 hcpobjdelget（ファイル削除時の HCP でのデータ削
除設定の表示）

書式

hcpobjdelget --file-system ファイルシステム名
hcpobjdelget -h

説明

HCP にマイグレートされたファイルを削除する際の HCP 上でのデータ削除設定を表示します。

このコマンドは，対象のファイルシステムが読み書きできる状態でマウントされている場合に実行

できます。

オプションと引数

--file-system ファイルシステム名

対象のファイルシステムの名称を指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-206 hcpobjdelget コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

HCP object deletion HCP にマイグレートされたファイルを削除する際の HCP 上でのデータ削除設

定が表示されます。

Delay
ファイルの削除処理と同期しないで，次回のマイグレーションが実行され

る際に HCP 上のデータを削除する場合に表示されます。

Immediately
ファイルの削除処理と同期して HCP 上のデータを削除する場合に表示さ

れます。

戻り値

表 2-207 hcpobjdelget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，4，10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

67 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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2.122 hcpobjdelset（ファイル削除時の HCP でのデータ削
除設定）

書式

hcpobjdelset {--delay|--immediately} --file-system ファイルシステム名
hcpobjdelset -h

説明

HCP にマイグレートされたファイルを削除する際に，ファイルの削除処理と同期して HCP 上の

データを削除するかどうかを設定します。

このコマンドは，次の条件を満たしている場合に実行できます。

• 対象のファイルシステムが読み書きできる状態でマウントされていること

• 対象のファイルシステムがホームディレクトリローミングに対応していないこと

オプションと引数

--delay
ファイルの削除処理と同期しないで，次回のマイグレーションが実行される際に HCP 上の

データを削除する場合に指定します。このオプションを指定した場合でも，ファイルシステム

の空き容量が不足すると，ファイルの削除処理と同期して HCP 上のデータが削除されます。

初期設定は「--delay」です。

--file-system ファイルシステム名

対象のファイルシステムの名称を指定します

--immediately
ファイルの削除処理と同期して HCP 上のデータを削除する場合に指定します。

戻り値

表 2-208 hcpobjdelset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，4，5，10，15，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

67 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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2.123 hcporphanrestore（HVFP/HDI 上と HCP 上のファ
イルの整合性の確認と復元）

書式

hcporphanrestore [--display] --file-system ファイルシステム名

hcporphanrestore -h

説明

HVFP/HDI 上のファイルと，マイグレートされた HCP 上のファイルの整合性を確認し，不整合と

なっているファイルを表示します。このコマンドは，arcrestoreコマンドを実行した直後のファ

イルシステムに対してだけ使用してください。詳細については，「トラブルシューティングガイド」

の障害回復手順の説明を参照してください。

HCP 上だけにあるファイルが検出された場合，HVFP/HDI 上の/mnt/＜ファイルシステム名

＞/.lost+foundディレクトリにファイルを復元します。/mnt/＜ファイルシステム名＞/.lost
+foundディレクトリに復元されたデータは変更および削除できません。ほかのディレクトリにコ

ピーしてから使用してください。

ファイルシステムの規模や検出結果によって，コマンドの処理時間は変わります。ディレクトリが

100,000 個，ファイルが 10,000,000 個存在するファイルシステムに対してコマンドを実行し，HCP
上だけにあるファイルが 100 個検出された場合は，処理が完了するまでに約 17 時間掛かります。

HVFP/HDI 上のファイルが削除された際に HCP に格納されたファイルに対して削除要求を送信し

ないように設定しているファイルシステムの場合は，このコマンドを実行すると，マイグレート後

に HVFP/HDI 上で削除されたすべてのファイルに対して，ファイルが HCP 上だけにあると判定さ

れます。

注意：

コマンド実行中に HCP へのマイグレートが動作すると，不整合がないファイルも復元されること

があります。

オプションと引数

--display
HVFP/HDI と HCP との間で不整合となっているファイルを表示するだけで，復元しない場合

に指定します。

--file-system ファイルシステム名

HVFP/HDI と HCP との間のファイルの整合性を確認するファイルシステムの名称を指定し

ます。

表示項目

HVFP/HDI と HCP との間で不整合となっているファイルが検出された場合に表示される情報を次

の表に示します。複数のファイルが検出された場合は，ファイルごとに空行で区切って表示されま

す。

表 2-209 hcporphanrestore コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

不整合の種別 HVFP/HDI と HCP との間でファイルが不整合となっている理由が表示されま

す。

Duplication
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項目 説明

HVFP/HDI 上の異なる複数ファイルが，HCP 上の 1 つのオブジェクトを

参照していることを示します。

Orphan
ファイルが HCP 上だけにあり，HVFP/HDI 上にないことを示します。

Duplicationと判定されたファイルがすべて表示されたあと，Orphanと判定

されたファイルが表示されます。

HCP 上のファイルの URL 不整合となっているファイルの HCP 上の URL が表示されます。

HVFP/HDI 上のファイル

のパス

不整合の種別に応じて，次の情報が表示されます。

不整合の種別が Duplicationの場合

後にマイグレートされた時点のファイルのパスが表示されます。

不整合の種別が Orphanの場合

初にマイグレートされた時点のファイルのパスが表示されます。

戻り値

表 2-210 hcporphanrestore コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，3 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，5，8，10，12，23，31，70，
71※，74，75※，77，79

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

71※，72，73，75※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

fs01という名称のファイルシステムに対してファイルの整合性を確認し，不整合と判定されたファ

イルを復元する場合

$ sudo hcporphanrestore --file-system fs01
Duplication
https://namespace10.test.hcp-c.hsp2f.co.jp/rest/16d/36/16d361f2-a88a-4940-
b35f-dd1eb15f9c96
/mnt/test5/dir103/file15

Duplication
https://namespace10.test.hcp-c.hsp2f.co.jp/rest/917/11/91711953-b31b-4962-
bb04-e3b8c6a3d0f4
/mnt/test5/dir103/file53

Orphan
https://namespace9.test.hcp-c.hsp2f.co.jp/rest/a45/02/a450228d-f261-493d-
bf6b-d9ff0f2e6a1f
/mnt/test4/dir6/file12

Orphan
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https://namespace9.test.hcp-c.hsp2f.co.jp/rest/cc2/64/cc2649ee-fdb6-4115-
b576-8bb046cb14c1
/mnt/test4/dir10/file39

fs01という名称のファイルシステムに対してファイルの整合性の確認だけを行い，不整合と判定さ

れたファイルを復元しない場合

$ sudo hcporphanrestore --display --file-system fs01
Duplication
https://namespace10.test.hcp-c.hsp2f.co.jp/rest/16d/36/16d361f2-a88a-4940-
b35f-dd1eb15f9c96
/mnt/test5/dir103/file15

Duplication
https://namespace10.test.hcp-c.hsp2f.co.jp/rest/917/11/91711953-b31b-4962-
bb04-e3b8c6a3d0f4
/mnt/test5/dir103/file53

Orphan
https://namespace9.test.hcp-c.hsp2f.co.jp/rest/a45/02/a450228d-f261-493d-
bf6b-d9ff0f2e6a1f
/mnt/test4/dir6/file12

Orphan
https://namespace9.test.hcp-c.hsp2f.co.jp/rest/cc2/64/cc2649ee-fdb6-4115-
b576-8bb046cb14c1
/mnt/test4/dir10/file39

2.124 hnasmpasswd（管理サーバのパスワード変更）

書式

hnasmpasswd

説明

管理サーバがノードに接続する際のパスワードを対話形式で変更します。

クラスタ内で同じ設定になるように，このコマンドをノードごとに実行してください。

このコマンドで指定する情報を次の表に示します。

表 2-211 hnasmpasswd コマンドで指定する情報

項目 説明

New password 変更後のパスワードを 4 文字以上 256 文字以内で指定します。使用できる文

字は英数字，番号記号（#），正符号（+），ハイフン（-），ピリオド（.）およ

び単価記号（@）です。

Re-enter new
password

変更後のパスワードを，再度指定します。

注意：

New passwordおよび Re-enter new passwordに入力した文字列は表示されません。

戻り値

表 2-212 hnasmpasswd コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了
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戻り値 説明

1，2，3 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

4 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.125 horcconflist（使用中の RAID Manager インスタン
ス番号の表示）

書式

horcconflist [-c] [-nomsg]
horcconflist -h

説明

両ノードおよびすべての Virtual Server で使用中の RAID Manager インスタンス番号を取得し，

インスタンス番号と，そのインスタンス番号を使用しているノードのホスト名または Virtual
Server 名を表示します。

一部のノードまたは Virtual Server でインスタンス番号の取得に失敗した場合，取得できたインス

タンス番号だけを表示します。

追加されたインスタンス番号（20～499）については，Physical Node のホスト名が表示されます。

オプションと引数

-c
項目名を表示しないで，各情報をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。インス

タンス番号の使用状況を取得し，その情報を使用して別のコマンドを続けて実行する場合に有

効です。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-213 horcconflist コマンドを実行したときに表示される情報

項目 説明

instance 使用中のインスタンス番号が昇順で表示されます。

node number or
virtual server
name

インスタンス番号を使用しているノードのホスト名または Virtual Server 名が，

次の形式で表示されます。

• ログインしているノードのホスト名の場合

＜ログインしているノードのノード番号＞(＜ログインしているノードのホス

ト名＞)
• もう一方のノードのホスト名の場合

＜もう一方のノードのノード番号＞(＜もう一方のノードのホスト名＞)
• Virtual Server 名の場合

＜ Virtual Server 名＞
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戻り値

表 2-214 horcconflist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

4 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

19，80 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

68 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

74 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

2.126 horcdevlist（デバイスファイルの構成情報の表示）

書式

horcdevlist [-c] [-e] [-v]
   [-d {デバイスファイル番号|デバイスファイル番号-デバイスファイル番号}
   [,{デバイスファイル番号|デバイスファイル番号-デバイスファイル番号}…]]
   [-nomsg]
horcdevlist -h

説明

デバイスファイル番号，容量，状態などデバイスファイルの構成情報を表示します。

オプションと引数

-c
項目名を表示しないで，各情報をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。デバイ

スファイルの構成情報を採取し，その情報を使用して別のコマンドを続けて実行する場合に有

効です。

-d {デバイスファイル番号|デバイスファイル番号-デバイスファイル番号}[,{デバイスファイル番

号|デバイスファイル番号-デバイスファイル番号}…]
特定のデバイスファイルの構成情報を参照する場合に，構成情報を参照するデバイスファイル

の番号を指定します。

パスが/dev/enas/lu0Fであるデバイスファイルの構成情報を参照する場合は，「0F」と指定

します。複数のデバイスファイルの構成情報を参照する場合は，コンマ（,）で区切って指定

します。

範囲を指定して複数のデバイスファイルの構成情報を参照する場合は，構成情報を参照するデ

バイスファイルの番号をハイフン（-）の前後に指定します。複数のデバイスファイルの構成

情報を参照する場合に有効です。

ハイフン（-）の前にデバイスファイル番号が 16 進数でいちばん小さいものを指定し，ハイフ

ン（-）の後ろにデバイスファイル番号が 16 進数でいちばん大きいものを指定します。/dev/
enas/lu0F，/dev/enas/lu10，/dev/enas/lu11を指定する場合は，「0F-11」と指定し

ます。複数の範囲を指定する場合は，コンマ（,）で区切って指定します。

このオプションを省略した場合は，コマンドを実行したノードまたは Virtual Server で使用で

きるデバイスファイルの一覧が表示されます。

コマンドリファレンス 331

コマンドリファレンス



-e
デバイスファイルが外部ストレージシステムに存在する場合，デバイスファイル番号の後ろに

番号記号（#）を付与するときに指定します。

-v
デバイスファイルの詳細情報を参照する場合に指定します。

表示項目

デバイスファイルの構成情報として表示される情報を次の表に示します。

表 2-215 horcdevlist コマンドを実行したときに表示される情報

項目 説明

dev 指定したデバイスファイルの番号が次のとおり表示されます。

＜ 16進数表記※1 ＞＜ストレージ種別※2 ＞
注※1

00～FF の場合は 2 桁，0100～01FF の場合は 4 桁で表示されます。

注※2
-eオプションを指定した場合に表示されます。デバイスファイルが自筐体に存在する場

合は，空白文字が表示されます。デバイスファイルが外部ストレージシステムに存在する

場合は，番号記号（#）が表示されます。

serial 指定したデバイスファイルが存在するストレージシステムのシリアル番号が表示されます。

LDEV 指定したデバイスファイルの LDEV 番号が表示されます。LUN Expansion 機能を使用してい

る場合は，連結された LDEV のうち，先頭に配置された LDEV の ID が表示されます。

type デバイスファイルが存在するストレージシステムのモデルによって，表示される情報が異なり

ます。

• Virtual Storage Platform，Universal Storage Platform V/VM または HUS VM の場合

デバイスファイルのエミュレーションタイプが表示されます。

• Hitachi AMS2000 シリーズおよび HUS100 シリーズの場合

常に「--」が表示されます。

size 指定したデバイスファイルの容量（単位：ギガバイト）が表示されます。

LUSE LUN Expansion 機能を使用している LU の数が表示されます。指定したデバイスファイルが

LUN Expansion 機能を使用していない場合は，「--」が表示されます。

VLL デバイスファイルが存在するストレージシステムのモデルによって，表示される情報が異なり

ます。

• Virtual Storage Platform，Universal Storage Platform V/VM または HUS VM の場合

指定したデバイスファイルが VLL 機能を使用して作成されているかどうかが表示されま

す。

VLL
指定したデバイスファイルが VLL 機能を使用して作成されている場合に表示されます。

--
指定したデバイスファイルが VLL 機能を使用して作成されていない場合に表示されます。

• Hitachi AMS2000 シリーズおよび HUS100 シリーズの場合

常に「--」が表示されます。

DCTL 常に「-」が表示されます。

status 指定したデバイスファイルの状態が表示されます。

Normal
指定したデバイスファイルが正常な場合に表示されます。

Error
指定したデバイスファイルで障害が発生している場合に表示されます。全ログデータを

採取して，保守員に連絡してください。

Undef
指定したデバイスファイルが割り当てられていない場合に表示されます。
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項目 説明

used
function

指定したデバイスファイルの使用状況とデバイスファイルを使用している機能名が表示されま

す。

File:＜ファイルシステム名＞

指定したデバイスファイルが，ファイルシステムで使用されている場合に表示されま

す。-cオプションを指定したときは，コロン（:）は表示されません。

Snap:＜ファイルシステム名＞

指定したデバイスファイルが，ファイルスナップショット機能で使用されている場合に表

示されます。ファイルシステム名には，差分格納デバイスの設定元ファイルシステムの名

称が表示されます。-cオプションを指定したときは，コロン（:）は表示されません。

HFRR:＜ファイルシステム名＞

指定したデバイスファイルが，Hitachi File Remote Replicator の機能で使用されている

場合に表示されます。ファイルシステム名には，差分格納デバイスの設定元ファイルシス

テムの名称が表示されます。-cオプションを指定したときは，コロン（:）は表示されま

せん。

WORM:＜ファイルシステム名＞

指定したデバイスファイルが，WORM 対応ファイルシステムで使用されている場合に表

示されます。-cオプションを指定したときは，コロン（:）は表示されません。

WORM,Snap:＜ファイルシステム名＞

指定したデバイスファイルが，ファイルスナップショット機能で使用されている場合で，

差分格納デバイスの設定元ファイルシステムが WORM 対応ファイルシステムのときに

表示されます。ファイルシステム名には，差分格納デバイスの設定元ファイルシステムの

名称が表示されます。-cオプションを指定したときは，コロン（:）は表示されません。

WORM,HFRR:＜ファイルシステム名＞

指定したデバイスファイルが，Hitachi File Remote Replicator の機能で使用されている

場合で，差分格納デバイスの設定元ファイルシステムが WORM 対応ファイルシステムの

ときに表示されます。ファイルシステム名には，差分格納デバイスの設定元ファイルシス

テムの名称が表示されます。-cオプションを指定したときは，コロン（:）は表示されま

せん。

Tier1:＜ファイルシステム名＞

指定したデバイスファイルが，Tier 1（階層ファイルシステムの第 1 階層）として使用さ

れている場合に表示されます。-cオプションを指定したときは，コロン（:）は表示され

ません。

Tier1,Snap:＜ファイルシステム名＞

指定したデバイスファイルが，ファイルスナップショット機能で使用されていて，差分格

納デバイスの設定元が Tier 1 として使用されている場合に表示されます。ファイルシス

テム名には，差分格納デバイスの設定元のファイルシステムの名称が表示されます。-c
オプションを指定したときは，コロン（:）は表示されません。

Tier1,WORM:＜ファイルシステム名＞

指定したデバイスファイルが，Tier 1 として使用され，Tier 1（階層ファイルシステムの

第 1 階層）が WORM 対応のファイルシステムの場合に表示されます。-cオプションを

指定したときは，コロン（:）は表示されません。

Tier1,WORM,Snap:＜ファイルシステム名＞

指定したデバイスファイルがファイルスナップショット機能で使用されていて，差分格納

デバイスの設定元が Tier 1 かつ WORM 対応のファイルシステムの場合に表示されます。

ファイルシステム名には，差分格納デバイスの設定元のファイルシステムの名称が表示さ

れます。-cオプションを指定したときは，コロン（:）は表示されません。

Tier2:＜ファイルシステム名＞

指定したデバイスファイルが，Tier 2（階層ファイルシステムの第 2 階層）として使用さ

れている場合に表示されます。-cオプションを指定したときは，コロン（:）は表示され

ません。

Tier2,Snap:＜ファイルシステム名＞

指定したデバイスファイルが，ファイルスナップショット機能で使用されていて，差分格

納デバイスの設定元が Tier 2 として使用されている場合に表示されます。ファイルシス

テム名には，差分格納デバイスの設定元のファイルシステムの名称が表示されます。-c
オプションを指定したときは，コロン（:）は表示されません。

Tier2,WORM:＜ファイルシステム名＞
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項目 説明

指定したデバイスファイルが，Tier 2 として使用され，Tier 1（階層ファイルシステムの

第 1 階層）が WORM 対応のファイルシステムの場合に表示されます。-cオプションを

指定したときは，コロン（:）は表示されません。

Tier2,WORM,Snap:＜ファイルシステム名＞

指定したデバイスファイルがファイルスナップショット機能で使用されていて，差分格納

デバイスの設定元が Tier 2 かつ WORM 対応のファイルシステムの場合に表示されます。

ファイルシステム名には，差分格納デバイスの設定元のファイルシステムの名称が表示さ

れます。-cオプションを指定したときは，コロン（:）は表示されません。

Defined
指定したデバイスファイルが，ファイルシステムのコピー先としてボリュームレプリケー

ション連携機能で予約されている場合に表示されます。

Free
指定したデバイスファイルが，未使用である場合に表示されます。

Unknown
指定したデバイスファイルの使用状況がコマンドの実行中に変化した場合，または障害が

発生してデバイスファイルの構成情報が取得できなかった場合に表示されます。

「Unknown」と表示された場合は，このコマンドを再実行してください。再度，

「Unknown」と表示された場合は，ほかのコマンドの処理が中断されたおそれがありま

す。コマンドの処理が中断された場合に必要な操作を実行したあと，horcdevlistコマ

ンドを実行してください。コマンドの処理を中断していない場合や，中断後に必要な操作

を実行しても状態が変化しない場合は，［Check for Errors］ダイアログの［List of RAS
Information］ページ（［List of other log files］表示）で障害が発生していないか確認し，

障害要因を取り除いてください。障害が発生していない場合は，全ログデータを採取して

保守員に連絡してください。

--
指定したデバイスファイルが，未使用でかつ障害が発生している場合，または割り当てら

れていない場合（statusが「Undef」の場合）に表示されます。

node ログインしているノードまたは Virtual Server と，指定したデバイスファイルを使用または予

約しているノードまたは Virtual Server との対応関係が表示されます。

Own
指定したデバイスファイルが，ログインしているノードまたは Virtual Server で使用また

は予約されている場合に表示されます。

Other
指定したデバイスファイルが，クラスタ内にある別のノードのリソースグループで使用さ

れている場合，または別のノードで予約されている場合に表示されます。

--
指定したデバイスファイルが，未使用または割り当てられていない場合（statusが

「Undef」の場合）に表示されます。

model 指定したデバイスファイルが存在するストレージシステムのモデル名が表示されます。

target 指定したデバイスファイルのターゲットが表示されます。

drive 指定したデバイスファイルのドライブ種別が表示されます。

FC/SAS
FC ドライブまたは SAS ドライブの場合に表示されます。

SAS7K
SAS 7.2K ドライブの場合に表示されます。

SATA
SATA ドライブの場合に表示されます。

SSD
SSD ドライブの場合に表示されます。

--
次の場合に表示されます。

‐障害のため情報を取得できない場合

‐外部ストレージシステムのデバイスファイルの場合

‐Virtual Storage Platform，Universal Storage Platform V/VM または HUS VM の仮

想 LU を使用している場合

‐HUS100 シリーズの Dynamic Tiering を使用する仮想 LU を使用している場合
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項目 説明

DP 指定したデバイスファイルが Dynamic Provisioning の仮想 LU かどうかが表示されます。

DP
Dynamic Provisioning の仮想 LU である場合に表示されます。

--
Dynamic Provisioning の仮想 LU でない場合に表示されます。

注

• 指定したデバイスファイルが割り当てられていない場合

次の項目には「--」が表示されます（DCTLは「-」）。
serial，LDEV，type，size，LUSE，VLL，DCTL，used function，node，model，
target，drive，DP

• ストレージシステムで障害が発生している場合

sizeには，「--」が表示されます。

• FC パスに障害が発生している場合

次の項目には「--」が表示されます（DCTLは「-」，＜ストレージ種別＞は空白文字）。

＜ストレージ種別＞，type，size，LUSE，VLL，DCTL，drive，DP
なお，未使用のデバイスファイルは，割り当てられていない場合の表示になります。

戻り値

表 2-216 horcdevlist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

4，8，9 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

19，80，97 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

74，91 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

90 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.127 horcexport（コピー先ファイルシステムのノードま
たは Virtual Server からの切り離し）

書式

horcexport -f コピー先ファイルシステム名 [-nomsg]
horcexport -h

説明

コピー先ファイルシステムをノードまたは Virtual Server から切り離します。コピー先ファイル

システムで使用していたデバイスファイルは，コピー先として予約された状態になります。

このコマンドを実行するためには，次の条件をすべて満たしている必要があります。
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• ファイルシステムがアンマウントされている

• ファイルシステムに対して作成されたすべての差分スナップショットがアンマウントされてい

る

• ファイルシステムが Hitachi File Remote Replicator で使用されていない

コマンドの処理を中断した場合，同じ引数を指定した horcexportコマンドを再実行してくださ

い。

オプションと引数

-f コピー先ファイルシステム名

ノードまたは Virtual Server から切り離すコピー先ファイルシステムの名称を指定します。

戻り値

表 2-217 horcexport コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

4，5，6，7 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

12，29，69，74，91，93，95 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

19，20，25，28，46，58，75，
76，77，80，94，97，98

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

59 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

90 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

コピー先ファイルシステムをノードから切り離す場合

$ sudo horcexport -f FS_1
Aug 17 04:48:15 KAQB11801-I The horcexport command has started.
Aug 17 04:48:27 KAQB11802-I The horcexport command has finished.

2.128 horcfreeze（コピー元ファイルシステムに対する操
作の抑止およびクライアントからのアクセスの抑止）

書式

horcfreeze -f コピー元ファイルシステム名 [-nomsg]
horcfreeze -h

説明

コピー元ファイルシステムに対する次の操作を抑止します。

• 差分格納デバイスの設定，設定の変更，拡張および解除
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• 差分スナップショットの作成および削除

• 差分スナップショットのマウントおよびアンマウント

• HFRR ペアの解除，無効化および有効化（Hitachi File Remote Replicator）

• 差分スナップショットのコピー（Hitachi File Remote Replicator）

また，コピー元ファイルシステムがマウントされている場合は，クライアントからのアクセスを抑

止します。

horcfreezeコマンドは，ShadowImage，TrueCopy または Universal Replicator のペアを分割

する前に実行してください。

また，ファイルシステムに対するアクセスの抑止状況は，fsctlコマンドで確認できます。

なお，horcfreezeコマンドを実行する際には次のことに注意してください。

• 差分スナップショットの自動作成スケジュールを設定している場合，horcfreezeコマンドを

実行してから horcunfreezeコマンドを実行するまでの間に差分スナップショットの自動作

成時刻になると，自動作成がエラー終了します。自動作成が実行される前後の時間には

horcfreezeコマンドを実行しないでください。

• horcfreezeコマンドを実行してから horcunfreezeコマンドを実行するまでの間に次の操

作を実行しないでください。

◦ クラスタの起動，停止および強制停止

◦ ノードの起動，停止および強制停止

◦ リソースグループの起動，停止，強制停止および実行ノードの変更

◦ Virtual Server の起動，停止，強制停止および稼働ノードの変更

◦ コピー元ファイルシステムのマウントおよび削除

これらの操作を実行した場合，コピー先ファイルシステムを利用できなくなるおそれがありま

す。

また，コピー元ファイルシステム以外のファイルシステムに対して次の操作をした場合にもエ

ラー終了するおそれがあります。

◦ ファイルシステムのアンマウント

◦ 差分スナップショットのアンマウント

• アクセスを抑止するファイルシステムを CIFS クライアントに通知してください。システム管

理者によってアクセスが抑止されたファイルシステムに CIFS クライアントがアクセスすると，

同一のクライアントからは別のファイルシステムに対してもアクセスできなくなります。

• CIFS クライアントがコピー元ファイルシステムにアクセスしている状態で horcfreezeコマ

ンドを実行すると，CIFS クライアントからのアクセスがタイムアウトすることがあります。

horcfreezeコマンド実行後，必要な操作が完了したら，速やかに horcunfreezeコマンドを

実行してください。また，コピー元ファイルシステムをファイルスナップショット機能で運用し

ている場合は，horcfreezeコマンドの処理時間が長くなることがあるため，タイムアウトが

発生しやすくなります。

• horcfreezeコマンドを実行し，ShadowImage，TrueCopy または Universal Replicator のペ

アを分割したら，速やかに horcunfreezeコマンドを実行してください。horcfreezeコマン

ドを実行してから horcunfreezeコマンドを実行するまでの間に，マウントされているファイ

ルシステムに対してペア分割以外の操作を実行すると， 処理が開始されるまでに時間が掛かり

タイムアウトするおそれがあります。

• dpreclaimコマンドで，ファイルシステムが使用している仮想 LU の未使用領域を解放してい

る 中に horcfreezeコマンドを実行すると，horcfreezeコマンドがタイムアウトすること

があります。
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• コマンドの処理を中断した場合，同じ引数を指定した horcfreezeコマンドを再実行してくだ

さい。

オプションと引数

-f コピー元ファイルシステム名

ファイルスナップショット機能または Hitachi File Remote Replicator からの操作を抑止し，

クライアントからのアクセスを抑止するコピー元ファイルシステムの名称を指定します。

戻り値

表 2-218 horcfreeze コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

4，5，6，7 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

19，20，26，27，80，97，98 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

73，74，91，93，95 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

82，83，90，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

コピー元ファイルシステムに対するファイルスナップショット機能または Hitachi File Remote
Replicator からの操作を抑止し，クライアントからのアクセスを抑止する場合

$ sudo horcfreeze -f FS_1
Aug 17 01:50:59 KAQB11801-I The horcfreeze command has started.
Aug 17 01:51:02 KAQB11802-I The horcfreeze command has finished.

2.129 horcimport（ボリュームマネージャー未使用時のコ
ピー先ファイルシステムのノードまたは Virtual Server へ
の接続）

書式

horcimport -f コピー先ファイルシステム名
   {-d デバイスファイル番号|
    --tier1 デバイスファイル番号 --tier2 デバイスファイル番号}
   [-r リソースグループ名] [-nomsg]
horcimport -h

説明

ShadowImage，TrueCopy または Universal Replicator のペアを分割したコピー先ファイルシステ

ムをノードまたは Virtual Server に接続します。ボリュームマネージャーを使用しないで構築さ

れているコピー先ファイルシステムを接続する場合に，このコマンドを実行します。コピー先ファ

イルシステムが WORM 対応ファイルシステムの場合は，接続できません。
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TrueCopy または Universal Replicator を使用している場合は，Read/Write 可モードを指定してペ

アを分割しておく必要があります。

接続するコピー先ファイルシステムを含めたファイルシステム，およびマウントされている差分ス

ナップショットの合計数の上限は，クラスタ当たり 256 個，Virtual Server 当たり 512 個です。ま

た，Virtual Server を使用している場合，ファイルシステムおよびマウントされている差分スナッ

プショットの合計数の上限は，システム全体で 大で 6,144 個です。

コピー先ファイルシステムには，コピー元ファイルシステムの次の設定情報が複製されます。

• ファイルシステムの ACL タイプ

• ハードリンクの作成可否

• ファイルシステム使用状況に関する警告通知機能の設定

• ファイルシステム閉塞時の自動フェールオーバー機能の設定

• Quota の設定

• サブツリー Quota の設定

そのほかの設定情報は，コピー元ファイルシステムと値が異なるおそれがあります。コピー先ファ

イルシステムを接続したあとで，設定されている値を確認してください。

コマンドの処理を中断した場合，同じ引数を指定した horcimportコマンドを再実行してくださ

い。

注意：

ボリュームマネージャーを使用して構築されているコピー先ファイルシステムをノードまた

は Virtual Server に接続する場合は，horcvmimportコマンドを実行します。

オプションと引数

-d デバイスファイル番号

ファイルシステムが階層化されていない場合に，コピー先ファイルシステムを構成するデバイ

スファイルの番号を指定します。例えば，指定するデバイスファイルのパスが/dev/enas/
lu0Fである場合は，「0F」と指定します。

ファイルシステムが階層化されている場合は，--tier1および--tier2オプションを指定し

てコマンドを実行してください。

-f コピー先ファイルシステム名

コピー先ファイルシステムの名称を 16 文字以内で指定します。指定できる文字は，英数字お

よびアンダーライン（_）です。クラスタ内にある既存のファイルシステム名と重複しないよ

うに指定してください。

-r リソースグループ名

登録先のリソースグループの名称を指定します。仮想 IP アドレスを指定してコマンドを実行

する場合は，-rオプションで登録先のリソースグループの名称を指定することを推奨します。

このオプションの指定を省略した場合は，コマンドが実行されたノードに属するリソースグ

ループに登録されます。

なお，Virtual Server 上でコマンドを実行した場合は，このオプションを指定しても無視され

ます。

--tier1 デバイスファイル番号 --tier2 デバイスファイル番号

ファイルシステムが階層化されている場合に，ファイルシステムの第 1 階層（Tier 1）および

第 2 階層（Tier 2）を構成するデバイスファイルの番号を指定します。例えば，指定するデバ

イスファイルのパスが/dev/enas/lu0Fである場合は，「0F」と指定します。
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ファイルシステムが階層化されていない場合は，-dオプションを指定してコマンドを実行して

ください。

戻り値

表 2-219 horcimport コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

4，5，6，7，8，9 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

19，22，24，30，31，40，41，
44，45，47，48，50，51，52，
54，80，88，89，94，97，98

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

74，91，93 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

87 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

90，92 ，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

ボリュームマネージャーを使用しないで構築されているコピー先ファイルシステムをノードに接続

する場合

$ sudo horcimport -f FS_1 -d 01
Aug 17 04:46:53 KAQB11801-I The horcimport command has started.
Aug 17 04:47:04 KAQB11802-I The horcimport command has finished.

2.130 horclogremove（RAID Manager のログの削除）

書式

horclogremove [-i インスタンス番号] [-nomsg]
horclogremove -h

説明

RAID Manager のデーモンが出力したログファイルおよびトレースを削除します。

このコマンドを実行するには，ログの出力元のデーモンを停止しておく必要があります。

オプションと引数

-i インスタンス番号

特定のインスタンス番号のデーモンが出力したログファイルおよびトレースを削除する場合

に，デーモンのインスタンス番号を指定します。

インスタンス番号として指定できる値は，16，17，20～499，＜ Virtual Server ID ＞+1,000，
および＜ Virtual Server ID ＞+1,500 です。

このオプションを省略した場合は，環境変数 HORCMINSTに設定されているインスタンス番号

を指定したものとして処理されます。
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戻り値

表 2-220 horclogremove コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

4 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

19，56，57，64，80 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

74 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

2.131 horcprintenv（RAID Manager の環境変数の表示）

書式

horcprintenv [環境変数名] [-nomsg]
horcprintenv -h

説明

次回のログイン時に設定される RAID Manager の環境変数を表示します。

システム管理者は，次の環境変数に設定された値を参照できます。

• HORCC_MRCF
• HORCC_REST
• HORCC_RSYN
• HORCC_SPLT
• HORCMINST

オプションと引数

環境変数名

RAID Manager の環境変数の名称を指定します。特定の環境変数を参照する場合に指定しま

す。この引数の指定を省略した場合は，HORCC_MRCF，HORCC_REST，HORCC_RSYN，
HORCC_SPLTまたは HORCMINSTのうち，値が設定されたものだけが表示されます。

表示項目

RAID Manager の環境変数として表示される情報を次の表に示します。

表 2-221 horcprintenv コマンドを実行したときに表示される情報

項目 説明

environment variable RAID Manager の環境変数の名称が表示されます。

value 環境変数に設定された値が表示されます。
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戻り値

表 2-222 horcprintenv コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

4 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，19，80 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

74 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

86 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.132 horcsetconf（RAID Manager インスタンスの追加）

書式

horcsetconf -i インスタンス番号 [-nomsg]
horcsetconf -h

説明

指定されたインスタンス番号の RAID Manager インスタンスを追加します。

1 つのノードまたは Virtual Server には，インストール時または Virtual Server 作成時に生成され

る 2 個のインスタンスのほかに，このコマンドを使用して 大 16 個のインスタンスを追加できま

す。

クラスタ構成の場合，horcsetconfコマンドは，クラスタ内のもう一方のノードに対しても処理

を実行します。

コマンドの処理を中断した場合，同じ引数を指定した horcsetconfコマンドを再実行してくださ

い。

オプションと引数

-i インスタンス番号

新たに作成する RAID Manager インスタンスのインスタンス番号を指定します。

インスタンス番号に指定できる値は，20～499，＜ Virtual Server ID ＞+1,000，および＜

Virtual Server ID ＞+1,500 です。

両ノードおよびすべての Virtual Server で使用されていないインスタンス番号を指定してく

ださい。両ノードおよびすべての Virtual Server で使用されているインスタンス番号は，

horcconflistコマンドで確認できます。

戻り値

表 2-223 horcsetconf コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了
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戻り値 説明

4，60 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

19，61，62，63，80 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

38 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

74 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

使用例

インスタンス番号が 123 の RAID Manager インスタンスを追加する場合

$ sudo horcsetconf -i 123
Aug 17 01:08:29 KAQB11801-I The horcsetconf command has started.
Aug 17 01:08:29 KAQB11802-I The horcsetconf command has finished.

2.133 horcsetenv（RAID Manager の環境変数の設定また
は変更）

書式

horcsetenv 環境変数名 設定値 [-nomsg]
horcsetenv -h

説明

次の RAID Manager の環境変数の値を設定または変更します。

• HORCC_MRCF
• HORCC_REST
• HORCC_RSYN
• HORCC_SPLT
• HORCMINST

コマンドを実行すると，SSH を使用してノードまたは Virtual Server にログインするとき，および

シェルスクリプトを作成して RAID Manager のコマンドを自動実行するときに，環境変数が自動的

に設定されるようになります。環境変数は，コマンドを実行したノードまたは Virtual Server にだ

け設定されます。

SSH を使用してノードまたは Virtual Server にログインしてこのコマンドを実行した場合は，次に

ログインしたときから設定した値が有効になります。シェルスクリプトを作成して自動実行した場

合は，このコマンドの処理が完了した時点で，設定した値が有効になります。

なお，RAID Manager のコマンドを自動実行するシェルスクリプトの処理中は，このコマンドを実

行しないでください。誤ってコマンドを実行した場合，処理途中に環境変数が変更され，システム

管理者が想定していない値で RAID Manager のコマンドが実行されるおそれがあります。

コマンドの処理を中断した場合，同じ引数を指定した horcsetenvコマンドを再実行してくださ

い。
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オプションと引数

環境変数名

値を設定または変更する環境変数の名称を指定します。

設定値

環境変数の設定値を指定します。各環境変数に設定する値を次に示します。

表 2-224 horcsetenv コマンドで設定または変更する環境変数の値

環境変数 説明

HORCC_MRCF RAID Manager のコマンドを ShadowImage として動作させるか，TrueCopy
または Universal Replicator として動作させるかを設定します。

ShadowImage を使用してボリュームレプリケーション連携機能を運用する場

合は，「1」を設定します。TrueCopy または Universal Replicator を使用して

ボリュームレプリケーション連携機能を運用する場合は，値を設定しないでく

ださい。

HORCC_REST ペアを逆同期する際のモードを設定します。

ShadowImage を使用してボリュームレプリケーション連携機能を運用する場

合に，「NORMAL」または「QUICK」を設定します。

HORCC_RSYN ペアを再同期する際のモードを設定します。

ShadowImage を使用してボリュームレプリケーション連携機能を運用する場

合に，「NORMAL」または「QUICK」を設定します。

HORCC_SPLT ペアを分割する際のスプリットタイプを設定します。

ShadowImage を使用してボリュームレプリケーション連携機能を運用する場

合に，「NORMAL」または「QUICK」を設定します。

HORCMINST RAID Manager のインスタンス番号を設定します。

ノード上でボリュームレプリケーション連携機能を運用する場合は，「16」，
「17」，または「20～499」を設定します。Virtual Server 上で運用する場合は，

＜ Virtual Server ID ＞+1,000，または＜ Virtual Server ID ＞+1,500 を指定し

ます。Virtual Server ID は vnasinfoコマンドで確認できます。

戻り値

表 2-225 horcsetenv コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

4 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

19，64，80 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

74 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

86 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

RAID Manager の環境変数を設定する場合

$ sudo horcsetenv HORCC_MRCF 1
Aug 17 01:09:15 KAQB11801-I The horcsetenv command has started.
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Aug 17 01:09:15 KAQB11879-W Settings are applied only to the node on which 
the command was executed. Apply the same settings to the other node in the 
cluster as necessary.
Aug 17 01:09:15 KAQB11802-I The horcsetenv command has finished.

2.134 horcunfreeze（コピー元ファイルシステムに対する
クライアントからのアクセスの再開および操作の抑止解
除）

書式

horcunfreeze -f コピー元ファイルシステム名 [-nomsg]
horcunfreeze -h

説明

コピー元ファイルシステムがマウントされている場合に，クライアントからのコピー元ファイルシ

ステムに対するアクセスを再開します。また，コピー元ファイルシステムに対して次の操作ができ

るようにします。

• 差分格納デバイスの設定，設定の変更，拡張および解除

• 差分スナップショットの作成および削除

• 差分スナップショットのマウントおよびアンマウント

• HFRR ペアの解除，無効化および有効化（Hitachi File Remote Replicator）

• 差分スナップショットのコピー（Hitachi File Remote Replicator）

horcunfreezeコマンドは，ShadowImage，TrueCopy または Universal Replicator のペアを分

割したあとに実行してください。

また，ファイルシステムに対するアクセスの抑止状況は，fsctlコマンドで確認できます。

コマンドの処理を中断した場合，同じ引数を指定した horcunfreezeコマンドを再実行してくだ

さい。

オプションと引数

-f コピー元ファイルシステム名

クライアントからのアクセスを再開し，ファイルスナップショット機能または Hitachi File
Remote Replicator からの操作の抑止を解除するコピー元ファイルシステムの名称を指定しま

す。

戻り値

表 2-226 horcunfreeze コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

4，5，6，7 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

19，20，26，27，80，97 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

73，74，91，93，95 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

84，85，90，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

クライアントからのコピー元ファイルシステムに対するアクセスを再開して，ファイルスナップ

ショット機能または Hitachi File Remote Replicator から操作できるようにする場合

$ sudo horcunfreeze -f FS_1
Aug 17 01:52:27 KAQB11801-I The horcunfreeze command has started.
Aug 17 01:52:29 KAQB11802-I The horcunfreeze command has finished.

2.135 horcunsetconf（RAID Manager インスタンスの削
除）

書式

horcunsetconf -i インスタンス番号 [-y] [-nomsg]
horcunsetconf -h

説明

指定されたインスタンス番号の RAID Manager インスタンスを削除します。

クラスタ構成の場合，horcunsetconfコマンドは，クラスタ内のもう一方のノードに対しても処

理を実行します。

このコマンドを実行するためには，両ノードで，削除するインスタンス番号のデーモンを停止して

おく必要があります。

コマンドの処理を中断した場合，同じ引数を指定した horcunsetconfコマンドを再実行してくだ

さい。

オプションと引数

-i インスタンス番号

削除する RAID Manager インスタンスのインスタンス番号を指定します。

インスタンス番号に指定できる値は，20～499，＜ Virtual Server ID ＞+1,000，および＜

Virtual Server ID ＞+1,500 です。

戻り値

表 2-227 horcunsetconf コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

4，60 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。
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戻り値 説明

19，61，64，65，80 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

39 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

74 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

2.136 horcunsetenv（RAID Manager の環境変数の削除）

書式

horcunsetenv 環境変数名 [-nomsg]
horcunsetenv -h

説明

RAID Manager の環境変数を削除し，次回ログインしたときに環境変数を設定しないようにしま

す。システム管理者は，次の環境変数を削除できます。

• HORCC_MRCF
• HORCC_REST
• HORCC_RSYN
• HORCC_SPLT

注

環境変数 HORCMINSTは削除できません。

環境変数は，コマンドを実行したノードまたは Virtual Server でだけ削除されます。

SSH を使用してノードまたは Virtual Server にログインしてこのコマンドを実行した場合は，次に

ログインしたときに環境変数が削除されます。シェルスクリプトを作成して自動実行した場合は，

このコマンドの処理が完了した時点で環境変数が削除されます。

RAID Manager のコマンドを自動実行するシェルスクリプトの処理中は，このコマンドを実行しな

いでください。誤ってコマンドを実行した場合，処理途中に環境変数が削除され，システム管理者

が想定していない値で RAID Manager のコマンドが実行されるおそれがあります。

コマンドの処理を中断した場合，同じ引数を指定した horcunsetenvコマンドを再実行してくだ

さい。

オプションと引数

環境変数名

削除する環境変数の名称を指定します。

戻り値

表 2-228 horcunsetenv コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了
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戻り値 説明

4 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

11，19，80 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

74 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

86 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.137 horcvmdefine（デバイスファイルの予約）

書式

horcvmdefine -d デバイスファイル番号[,デバイスファイル番号…] [-nomsg]
horcvmdefine -h

説明

ファイルシステムのコピー先として使用するデバイスファイルを予約します。

ShadowImage，TrueCopy または Universal Replicator でコピー先ファイルシステムを作成または

再同期する前に，ファイルシステムのコピー先として使用するデバイスファイルを予約します。デ

バイスファイルを予約しておくことで，ほかのシステム管理者が，ファイルシステムを構築する場

合や差分格納デバイスを設定する場合などに，指定したデバイスファイルを使用できないようにし

ます。

階層化されているファイルシステムの場合は，Tier 1 および Tier 2 のすべてのデバイスファイルを

指定してください。

コマンドの処理を中断した場合，同じ引数を指定した horcvmdefineコマンドを再実行してくだ

さい。

オプションと引数

-d デバイスファイル番号[,デバイスファイル番号…]
ファイルシステムのコピー先として使用するデバイスファイルの番号を指定します。対象の

デバイスファイルのパスが/dev/enas/lu0Fである場合は，「0F」と指定します。デバイス

ファイルを複数指定する場合は，デバイスファイルの番号をコンマ（,）で区切って指定しま

す。

なお，デバイスファイルを複数指定する場合は，指定するすべてのデバイスファイルが同一の

ストレージシステム内に存在している必要があります。

ファイルスナップショット機能で運用しているファイルシステムのコピー先を指定する場合

は，ファイルシステムのコピー先として使用するデバイスファイルと差分格納デバイスのコ

ピー先として使用するデバイスファイルの両方を指定する必要があります。
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戻り値

表 2-229 horcvmdefine コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

4，8，9，78 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

19，40，43，44，45，47，48，
80，97，98

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

74，91 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

90，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

ファイルシステムのコピー先に使用するデバイスファイルを予約する場合

$ sudo horcvmdefine -d 19,1A,1B
Aug 17 01:12:53 KAQB11801-I The horcvmdefine command has started.
Aug 17 01:13:04 KAQB11802-I The horcvmdefine command has finished.

2.138 horcvmdelete（デバイスファイルの解放）

書式

horcvmdelete -d デバイスファイル番号[,デバイスファイル番号…] [-nomsg]
horcvmdelete -h

説明

horcvmdefineコマンドでデバイスファイルを予約したあと，コピー先ファイルシステムをノード

または Virtual Server に接続しないで ShadowImage，TrueCopy または Universal Replicator の
ペアを削除した場合に，予約したデバイスファイルを解放します。

コマンドを実行したノード以外のノードで予約されているデバイスファイルも解放します。

階層化されているファイルシステムの場合は，Tier 1 および Tier 2 のすべてのデバイスファイルを

指定してください。

コマンドの処理を中断した場合，同じ引数を指定した horcvmdeleteコマンドを再実行してくだ

さい。

オプションと引数

-d デバイスファイル番号[,デバイスファイル番号…]
コピー先ファイルシステムに使用していたデバイスファイルの番号を指定します。対象のデ

バイスファイルのパスが/dev/enas/lu0Fである場合は，「0F」と指定します。コピー先ファ

イルシステムが複数のデバイスファイルから構成されていたときは，すべてのデバイスファイ

ルの番号を，コンマ（,）で区切って指定します。

デバイスファイルをファイルスナップショット機能で運用しているファイルシステムのコ

ピー先として使用していた場合は，ファイルシステムのコピー先として使用していたデバイス
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ファイルと差分格納デバイスのコピー先として使用していたデバイスファイルの両方を指定

する必要があります。

戻り値

表 2-230 horcvmdelete コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

4，8，9 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

19，40，43，45，47，48，80，
97

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

74，91 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

90，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

コピー先ファイルシステムのデバイスファイルを解放する場合

$ sudo horcvmdelete -d 19,1A,1B
Aug 17 01:14:12 KAQB11801-I The horcvmdelete command has started.
Aug 17 01:14:20 KAQB11802-I The horcvmdelete command has finished.

2.139 horcvmimport（ボリュームマネージャー使用時のコ
ピー先ファイルシステムのノードまたは Virtual Server へ
の接続）

書式

horcvmimport -f コピー先ファイルシステム名 
   {-d デバイスファイル番号[,デバイスファイル番号…]|
    --tier1 デバイスファイル番号[,デバイスファイル番号…]
    --tier2 デバイスファイル番号[,デバイスファイル番号…]}
   [-r リソースグループ名] [-nomsg]
horcvmimport -h

説明

ShadowImage，TrueCopy または Universal Replicator のペアを分割したコピー先ファイルシステ

ムをノードまたは Virtual Server に接続します。ボリュームマネージャーを使用して構築されて

いるコピー先ファイルシステムをノードまたは Virtual Server に接続する場合に，このコマンドを

実行します。コピー先ファイルシステムが WORM 対応ファイルシステムの場合は，接続できませ

ん。

TrueCopy または Universal Replicator を使用している場合は，Read/Write 可モードを指定してペ

アを分割しておく必要があります。

接続するコピー先ファイルシステムを含めたファイルシステム，およびマウントされている差分ス

ナップショットの合計数の上限は，クラスタ当たり 256 個，Virtual Server 当たり 512 個です。ま
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た，Virtual Server を使用している場合，ファイルシステムおよびマウントされている差分スナッ

プショットの合計数の上限は，システム全体で 大で 6,144 個です。

コピー先ファイルシステムには，コピー元ファイルシステムの次の設定情報が複製されます。

• ファイルシステムの ACL タイプ

• ハードリンクの作成可否

• ファイルシステム使用状況に関する警告通知機能の設定

• ファイルシステム閉塞時の自動フェールオーバー機能の設定

• Quota の設定

• サブツリー Quota の設定

そのほかの設定情報は，コピー元ファイルシステムと値が異なるおそれがあります。コピー先ファ

イルシステムを接続したあとで，設定されている値を確認してください。

コマンドの処理を中断した場合，同じ引数を指定した horcvmimportコマンドを再実行してくだ

さい。

注意：

ボリュームマネージャーを使用しないで構築されているコピー先ファイルシステムをノード

または Virtual Server に接続する場合は，horcimportコマンドを実行します。

オプションと引数

-d デバイスファイル番号[,デバイスファイル番号…]
ファイルシステムが階層化されていない場合に，コピー先ファイルシステムを構成するデバイ

スファイルの番号を指定します。例えば，指定するデバイスファイルのパスが/dev/enas/
lu0Fである場合は，「0F」と指定します。コピー先ファイルシステムが複数のデバイスファイ

ルから構成されているときは，すべてのデバイスファイルの番号を，コンマ（,）で区切って

指定します。指定できるデバイスファイルの 大数は 256 個です。

なお，デバイスファイルを複数指定する場合は，指定するすべてのデバイスファイルが同一の

ストレージシステム内に存在している必要があります。

ファイルシステムがファイルスナップショット機能で運用されているファイルシステムのコ

ピー先である場合は，ファイルシステムのコピー先として使用しているデバイスファイルと差

分格納デバイスのコピー先として使用しているデバイスファイルの両方を指定する必要があ

ります。

ファイルシステムが階層化されている場合は，--tier1および--tier2オプションを指定し

てコマンドを実行してください。

-f コピー先ファイルシステム名

コピー先ファイルシステムの名称を 16 文字以内で指定します。指定できる文字は，英数字お

よびアンダーライン（_）です。クラスタ内にある既存のファイルシステム名と重複しないよ

うに指定してください。

-r リソースグループ名

登録先のリソースグループの名称を指定します。仮想 IP アドレスを指定してコマンドを実行

する場合は，-rオプションで登録先のリソースグループの名称を指定することを推奨します。

このオプションの指定を省略した場合は，コマンドが実行されたノードに属するリソースグ

ループに登録されます。

なお，Virtual Server 上でコマンドを実行した場合は，このオプションを指定しても無視され

ます。
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--tier1 デバイスファイル番号[,デバイスファイル番号…] --tier2 デバイスファイル番号[,デバイス

ファイル番号…]
第 1 階層のファイルシステム（Tier 1）および第 2 階層のファイルシステム（Tier 2）を構成

するデバイスファイルの番号を指定します。例えば，指定するデバイスファイルのパスが/
dev/enas/lu0Fである場合は，「0F」と指定します。Tier 1 および Tier 2 が複数のデバイス

ファイルから構成されているときは，すべてのデバイスファイルの番号を，コンマ（,）で区

切って指定します。指定できるデバイスファイルの 大数は 256 個です。

なお，デバイスファイルを複数指定する場合は，指定するすべてのデバイスファイルが同一の

ストレージシステム内に存在している必要があります。

ファイルシステムがファイルスナップショット機能で運用されているファイルシステムのコ

ピー先である場合は，ファイルシステムの Tier 1 および Tier 2 のコピー先として使用してい

るデバイスファイルと差分格納デバイスの Tier 1 および Tier 2 のコピー先として使用してい

るデバイスファイルの両方を指定する必要があります。

ファイルシステムが階層化されていない場合は，-dオプションを指定してコマンドを実行して

ください。

戻り値

表 2-231 horcvmimport コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

4，5，6，7，8，9，78 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

19，22，24，30，31，40，42，
44，45，47，48，49，50，51，
53，54，55，80，88，89，94，
97，98

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

74，91，93 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

87 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

90，92 ，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

ボリュームマネージャーを使用して構築されているコピー先ファイルシステムをノードに接続する

場合

$ sudo horcvmimport -f FS_1 -d 19,1A,1B
Aug 17 01:55:22 KAQB11801-I The horcvmimport command has started.
Aug 17 01:55:39 KAQB11802-I The horcvmimport command has finished.

2.140 hwstatus（ハードウェアの状態の表示）

書式

hwstatus [-h]
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説明

ログインしたノード上のハードウェアの状態を表示します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-232 hwstatus コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Model Information モデル名が次の形式で表示されます。

＜製造元＞ ＜製品名＞

情報を取得できなかった場合は，各項目にハイフン（-）が表示されます。

SerialNumber
Information

装置識別番号が表示されます。

装置識別番号にスペースが含まれる場合は，スペースの代わりにハイフン

（-）が表示されます。

情報を取得できなかった場合は，ハイフン（-）が表示されます。

Fan Information ファンの情報が次の形式で表示されます。

＜インデックス番号＞ ＜ファンの状態＞ ＜ベンダー固有の詳細情報＞

情報を取得できなかった場合または HDI の場合は，各項目にハイフン（-）
が表示されます。

＜ファンの状態＞ ファンの状態が表示されます。

ok
正常な場合に表示されます。

failed
障害が発生している場合またはファンが搭載

されていない場合に表示されます。

＜ベンダー固有の詳

細情報＞

ファンのベンダー固有の詳細情報が表示されます。

Temperature
Information

温度の情報が次の形式で表示されます。

＜インデックス番号＞ ＜温度センサーの検知結果＞ ＜ベンダー固有の詳
細情報＞

情報を取得できなかった場合は，各項目にハイフン（-）が表示されます。

＜温度センサーの検

知結果＞

温度センサーの検知結果が表示されます。

ok
正常な場合に表示されます。

failed
異常な場合に表示されます。

＜ベンダー固有の詳

細情報＞

温度センサーのベンダー固有の詳細情報が表示され

ます。

PowerSupply
Information

電源ユニットの情報が次の形式で表示されます。

＜インデックス番号＞ ＜電源ユニットの状態＞ ＜ベンダー固有の詳細情
報＞

情報を取得できなかった場合または HDI の場合は，各項目にハイフン（-）
が表示されます。

＜電源ユニットの状

態＞

電源ユニットの状態が表示されます。

ok
正常な場合に表示されます。

failed
障害が発生している場合に表示されます。

not_installed
電源ユニットが搭載されていない場合に表示

されます。

＜ベンダー固有の詳

細情報＞

電源ユニットのベンダー固有の詳細情報が表示され

ます。

Memory Information メモリーの情報が次の形式で表示されます。
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項目 説明

＜インデックス番号＞ ＜メモリーの状態＞ ＜ベンダー固有の詳細情報＞

情報を取得できなかった場合は，各項目にハイフン（-）が表示されます。

＜メモリーの状態＞ メモリーの状態が表示されます。

installed
メモリーが搭載されている場合に表示されま

す。

not_installed
メモリーが搭載されていない場合に表示され

ます。

＜ベンダー固有の詳

細情報＞

メモリーのベンダー固有の詳細情報が表示されま

す。

MemoryTotal
Information

メモリーの合計容量が次の形式で表示されます。

＜インデックス番号＞ size:＜システムで認識されているメモリーの容量
＞(＜搭載されているメモリーの容量＞)
情報を取得できなかった場合は，各項目にハイフン（-）が表示されます。

なお，システム構成によっては，システムで認識されているメモリーの容量

は，搭載されているメモリーの容量よりも少なく表示されます。

InternalHDD
Information

内蔵ハードディスクの情報が次の形式で表示されます。

＜インデックス番号＞ ＜内蔵ハードディスクの状態＞ ＜ベンダー固有の
詳細情報＞

情報を取得できなかった場合または内蔵ハードディスクが搭載されていな

い場合は，各項目にハイフン（-）が表示されます。

＜内蔵ハードディス

クの状態＞

内蔵ハードディスクの状態が表示されます。

ok
正常な場合に表示されます。

rebuild
RAID の再構築中の場合に表示されます。

failed
障害が発生している場合に表示されます。

not_supported
情報を取得するためのプログラムがインス

トールされていない場合に表示されます。

＜ベンダー固有の詳

細情報＞

内蔵ハードディスクのベンダー固有の詳細情報が表

示されます。

InternalRAIDBattery
Information

内蔵 RAID バッテリーの情報が次の形式で表示されます。

＜インデックス番号＞ ＜内蔵 RAIDバッテリーの状態＞ ＜ベンダー固有
の詳細情報＞

情報を取得できなかった場合，内蔵 RAID バッテリーが搭載されていない場

合，または内蔵 RAID バッテリーの監視が必要でない場合は，各項目にハイ

フン（-）が表示されます。

＜内蔵 RAID バッテ

リーの状態＞

内蔵 RAID バッテリーの状態が表示されます。

ok
充電済みの場合に表示されます。

charging
充電中の場合に表示されます。

failed
障害が発生している場合に表示されます。

not_supported
情報を取得するためのプログラムがインス

トールされていない場合に表示されます。

＜ベンダー固有の詳

細情報＞

内蔵 RAID バッテリーのベンダー固有の詳細情報が

表示されます。

BMC Information ログインしたノードの BMC の状態，およびもう一方のノードとの接続の状

態が表示されます。

HDI の場合は表示されません。
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項目 説明

status ログインしたノードの BMC の状態が表示されます。

ok
正常な場合に表示されます。

Unknown!
情報を取得できなかった場合に表示されます。

connection クラスタ構成の場合，もう一方のノードとの接続の

状態が表示されます。

ok
正常な場合に表示されます。

failed
もう一方のノードの BMC との通信に失敗した

場合に表示されます。

none
クラスタが構築されていない場合または情報

取得に失敗した場合に表示されます。

Network Interface ネットワークインターフェースの情報が次の形式で表示されます。

＜ポート名＞ ＜ポートの状態＞ ＜通信速度＞ ＜メディアタイプ＞ ＜
ポートの種別＞

データポートはポートの種別が表示されません。情報を取得できなかった

ポートは表示されません。また，すべてのポートで情報を取得できなかった

場合は，ハイフン（-）が一行分表示されます。

＜ポート名＞ ポートの名称が表示されます。

mng0
管理ポートの場合に表示されます。

hb0
クラスタ構成で，ハートビートポートの場合に

表示されます。

pm＜番号＞

保守ポートの場合に表示されます。

eth＜番号＞または xgbe＜番号＞

データポートの場合に表示されます。

＜ポートの状態＞ ポートの状態が表示されます。

up
リンクが正常な場合に表示されます。

down
リンクが断絶している場合，またはインター

フェースを追加していないポートの場合に表

示されます。

＜通信速度＞ ポートの通信速度が次の形式で表示されます。

linkspeed:＜通信速度＞

通信速度は次のとおり表示されます。

10Base
10Mbps の場合に表示されます。

100Base
100Mbps の場合に表示されます。

1000Base
1Gbps の場合に表示されます。

10000Base
10Gbps の場合に表示されます。

Unknown!
通信速度が不明の場合に表示されます。

＜メディアタイプ＞ ポートのメディアタイプが次の形式で表示されま

す。

mediatype:＜メディアタイプ＞

メディアタイプは次のとおり表示されます。
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項目 説明

Copper
メタルケーブルに対応している場合に表示さ

れます。

Fiber
光ケーブルに対応している場合に表示されま

す。

＜ポートの種別＞ ポートの種別が表示されます。

Management port
管理ポートの場合に表示されます。

Heartbeat port
ハートビートポートの場合に表示されます。

Private maintenance port
保守ポートの場合に表示されます。

戻り値

表 2-233 hwstatus コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.141 ifadd（インターフェースの追加）

書式（クラスタ構成の場合）

ifadd [-p {v4|v6}] [-a 固有 IPアドレス 1:固有 IPアドレス 2]
   [-s [仮想 IPアドレス 1]:[仮想 IPアドレス 2]]
   [-S Virtual-Server名=仮想 IPアドレス[,Virtual-Server名=仮想 IPアドレス…]]
   -n ネットマスク [-m MTU値] インターフェース

ifadd -h

書式（シングルノード構成の場合）

ifadd [-p {v4|v6}] -a IPアドレス
   -n ネットマスク [-m MTU値] インターフェース

ifadd -h

説明

インターフェースを追加します。このコマンドを実行する前に，「 3.6 システムの設定」の「イン

ターフェースを管理する前に：」の内容を確認してください。

固有 IP アドレスおよび仮想 IP アドレスには，次のネットワークの IP アドレスは指定できません。

• IPv4 の場合：127.0.0.0～127.255.255.255
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• IPv6 の場合：「::ffff:＜ IPv4 アドレス＞」，「::＜ IPv4 アドレス＞」，「::1/128」，「::/0」，
「::/128」，「fe80::/10」，「ff00::/8」

• 保守ポートに設定されている IP アドレスのネットワーク

保守ポートに設定されている IP アドレスのネットワークについては，pmctlコマンドで確認で

きます。

• ハートビートポートに設定されている IP アドレスのネットワーク

ハートビートポートに設定されている IP アドレスのネットワークについては，clstatusコマ

ンドで確認できます。

データポートから File Services Manager を使用する場合は，管理用として使用するポートにタグ

付き VLAN を設定しないでください。

オプションと引数

-a 固有 IP アドレス 1:固有 IP アドレス 2
クラスタ構成の場合の指定形式です。

mng0以外のポートにインターフェースを追加する場合は，このオプションを省略できます。

現在ログインしているノードの固有 IP アドレスと，もう一方のノードの固有 IP アドレスをコ

ロン（:）でつないで指定します。

-a IP アドレス

シングルノード構成の場合の指定形式です。

現在ログインしているノードの IP アドレスを指定します。

-m MTU 値

GbE ポートの場合は 1,280～9,216，10GbE ポートの場合は 1,280～16,110 の範囲でインター

フェースの MTU 値を指定します。ただし，ハードウェアの種類や構成によっては，指定でき

る 大値が GbE ポートの場合は 9,000，10GbE ポートの場合は 9,600 となることがあります。

このオプションを省略した場合は，「1,500」が設定されます。ただし，異なるプロトコルのア

ドレスを追加するときに，このオプションを省略した場合は，設定済みの MTU 値が設定され

ます。ここで指定した値は IPv4 および IPv6 両方の環境に設定されます。なお，mng0の

MTU 値は追加できません。

-n ネットマスク

IPv4 の場合，ネットマスクを指定します。指定した値は，固有 IP アドレスおよび仮想 IP ア

ドレスのネットマスクとして使用されます。

IPv6 の場合，プレフィックス長を指定します。指定した値は，固有 IP アドレスおよび仮想 IP
アドレスのプレフィックス長として使用されます。

-p {v4|v6}
追加するインターフェースのプロトコルバージョンを指定します。このオプションを省略し

た場合，指定した IP アドレスからプロトコルバージョンを判断して v4または v6が設定され

ます。

v4
IPv4 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。

v6
IPv6 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。

-s [仮想 IP アドレス 1]:[仮想 IP アドレス 2]
現在ログインしているノード上のリソースグループに対する仮想 IP アドレスと，もう一方の

ノード上のリソースグループに対する仮想 IP アドレスをコロン（:）でつないで指定します。
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このオプションを省略するか，「-s :」と指定すると，リソースグループに対する仮想 IP アドレ

スが設定されないため，リソースグループの監視の対象外となり，障害が発生してもフェール

オーバーしません。

-S Virtual-Server 名=仮想 IP アドレス[,Virtual-Server 名=仮想 IP アドレス…]
Virtual Server の名称とその Virtual Server に割り当てる仮想 IP アドレスを等号（=）でつな

いで指定します。複数指定する場合は，コンマ（,）で区切ってください。

インターフェース

インターフェースを追加するポートの名称を指定します。

指定できるポートの名称は次のとおりです。＜番号＞には 0 以上の整数を指定します。

◦ eth＜番号＞

◦ agr＜番号＞

◦ rdn＜番号＞

◦ xgbe＜番号＞

◦ mng0※

注※：IPv6 の場合に追加できます。

タグ付き VLAN を使用している場合は，次の形式で指定します。指定できる VLAN の ID の

範囲は 1～4094 です。

＜ポート名＞.＜ VLAN ID＞

戻り値

表 2-234 ifadd コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11，13，14，15，66※，67，
69，70，71※，72※，74，75，
76，77

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※，68 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

66※，71※，72※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

データポート（eth12）にインターフェースを追加する場合

◦ 固有 IP アドレスは 172.19.23.31 と 172.19.23.32 とする

◦ 仮想 IP アドレスは 172.19.23.33 と 172.19.23.34 とする

◦ ネットマスクは 255.255.255.0 とする
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◦ MTU 値は 9,216 とする

$ sudo ifadd -a 172.19.23.31:172.19.23.32 -s 172.19.23.33:172.19.23.34 -n 
255.255.255.0 -m 9216 eth12

データポート（eth12）にタグ付き VLAN を使用したインターフェースを追加する場合（VLAN
ID：1000）

◦ 固有 IP アドレスは 172.20.23.3 と 172.20.23.4 とする

◦ 仮想 IP アドレスは 172.20.23.5 と 172.20.23.6 とする

◦ ネットマスクは 255.255.255.0 とする

$ sudo ifadd -a 172.20.23.3:172.20.23.4 -s 172.20.23.5:172.20.23.6 -n 
255.255.255.0 eth12.1000

IPv6 形式の IP アドレスを使用して，データポート（eth12）にインターフェースを追加する場合

◦ 固有 IP アドレスは fd00::1:1 と fd00::1:2 とする

◦ 仮想 IP アドレスは fd00::1:3 と fd00::1:4 とする

◦ プレフィックス長は 64 とする

$ sudo ifadd -p v6 -a [fd00::1:1]:[fd00::1:2] -s [fd00::1:3]:[fd00::1:4] -n 
64 eth12

2.142 ifdel（インターフェースの削除）

書式

ifdel [-p {v4|v6|all}] [-f] [-V] インターフェース

ifdel --all [-f] [-V]
ifdel -h

説明

インターフェースを削除します。

このコマンドを実行する前に，「3.6 システムの設定」の「インターフェースを管理する前に：」の

内容を確認してください。

オプションと引数

--all
管理ポート以外のすべてのインターフェースを削除する場合に指定します。

-f
確認メッセージの出力を抑止したい場合に指定します。

-p {v4|v6|all}
削除するインターフェースのプロトコルバージョンを指定します。このオプションを省略し

た場合は，v4が設定されます。

v4
IPv4 形式で設定したインターフェースを削除する場合に指定します。

v6
IPv6 形式で設定したインターフェースを削除する場合に指定します。
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all
IPv4 および IPv6 形式で設定したインターフェースを両方削除する場合に指定します。

-V
処理の経過を表示する場合に指定します。

インターフェース

インターフェースを削除するポートの名称を指定します。管理ポートのインターフェースは

削除できません。

タグ付き VLAN を使用している場合は次の形式で指定します。

＜ポート名＞.＜ VLAN ID＞

戻り値

表 2-235 ifdel コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

3，10，11，12，15，66※，67，
69，70，71※，72※，74，75，
76，77

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※，68 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

71※，72※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

管理ポート以外のすべてのインターフェースを削除する場合

$ sudo ifdel --all -V
KAQM05097-Q Do you want to delete all the interfaces? In a cluster 
configuration, if there are no virtual IP addresses (service IP addresses) 
set for the active resource group, the CIFS service will stop. Set a 
virtual IP address, and then restart the CIFS service. (y/n)

IPv6 形式の IP アドレスで設定した，データポート（eth12）のインターフェースを削除する場合

$ sudo ifdel -p v6 eth12
KAQM05202-Q Do you want to delete the specified IP address of this protocol 
version? In a cluster configuration, if there are no virtual IP addresses 
(service IP addresses) set for the active resource group, the CIFS service 
will stop. Set a virtual IP address, and then restart the CIFS service. (y/
n)
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2.143 ifedit（インターフェースの変更）

書式（クラスタ構成の場合）

ifedit [-p {v4|v6}] [-a [固有 IPアドレス 1]:[固有 IPアドレス 2]]
   [-s [仮想 IPアドレス 1]:[仮想 IPアドレス 2]]
   [-S Virtual-Server名=仮想 IPアドレス[,Virtual-Server名=仮想 IPアドレス…]]
   [-n ネットマスク] [-m MTU値] インターフェース

ifedit -h

書式（シングルノード構成の場合）

ifedit [-p {v4|v6}] [-a IPアドレス]
   [-n ネットマスク] [-m MTU値] インターフェース

ifedit -h

説明

インターフェースを変更します。このコマンドを実行する前に，「3.6 システムの設定」の「インター

フェースを管理する前に：」の内容を確認してください。

インターフェースの設定を変更する場合は，対象のプロトコルバージョンのインターフェースが追

加されている必要があります。

固有 IP アドレスおよび仮想 IP アドレスには，次のネットワークの IP アドレスは指定できません。

• IPv4 の場合：127.0.0.0～127.255.255.255

• IPv6 の場合：「::ffff:＜ IPv4 アドレス＞」，「::＜ IPv4 アドレス＞」，「::1/128」，「::/0」，
「::/128」，「fe80::/10」，「ff00::/8」

• 保守ポートに設定されている IP アドレスのネットワーク

保守ポートに設定されている IP アドレスのネットワークについては，pmctlコマンドで確認で

きます。

• ハートビートポートに設定されている IP アドレスのネットワーク

ハートビートポートに設定されている IP アドレスのネットワークについては，clstatusコマ

ンドで確認できます。

BMC ポートを IP スイッチに接続する場合は，BMC ポートのネットワークアドレスを mng0と同

じにする必要があります。BMC ポートを IP スイッチに接続しない場合は，BMC ポートのネット

ワークアドレスを mng0と別にする必要があります。接続構成を変更するときは，必ず bmcctlコ

マンドを使用して BMC ポートの設定を変更してください。

Hitachi AMS2000 シリーズまたは HUS100 シリーズのコントローラーがタグ付き VLAN に対応

していないため，管理用として使用するポートにタグ付き VLAN を設定すると，管理サーバからス

トレージシステムを管理できなくなります。データポートから HVFP/HDI を管理する場合は，管

理用として使用するポートにタグ付き VLAN を設定しないでください。

インターフェース内のすべての固有 IP アドレスおよび仮想 IP アドレスを解除しても，インター

フェースは削除されません。ifdelコマンドを使用して削除してください。

省略したオプションに対応する項目には，現在設定されている情報が適用されます。

オプションと引数

-a [固有 IP アドレス 1]:[固有 IP アドレス 2]
クラスタ構成の場合の指定形式です。

固有 IP アドレスを変更する場合に，現在ログインしているノードの固有 IP アドレスと，もう

一方のノードの固有 IP アドレスをコロン（:）でつないで指定します。
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IP アドレスの指定を省略して「-a :」と指定した場合は，両方のノードの固有 IP アドレスが解

除されます。どちらか一方のノードの IP アドレスだけを削除することはできません。

-a IP アドレス

シングルノード構成の場合の指定形式です。

IP アドレスを変更する場合に，現在ログインしているノードの IP アドレスを指定します。

-m MTU 値

変更後のインターフェースの MTU 値を指定します。ここで指定した値は IPv4 および IPv6
両方の環境に設定されます。なお，mng0の MTU 値は変更できません。

-n ネットマスク

IPv4 の場合，ネットマスクを指定します。指定した値は，固有 IP アドレスおよび仮想 IP ア

ドレスのネットマスクとして使用されます。

IPv6 の場合，プレフィックス長を指定します。指定した値は，固有 IP アドレスおよび仮想 IP
アドレスのプレフィックス長として使用されます。

-p {v4|v6}
変更するインターフェースのプロトコルバージョンを指定します。このオプションを省略す

ると，指定した IP アドレスから判別されたプロトコルバージョンが設定されます。プロトコ

ルバージョンが判別できないときは v4が設定されます。

v4
IPv4 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。

v6
IPv6 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。

-s [仮想 IP アドレス 1]:[仮想 IP アドレス 2]
仮想 IP アドレスを変更する場合に，現在ログインしているノード上のリソースグループに対

する仮想 IP アドレスと，もう一方のノード上のリソースグループに対する仮想 IP アドレスを

コロン（:）でつないで指定します。

IP アドレスの指定を省略して「-s :」と指定した場合は，両方のノード上のリソースグループ

に設定されている仮想 IP アドレスが解除されます。どちらか一方の IP アドレスの指定を省

略した場合は，省略した方のノード上のリソースグループに設定されている仮想 IP アドレス

が解除されます。

-S Virtual-Server 名=仮想 IP アドレス[,Virtual-Server 名=仮想 IP アドレス…]
Virtual Server の仮想 IP アドレスを変更する場合に，Virtual Server の名称とその Virtual
Server に割り当てる仮想 IP アドレスを等号（=）でつないで指定します。複数指定する場合

は，コンマ（,）で区切ってください。

IP アドレスの指定を省略して「-S Virtual Server 名=」と指定した場合，その Virtual Server
に割り当てられている仮想 IP アドレスが解放されます。

インターフェース

インターフェースを変更するポートの名称を指定します。

タグ付き VLAN を使用している場合は，次の形式で指定します。指定できる VLAN の ID の

範囲は 1～4094 です。

＜ポート名＞.＜ VLAN ID＞
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戻り値

表 2-236 ifedit コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11，12，13，15，16，66※，

69，70，71※，72※，73※，74，
75，76，77

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※，68 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

66※，71※，72※，73※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

データポート（eth12）のインターフェースを変更する場合

◦ 固有 IP アドレスを 172.19.23.31 と 172.19.23.32 に変更する

◦ 仮想 IP アドレスを 172.19.23.33 と 172.19.23.34 に変更する

◦ ネットマスクを 255.255.255.0 に変更する

◦ MTU 値を 9,216 に変更する

$ sudo ifedit -a 172.19.23.31:172.19.23.32 -s 172.19.23.33:172.19.23.34 -n 
255.255.255.0 -m 9216 eth12

データポート（eth12）にタグ付き VLAN を使用したインターフェースを変更する場合（VLAN
ID：1000）

◦ 固有 IP アドレスを 172.20.23.3 と 172.20.23.4 に変更する

◦ ログインしているノード上のリソースグループに対応する仮想 IP アドレスの設定を解除

する

◦ もう一方のノード上のリソースグループに対応する仮想 IP アドレスを 172.20.23.6 に変

更する

$ sudo ifedit -a 172.20.23.3:172.20.23.4 -s :172.20.23.6 eth12.1000

IPv6 形式の IP アドレスで設定した，データポート（eth12）のインターフェースを変更する場合

◦ 固有 IP アドレスを fd00::1:5 と fd00::1:6 に変更する

◦ 仮想 IP アドレスを fd00::1:7 と fd00::1:8 に変更する

◦ プレフィックス長を 64 に変更する

$ sudo ifedit -p v6 -a [fd00::1:5]:[fd00::1:6] -s [fd00::1:7]:[fd00::1:8] -
n 64 eth12
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2.144 iflist（インターフェース情報の表示）

書式

iflist [-p {v4|v6}] [-c|--del デリミタ文字]
iflist -v [-c|--del デリミタ文字]
iflist [-p {v4|v6}] [-c|--del デリミタ文字] インターフェース

iflist -h

説明

現在設定されているインターフェースの情報を表示します。

インターフェースの指定を省略した場合は，使用されているインターフェースの全情報が表示され

ます。

Virtual Server 上で実行した場合は，ログインしている Virtual Server に関するインターフェース

の情報だけが表示されます。

altipaddコマンドでインターフェースに仮想 IP アドレスを追加している場合は，インターフェー

ス情報の末尾にメッセージが表示されます。

オプションと引数

-c
インターフェースの情報をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。

--del デリミタ文字

指定された任意の英数字，記号またはスペースで区切って表示する場合に指定します。

-p {v4|v6}
表示するインターフェースのプロトコルバージョンを指定します。このオプションを省略し

た場合は，IPv4 および IPv6 形式のインターフェースの情報が表示されます。

v4
IPv4 形式のインターフェースの情報だけを表示する場合に指定します。

v6
IPv6 形式のインターフェースの情報だけを表示する場合に指定します。

-v
クラスタ内のインターフェースの全情報を参照する場合に指定します。インターフェースを

追加していないポートの情報も表示されます。

インターフェース

特定のインターフェースの情報を参照する場合に，対象のポートの名称を指定します。

タグ付き VLAN を使用している場合は次の形式で指定します。

＜ポート名＞.＜ VLAN ID＞

表示項目

クラスタ構成で，このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-237 クラスタ構成で iflist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Interface インターフェースの情報が表示されます。

タグ付き VLAN を使用している場合は，次の形式で表示されます。
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項目 説明

＜ポート名＞.＜ VLAN ID＞

インターフェースが使用されていない場合は Not usedと表示されます。

ノード番号，ホスト名※1 クラスタを構成しているノードのうち，現在ログインしているノードの情報が

次の形式で表示されます。

＜ノード番号＞(＜ホスト名＞)
Fixed IP addr※1※2 現在ログインしているノードの固有 IP アドレスが表示されます。

固有 IP アドレスが設定されていない場合は-と表示されます。

Service IP addr※1※2 現在ログインしているノードの仮想 IP アドレスが表示されます。

仮想 IP アドレスが設定されていない場合は-と表示されます。

Netmask※1※2 IPv4 の場合，現在ログインしているノードのネットマスクが表示されます。

Prefix length※1※2 IPv4 の場合，現在ログインしているノードのネットマスクが表示されます。

ノード番号，ホスト名※1 クラスタを構成しているノードのうち，もう一方のノードの情報が次の形式で

表示されます。

＜ノード番号＞(＜ホスト名＞)
Fixed IP addr※1※2 もう一方のノードの固有 IP アドレスが表示されます。

Service IP addr※1※2 もう一方のノードの仮想 IP アドレスが表示されます。

仮想 IP アドレスが設定されていない場合は-と表示されます。

Netmask※1※2 IPv4 の場合，もう一方のノードのネットマスクが表示されます。

Prefix length※1※2 IPv6 の場合，もう一方のノードのプレフィックス長が表示されます。

Virtual Server 名※1 Virtual Server 名が表示されます。

仮想 IP アドレスが割り当てられていない場合，この項目は表示されません。

Service IP addr※2 Virtual Server に割り当てられている仮想 IP アドレスが表示されます。

仮想 IP アドレスが設定されていない場合，この項目は表示されません。

Netmask※2 Virtual Server のネットマスクが表示されます。

仮想 IP アドレスが設定されていない場合，この項目は表示されません。

MTU※3 MTU 値が表示されます。

注意：

-vオプションを指定した場合，リンク集約またはリンク交代が設定されている物理ポートの情

報は表示されません。

情報の設定されている項目が，次の順番で表示されます。

◦ IPv4 で設定した，現在ログインしているノードのインターフェース情報の項目

◦ IPv6 で設定した，現在ログインしているノードのインターフェース情報の項目

◦ IPv4 で設定した，もう一方のノードのインターフェース情報の項目

◦ IPv6 で設定した，もう一方のノードのインターフェース情報の項目

◦ IPv4 で設定した，Virtual Server のインターフェース情報の項目

◦ IPv6 で設定した，Virtual Server のインターフェース情報の項目

注※1
Virtual Server 上で実行した場合は表示されません。

注※2
ノード上の OS が起動していない，通信でエラーが発生している，または Virtual Server の状

態が不正であるなどの理由で情報を取得できない場合は，Unknownと表示されます。

一方のノードだけにインターフェースを設定している，同一インターフェース内でネットワー

クアドレスが異なる IP アドレスが設定されているなどの理由で，取得した情報に誤りがある

場合は Invalid(＜不正値＞)と表示されます。
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注※3
クラスタ内で MTU 値が異なる場合は，Invalid(＜現在ログインしているノードの MTU 値

＞,＜もう一方のノードの MTU 値＞)と表示されます。ノード上の OS が起動していない，通

信でエラーが発生しているなどの理由で MTU 値を取得できない場合は，Unknownと表示され

ます。

ノード上で実行したとき

例：Invalid(1500,Unknown)
Virtual Server 上で実行したとき

Unknown
そのほかの理由で MTU 値を取得できない場合は，Noneと表示されます。

ノード上で実行したとき

例：Invalid(1500,None)
Virtual Server 上で実行したとき

Invalid(None)

また，シングルノード構成で，このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-238 シングルノード構成で iflist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Interface インターフェースの情報が表示されます。

タグ付き VLAN を使用している場合は，次の形式で表示されます。

＜ポート名＞.＜ VLAN ID＞

インターフェースが使用されていない場合は Not usedと表示されます。

IP address※ IP アドレスが表示されます。

固有 IP アドレスが設定されていない場合は-と表示されます。

Netmask※ IPv4 の場合，ネットマスクが表示されます。

Prefix length※ IPv6 の場合，プレフィックス長が表示されます。

MTU※ MTU 値が表示されます。

注意：

情報が設定されている項目が，次の順番で表示されます。

◦ IPv4 で設定した，インターフェース情報の項目

◦ IPv6 で設定した，インターフェース情報の項目

注※

通信でエラーが発生しているなどの理由で情報を取得できない場合は，Unknownと表示されま

す。また，取得した情報に誤りがある場合は Invalid(None)と表示されます。

戻り値

表 2-239 iflist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70，72※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

72※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

使用されているインターフェースを参照する場合

$ sudo iflist
Interface        : eth12.0001
node 0(D79RMPBX)
 [IPv4]
 Fixed IP addr   : 10.208.151.80
 Service IP addr : 10.208.151.81
 Netmask         : 255.255.255.0
 [IPv6]
 Fixed IP addr   : 2001:2c0:418:1::1
 Service IP addr : 2001:2c0:418:1::2
 Prefix length   : 64
node 1(DJ8RMPBX)
 [IPv4]
 Fixed IP addr   : 10.208.151.84
 Service IP addr : 10.208.151.85
 Netmask         : 255.255.255.0
 [IPv6]
 Fixed IP addr   : 2001:2c0:418:1::3
 Service IP addr : 2001:2c0:418:1::4
 Prefix length   : 64
MTU              : 9216

Interface        : mng0
node 0(D79RMPBX)
 [IPv4]
 Fixed IP addr   : 192.168.3.100
 Service IP addr : 192.168.3.101
 Netmask         : 255.255.0.0
 [IPv6]
 Fixed IP addr   : fdf1:afcb:44f9:1000::3:100
 Service IP addr : fdf1:afcb:44f9:1000::3:101
 Prefix length   : 64
node 1(DJ8RMPBX)
 [IPv4]
 Fixed IP addr   : 192.168.3.110
 Service IP addr : 192.168.3.111
 Netmask         : 255.255.0.0
 [IPv6]
 Fixed IP addr   : fdf1:afcb:44f9:1000::3:110
 Service IP addr : fdf1:afcb:44f9:1000::3:111
 Prefix length   : 64
MTU              : 1500

2.145 internalludelete（内蔵ハードディスクのユーザー
ディスクの削除）

書式

internalludelete [-f] -n ユーザーディスクの LUN
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internalludelete -h

説明

このコマンドは，シングルノード構成で，内蔵ハードディスクからユーザーディスクを作成してい

る場合（HDI を除く）に使用できます。

内蔵ハードディスクから作成したユーザーディスクおよびマッピング情報を削除します。

OS ディスクとユーザーディスクが異なる RAID グループになるように初期設定されている必要が

あります。

オプションと引数

-n ユーザーディスクの LUN
削除するユーザーディスクの LUN を指定します。LUN は，16 進数で 00～FF の範囲で指定

してください。

なお，指定したユーザーディスクが存在しない場合でも，正常終了します。

-f
確認メッセージの出力を抑止したい場合に指定します。

戻り値

表 2-240 internalludelete コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

80，81，82 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.146 internalraidcacheget（内蔵 RAID コントローラーの
キャッシュ動作の表示）

書式

internalraidcacheget [-h]

説明

このコマンドは，HDI を除くシングルノード構成の場合に使用できます。

ユーザーディスクに対する内蔵 RAID コントローラーのキャッシュ動作に関する情報を表示しま

す。
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表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-241 internalraidcacheget コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Default Cache Policy 内蔵 RAID コントローラーのキャッシュ動作が次の形式で表示されます。

＜ディスク書き込み時のキャッシュ動作＞, ＜ディスク読み込み時のキャッシュ
動作＞, Direct, ＜ super capacitorのバッテリー残量が低下した際の

ディスク書き込み時のキャッシュ動作＞※

＜ディスク書き込み時の

キャッシュ動作＞

ディスク書き込み時のキャッシュ動作の設定値が表

示されます。

Write Back
ライトバック方式が設定されている場合に表示

されます。

Write Through
ライトスルー方式が設定されている場合に表示

されます。

＜ディスク読み込み時の

キャッシュ動作＞

ディスク読み込み時のキャッシュ動作の設定値が表

示されます。

ReadAdaptive
適応先読みをする場合に表示されます。

ReadAheadNone
先読みをしない場合に表示されます。

＜ super capacitor の
バッテリー残量が低下し

た際のディスク書き込み

時のキャッシュ動作＞※

super capacitor のバッテリー残量が低下した際の，

ユーザーディスクに対するディスク書き込み時の

キャッシュ動作の設定値が表示されます。

Write Cache OK if Bad BBU
ライトバック方式が設定されている場合に表示

されます。

No Write Cache if Bad BBU
ライトスルー方式が設定されている場合に表示

されます。

なお，super capacitor のバッテリー残量が低下した

際の，OS ディスクおよび共有 LU に対するディスク

書き込み時のキャッシュ動作は，常にライトスルー方

式が設定されます。

Current Cache Policy 現在適用されている内蔵 RAID コントローラーのキャッシュ動作が次の形式で表

示されます。

＜ディスク書き込み時のキャッシュ動作＞, ＜ディスク読み込み時のキャッシュ
動作＞, Direct, ＜ super capacitorのバッテリー残量が低下した際の

ディスク書き込み時のキャッシュ動作＞※

＜ディスク書き込み時の

キャッシュ動作＞

ディスク書き込み時のキャッシュ動作が表示されま

す。

Write Back
ライトバック方式が適用されている場合に表示

されます。

Write Through
ライトスルー方式が適用されている場合に表示

されます。

＜ディスク読み込み時の

キャッシュ動作＞

ディスク読み込み時のキャッシュ動作が表示されま

す。

ReadAdaptive
適応先読みをする設定が適用されている場合に

表示されます。

ReadAheadNone
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項目 説明

先読みをしない設定が適用されている場合に表

示されます。

＜ super capacitor の
バッテリー残量が低下し

た際のディスク書き込み

時のキャッシュ動作＞※

super capacitor のバッテリー残量が低下した際の，

ユーザーディスクに対するディスク書き込み時の

キャッシュ動作が表示されます。

Write Cache OK if Bad BBU
ライトバック方式が設定されている場合に表示

されます。

No Write Cache if Bad BBU
ライトスルー方式が設定されている場合に表示

されます。

なお，super capacitor のバッテリー残量が低下した

際の，OS ディスクおよび共有 LU に対するディスク

書き込み時のキャッシュ動作は，常にライトスルー方

式が設定されます。

注※　super capacitor が搭載されていない場合は，ディスク書き込み時のキャッシュ動作で適用さ

れている方式が設定されています。

戻り値

表 2-242 internalraidcacheget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.147 internalraidcacheset（内蔵 RAID コントローラーの
キャッシュ動作の設定）

書式

internalraidcacheset {--wb|--wt}
internalraidcacheset -h

説明

このコマンドは，HDI を除くシングルノード構成の場合に使用できます。

ユーザーディスクに対する内蔵 RAID コントローラーのキャッシュ動作を設定します。なお，

super capacitor のバッテリー残量が低下した際のキャッシュ動作は，cachedbadbbuset コマンドで

変更できます。

なお，OS ディスクおよび共有 LU に対する内蔵 RAID コントローラーのキャッシュ動作は，常に

ライトスルー方式が設定されます。また，OS ディスクおよび共有 LU に対するディスク読み込み時

のキャッシュ動作として，常に先読みをしないように設定されます。

注意：

このコマンドは，必ず保守員の指示に従って実行してください。
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オプションと引数

--wb
ユーザーディスクに対する内蔵 RAID コントローラーのキャッシュ動作を次のとおり設定す

る場合に指定します。

◦ ディスク書き込み時：ライトバック方式

◦ ディスク読み込み時：適応先読み

◦ super capacitor のバッテリー残量が低下した際のディスク書き込み時：ライトバック方式

ライトバック方式に設定すると，システム性能は向上しますが，障害発生時に内蔵ハードディ

スクに書き込まれていなかったデータが失われるおそれがあります。

--wt
ユーザーディスクに対する内蔵 RAID コントローラーのキャッシュ動作を次のとおり設定す

る場合に指定します。

◦ ディスク書き込み時：ライトスルー方式

◦ ディスク読み込み時：先読みをしない

◦ super capacitor のバッテリー残量が低下した際のディスク書き込み時：ライトスルー方式

戻り値

表 2-243 internalraidcacheset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

内蔵 RAID コントローラーのユーザーディスクに対するディスク書き込み時のキャッシュ動作をラ

イトバック方式に設定する場合

$ sudo internalraidcacheset --wb

2.148 internalraidlevelget（内蔵ハードディスクのユー
ザーディスクの RAID レベル表示）

書式

internalraidlevelget [-h]

説明

このコマンドは，シングルノード構成で，内蔵ハードディスクからユーザーディスクを作成してい

る場合（HDI を除く）に使用できます。

内蔵ハードディスクから作成されるユーザーディスクの RAID レベルを表示します。

OS ディスクとユーザーディスクが異なる RAID グループになるように初期設定されている必要が

あります。
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表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-244 internalraidlevelget コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

RAIDレベル 内蔵ハードディスクから作成されるユーザーディスクの RAID レベルが

表示されます。

戻り値

表 2-245 internalraidlevelget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

80 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

2.149 internalraidlevelset（内蔵ハードディスクのユー
ザーディスクの RAID レベル設定）

書式

internalraidlevelset RAIDレベル

internalraidlevelset -h

説明

このコマンドは，シングルノード構成で，内蔵ハードディスクからユーザーディスクを作成してい

る場合（HDI を除く）に使用できます。

内蔵ハードディスクから作成されるユーザーディスクの RAID レベルを設定します。

OS ディスクとユーザーディスクが異なる RAID グループになるように初期設定されている必要が

あります。

オプションと引数

RAID レベル

RAID レベルを指定します。RAID レベルとして指定できる値は 1，5，6 または 10 です。

戻り値

表 2-246 internalraidlevelset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了
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戻り値 説明

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

70，80 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

2.150 lulist（使用できるデバイスファイルの表示）

書式

lulist [-e] [-d] [-t] [-m] [-v]
lulist -h

説明

未使用のデバイスファイルの情報を，デバイスファイルのパスの昇順に表示します。ただし，障害

が発生しているデバイスファイルの情報は表示されません。

オプションと引数

-d
このオプションを指定すると，デバイスファイルのデフォルトコントローラーの情報が表示さ

れます。常にハイフン（-）が表示されます。

-e
外部ストレージシステムに存在するデバイスファイルの名称の末尾に，番号記号（#）を表示

する場合に指定します。

-m
デバイスファイルが存在するストレージシステムのモデルおよびシリアル番号を参照する場

合に指定します。

-t
ターゲットを参照する場合に指定します。

-v
デバイスファイルのすべての情報を参照する場合に指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-247 lulist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

デバイスファイルのパス デバイスファイルのパスが次の形式で表示されます。

/dev/enas/lu＜ 16進数表記※＞

-eまたは-vオプションを指定した場合，外部ストレージシステムに存在

するデバイスファイルのパスの末尾には番号記号（#）が表示されます。

注※
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項目 説明

00～FF の場合は 2 桁，0100～01FF の場合は 4 桁で表示されます。

ドライブ種別 デバイスファイルのドライブ種別が表示されます。

FC/SAS
FC ドライブ，SAS ドライブまたは内蔵ハードディスクの SAS 7.2K
ドライブの場合に表示されます。

SAS7K
SAS 7.2K ドライブの場合に表示されます。

SATA
SATA ドライブの場合に表示されます。

SSD
SSD ドライブの場合に表示されます。

-
次の場合に表示されます。

・外部ストレージシステムのデバイスファイルの場合

・Virtual Storage Platform，Universal Storage Platform V/VM ま

たは HUS VM の仮想 LU を使用している場合

・HUS100 シリーズの Dynamic Tiering を使用する仮想 LU を使用

している場合

デバイスファイル容量 デバイスファイルの容量が GB 単位で表示されます。小数点第 4 位以下

は切り捨てて表示されます。

デフォルトコントローラー ハイフン（-）が表示されます。

ターゲット ターゲットが表示されます。内蔵ハードディスクの場合は，ハイフン（-）
が表示されます。

ストレージシステムのモデル デバイスファイルが存在するストレージシステムのモデルが表示されま

す。内蔵ハードディスクの場合は，ハイフン（-）が表示されます。

ストレージシステムのシリアル

番号

デバイスファイルが存在するストレージシステムのシリアル番号が表示

されます。内蔵ハードディスクの場合は，INTERNALが表示されます。

Dynamic Provisioning の情報 Dynamic Provisioning の情報が表示されます。

DP
仮想 LU の場合に表示されます。

-
仮想 LU でない場合に表示されます。

DP プール ID Dynamic Provisioning の仮想 LU が属するプールの番号が表示されま

す。Dynamic Provisioning の仮想 LU でない場合は，ハイフン（-）が表

示されます。

戻り値

表 2-248 lulist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

65，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。
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戻り値 説明

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.151 lumapadd（ユーザー LUN の割り当て）

書式

lumapadd -m モデル -s シリアル番号
   ユーザー LUN=LDEV番号[ ユーザー LUN=LDEV番号…]
lumapadd -h

説明

ユーザー LUN にストレージシステム側の LDEV 番号を割り当てます。

このコマンドを実行する前に，lumapctlコマンドでユーザー LUN に自動的に割り当てられない

よう（保守モード）に設定してください。また，このコマンドを実行したあとに，lumapctlコマ

ンドで通常運用モードに設定し，もう一方のノードで lumaplistコマンドを実行して，正しく割

り当てられているか確認してください。

オプションと引数

-m モデル

ストレージシステムのモデルを指定します。

指定できるモデルを次に示します。

AMS
Hitachi AMS2000 シリーズの場合に指定します。

HUS
HUS100 シリーズの場合に指定します。

HUS_VM
HUS VM の場合に指定します。

USP_V
Universal Storage Platform V の場合に指定します。

USP_VM
Universal Storage Platform VM の場合に指定します。

VSP
Virtual Storage Platform の場合に指定します。

-s シリアル番号

ストレージシステムのシリアル番号を指定します。

ユーザー LUN=LDEV 番号[ ユーザー LUN=LDEV 番号…]
ユーザー LUN と LDEV 番号の割り当てを指定します。ユーザー LUN は 16 進数で 00～FF
および 0100～01FF の範囲内で，LDEV 番号は 0～65535 の範囲内で指定してください。

ユーザー LUN と LDEV 番号の対応を複数指定する場合は，スペースで区切って指定します。
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戻り値

表 2-249 lumapadd コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，5，6，7，8，9 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，12，13，15，70，71 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

ユーザー LUN に LDEV 番号を割り当てる場合

◦ ユーザー LUN13にモデルが AMSでシリアル番号が 85011261の LDEV 番号 56を割り

当てる

◦ ユーザー LUN14にモデルが AMSでシリアル番号が 85011261の LDEV 番号 57を割り

当てる

$ sudo lumapadd -m AMS -s 85011261 13=56 14=57

2.152 lumapctl（ユーザー LUN の割り当ての管理）

書式

lumapctl -t m[aintenance] [--on|--off]
lumapctl -h

説明

ユーザー LUN の割り当てを管理します。

また，現在の設定を参照することもできます。ストレージシステム側の LDEV 番号が，ユーザー

LUN に自動的に割り当てられないよう（保守モード）に設定されている場合は Onと表示され，自

動的に割り当てられるよう（通常運用モード）に設定されている場合は Offと表示されます。

オプションと引数

-t m[aintenance] [--on|--off]
ユーザー LUN に LDEV 番号を自動的に割り当てるかどうかを指定します。設定を参照する

場合は--onおよび--offを指定しないで実行します。

--on
ストレージシステム側の LDEV 番号がユーザー LUN に自動的に割り当てられないよう

（保守モード）に設定する場合に指定します。

--off

376 コマンドリファレンス

コマンドリファレンス



ストレージシステム側の LDEV 番号がユーザー LUN に自動的に割り当てられるよう（通

常運用モード）に設定する場合に指定します。

戻り値

表 2-250 lumapctl コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，4 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

ストレージシステム側の LDEV 番号が，ユーザー LUN に自動的に割り当てられないよう設定を変

更する場合

$ sudo lumapctl -t m --on

2.153 lumapdelete（ユーザー LUN の割り当ての解除）

書式

lumapdelete [-f] -n ユーザー LUN[,ユーザー LUN,…]
lumapdelete [-f] -m モデル -s シリアル番号 -l LDEV番号[,LDEV番号…]
lumapdelete -h

説明

ストレージシステム側の LDEV 番号とユーザー LUN との割り当てを解除します。

このコマンドを実行する前に，lumapctlコマンドでユーザー LUN に自動的に割り当てられない

よう（保守モード）に設定してください。

オプションと引数

-f
確認メッセージの出力を抑止したい場合に指定します。

-l LDEV 番号[,LDEV 番号…]
割り当てを解除する LDEV 番号を指定します。

複数の LDEV 番号を指定する場合は，コンマ（,）で区切って指定してください。

-m モデル

割り当てを解除するストレージシステムのモデルを指定します。

指定できるモデルを次に示します。

AMS
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Hitachi AMS2000 シリーズの場合に指定します。

HUS
HUS100 シリーズの場合に指定します。

HUS_VM
HUS VM の場合に指定します。

USP_V
Universal Storage Platform V の場合に指定します。

USP_VM
Universal Storage Platform VM の場合に指定します。

VSP
Virtual Storage Platform の場合に指定します。

-n ユーザー LUN[,ユーザー LUN,…]
割り当てを解除するユーザー LUN を指定します。16 進数で 00～FF および 0100～01FF の

範囲内で指定してください。

複数のユーザー LUN を指定する場合は，コンマ（,）で区切って指定してください。

-s シリアル番号

割り当てを解除するストレージシステムのシリアル番号を指定します。

戻り値

表 2-251 lumapdelete コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，5，6，7，8，9 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，14，70，71 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

ユーザー LUN01，02，03，04および 05の割り当てを解除する場合

$ sudo lumapdelete -n 01,02,03,04,05
KAQM33009-Q Do you want to delete the specified user LU assignment 
information? (y/n)

モデルが AMSでシリアル番号が 85011261 の LDEV 番号 56の割り当てを解除する場合

$ sudo lumapdelete -m AMS -s 85011261 -l 56
KAQM33009-Q Do you want to delete the specified user LU assignment 
information? (y/n)
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2.154 lumaplist（ユーザー LUN の情報の表示）

書式

lumaplist [-c] [-v] -n ユーザー LUN[,ユーザー LUN,…]
lumaplist [-c] [-v] -m モデル [-s シリアル番号 [-l LDEV番号[,LDEV番号…]]]
lumaplist [-c] [-v] [-a]
lumaplist [-c] --allnode
lumaplist -h

説明

ユーザー LUN の情報を表示します。

Virtual Server 上で実行した場合，ログインしている Virtual Server に割り当てられているユー

ザー LUN の情報だけが表示されます。

このほか，次の処理が実行されます。※

• ユーザー LUN が追加されていた場合は，ストレージシステム側の LDEV 番号が，追加された

ユーザー LUN に自動的に割り当てられます。

• 未使用でかつ認識されていないユーザー LUN の割り当てが自動的に解除されます。

注※

次のどちらかに該当する場合，処理は実行されません。

◦ ストレージシステム側の LDEV 番号が，ユーザー LUN に自動的に割り当てられないよう

（保守モード）に設定されている状態でこのコマンドを実行したとき

◦ Virtual Server 上でこのコマンドを実行したとき

オプションと引数

-a
割り当てられているかどうかに関係なく，すべてのユーザー LUN の情報を参照する場合に指

定します。このオプションを省略した場合，割り当てられているすべてのユーザー LUN の情

報が表示されます。

--allnode
両ノードのユーザー LUN の情報を表示する場合に指定します。

Virtual Server 上またはシングルノード構成で実行した場合，このオプションの指定は無視さ

れます。

-c
情報をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。

-l LDEV 番号[,LDEV 番号…]
特定の LDEV 番号の情報を参照する場合に指定します。-mオプションおよび-sオプション

とともに指定します。

複数の LDEV 番号を指定する場合は，コンマ（,）で区切って指定してください。

-m モデル

特定のモデルのストレージシステムの情報を参照する場合に指定します。

指定できるモデルを次に示します。

AMS
Hitachi AMS2000 シリーズの場合に指定します。
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HUS
HUS100 シリーズの場合に指定します。

HUS_VM
HUS VM の場合に指定します。

USP_V
Universal Storage Platform V の場合に指定します。

USP_VM
Universal Storage Platform VM の場合に指定します。

VSP
Virtual Storage Platform の場合に指定します。

-n ユーザー LUN[,ユーザー LUN,…]
特定のユーザー LUN の情報を参照する場合に指定します。16 進数で 00～FF および 0100～
01FF の範囲内で指定してください。

複数のユーザー LUN を指定する場合は，コンマ（,）で区切って指定してください。

-s シリアル番号

特定のシリアル番号のストレージシステムの情報を参照する場合に指定します。-mオプショ

ンとともに指定します。

-v
付加情報として，ユーザー LU の機能や状態を表示する場合に指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-252 lumaplist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

LUN ユーザー LUN が 16 進数で表示されます。LUN が 00～FF の場合は 2
桁，0100～01FF の場合は 4 桁で表示されます。

Target ターゲットが表示されます。

なお，次の場合は，ハイフン（-）が表示されます。

• ユーザー LUN に LDEV 番号が割り当てられていない場合

• 内蔵ハードディスクの場合

• Virtual Server 上でコマンドを実行した場合

Model ストレージシステムのモデルが表示されます。

serial ストレージシステムのシリアル番号が表示されます。

ユーザー LUN に LDEV 番号が割り当てられていない場合，または内蔵

ハードディスクの場合は，ハイフン（-）が表示されます。

LDEV( hex) デバイスファイルの LDEV 番号が表示されます。括弧内は 16 進数で表

示されます。

ユーザー LUN に LDEV 番号が割り当てられていない場合，または内蔵

ハードディスクの場合は，ハイフン（-）が表示されます。

type デバイスファイルのドライブ種別が表示されます。

FC/SAS
FC ドライブ，SAS ドライブまたは内蔵ハードディスクの SAS
7.2K ドライブの場合に表示されます。

SAS7K

380 コマンドリファレンス

コマンドリファレンス



項目 説明

SAS 7.2K ドライブの場合に表示されます。

SATA
SATA ドライブの場合に表示されます。

SSD
SSD ドライブの場合に表示されます。

-
次の場合に表示されます。

・外部ストレージシステムのデバイスファイルの場合

・ユーザー LUN に LDEV 番号が割り当てられていない場合

・Virtual Storage Platform，Universal Storage Platform V/VM
または HUS VM の仮想 LU を使用している場合

・HUS100 シリーズの Dynamic Tiering を使用する仮想 LU を使

用している場合

・障害のため情報を取得できない場合

size デバイスファイルのサイズが表示されます。

デバイスファイルに障害が発生している場合，およびユーザー LUN に

LDEV 番号が割り当てられていない場合は，ハイフン（-）が表示されま

す。

小数点第 4 位以下は切り捨てて表示されます。

used function デバイスファイルの用途が表示されます。-vオプションとともに-cオ

プションを指定した場合，コロン（:）が半角スペースに置き換えられて

表示されます。

Free
未使用のデバイスファイルの場合に表示されます。

File:＜ファイルシステム名＞

ファイルシステムで使用しているデバイスファイルの場合に表示

されます。

Snap:＜ファイルシステム名＞

ファイルスナップショット機能で運用されているファイルシステ

ムで使用しているデバイスファイルの場合に表示されます。

Snap(Diff):＜ファイルシステム名＞

ファイルスナップショット機能で運用されている差分格納デバイ

スで使用しているデバイスファイルの場合に表示されます。ファ

イルシステム名には，差分格納デバイスの設定元ファイルシステム

の名称が表示されます。

HFRR:＜ファイルシステム名＞

Hitachi File Remote Replicator で運用されているファイルシステ

ムで使用しているデバイスファイルの場合に表示されます。

HFRR(Diff):＜ファイルシステム名＞

Hitachi File Remote Replicator で運用されている差分格納デバイ

スで使用しているデバイスファイルの場合に表示されます。ファ

イルシステム名には，差分格納デバイスの設定元ファイルシステム

の名称が表示されます。

V_OSLU:＜ Virtual Server 名＞

Virtual Server OS LU の場合に表示されます。

V_UserLU:＜ Virtual Server 名＞

Virtual Server ユーザー LU の場合に表示されます。

WORM:＜ファイルシステム名＞

WORM 対応ファイルシステムで使用しているデバイスファイルの

場合に表示されます。

WORM,Snap:＜ファイルシステム名＞

ファイルスナップショット機能で運用されている WORM 対応ファ

イルシステムで使用しているデバイスファイルの場合に表示され

ます。

WORM,Snap(Diff):＜ファイルシステム名＞
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項目 説明

ファイルスナップショット機能で運用されている WORM 対応ファ

イルシステムの差分格納デバイスで使用しているデバイスファイ

ルの場合に表示されます。ファイルシステム名には，差分格納デバ

イスの設定元ファイルシステムの名称が表示されます。

WORM,HFRR:＜ファイルシステム名＞

Hitachi File Remote Replicator で運用されている WORM 対応

ファイルシステムで使用しているデバイスファイルの場合に表示

されます。

WORM,HFRR(Diff):＜ファイルシステム名＞

Hitachi File Remote Replicator で運用されている WORM 対応

ファイルシステムの差分格納デバイスで使用しているデバイス

ファイルの場合に表示されます。ファイルシステム名には，差分格

納デバイスの設定元ファイルシステムの名称が表示されます。

Defined
Backup Restore のボリュームレプリケーション連携機能で，ファ

イルシステムのコピー先として予約されているデバイスファイル

の場合に表示されます。

Tier＜番号＞:＜ファイルシステム名＞

階層ファイルシステム内の＜番号＞で示した階層で使用している

デバイスファイルの場合に表示されます。

Tier＜番号＞,Snap:＜ファイルシステム名＞

ファイルスナップショット機能で運用されている階層ファイルシ

ステム内の＜番号＞で示した階層で使用しているデバイスファイ

ルの場合に表示されます。

Tier＜番号＞,Snap(Diff):＜ファイルシステム名＞

ファイルスナップショット機能で運用されている階層ファイルシ

ステムの差分格納デバイスで使用しているデバイスファイル（階層

ファイルシステム内の＜番号＞で示した階層で使用しているデバ

イスファイル）の場合に表示されます。ファイルシステム名には，

差分格納デバイスの設定元ファイルシステムの名称が表示されま

す。

Tier＜番号＞,WORM:＜ファイルシステム名＞

WORM 対応の階層ファイルシステム内の＜番号＞で示した階層で

使用しているデバイスファイルの場合に表示されます。

Tier＜番号＞,WORM,Snap:＜ファイルシステム名＞

ファイルスナップショット機能で運用されている WORM 対応の階

層ファイルシステム内の＜番号＞で示した階層で使用しているデ

バイスファイルの場合に表示されます。

Tier＜番号＞,WORM,Snap(Diff):＜ファイルシステム名＞

ファイルスナップショット機能で運用されている WORM 対応の階

層ファイルシステムの差分格納デバイスで使用しているデバイス

ファイル（階層ファイルシステム内の＜番号＞で示した階層で使用

しているデバイスファイル）の場合に表示されます。ファイルシス

テム名には，差分格納デバイスの設定元ファイルシステムの名称が

表示されます。

VG:＜ボリュームグループ名＞

シングルノード構成でのボリュームグループで使用しているデバ

イスファイルの場合に表示されます。

Unknown
LU の状況が次のどれかの場合に表示されます。

・コマンド実行中にデバイスファイルの用途が変わった

・障害が発生してデバイスファイルの情報が取得できなかった

・シングルノード構成でのボリュームグループの情報が取得できな

かった

Unknownが表示された場合は，しばらくしてから再度実行してくだ

さい。それでも Unknownが表示される場合は，システムメッセー
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項目 説明

ジを確認して障害を取り除いてください。システムメッセージが

出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

また，Virtual Server に割り当てたユーザー LU の容量を変更した

場合や，Virtual Server へのユーザー LU の割り当てが失敗した場

合に，Unknownが表示されることがあります。この場合，Virtual
Server へのデバイスファイルの割り当てをいったん解除したあと，

Processing Node のリフレッシュ処理を実行し，再度 Virtual
Server にデバイスファイルを割り当ててください。

RG デバイスファイルが属する RAID グループの番号が表示されます。

内蔵ハードディスクの RAID グループが削除されると，既存の RAID グ

ループの番号が再度割り当てられるため，表示される番号が以前と異な

ることがあります。

仮想 LU の場合，デバイスファイルが外部ストレージシステムに存在す

る場合，またはユーザー LUN に LDEV 番号が割り当てられていない場

合は，ハイフン（-）が表示されます。

DP 仮想 LU の情報が表示されます。

DP
仮想 LU の場合に表示されます。

-
仮想 LU でない場合，またはユーザー LUN に LDEV 番号が割り当

てられていない場合に表示されます。

Used page 仮想 LU のページサイズが表示されます。

仮想 LU でない場合，またはユーザー LUN に LDEV 番号が割り当てら

れていない場合は，ハイフン（-）が表示されます。

小数点第 4 位以下は切り捨てて表示されます。

fpstatusコマンドや fscreateコマンドなどを実行すると，仮想 LU
に一時的に容量が割り当てられることがあります。このため，未使用の

仮想 LU にも容量が表示される場合があります。

Pool 仮想 LU が属するプールの番号が表示されます。

仮想 LU でない場合，またはユーザー LUN に LDEV 番号が割り当てら

れていない場合は，ハイフン（-）が表示されます。

Free pool プールの空き容量が表示されます。

なお，次の場合は，ハイフン（-）が表示されます。

• 仮想 LU でない場合

• ユーザー LUN に LDEV 番号が割り当てられていない場合

• Virtual Storage Platform，Universal Storage Platform V/VM また

は HUS VM の場合

小数点第 4 位以下は切り捨てて表示されます。

Total pool プールの総容量が表示されます。

なお，次の場合は，ハイフン（-）が表示されます。

• 仮想 LU でない場合

• ユーザー LUN に LDEV 番号が割り当てられていない場合

• Virtual Storage Platform，Universal Storage Platform V/VM また

は HUS VM の場合

小数点第 4 位以下は切り捨てて表示されます。

Mismatch 各ユーザー LUN に対して，ノード間のマッピングの整合性が表示されま

す。

-
ノード間でマッピングが一致している場合に表示されます。

*
ノード間でマッピングが一致していない場合に表示されます。
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戻り値

表 2-253 lumaplist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，5，6，7 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

66，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.155 nasboot（クラスタ内のもう一方のノードの OS の起
動）

書式

nasboot [-h]

説明

ログインしているノードからクラスタ内のもう一方のノードのハードウェア本体に電源投入の要求

を送信し，ノード上の OS を起動します。

注意：

電源投入の要求が送信された時点でコマンドが正常終了するため，クラスタ内のもう一方の

ノードの OS が正常に起動したかどうかは，peerstatusコマンドまたは GUI で確認してく

ださい。

戻り値

表 2-254 nasboot コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

13，66，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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2.156 nasipneigh（IP アドレスと MAC アドレスの対応の
確認）

書式

nasipneigh [-4] [-6]

説明

IP アドレスと MAC アドレスの対応を確認します。

注意：

• nasipneighコマンドを同時に複数のプロセスで実行することはできません。nasipneighコ

マンドを同時に実行した場合，排他制御エラーが発生し，failed to lockと表示されます。

nasipneighコマンドを実行する場合は，nasipneighコマンドを実行しているプロセスが終

了してから実行してください。ほかに nasipneighコマンドを実行しているプロセスが存在し

ないにもかかわらず，排他制御エラーが発生する場合は，eraselogコマンドを実行してから，

nasipneighコマンドを実行してください。

• バッファリングによって，情報がすぐに表示されないことがあります。

• Physical Node 上で実行した場合，インターフェース名の後ろに「-br」と表示される情報を参

照してください。

オプションと引数

-4
IPv4 で，IP アドレスと MAC アドレスの対応を確認する場合に指定します。-6オプションと

同時に指定した場合は， 後に指定されたオプションが有効になります。

-6
IPv6 で，IP アドレスと MAC アドレスの対応を確認する場合に指定します。このオプション

を省略した場合は，-4が設定されます。-4オプションと同時に指定した場合は， 後に指定

されたオプションが有効になります。

戻り値

表 2-255 nasipneigh コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

1※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。
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2.157 nasnetstat（ネットワークの設定情報の表示）

書式

nasnetstat [-r|-g|-i|-s|-M] [-v] [-n] [--numeric-hosts]
   [--numeric-ports] [--numeric-users]
   [--protocol=アドレスファミリー[,アドレスファミリー…]]
   [-4] [-6] [-c] [-e [-e]] [-o] [-p] [-l] [-a] [-F] [-C]

説明

GUI で設定したネットワーク情報を表示します。netstatコマンドを実行した場合と同様の情報

を表示します。

このコマンドを実行すると，ネットワークの設定がノード上の OS に正しく設定されているかどう

かを確認できます。

表示された情報は，ログファイルの先頭に追記され，蓄積されます。ログファイルのサイズが 1MB
を超えた場合，超過した分だけ，ログファイルの末尾に記載された情報が削除されます。ログファ

イルは，［Check for Errors］ダイアログの［List of RAS Information］ページ（［Batch-
download］表示）で全ログデータをダウンロードすると取得できます。全ログデータのダウンロー

ド方法については，「トラブルシューティングガイド」を参照してください。

なお，システムでタグ付き VLAN を使用している場合，nasnetstatコマンドを実行して表示され

るタグ付き VLAN インターフェースの名称は次の形式で表示されます。

＜ポート名＞.＜ VLAN ID＞

例えば，タグ付き VLAN が設定されているポート名が「eth12」で，VLAN ID に「10」が設定さ

れている場合，タグ付き VLAN インターフェースの名称として「eth12.0010」が表示されます。

注意：

• nasnetstatコマンドを同時に複数のプロセスで実行することはできません。nasnetstatコ

マンドを同時に実行した場合，排他制御エラーが発生し，failed to lockと表示されます。

nasnetstatコマンドを実行する場合は，nasnetstatコマンドを実行しているプロセスが終

了してから実行してください。ほかに nasnetstatコマンドを実行しているプロセスが存在し

ないにもかかわらず，排他制御エラーが発生する場合は，eraselogコマンドを実行してから，

nasnetstatコマンドを実行してください。

• バッファリングによって，情報がすぐに表示されないことがあります。

• コマンドの処理が 30 秒以内に完了しない場合，タイムアウトによって処理が中断します。タイ

ムアウトが発生した場合，-nオプションを指定して，コマンドを再度実行してください。

• Physical Node 上で，-rオプション，-gオプションまたは-iオプションを指定して実行した

場合，インターフェース名の後ろに「-br」と表示される情報を参照してください。

オプションと引数

-4
IPv4 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。

なお，-6オプションと同時に指定した場合，両方のオプションが有効になります。ただし，-
rオプションを同時に指定したときは，-4オプションおよび-6オプションを指定した順に，

指定した回数分のルーティングテーブルの情報を表示します。

-4オプションおよび-6オプションの指定を省略した場合，IPv4 形式および IPv6 形式のプロ

トコルが有効になります。ただし，-rオプション指定時に，-4オプションおよび-6オプショ

ンの指定を省略したときは，IPv4 形式が有効になります。

-6
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IPv6 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。

なお，-4オプションと同時に指定した場合，両方のオプションが有効になります。ただし，-
rオプションを同時に指定したときは，-4オプションおよび-6オプションを指定した順に，

指定した回数分のルーティングテーブルの情報を表示します。

-4オプションおよび-6オプションの指定を省略した場合，IPv4 形式および IPv6 形式のプロ

トコルが有効になります。ただし，-rオプション指定時に，-4オプションおよび-6オプショ

ンの指定を省略したときは，IPv4 形式が有効になります。

-a
接続状態にかかわらず，使用しているすべてのソケットを参照する場合に指定します。

-c
表示される情報を 1 秒間隔で更新する場合に指定します。

-C
ルーティングキャッシュにあるルーティング情報を参照する場合に指定します。

-e [-e]
詳細情報を参照する場合に指定します。このオプションを 2 個指定した場合，さらに詳しい情

報が表示されます。

-F
FIB にあるルーティング情報を参照する場合に指定します。

-g
IPv4 と IPv6 のマルチキャストグループメンバーシップの情報を参照する場合に指定します。

-i
すべてのネットワークインターフェースの情報を参照する場合に指定します。

-l
接続待ちの状態のソケットだけを参照する場合に指定します。

-M
マスカレードされた接続を表示します。

-n
ホスト，ポートおよびユーザーを名前解決しないで，数字で参照する場合に指定します。

--numeric-hosts
ホストではなく，IP アドレスで参照する場合に指定します。

--numeric-ports
ポート名ではなく，ポート番号で参照する場合に指定します。

--numeric-users
ユーザー名ではなく，ユーザー ID で参照する場合に指定します。

-o
ネットワーキングタイマーの情報を参照する場合に指定します。

-p
各ソケットが属しているプログラムの名称と PID を参照する場合に指定します。

--protocol=アドレスファミリー[,アドレスファミリー…]
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指定したアドレスファミリーの接続状態を参照する場合に指定します。アドレスファミリー

には，キーワード（inet，unix，ipx，ax25，netromまたは ddp）を指定します。なお，

inetには raw，udp，tcpのプロトコルソケットが含まれます。

-r
ルーティングテーブルを参照する場合に指定します。

-s
各プロトコルの統計情報を参照する場合に指定します。

-v
詳細モードで参照する場合に指定します。

戻り値

表 2-256 nasnetstat コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

1※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.158 nasping（指定したホストとの接続状態の表示）

書式

nasping [-4] [-6] [-L] [-R] [-d] [-n] [-q] [-r] [-v]
   [-c パケット数] [-p パターン] [-s パケットサイズ] [-t TTL]
   [-I インターフェースアドレス] ホスト名

説明

指定したホストとの接続状態を表示します。pingコマンドを実行した場合と同様の情報を表示し

ます。

表示された情報は，ログファイルの先頭に追記され，蓄積されます。ログファイルのサイズが 1MB
を超えた場合，超過した分だけ，ログファイルの末尾に記載された情報が削除されます。また，同

時に，パケットのダンプもログファイルとして出力されます。ログファイルは，［Check for
Errors］ダイアログの［List of RAS Information］ページ（［Batch-download］表示）で全ログデー

タをダウンロードすることで取得できます。全ログデータのダウンロード方法については，「トラブ

ルシューティングガイド」を参照してください。

注意：

• naspingコマンドを同時に複数のプロセスで実行することはできません。naspingコマンド

を同時に実行した場合，排他制御エラーが発生し，failed to lockと表示されます。

naspingコマンドを実行する場合は，naspingコマンドを実行しているプロセスが終了してか

ら実行してください。ほかに naspingコマンドを実行しているプロセスが存在しないにもか
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かわらず，排他制御エラーが発生する場合は，eraselogコマンドを実行してから，nasping
コマンドを実行してください。

• バッファリングによって，情報がすぐに表示されないことがあります。

• Physical Node 上で，-Iオプションを指定して実行した場合，インターフェース名の後ろに「-
br」と表示される情報を参照してください。

オプションと引数

-4
IPv4 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。-6オプションと同時に指定した場合

は， 後に指定されたオプションが有効になります。

-6
IPv6 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。このオプションを省略した場合は，-4
が設定されます。-4オプションと同時に指定した場合は， 後に指定されたオプションが有効

になります。

-c パケット数

送信するパケット数を指定します。 大の送信パケット数は 10 個です。このオプションを省

略した場合は，「10」が設定されます。

-d
使用するソケットにデバッグオプションを設定する場合に指定します。

-I インターフェースアドレス

パケットを送出するインターフェースの IP アドレスを指定します。

-L
マルチキャストパケットのループバックを抑制する場合に指定します。

-n
ホストの IP アドレスをホスト名に変換しないで出力する場合に指定します。

-p パターン

送信するパケットを埋めるためのパターンを指定します。16 バイトまで指定できます。この

オプションは，ネットワーク内のデータに依存した問題を診断するときに利用できます。例え

ば「-p ff」と指定すると，すべて 1 で埋められたパケットが送信されます。

-q
送信開始時と送信完了時の統計情報だけを表示する場合に指定します。

-r
ルーティング設定を無視して，ホストに直接パケットを送信する場合に指定します。

-R
ノードからホストまでの経路を表示する場合に指定します。

-s パケットサイズ

送信するデータのサイズを指定します（単位：バイト）。このオプションを省略した場合は，

「56」が設定されます。

-t TTL
パケットの生存時間を設定する場合に指定します。

-v
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詳細情報を参照する場合に指定します。

ホスト名

対象となるホスト名または IP アドレスを指定します。

戻り値

表 2-257 nasping コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

1※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.159 nasreboot（ノード上の OS の再起動）

書式

nasreboot [-f] [-q] [--force]
nasreboot -h

説明

ログインしているノードの OS を再起動します。

OS を再起動する場合は，ログインしているノードの状態が INACTIVEまたは UNKNOWNである必要

があります。

注意：

・クラスタ構成の場合，両方のノードでこのコマンドを実行するときは，一方のノードで実行

した処理が完了してから，もう一方のノードで実行してください。両方のノードで同時に実行

すると処理が完了しないおそれがあります。

・暗号化機能を使用している場合，システム設定情報を HCP に保存しているときは，OS を再

起動する前に，HCP が正常に稼働していること，および HVFP/HDI と HCP が正常に通信で

きる状態であることを確認してください。

オプションと引数

-f
確認メッセージの出力を抑止したい場合に指定します。

--force
クラスタ構成の場合，ノード上の OS を強制的に再起動する場合に指定します。ただし，ログ

インしているノードの状態が UPで，かつクラスタ内のもう一方のノードの状態が UP以外の場

合には実行できません。

シングルノード構成の場合，このオプションの指定は無視されます。

-q
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コマンドが標準出力および標準エラー出力に出力するメッセージを抑止したい場合に指定し

ます。

戻り値

表 2-258 nasreboot コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11，12，13 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.160 nasshutdown（ノード上の OS の停止）

書式

nasshutdown [-f] [-q] [--force]
nasshutdown -h

説明

ログインしているノードの OS を停止します。

クラスタ構成の場合，ノード上の OS を停止するときは，ログインしているノードの状態が

INACTIVEまたは UNKNOWNである必要があります。

注意：クラスタ構成の場合，両方のノードでこのコマンドを実行するときは，一方のノードで実行

した処理が完了してから，もう一方のノードで実行してください。両方のノードで同時に実行する

と処理が完了しないおそれがあります。

オプションと引数

-f
確認メッセージの出力を抑止したい場合に指定します。

--force
クラスタ構成の場合，ノード上の OS を強制的に停止するときに指定します。ただし，ログイ

ンしているノードの状態が UPで，かつクラスタ内のもう一方のノードの状態が UP以外の場合

には実行できません。

シングルノード構成の場合，このオプションの指定は無視されます。

-q
コマンドが標準出力および標準エラー出力に出力するメッセージを抑止したい場合に指定し

ます。
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戻り値

表 2-259 nasshutdown コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11，12，13 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.161 nastraceroute（指定したホストに到達するまでの経
路の表示）

書式

nastraceroute [-4] [-6] [-d] [-F] [-I] [-r] [-n] 
   [-g ゲートウェイ[,ゲートウェイ]…] [-i インターフェース] [-f 初期 TTL] 
   [-m 大 TTL] [-p ポート番号] [-q 試行回数] [-s 送信元アドレス] [-t TOS] 
   [-w タイムアウト時間] ホスト名 [パケット長]

説明

指定したホストに到達するまでの経路を表示します。tracerouteコマンドを実行した場合と同

様の情報を表示します。

表示された情報は，ログファイルの先頭に追記され，蓄積されます。ログファイルのサイズが 1MB
を超えた場合，超過した分だけ，ログファイルの末尾に記載された情報が削除されます。また，同

時に，パケットのダンプもログファイルとして出力されます。ログファイルは，［Check for
Errors］ダイアログの［List of RAS Information］ページ（［Batch-download］表示）で全ログデー

タをダウンロードすることで取得できます。全ログデータのダウンロード方法については，「トラブ

ルシューティングガイド」を参照してください。

注意：

• nastracerouteコマンドを同時に複数のプロセスで実行することはできません。

nastracerouteコマンドを同時に実行した場合，排他制御エラーが発生し，failed to lock
と表示されます。nastracerouteコマンドを実行する場合は，nastracerouteコマンドを

実行しているプロセスが終了してから実行してください。ほかに nastracerouteコマンドを

実行しているプロセスが存在しないにもかかわらず，排他制御エラーが発生する場合は，

eraselogコマンドを実行してから，nastracerouteコマンドを実行してください。

• バッファリングによって，情報がすぐに表示されないことがあります。

• コマンドの処理が 30 秒以内に完了しない場合，タイムアウトによって処理が中断します。タイ

ムアウトが発生した場合，-nオプションを指定して，コマンドを再度実行してください。

オプションと引数

-4
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IPv4 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。-6オプションと同時に指定した場合

は， 後に指定されたオプションが有効になります。

-6
IPv6 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。このオプションを省略した場合は，-4
が設定されます。-4オプションと同時に指定した場合は， 後に指定されたオプションが有効

になります。

-d
コマンドをデバッグモードで実行する場合に指定します。

-f 初期 TTL
使用する TTL の初期値を指定します。この初期値のホップ数のゲートウェイから表示されま

す。

-F
パケットの分割を禁止する場合に指定します。

-g ゲートウェイ[,ゲートウェイ]…
経由するゲートウェイ（ルーター）の IP アドレスを指定します。8 個まで指定できます。

-i インターフェース

指定されたインターフェース（ネットワークカード名）を使用して実行する場合に指定しま

す。

-I
ICMP Echo Request を使用する場合に指定します。省略した場合は，UDP パケットを使用し

ます。

-m 大 TTL
使用する TTL の 大値を指定します。この 大値のホップ数のゲートウェイまでが表示され

ます。

-n
名前解決を行わないで，IP アドレスだけを参照する場合に指定します。

-p ポート番号

使用する UDP パケットのポート番号を指定します。UDP パケットを使用する場合にだけ指

定します。

-q 試行回数

1 つのゲートウェイに対する試行回数を指定します。省略した場合は 3 回試行します。

-r
ルーティングテーブルを無視して，指定したホストにパケットを直接転送する場合に指定しま

す。

-s 送信元アドレス

指定された IP アドレスから実行します。Source Address を指定してください。

-t TOS
パケットの TOS を指定します。

-w タイムアウト時間

タイムアウト時間を指定します（単位：秒）。省略した場合は 5 秒になります。
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ホスト名

対象となるホスト名または IP アドレスを指定します。

パケット長

経路探索に使用するパケットのサイズを指定します（単位：バイト）。

戻り値

表 2-260 nastraceroute コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

1※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.162 ndmpconfig（NDMP サーバの設定情報の表示また
は変更）

書式

ndmpconfig [-l server_timeout] [-nomsg]
ndmpconfig -m server_timeout タイムアウト値 [-nomsg]
ndmpconfig -h

説明

NDMP サーバに設定されたタイムアウト情報を表示したり，変更したりします。

初期導入時，NDMP サーバのタイムアウト値は 480 分に設定されています。システム管理者は，

バックアップの運用方法を考慮した上で，必要に応じて NDMP サーバのタイムアウト情報を変更

します。

ノード上の NDMP サーバの設定情報を変更する場合，クラスタ内の両方のノードに同じタイムア

ウト値を設定してください。異なるタイムアウト値を設定した場合，バックアップまたはリストア

時にデータ転送が完了しないで，処理がエラー終了するおそれがあります。

なお，バックアップまたはリストアの運用中は，設定情報を変更しないでください。NDMP サーバ

の稼働中に設定情報を変更した場合は，NDMP サーバが自動的に再起動されます。コマンドの実行

後，NDMP サーバの稼働状態を確認してください。

オプションの指定を省略した場合は，-l server_timeoutオプションを指定したものとしてコマ

ンドが実行されます。

オプションと引数

-l server_timeout
NDMP サーバに設定されたタイムアウト情報を参照する場合に指定します。

-m server_timeout タイムアウト値
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NDMP サーバのタイムアウト情報を変更する場合に指定します。タイムアウト値に指定でき

る値の範囲は 5～1,440 です（単位：分）。ノードに SAN で接続されたテープ装置を使用する

場合は，タイムアウト値を 15 分以上に設定してください。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-261 ndmpconfig コマンドを実行したときに表示される情報（-l オプション指定時）

項目 説明

server_timeout NDMP サーバに設定されているタイムアウト値が表示されます（単位：分）。

戻り値

表 2-262 ndmpconfig コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3，4，5，16，21 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

6，8，12，14，20，22，23，24，
25，31，32

システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

11，15 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

13 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

NDMP サーバに設定されたタイムアウト情報を変更する場合

$ sudo ndmpconfig -m server_timeout 1440
Aug 14 12:00:18 KAQB11500-I ndmpconfig command execution has started.
Aug 14 12:00:24 KAQB11705-W Items are applied only to the logged-in node. 
If necessary, log in to each node on the cluster and check each setup.
Aug 14 12:00:24 KAQB11501-I ndmpconfig command has finished.

2.163 ndmpcontrol（NDMP サーバの制御）

書式

ndmpcontrol [-l] [-nomsg]
ndmpcontrol [-s|-r|-q|-f] [-nomsg]
ndmpcontrol -h

説明

ログインしたノードまたは Virtual Server 上の NDMP サーバの稼働状態を表示したり，NDMP
サーバを制御したりします。

このコマンドでは，コマンド指定時の NDMP サーバの稼働状態，バックアップまたはリストアの

処理状況によって，使用できるオプションが異なります。したがって，-lオプションを指定して使

用できるオプションを確認してから，コマンドを実行することを推奨します。
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なお，オプションの指定を省略した場合は，-lオプションを指定したものとしてコマンドが実行さ

れます。

オプションと引数

-f
NDMP サーバを強制停止する場合に指定します。

バックアップサーバまたはメディアサーバと接続されている状態で NDMP サーバを強制停止

すると，バックアップまたはリストア処理がエラー終了します。また，オンラインバックアッ

プの処理中に NDMP サーバを強制停止すると，差分スナップショットが自動的にアンマウン

トまたは削除されないおそれがあります。

NDMP サーバを強制停止する前に，外部サーバとの接続状態を確認してください。

-l
NDMP サーバの稼働状態や使用できるオプションを参照する場合に指定します。

このオプションは，NDMP サーバの稼働状態，バックアップやリストアの処理状況に関係なく

使用できます。

-q
NDMP サーバを停止する場合に指定します。

-r
NDMP サーバを再起動する場合に指定します。

-s
NDMP サーバを起動する場合に指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-263 ndmpcontrol コマンドを実行したときに表示される情報（-l オプション指定時）

項目 説明

NDMPsvrstatus NDMP サーバの稼働状態が表示されます。

running
NDMP サーバが稼働中の場合に表示されます。

stopped
NDMP サーバが停止している場合に表示されます。

allowrequest※ 現在，使用できるオプションが表示されます。

L
-lオプションを指定できる場合に表示されます。

S
-sオプションを指定できる場合に表示されます。

R
-rオプションを指定できる場合に表示されます。

Q
-qオプションを指定できる場合に表示されます。

F
-fオプションを指定できる場合に表示されます。

H
-hオプションを指定できる場合に表示されます。

pid NDMP サーバのプロセス ID が表示されます。1～99999 の数値が 10 進数で表示され

ます。ただし，NDMP サーバが停止している場合には，表示されません。

connectstatus NDMP サーバと外部サーバ（バックアップサーバ，メディアサーバ，または別のノー

ドの NDMP サーバ）との接続状態が表示されます。
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項目 説明

connected
NDMP サーバと外部サーバが接続されている場合に表示されます。

disconnected
NDMP サーバと外部サーバが接続されていない場合に表示されます。

注※

コマンド実行時に使用できるオプションが複数ある場合は，すべてのオプションがコンマ（,）
で区切られて表示されます。

戻り値

表 2-264 ndmpcontrol コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，21 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

6，8，12，13※，14，20，22，
23，24，25

システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

11，15 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

13※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

NDMP サーバを起動する場合

$ sudo ndmpcontrol –s
Aug 14 12:17:04 KAQB11500-I ndmpcontrol command execution has started.
Aug 14 12:17:06 KAQB11501-I ndmpcontrol command has finished.

NDMP サーバを再起動する場合

$ sudo ndmpcontrol –r
Aug 14 12:17:21 KAQB11500-I ndmpcontrol command execution has started.
Aug 14 12:17:25 KAQB11501-I ndmpcontrol command has finished.

NDMP サーバを停止する場合

$ sudo ndmpcontrol –q
Aug 14 12:16:41 KAQB11500-I ndmpcontrol command execution has started.
Aug 14 12:16:43 KAQB11501-I ndmpcontrol command has finished.

注意事項

• コマンドが正常に終了した場合でも，NDMP サーバの起動や終了に時間が掛かることがありま

す。コマンド実行後，ndmpcontrol -lコマンドで，NDMP サーバの稼働状態を確認してく

ださい。
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• NDMPsvrstatusが「stopped」，connectstatusが「connected」と表示された場合，NDMP
サーバとの接続は自動的に切断されます。コマンド実行後，ndmpcontrol -lコマンドで接続

状態を確認してください。

• NDMP サーバの稼働中に OS または Virtual Server を再起動した場合，NDMP サーバは自動的

に起動します。

2.164 ndmpfsconfig（オフラインバックアップの中断条件
の変更）

書式

ndmpfsconfig -a -p accurate-check ファイルシステム名 [-nomsg]
ndmpfsconfig -d -p accurate-check ファイルシステム名 [-nomsg]
ndmpfsconfig [-l] [ファイルシステム名] [-nomsg]
ndmpfsconfig -h

説明

オフラインバックアップ中にファイルが変更または削除された場合に，オフラインバックアップ処

理を中断するかどうかについての設定を変更します。

すべてのオプションを省略した場合，-lオプションを指定したものとしてコマンドが実行されま

す。

自ノードでマウントされているファイルシステム，および階層ファイルシステムの Tier 1 に対し

て，オフラインバックアップの中断条件を変更および参照できます。自ノードでマウントされてい

ないファイルシステム，他ノードのファイルシステム，および階層ファイルシステムの Tier 1 以外

のファイルシステムに対しては，オフラインバックアップの中断条件を変更および参照できません。

オプションと引数

-a
オフラインバックアップ中にファイルが変更または削除された場合に，オフラインバックアッ

プ処理を中断するときに指定します。-p accurate-checkオプションと一緒に指定してく

ださい。

-d
オフラインバックアップ中にファイルが変更または削除された場合でも，オフラインバック

アップ処理を継続するときに指定します。-p accurate-checkオプションと一緒に指定し

てください。

-l
オフラインバックアップの中断条件についての設定を変更するファイルシステムの名称，およ

び設定されている中断条件を表示する場合に指定します。

-lオプションだけを指定した場合は，コマンドを実行しているノードでマウントされているす

べてのファイルシステムの情報が表示されます。-lオプションにファイルシステム名を指定

した場合は，指定したファイルシステムの情報だけが表示されます。

ファイルシステムが 1 つも存在しない状態で-lオプションだけを指定した場合は，何も表示

されないで正常終了します。

-p accurate-check
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オフラインバックアップの中断条件を変更する場合に指定します。-aまたは-dオプションを

一緒に指定して，オフラインバックアップ中にファイルが変更または削除された場合にオフラ

インバックアップ処理を中断するかどうかを指定してください。

このオプションを省略した場合は，オフラインバックアップを継続するように設定されます。

ファイルシステム名

オフラインバックアップの中断条件についての設定を変更するファイルシステムの名称を 16
文字以内で指定します。使用できる文字は，英数字およびアンダーライン（_）です。

ファイルシステム名を省略して-lオプション指定で実行した場合は，登録されているすべての

ファイルシステムの情報が表示されます。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-265 ndmpfsconfig コマンドを実行したときに表示される情報（-l オプション指定時）

項目 説明

File system オフラインバックアップの中断条件についての設定を変更するファイルシス

テムの名称が表示されます。

Improved backup data
accuracy check

オフラインバックアップの中断条件についての設定情報が表示されます。

On
オフラインバックアップ処理を中断するよう設定されている場合に表

示されます。

Off
オフラインバックアップ処理を継続するよう設定されている場合に表

示されます。

戻り値

表 2-266 ndmpfsconfig コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，4 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11，70，71 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，67，68，97，99 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

使用例

ファイルシステム（FS1）のオフラインバックアップ中にファイルが更新されたら処理を中断する

よう設定する場合（オフラインバックアップの正確性チェックを強化する場合）

$ sudo ndmpfsconfig -a -p accurate-check FS1
Mar  8 09:19:30 KAQB11500-I ndmpfsconfig command execution has started.
Mar  8 09:19:31 KAQB11501-I ndmpfsconfig command has finished.

ファイルシステム（FS1）のオフラインバックアップ中にファイルが更新されても処理を継続する

よう設定する場合（オフラインバックアップの正確性チェックを強化しない場合）
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$ sudo ndmpfsconfig -d -p accurate-check FS1
Mar  8 09:22:58 KAQB11500-I ndmpfsconfig command execution has started.
Mar  8 09:22:59 KAQB11501-I ndmpfsconfig command has finished.

登録されているすべてのファイルシステムに設定されているオフラインバックアップの中断条件を

一覧表示する場合

$ sudo ndmpfsconfig -l
Mar  8 09:36:11 KAQB11500-I ndmpfsconfig command execution has started.
The number of file systems(1)
 File system                         : FS1
 Improved backup data accuracy check : On
The number of file systems(2)
 File system                         : FS2
 Improved backup data accuracy check : Off
Mar  8 09:36:12 KAQB11501-I ndmpfsconfig command has finished.

注意事項

• ndmpfsconfigコマンドは，SIGHUP，SIGINT，SIGQUIT および SIGTERM を無効に設定

してから動作するため，コマンド実行中に［Ctrl］＋［C］キーを押しても処理を中断できませ

ん。

• ファイルシステムに対して次の操作をするとオフラインバックアップの中断条件の設定情報が

初期化されるため，オフラインバックアップの中断条件を設定し直す必要があります。

◦ fsexportコマンドでノードから切り離したファイルシステムを，fsimportコマンドで

ノードに接続する。

◦ horcexportコマンドでノードまたは Virtual Server から切り離したコピー先ファイルシ

ステムを，horcimportコマンドまたは horcvmimportコマンドでノードまたは Virtual
Server に接続する。

2.165 ndmppasswd（NDMP サーバのパスワードの変更）

書式

ndmppasswd [ユーザー名 現在のパスワード 新しいパスワード 新しいパスワード] [-nomsg]
ndmppasswd -h

説明

バックアップサーバが NDMP サーバに接続するときに使用するパスワードを変更します。

システム管理者は，初期導入時にパスワードを必ず変更してください。

ノード上の NDMP サーバのパスワードを変更する場合，クラスタ内の両方のノードに同じパス

ワードを設定してください。異なるパスワードを設定すると，バックアップまたはリストア時に認

証エラーが発生するおそれがあります。Virtual Server の場合は，フェールオーバーしても Virtual
Server 上の NDMP サーバのパスワードは変更されません。

すべての引数を省略してこのコマンドを実行した場合，対話形式でパスワードを変更できます。対

話形式では，入力したパスワードが表示されないため，関係者以外にパスワードを知られる心配が

ありません。セキュリティ上の観点から，パスワードの変更は対話形式で行うことを推奨します。

また，パスワードを変更したあとは，バックアップ管理ソフトウェアで NDMP サーバに対するア

クセス権を付与し直してください。

対話形式でパスワードを変更する場合に指定する情報を次の表に示します。
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表 2-267 NDMP サーバのパスワードを対話形式で変更する場合に指定する情報

項目 説明

userid NDMP サーバに接続するときのユーザー名（root）を指定します。

oldpasswd 現在設定されているパスワードを指定します。

newpasswd 新しく設定するパスワードを指定します。

1 文字以上 32 文字以内で指定します。指定できる文字は英数字およびアンダーライン

（_）です。

useridおよび oldpasswdに指定した文字列と同じ文字列は指定できません。

newpasswdには，第三者に推測されにくい文字列を指定してください。

confirmpasswd 新しく設定するパスワードを，再度指定します。

オプションと引数

-nomsg
コマンドが標準出力および標準エラー出力に出力するメッセージを抑止したい場合に指定し

ます。ndmppasswdコマンドを対話形式で実行するときは，このオプションを指定できませ

ん。

ユーザー名

NDMP サーバに接続するときのユーザー名（root）を指定します。

現在のパスワード

現在設定されているパスワードを指定します。

新しいパスワード

新しく設定するパスワードを指定します。確認のため，2 回指定する必要があります。1 文字

以上 32 文字以内で指定します。指定できる文字は英数字およびアンダーライン（_）です。

ユーザー名および現在のパスワードと同じ文字列は指定できません。新しいパスワードには，

第三者に推測されにくい文字列を指定してください。

戻り値

表 2-268 ndmppasswd コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3，4 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

6，8，12，13，14，20，26 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

11，15，21，23，24，25 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

使用例

対話形式で NDMP サーバのパスワードを変更する場合

$ sudo ndmppasswd
Aug 14 12:18:39 KAQB11502-Q Enter the value of the displayed parameter 
name, and then press 'Enter'.
userid=root
oldpasswd=
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newpasswd=
confirmpasswd=
Aug 14 12:18:47 KAQB11500-I ndmppasswd command execution has started.
Aug 14 12:18:47 KAQB11705-W Items are applied only to the logged-in node. 
If necessary, log in to each node on the cluster and check each setup.
Aug 14 12:18:47 KAQB11501-I ndmppasswd command has finished.

2.166 ndstart（ノードの起動）

書式

ndstart [--] ノード名

ndstart -h

説明

指定したノードを起動します。

このコマンドは，ノードの状態が INACTIVEの場合に実行できます。

リソースグループが Online Ready/No errorの状態でノードを起動した場合は，リソースグ

ループも自動的に起動されます。このコマンドの処理が完了したあと，リソースグループに関連す

る操作ができる状態（Online/No error）になるまで，時間が掛かることがあります。

クラスタ内のもう一方のノードを起動する場合，もう一方のノードの OS が正常に稼働しているこ

とを，peerstatusコマンドで確認してください。

オプションと引数

ノード名

起動するノードの名称を指定します。

戻り値

表 2-269 ndstart コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，21，28，29，66，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

80，81 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

402 コマンドリファレンス

コマンドリファレンス



2.167 ndstatus（ノードの状態の表示）

書式

ndstatus [-c] [--] [ノード名]
ndstatus -h

説明

ノードの状態を表示します。

オプションと引数

-c
ノードの状態をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。-cオプションを指定した

場合，ノードの名称にコロン（:）が含まれていると，番号記号（#）に置き換えられて表示さ

れます。

ノード名

クラスタ内の片方のノードの状態を参照する場合に，対象のノードの名称を指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-270 ndstatus コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

--Node Status-- ノードの情報が表示されます。

ノード名の指定を省略した場合は，ログインしたノードの状態とクラスタ内の

もう一方のノードの状態が順に表示されます。

ノード番号，ホスト名 ノードの情報が，次の形式で表示されます。

＜ノード番号＞(＜ホスト名＞)
Node name ノード名が表示されます。

Node status ノードの状態が表示されます。※1

UP
正常に稼働している場合に表示されます。

INACTIVE
停止している場合に表示されます。

DOWN
異常終了して停止している場合に表示されます。

UNKNOWN※2※3

状態が確認できない場合に表示されます。

注意：

clstartコマンドまたは ndstartコマンドの実行直後に ndstatusコマンドを実行すると，

しばらくの間，処理中の状態になることがあります。

注※1
システムに障害が発生した場合，ノードの状態が表示されないことがあります。ノードの状態

を確認できない場合，障害情報を収集して保守員に連絡してください。障害情報を収集する方

法については，「トラブルシューティングガイド」を参照してください。

注※2
停止したノードにログインした状態で ndstatusコマンドを実行すると，もう一方のノードの

状態は，実際の状態にかかわらず，UNKNOWNが表示されます。ノードおよびリソースグループ
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の状態を確認するために，稼働中のノード（もう一方のノード）にログインして，clstatus
コマンドを実行して確認してください。

注※3
クラスタ起動時にも UNKNOWNが表示されます。なお，クラスタ起動時には，クラスタを構成

するノード上のすべての OS の起動が完了するまで（ 大で 10 分程度），UNKNOWNが表示され

ます。

戻り値

表 2-271 ndstatus コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，21，66，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.168 ndstop（ノードの停止）

書式

ndstop [-f] [-y] [--] ノード名

ndstop -h

説明

指定したノードを停止します。

このコマンドは，ノードおよびリソースグループの状態が，次の条件を満たしている場合に実行で

きます。

• 停止するノードの状態が UPであること

• 停止するノード上のリソースグループの状態が Online/No error，Offline/No errorま

たは Online Maintenance/No errorであること

オプションと引数

-f
指定したノードを強制停止する場合に指定します。ノードの起動や停止を実行している際に

障害が発生し，処理が続行できない場合は，-fオプションを指定してこのコマンドを実行する

と，ノードを強制停止できます。

ノード名

停止または強制停止するノードの名称を指定します。
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戻り値

表 2-272 ndstop コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，21，27，66，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.169 nfsbackup（NFS 共有の情報のバックアップ）

書式

nfsbackup ファイルシステム名 情報定義ファイル名

nfsbackup -h

説明

指定したファイルシステム単位で NFS 共有の情報をバックアップします。なお，バックアップした

NFS 共有の情報は，nfsrestoreコマンドでリストアできます。

指定するファイルシステムが属しているリソースグループが，コマンドを実行するノード上で正常

に稼働している必要があります。また，リソースグループがフェールオーバーしている場合でも

NFS 共有の情報をバックアップできます。ただし，コマンドを実行したフェールオーバー先のノー

ド上に情報定義ファイルが作成されます。

オプションと引数

ファイルシステム名

NFS 共有の情報をバックアップするファイルシステムの名称を指定します。

情報定義ファイル名

NFS 共有の情報をバックアップする情報定義ファイルの名称を指定します。

情報定義ファイル名は，255 文字以内で指定します。使用できる文字は英数字，ハイフン（-）
およびアンダーライン（_）です。ただし，ハイフン（-）はファイル名の先頭には指定できま

せん。ピリオド（.）も使用できますが，先頭および末尾には指定できません。

情報定義ファイルは SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）の直下に出

力されます。/home/nasrootディレクトリ直下の既存のファイルと同じ名称は使えません。

注意：

・情報定義ファイルの内容を編集しないでください。情報定義ファイルの内容を編集した

場合は，正常にリストアできなくなるおそれがあります。

・情報定義ファイルは，scpコマンドまたはそのほかの安全な転送ツールを使用して，リ

モートホストに転送し保管できます。
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戻り値

表 2-273 nfsbackup コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，66※，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

NFS 共有の情報を次の条件でバックアップする場合

◦ ファイルシステム名は FS1とする

◦ 情報定義ファイル名は FS1_nfsshares.xmlとする

$ sudo nfsbackup FS1 FS1_nfsshares.xml

2.170 nfscacheflush（NFS のキャッシュのフラッシュ）

書式

nfscacheflush [キャッシュ名[,キャッシュ名…]]
nfscacheflush -h

説明

NFSv4 クライアントのユーザー名/グループ名とユーザー ID/グループ ID 間の変換用のキャッシュ

や Kerberos 認証用のキャッシュをフラッシュします。NFSv4 ドメインやユーザー情報などの構成

変更によって，実際のクライアント情報とキャッシュされているクライアント情報に差異が発生し

ていて，かつキャッシュの有効時間内に NFS 共有にアクセスする場合は，このコマンドを実行する

必要があります。また，Kerberos 認証に失敗した場合も，このコマンドを実行する必要がありま

す。Kerberos 認証では認証に失敗した場合でも結果がキャッシュされますが，失敗結果の残った

キャッシュが有効になっていると Kerberos 認証が失敗し続けるためです。

注意：

このコマンドが実行中のとき，NFS クライアントから NFS 共有へアクセスできなくなるおそ

れがあります。処理が完了するまで NFS 共有にアクセスしないよう，NFS クライアントホス

トの管理者に連絡してください。また，処理が完了したあと，NFS クライアントから NFS 共

有へアクセスしていたユーザーに対して，kdestroyコマンドおよび kinitコマンドを実行

してからアクセスを再開するよう連絡してください。
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オプションと引数

キャッシュ名[,キャッシュ名…]
フラッシュするキャッシュのタイプを，タイプごとに割り当てられているキャッシュ名で指定

します。指定を省略した場合は，すべてのキャッシュ名を指定したものとして処理されます。

指定できるキャッシュ名を次に示します。

nfs4name
NFSv4 クライアントのユーザー名/グループ名とユーザー ID/グループ ID 間の変換用の

キャッシュをフラッシュする場合に指定します。

rpcsec
Kerberos 認証用のキャッシュをフラッシュする場合に指定します。

戻り値

表 2-274 nfscacheflush コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

2 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

3 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.171 nfscreate（NFS 共有の作成）

書式

nfscreate -d 共有ディレクトリ
   -H 公開先[:[{ro|rw_sync|rw_sync_opt}]:[{everyone|root_only|none}]
   [:[セキュリティフレーバー[.セキュリティフレーバー…]]]][,公開先…]
   [-p {ro|rw_sync|rw_sync_opt}] [-a {everyone|root_only|none}]
   [-u ユーザー ID] [-g グループ ID] [-t {perform|do_not_perform}]
   [-s {perform|do_not_perform}] [-l {perform|do_not_perform}]
   [-m 大転送長]
   [-S セキュリティフレーバー[{.|,}セキュリティフレーバー…]]
nfscreate -h

セキュリティフレーバー：

{sys|krb5|krb5i|krb5p|default}

説明

指定した属性で NFS 共有を作成します。

複数の公開先に，同じディレクトリを異なる属性で公開する場合は，公開先ごとに複数回に分けて，

このコマンドを実行できます。ただし，その場合，次のオプションで設定する属性は， 後に実行

したときの属性が，そのディレクトリの公開先すべてに適用されます（オプションを省略した場合

は既存の設定が継承され，オプションを指定した場合は指定した設定内容に変更されます）。

• -uオプション

• -gオプション
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• -tオプション

• -sオプション

• -lオプション

• -mオプション

なお，アクセス権，匿名ユーザーへのマッピング対象およびセキュリティフレーバーは，NFS 共有

ごとに設定する以外に，公開先ごとに設定することもできます。NFS 共有に対する設定（-pオプ

ション，-aオプションまたは-Sオプション）と公開先ごとの設定（-Hオプション）を同時に行っ

た場合は，公開先ごとの設定が有効になります。

注意：

ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムには実行できません。

オプションと引数

-a {everyone|root_only|none}
NFS クライアントが NFS 共有にアクセスする際，匿名ユーザーとしてマッピングするかどう

かを指定します。このオプションを省略した場合は，root_onlyが設定されます。

everyone
すべてのユーザーを匿名ユーザーにマッピングする場合に指定します。

root_only
root ユーザーだけを匿名ユーザーにマッピングする場合に指定します。

none
匿名ユーザーへのマッピングを行わない場合に指定します。

-d 共有ディレクトリ

NFS 共有を作成するディレクトリを 63 文字以内の/mnt/で始まる絶対パスで指定します。差

分スナップショットの自動作成スケジュール（共有の自動作成）を運用する場合は，絶対パス

が 48 文字以内になるようにしてください。

指定できる文字は，英数字，ハイフン（-），ピリオド（.），斜線（/）およびアンダーライン

（_）です。ただし，マルチバイト文字は指定できません。シンボリックリンクを含むパスは指

定できません。また，「.snaps」および「.history」というディレクトリ名は指定できません。

「.arc」，「.system_gi」，「.system_reorganize」，「lost+found」および「.lost+found」は，ファ

イルシステム直下のディレクトリの名称として指定できません。

-g グループ ID
匿名ユーザーとしてアクセスするときに使用するグループ ID を指定します。0～65535 の値

を指定します。このオプションを省略した場合は，「65534」が設定されます。

-H 公開先[:[{ro|rw_sync|rw_sync_opt}]:[{everyone|root_only|none}][:[セキュリティフレーバー[.
セキュリティフレーバー…]]]][,公開先…]

NFS 共有の公開先を指定します。

また，公開先ごとに，アクセス権，匿名ユーザーへのマッピング対象およびセキュリティフ

レーバーを指定できます。これらの指定を省略すると，NFS 共有ごとに指定した値が適用され

ます。

複数指定する場合は，コンマ（,）で区切って指定します。

公開先

255 文字以内で指定します。

ホストの別名を指定する場合は，正式名も 255 文字以内である必要があります。
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ホスト名，IP アドレスのほか，次の形式で指定できます。

ネットグループ

NIS のネットグループを指定します。

IPネットワーク

IPv4 の場合，IP アドレスとネットマスクで指定します。ネットマスクは 10 進数をピリ

オド（.）で区切って指定することも，マスクの長さを表すビット数で指定することもで

きます。

IPv6 の場合，IP アドレスとプレフィックス長で指定します。

ワイルドカード

すべてのホストを指定するときに，アステリスク（*）をワイルドカードとして指定でき

ます。

DNSドメイン

NFS クライアントが属する DNS ドメインの名称を，先頭にピリオド（.）を付けて指定

します。

ただし，NFS クライアントマシンに HVFP/HDI と通信するネットワークインターフェー

スが複数ある場合は次のどれかの方法で公開先を指定してください。

・ワイルドカードとしてアステリスク（*）を使用する

・NFS クライアント側で使用するすべてのネットワークインターフェースの IP アドレス

を指定する

・NFS クライアント側で使用するすべてのネットワークインターフェースに対応するホ

スト名を指定する

・NFS クライアント側で使用するすべてのネットワークインターフェースの IP アドレス

を含む IP ネットワークを指定する

・NFS クライアント側で使用するすべてのネットワークインターフェースに対応するホ

スト名を含むネットグループを指定する

・NFS クライアント側で使用するすべてのネットワークインターフェースに対応するホ

スト名を含む DNS ドメインを指定する

また，1 つのホストを IP アドレスとホスト名で指定した場合，ホスト名で指定した設定

が適用されます。

なお，指定したホスト名またはネットワーク名の長さ（指定長+5 バイト）の合計が，1,258
バイト未満である必要があります。-dオプションに指定した共有ディレクトリに対し

て，すでに別の NFS 共有が作成されている場合は，その NFS 共有の公開先も合わせて計

算する必要があります。

すでに作成されている NFS 共有での公開先のホスト名またはネットワーク名の長さ（ホ

スト名長+5 バイト）は，nfslistコマンドで調べることができます。nfslistコマン

ドで-dオプションを指定して実行し，Public destination host/networkに出力

された文字数に 5 バイトを加えた値を合計してください。

ro|rw_sync|rw_sync_opt
公開先に対するアクセス権を指定します。この指定を省略した場合は，rw_syncが設定

されます。

ro
NFS 共有の読み取りだけを許可する場合に指定します。

rw_sync
NFS 共有の読み取りおよび書き込みを許可し，かつ同期書き込みを 適化しない場合に

指定します。

rw_sync_opt
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NFS 共有の読み取りおよび書き込みを許可し，かつ同期書き込みを 適化する場合に指

定します。

everyone|root_only|none
匿名ユーザーへのマッピング対象を指定します。この指定を省略した場合は，

root_onlyが設定されます。

everyone
すべてのユーザーを匿名ユーザーにマッピングする場合に指定します。

root_only
root ユーザーだけを匿名ユーザーにマッピングする場合に指定します。

none
匿名ユーザーへのマッピングを行わない場合に指定します。

セキュリティフレーバー

セキュリティフレーバーを指定します。複数指定する場合は，ピリオド（.）で区切って

指定します。この指定を省略した場合は，defaultが設定されます。

指定できるセキュリティフレーバーを次に示します。

sys
UNIX（AUTH_SYS）認証を適用する場合に指定します。

krb5
Kerberos 認証を適用する場合に指定します。

krb5i
Kerberos 認証に加えてデータ完全性機能を適用する場合に指定します。

krb5p
Kerberos 認証に加えてデータ完全性機能およびプライバシー機能を適用する場合に指定

します。

default
GUI の［NFS Service Management］ページで設定されているセキュリティフレーバー

の値を適用する場合に指定します。コマンドを実行した時点の設定値が適用されます。

defaultは，ほかの値と同時には指定できません。

-l {perform|do_not_perform}
ロック要求があった際に，認可（権限チェック）するかどうかを指定します。このオプション

を省略した場合は，do_not_performが設定されます。

ロック要求の際に認証情報を送らないマシン（HP-UX または rpcinfo -pコマンドで

programに 100020が表示されるマシン）またはロック要求の際に要求ユーザーとは異なる

ユーザーの認証情報を送ることがあるマシン（AIX）を NFS クライアントとして使用する場合

には，do_not_performを指定します。performを指定すると，ロック対象のファイルの親

ディレクトリから NFS マウントしたディレクトリまでを含むディレクトリに HVFP/HDI の
匿名ユーザーに対する読み取り権限（r）がない場合に，ロックを取得できない（ENOLCK エ

ラーになる）ことがあります。

perform
ロック要求があった際，認可する場合に指定します。匿名マッピングに該当しないユー

ザーの場合は，ロックしたユーザーの権限がチェックされます。匿名マッピングに該当す

るユーザーの場合は，HVFP/HDI の匿名ユーザーの権限がチェックされます。ロック

ファイルのオーナーの場合，権限がなくてもロックできます。また，読み取り権限があれ

ば書き込みをロックできます。

do_not_perform
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ロック要求があった際，認可しない場合に指定します。HVFP/HDI の匿名ユーザーの権

限がチェックされます。

-m 大転送長

NFS 共有に対する 大転送長を指定します（単位：KB）。4～1,024 の値を指定します。

このオプションは，NFSv2 または NFSv3 プロトコルを使用している場合にだけ有効です。

-p {ro|rw_sync|rw_sync_opt}
NFS 共有に対するアクセス権を指定します。このオプションを省略した場合は，rw_syncが

設定されます。

書き込みを許可する場合は，同期書き込みを 適化するかどうかも指定します。同期書き込み

の 適化とは，NFS クライアントからの書き込み要求を受けたとき，関連した別の書き込み要

求が実行中である（または要求を受ける予定である）場合に，その要求をディスクドライブへ

反映するのを少し遅らせる機能です。 適化によって，一度の操作で複数の書き込み要求が

ディスクドライブに反映されるため，性能を向上できます。関連性が低い複数のデータの書き

込み要求が発生する場合は，同期書き込みを 適化することで性能が低下するおそれがあるた

め，同期書き込みの 適化なし（rw_sync）を設定します。

ro
NFS 共有の読み取りだけを許可する場合に指定します。

rw_sync
NFS 共有の読み取りおよび書き込みを許可し，かつ同期書き込みを 適化しない場合に

指定します。

rw_sync_opt
NFS 共有の読み取りおよび書き込みを許可し，かつ同期書き込みを 適化する場合に指

定します。

-s {perform|do_not_perform}
アクセス対象のファイルやディレクトリに対する権限をチェックするだけでなく，共有ディレ

クトリからアクセス対象のファイルやディレクトリが存在するディレクトリまでの全ディレ

クトリ（サブツリー）に実行権限（x）があることもチェックするかどうかを指定します。こ

のオプションを省略した場合は，do_not_performが設定されます。

ロック要求の際に認証情報を送らないマシン（HP-UX または rpcinfo -pコマンドで

programに 100020が表示されるマシン）またはロック要求の際に要求ユーザーとは異なる

ユーザーの認証情報を送ることがあるマシン（AIX）を NFS クライアントとして使用する場

合，do_not_performを指定します。performを指定すると，ロック対象のファイルの親

ディレクトリから NFS マウントしたディレクトリまでを含むディレクトリに HVFP/HDI の
匿名ユーザーに対する実行権限（x）がない場合に，ロックを取得できない（ENOLCK エラー

になる）ことがあります。

perform
サブツリーチェックをする場合に指定します。

do_not_perform
サブツリーチェックをしない場合に指定します。

-S セキュリティフレーバー[{.|,}セキュリティフレーバー…]
NFS 共有ごとにセキュリティフレーバーを設定する場合に指定します。複数指定する場合は，

コンマ（,）またはピリオド（.）で区切って指定します。

指定できるセキュリティフレーバーを次に示します。
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sys
UNIX（AUTH_SYS）認証を適用する場合に指定します。

krb5
Kerberos 認証を適用する場合に指定します。

krb5i
Kerberos 認証に加えてデータ完全性機能を適用する場合に指定します。

krb5p
Kerberos 認証に加えてデータ完全性機能およびプライバシー機能を適用する場合に指定

します。

default
GUI の［NFS Service Management］ページで設定されているセキュリティフレーバー

の値を適用する場合に指定します。コマンドを実行した時点の設定値が適用されます。

defaultは，ほかの値と同時には指定できません。

-t {perform|do_not_perform}
1024 番より小さなインターネットポートから発信したリクエストだけを受け付けるかどうか

を指定します。1024 番以上のインターネットポートを使用するマシンに対してファイルシス

テムを公開する場合は，do_not_performを指定します。このオプションを省略した場合は，

do_not_performが設定されます。

perform
発信ポートを制限する場合に指定します。

do_not_perform
発信ポートを制限しない場合に指定します。

AIX では，デフォルトとして，1024 番以上のインターネットポートが使用されます。NFS ク

ライアントホストとして AIX を使用する場合で，インターネットポートの設定をデフォルトで

使用するときは，do_not_performを指定してください。また，HP-UX では，ファイルロッ

ク時に 1024 番以上のインターネットポートが使用されます。NFS クライアントホストとし

て HP-UX を使用する場合は，do_not_performを指定してください。

-u ユーザー ID
匿名ユーザーとしてアクセスするときに使用するユーザー ID を指定します。0～65535 の値

を指定します。このオプションを省略した場合は，「65534」が設定されます。

戻り値

表 2-275 nfscreate コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，10※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10※，66※，70，99※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

97，98，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

99※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

NFS 共有を次の条件で作成する場合

◦ 共有ディレクトリは/mnt/FS1/dir_case1とする

◦ 公開先ホストを host1，host2，host3，host4とする

◦ 公開先ホストごとのセキュリティフレーバーとして，すべて UNIX（AUTH_SYS）認証を

適用する

$ sudo nfscreate -d /mnt/FS1/dir_case1 -H host1,host2,host3,host4 -S sys

NFS 共有を次の条件で作成する場合

◦ 共有ディレクトリは/mnt/FS1/dir_case1とする

◦ すべてのホストを公開先とする

◦ セキュリティフレーバーとして，Kerberos 認証を適用する

◦ データ完全性機能およびプライバシー機能は適用しない

$ sudo nfscreate -d /mnt/FS1/dir_case1 -H "*" -S krb5

NFS 共有を次の条件で作成する場合

◦ 共有ディレクトリは/mnt/FS1/dir_case1とする

◦ すべてのホストを公開先とする

◦ リモートホストから実行する※

$ ssh -2 nasroot@fshost01 sudo nfscreate -d /mnt/FS1/dir_case1 -H "\*"

注※

ワイルドカードを指定する場合は，リモートホストの環境に応じたエスケープ文字を使用

してください。

2.172 nfsdelete（NFS 共有の削除）

書式

nfsdelete -d 共有ディレクトリ {-a|-H 公開先[,公開先…]}
nfsdelete -h

説明

NFS 共有を削除します。
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オプションと引数

-a
-dオプションで指定した共有ディレクトリ上のすべての NFS 共有を削除する場合に指定し

ます。

-d 共有ディレクトリ

NFS 共有を削除するディレクトリを/mnt/で始まる絶対パスで指定します。

-H 公開先[,公開先…]
NFS 共有の公開を取りやめる公開先を指定します。

公開先を複数指定する場合，コンマ（,）で区切って指定します。

戻り値

表 2-276 nfsdelete コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，66※，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.173 nfsedit（NFS 共有の情報の編集）

書式

nfsedit -d 共有ディレクトリ
   -H 公開先[:[{ro|rw_sync|rw_sync_opt}]:[{everyone|root_only|none}]
   [:[セキュリティフレーバー[.セキュリティフレーバー…]]]][,公開先…]
   [-p {ro|rw_sync|rw_sync_opt}] [-a {everyone|root_only|none}]
   [-u ユーザー ID] [-g グループ ID] [-t {perform|do_not_perform}]
   [-s {perform|do_not_perform}] [-l {perform|do_not_perform}]
   [-m 大転送長]
   [-S セキュリティフレーバー[{.|,}セキュリティフレーバー…]]
nfsedit -h

セキュリティフレーバー：

{sys|krb5|krb5i|krb5p|default}

説明

指定した属性で NFS 共有の情報を更新します。

ただし，次のオプションで設定する属性を変更した場合， 後に実行したときの属性が，そのディ

レクトリの公開先すべてに適用されます。
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• -uオプション

• -gオプション

• -tオプション

• -sオプション

• -lオプション

• -mオプション

省略したオプションに対応する項目には，現在設定されている情報が適用されます。

なお，アクセス権，匿名ユーザーへのマッピング対象およびセキュリティフレーバーは，NFS 共有

ごとに設定する以外に，公開先ごとに設定することもできます。NFS 共有に対する設定（-pオプ

ション，-aオプションまたは-Sオプション）と公開先ごとの設定（-Hオプション）を同時に行っ

た場合は，公開先ごとの設定が有効になります。

オプションと引数

-a {everyone|root_only|none}
NFS クライアントが NFS 共有にアクセスする際，匿名ユーザーとしてマッピングするかどう

かを指定します。

everyone
すべてのユーザーを匿名ユーザーにマッピングする場合に指定します。

root_only
root ユーザーだけを匿名ユーザーにマッピングする場合に指定します。

none
匿名ユーザーへのマッピングを行わない場合に指定します。

-d 共有ディレクトリ

属性を変更する NFS 共有のディレクトリを/mnt/で始まる絶対パスで指定します。

-g グループ ID
匿名ユーザーとしてアクセスするときに使用するグループ ID を指定します。0～65535 の値

を指定します。

-H 公開先[:[{ro|rw_sync|rw_sync_opt}]:[{everyone|root_only|none}][:[セキュリティフレーバー[.
セキュリティフレーバー…]]]][,公開先…]

対象の NFS 共有に設定されている公開先を指定します。

また，公開先ごとにアクセス権，匿名ユーザーへのマッピング対象およびセキュリティフレー

バーを指定できます。これらの指定を省略すると，NFS 共有ごとに指定した値が適用されま

す。

複数指定する場合は，コンマ（,）で区切って指定します。

公開先

NFS 共有の情報を編集する公開先を指定します。

ro|rw_sync|rw_sync_opt
公開先ごとに設定されたアクセス権を変更する場合に指定します。指定を省略した場合

は，現在設定されている情報が適用されます。

ro
NFS 共有の読み取りだけを許可する場合に指定します。

rw_sync
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NFS 共有の読み取りおよび書き込みを許可し，かつ同期書き込みを 適化しない場合に

指定します。

rw_sync_opt
NFS 共有の読み取りおよび書き込みを許可し，かつ同期書き込みを 適化する場合に指

定します。

everyone|root_only|none
公開先ごとに設定された匿名ユーザーへのマッピング対象を変更する場合に指定します。

指定を省略した場合は，現在設定されている情報が適用されます。

everyone
すべてのユーザーを匿名ユーザーにマッピングする場合に指定します。

root_only
root ユーザーだけを匿名ユーザーにマッピングする場合に指定します。

none
匿名ユーザーへのマッピングを行わない場合に指定します。

セキュリティフレーバー

セキュリティフレーバーを指定します。複数指定する場合は，ピリオド（.）で区切って

指定します。

指定できるセキュリティフレーバーを次に示します。

sys
UNIX（AUTH_SYS）認証を適用する場合に指定します。

krb5
Kerberos 認証を適用する場合に指定します。

krb5i
Kerberos 認証に加えてデータ完全性機能を適用する場合に指定します。

krb5p
Kerberos 認証に加えてデータ完全性機能およびプライバシー機能を適用する場合に指定

します。

default
GUI の［NFS Service Management］ページで設定されているセキュリティフレーバー

の値を適用する場合に指定します。コマンドを実行した時点の設定値が適用されます。

defaultは，ほかの値と同時には指定できません。

-l {perform|do_not_perform}
ロック要求があった際に，認可（権限チェック）するかどうかを指定します。

ロック要求の際に認証情報を送らないマシン（HP-UX または rpcinfo -pコマンドで

programに 100020が表示されるマシン）またはロック要求の際に要求ユーザーとは異なる

ユーザーの認証情報を送ることがあるマシン（AIX）を NFS クライアントとして使用する場合

には，do_not_performを指定します。performを指定すると，ロック対象のファイルの親

ディレクトリから NFS マウントしたディレクトリまでを含むディレクトリに HVFP/HDI の
匿名ユーザーに対する読み取り権限（r）がない場合に，ロックを取得できない（ENOLCK エ

ラーになる）ことがあります。

perform
ロック要求があった際，認可する場合に指定します。匿名マッピングに該当しないユー

ザーの場合は，ロックしたユーザーの権限がチェックされます。匿名マッピングに該当す

るユーザーの場合は，HVFP/HDI の匿名ユーザーの権限がチェックされます。ロック
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ファイルのオーナーの場合，権限がなくてもロックできます。また，読み取り権限があれ

ば書き込みをロックできます。

do_not_perform
ロック要求があった際，認可しない場合に指定します。HVFP/HDI の匿名ユーザーの権

限がチェックされます。

-m 大転送長

NFS 共有に対する 大転送長を指定します（単位：KB）。4～1,024 の値を指定します。 大

転送長を変更する前に，NFS クライアント側からファイルシステムをアンマウントするよう，

NFS クライアントホストの管理者に依頼する必要があります。

このオプションは，NFSv2 または NFSv3 プロトコルを使用している場合にだけ有効です。

-p {ro|rw_sync|rw_sync_opt}
NFS 共有に対するアクセス権を指定します。

書き込みを許可する場合は，同期書き込みを 適化するかどうかも指定します。同期書き込み

の 適化とは，NFS クライアントからの書き込み要求を受けたとき，関連した別の書き込み要

求が実行中である（または要求を受ける予定である）場合に，その要求をディスクドライブへ

反映するのを少し遅らせる機能です。 適化によって，一度の操作で複数の書き込み要求が

ディスクドライブに反映されるため，性能を向上できます。関連性が低い複数のデータの書き

込み要求が発生する場合は，同期書き込みを 適化することで性能が低下するおそれがあるた

め，同期書き込みの 適化なし（rw_sync）を設定します。

ro
NFS 共有の読み取りだけを許可する場合に指定します。

rw_sync
NFS 共有の読み取りおよび書き込みを許可し，かつ同期書き込みを 適化しない場合に

指定します。

rw_sync_opt
NFS 共有の読み取りおよび書き込みを許可し，かつ同期書き込みを 適化する場合に指

定します。

-s {perform|do_not_perform}
アクセス対象のファイルやディレクトリに対する権限をチェックするだけでなく，共有ディレ

クトリからアクセス対象のファイルやディレクトリが存在するディレクトリまでの全ディレ

クトリ（サブツリー）に実行権限（x）があることもチェックするかどうかを指定します。

ロック要求の際に認証情報を送らないマシン（HP-UX または rpcinfo -pコマンドで

programに 100020が表示されるマシン）またはロック要求の際に要求ユーザーとは異なる

ユーザーの認証情報を送ることがあるマシン（AIX）を NFS クライアントとして使用する場

合，do_not_performを指定します。performを指定すると，ロック対象のファイルの親

ディレクトリから NFS マウントしたディレクトリまでを含むディレクトリに HVFP/HDI の
匿名ユーザーに対する実行権限（x）がない場合に，ロックを取得できない（ENOLCK エラー

になる）ことがあります。

perform
サブツリーチェックをする場合に指定します。

do_not_perform
サブツリーチェックをしない場合に指定します。

-S セキュリティフレーバー[{.|,}セキュリティフレーバー…]
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NFS 共有ごとにセキュリティフレーバーを設定する場合に指定します。複数指定する場合は，

コンマ（,）またはピリオド（.）で区切って指定します。

指定できるセキュリティフレーバーを次に示します。

sys
UNIX（AUTH_SYS）認証を適用する場合に指定します。

krb5
Kerberos 認証を適用する場合に指定します。

krb5i
Kerberos 認証に加えてデータ完全性機能を適用する場合に指定します。

krb5p
Kerberos 認証に加えてデータ完全性機能およびプライバシー機能を適用する場合に指定

します。

default
GUI の［NFS Service Management］ページで設定されているセキュリティフレーバー

の値を適用する場合に指定します。コマンドを実行した時点の設定値が適用されます。

defaultは，ほかの値と同時には指定できません。

-t {perform|do_not_perform}
1024 番より小さなインターネットポートから発信したリクエストだけを受け付けるかどうか

を指定します。1024 番以上のインターネットポートを使用するマシンに対してファイルシス

テムを公開する場合は，do_not_performを指定します。

perform
発信ポートを制限する場合に指定します。

do_not_perform
発信ポートを制限しない場合に指定します。

AIX では，デフォルトとして，1024 番以上のインターネットポートが使用されます。NFS ク

ライアントホストとして AIX を使用する場合で，インターネットポートの設定をデフォルトで

使用するときは，do_not_performを指定してください。また，HP-UX では，ファイルロッ

ク時に 1024 番以上のインターネットポートが使用されます。NFS クライアントホストとし

て HP-UX を使用する場合は，do_not_performを指定してください。

-u ユーザー ID
匿名ユーザーとしてアクセスするときに使用するユーザー ID を指定します。0～65535 の値

を指定します。

戻り値

表 2-277 nfsedit コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，10※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10※，66※，70，99※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

65，66※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

99※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

/mnt/FS1/dir_case1ディレクトリ上の NFS 共有の情報を次の条件で変更する場合

◦ host1を公開先として，書き込みを許可する設定で NFS 共有が作成されている

◦ 読み取りだけを許可する設定に変更する

$ sudo nfsedit -d /mnt/FS1/dir_case1 -H host1 -p ro

/mnt/FS1/dir_case1ディレクトリ上の NFS 共有の情報を次の条件で変更する場合

◦ 公開先ホストとして host1，host2，host3，host4が設定されている

◦ 公開先ホストごとのセキュリティフレーバーとして，すべて UNIX（AUTH_SYS）認証を

適用するように変更する

$ sudo nfsedit -d /mnt/FS1/dir_case1 -H host1,host2,host3,host4 -S sys

2.174 nfskeytabadd（Kerberos 認証用キータブファイル
の追加）

書式

nfskeytabadd -i キータブファイル名 [-q]
nfskeytabadd -h

説明

Kerberos 認証用のキータブファイルをノードまたは Virtual Server が管理するキータブファイル

に追加します。

このコマンドは，次の条件を満たしている場合に実行できます。

• Kerberos 認証用のキータブファイルが NFS クライアントマシンまたは KDC サーバで作成さ

れていること

• scpコマンドまたはそのほかの安全な転送ツールを使用して，キータブファイルが SSH 用アカ

ウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）に転送されていること

オプションと引数

-i キータブファイル名
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Kerberos 認証用のキータブファイルの名称を/mnt/で始まる絶対パスで指定します。指定し

たキータブファイルの内容が正常に追加された場合は，指定したキータブファイルは削除され

ます。

-q
確認メッセージの出力を抑止したい場合に指定します。

戻り値

表 2-278 nfskeytabadd コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

70※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

70※，71 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

72 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

Kerberos 認証用のキータブファイル（キータブファイル名：/home/nasroot/nfs.keytab）を

追加する場合

$ sudo nfskeytabadd -i /home/nasroot/nfs.keytab
Keytab name: FILE:/etc/krb5.keytab
KVNO Principal
---- 
--------------------------------------------------------------------------
   3 nfs/node0.ad2003.skyu1.local@AD2003.SKYU1.LOCAL
   3 nfs/node1.ad2003.skyu1.local@AD2003.SKYU1.LOCAL

2.175 nfskeytabdel（Kerberos 認証用キータブファイルの
プリンシパル情報の削除）

書式

nfskeytabdel [-y] -s スロット番号

nfskeytabdel -h

説明

Kerberos 認証用のキータブファイルからプリンシパル情報を削除します。

オプションと引数

-s スロット番号
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削除するプリンシパル情報のスロット番号を指定します。

戻り値

表 2-279 nfskeytabdel コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

70，71 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

72 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

使用例

キータブファイルのプリンシパル情報（スロット番号：2）を削除する場合

$ sudo nfskeytabdel -s 2
KAQG20329-Q Do you want to delete an entry for slot 2 ? (y/n)

2.176 nfskeytablist（Kerberos 認証用キータブファイルの
内容の表示）

書式

nfskeytablist [-h]

説明

Kerberos 認証用のキータブファイルの内容をスロット番号の昇順に一覧で表示します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-280 nfskeytablist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

slot スロット番号が表示されます。

KVNO キーバージョン番号が表示されます。

Principal プリンシパル情報が表示されます。

戻り値

表 2-281 nfskeytablist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。
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戻り値 説明

70 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.177 nfslist（NFS 共有の情報の表示）

書式

nfslist [-d 共有ディレクトリ] [{-c|--del デリミタ文字}] [-O 拡張オプション]
nfslist -h

拡張オプション：

値[,値…]

説明

ログインしているノード上の NFS 共有の情報を共有ディレクトリのパスの昇順に一覧で表示しま

す。1 つのディレクトリに複数の NFS 共有が作成されているときは，公開先の昇順に表示されま

す。

注意：

NFS 共有の公開先として指定しているホスト名やネットグループ名が名前解決できない場合は，このコ

マンドの処理が完了するまでに時間が掛かることがあります。

オプションと引数

-c
NFS 共有の情報をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。

-d 共有ディレクトリ

特定の NFS 共有の設定情報を参照する場合に，対象のディレクトリを/mnt/で始まる絶対パ

スで指定します。-dオプションを省略した場合は，ノード上のすべての NFS 共有の情報が表

示されます。

--del デリミタ文字

指定された任意の英数字，記号またはスペースで区切って表示する場合に指定します。

-O 拡張オプション

どのオプショナル情報を表示するかを指定します。省略した場合は，オプショナル情報は表示

されません。

指定できる値を次に示します。

m
Maximum rwsize(KB)の情報を参照する場合に指定します。

n
Host/network name resolutionの情報を参照する場合に指定します。

s
Security flavorの情報を参照する場合に指定します。

all
すべてのオプショナル情報を参照する場合に指定します。
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表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-282 nfslist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Shared directory 作成されている NFS 共有のディレクトリが絶対パスで表示されます。

Public destination host/
network

NFS 共有を公開しているホスト名またはネットワーク名が表示されま

す。

Permission mode /
Synchronous writing

NFS 共有に対するアクセス権と同期書き込みについての情報が表示され

ます。

ro
読み取りだけを許可する場合に表示されます。

rw_sync
読み取りおよび書き込みを許可し，かつ同期書き込みを 適化しな

い設定の場合に表示されます。

rw_sync_opt
読み取りおよび書き込みを許可し，かつ同期書き込みを 適化する

設定の場合に表示されます。

Anonymous mapping 匿名ユーザーとしてマッピングするユーザーが表示されます。

everyone
すべてのユーザーを匿名ユーザーにマッピングする設定の場合に表

示されます。

root_only
root ユーザーだけを匿名ユーザーにマッピングする設定の場合に表

示されます。

none
匿名ユーザーのマッピングを行わない設定の場合に表示されます。

Anonymous UID 匿名ユーザーとしてアクセスするときに使用するユーザー ID が表示され

ます。

Anonymous GID 匿名ユーザーとしてアクセスするときに使用するグループ ID が表示され

ます。

Transmission port
restriction

1024 番より小さなインターネットポートから発信したリクエストだけを

受け付けるかどうかが表示されます。

perform
発信ポートを制限する設定の場合に表示されます。

do_not_perform
発信ポートを制限しない設定の場合に表示されます。

Subtree check アクセス対象のファイルやディレクトリに対する権限をチェックするだ

けでなく，共有ディレクトリからアクセス対象のファイルやディレクトリ

が存在するディレクトリまでの全ディレクトリ（サブツリー）に実行権限

（x）があることもチェックするかどうかが表示されます。

perform
チェックをする設定の場合に表示されます。

do_not_perform
チェックをしない設定の場合に表示されます。

Access check with lock
request

ロック要求があった場合に，認可（権限チェック）するかどうかが表示さ

れます。

perform
ロック要求時に認可する設定の場合に表示されます。

do_not_perform
ロック要求時に認可しない設定の場合に表示されます。

Maximum rwsize(KB) NFS 共有に対する 大転送長が表示されます。 大転送長が設定されて

いない場合は，「--」が表示されます。-Oオプションで mまたは allを指

定した場合に表示される情報です。
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項目 説明

Host/network name
resolution

NFS 共有の公開先として指定しているホスト名を名前解決できるかどう

かが表示されます。-Oオプションで nまたは allを指定した場合に表

示される情報です。

OK
名前解決できる場合に表示されます。

NG(＜ホスト名＞)
名前解決できない場合に表示されます。名前解決できないホスト名

が複数あるときは，コンマ（,）で区切られて表示されます。ネット

グループ名で指定している際にホスト名一覧を取得できない場合

は，NG だけが表示されます。

--
IP アドレスを指定している，ワイルドカードとしてアステリスク

（*）を指定している，または DNS ドメインを指定している場合に表

示されます。

Security flavor NFS 共有の公開先に設定されているセキュリティフレーバーが表示され

ます。複数のセキュリティフレーバーが設定されている場合は，コンマ

（,）で区切って表示されます。-Oオプションで sまたは allを指定した

場合に表示される情報です。

戻り値

表 2-283 nfslist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

65，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.178 nfslocksclear（NFS クライアントホストからのファ
イルロック情報の削除）

書式

nfslocksclear [-F] ホスト名 [ホスト名…]

説明

NFS クライアントホストやネットワークなどの障害によってノード上の OS に残ったファイル

ロック情報を削除します。

次の場合は，NFS クライアントホストからのファイルロック情報を削除してください。

• ファイルロックを取得している NFS クライアントマシンがファイルロックを保持したまま異

常終了し，何らかの理由で再起動できない場合
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• NFS クライアントホストがクラスタ構成になっており，異常終了した NFS クライアントマシン

で動作していたジョブを別の NFS クライアントマシンで引き継ぐ場合

注意：

・NFS クライアントが正常にファイルロックを取得している状態で，HVFP/HDI 側から NFS のファイ

ルロック情報を削除すると，ファイルの排他制御が行われなくなり，使用していたファイルが破損する

おそれがあります。

・NFS クライアントホストが正常に稼働している状態でネットワーク障害が発生し，ノード上の OS に

残ったファイルロック情報を削除した場合には，ネットワークに再接続する前に，対象の NFS クライ

アントホストを必ず再起動してください。

オプションと引数

-F
確認メッセージの出力を抑止したい場合に指定します。

ホスト名 [ホスト名…]
ファイルロック情報を削除する NFS クライアントホストのホスト名で指定します。複数のホ

スト名を指定する場合は，スペースで区切ってください。

戻り値

表 2-284 nfslocksclear コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

1※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.179 nfslockslist（NFS クライアントホストからのファイ
ルロック情報の表示）

書式

nfslockslist [-a]
   [-f 対象ファイル名|-i [メジャー番号:マイナー番号:]inode番号]
   [-p プロセス ID] [-t 経過時間] [ホスト名 [ホスト名…]]
nfslockslist -h

説明

ノード上の OS にある，NFS クライアントホストからのファイルロック情報を表示します。ただ

し，NFSv4 環境でのシェアリザベーションロックの情報は表示されません。

すべてのオプションと引数の指定を省略した場合は，ファイルロックを取得しているファイルロッ

ク情報だけが表示されます。

なお，次の場合は，NFS クライアントホストからのファイルロック情報が表示されません。問題点

を解消してから，コマンドを再度実行してください。

コマンドリファレンス 425

コマンドリファレンス



• フェールオーバー中

• フェールバック中

• フェールバックした直後

• ノード上の OS が起動した直後

• NFS サービスが停止中

また，SIGSTOP シグナルなどで，このコマンドの処理を長く停止すると，HVFP/HDI の性能に影

響を与えることがあります。

オプションと引数

-a
ファイルロックを取得または取得待ちしているファイルロック情報すべてを参照する場合に

指定します。

-f 対象ファイル名

特定のファイルに関するファイルロック情報だけを参照する場合に，そのファイル名を/mnt/
で始まる絶対パスで指定します。

-i [メジャー番号:マイナー番号:]inode 番号

特定のファイルに関するファイルロック情報だけを参照する場合に，そのファイルを示すメ

ジャー番号，マイナー番号および inode 番号を指定します。

なお，指定したファイルが存在しない場合でも，正常終了します。

-p プロセス ID
特定のプロセスに関するファイルロック情報だけを参照する場合に，そのプロセス ID を指定

します。

-t 経過時間

ファイルロックを取得または取得待ちしてから一定時間が経過したファイルロック情報だけ

を参照する場合に指定します（単位：秒）。「0」以上の整数を指定してください。

ホスト名 [ホスト名…]
特定の NFS クライアントホストのファイルロック情報を参照する場合に，IP アドレスまたは

ホスト名を指定します。複数指定する場合は，スペースで区切ってください。

表示項目

次の形式で表示されます。

＜番号※1 ＞: ＜メジャー番号＞:＜マイナー番号＞:＜ inode番号＞ ＜パス※2 ＞ POSIX  ADVISORY 
＜ WRITEまたは READ＞ ＜ファイルロックの始端オフセット＞ ＜ファイルロックの終端オフセット＞ ＜
プロセス ID※3 ＞ ＜ホスト名または IPアドレス※4 ＞ ＜ファイルロックの取得日時またはファイルロック

の取得待ち開始日時※5 ＞

注※1
ファイルロックを取得待ちしているファイルロック情報の場合は，番号の後ろに「->」が表示

されます。

注※2

◦ NFS クライアントホストがファイルロックを取得している状態でそのファイルを削除し

た場合，ファイル名はピリオド（.）で始まる名称に変換されて表示されます。

◦ NFS クライアントホストがファイルロックを取得している状態で，ほかのクライアントか

らそのファイルを削除した場合，パスの末尾に(deleted)が表示されます。リソースグ
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ループがフェールオーバーもしくはフェールバックしたあと，またはノード上の OS が再

起動したあとでも，パスの末尾に(deleted)が表示されます。

◦ NFS クライアントホストがファイルロックを取得した前後に，そのファイルをほかのディ

レクトリに移動した場合，パスが正しく表示されず，末尾に(moved)が表示されます。

注※3

◦ NFS クライアントホストが Linux カーネル 2.6.9 以降を使用している場合，プロセス ID
の代わりにファイルロック情報を区別する独自の ID が表示されます。

独自の ID からプロセス ID を特定する方法については，「A.1 nfslockslist コマンドで独自

の ID が表示された場合にプロセス ID を特定する方法」を参照してください。

◦ NFS クライアントホストが NFSv4 プロトコルを使用している場合，nfsd のプロセス ID
が表示されます。

注※4
NFS クライアントホスト以外からファイルロックを取得した場合は，ハイフン（-）が表示さ

れます。

注※5
次の場合は，表示される日時が更新されます。

◦ フェールオーバーした場合

◦ フェールバックした場合

◦ ノード上の OS を再起動した場合

◦ NFS サービスを再起動した場合

戻り値

表 2-285 nfslockslist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，3 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

使用例

大量のファイルロック情報を参照する場合やリモートホスト上の grepコマンドを実行してファイ

ルロック情報を絞り込む場合

$ ssh -2 nasroot@fshost01 'sudo nfslockslist' > lockslist.txt
$ grep file lockslist.txt
20: 254:5:137 /mnt/nfs/file2413 POSIX  ADVISORY  WRITE 0 13 22400 
ClientHost1 2009/12/18 10:14:20
21: 254:5:136 /mnt/nfs/file124 POSIX  ADVISORY  WRITE 0 13 15466 
ClientHost5 2009/12/18 10:12:48
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2.180 nfsoptlist（NFS 環境設定の表示）

書式

nfsoptlist [キーワード]
nfsoptlist -h

説明

ノード上の OS に設定された NFS 環境の情報を表示します。

オプションと引数

キーワード

キーワードを指定します。指定を省略した場合は，すべてのキーワードの内容が表示されま

す。

指定できるキーワードを次に示します。

nfsd2_advanced_acl_type
NFS クライアントから NFSv2 プロトコルを使用して Advanced ACL タイプのファイル

システムへのアクセスが許可されているかどうかを参照する場合に指定します。

nfsd3_jukebox_behavior
NFS クライアントへ EJUKEBOX 応答を返すかどうかを参照する場合に指定します。

wan_optimization
ネットワーク環境の遅延時間に応じた動作の設定を参照する場合に指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-286 nfsoptlist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

nfsd2_advanced_acl_type NFS クライアントから NFSv2 プロトコルを使用して Advanced ACL
タイプのファイルシステムへのアクセスが許可されているかどうかが

表示されます。

0
アクセスが拒否されている場合に表示されます。

1
アクセスが許可されている場合に表示されます。

nfsd3_jukebox_behavior NFS クライアントへ EJUKEBOX 応答を返すかどうかが表示されま

す。

0
EJUKEBOX 応答を返す場合に表示されます。

1
EJUKEBOX 応答を返さない場合に表示されます。

wan_optimization ネットワーク環境の遅延時間に応じた動作の設定が表示されます。

0
遅延時間が小さいネットワーク環境に応じた動作を行う設定の

場合に表示されます。

1
遅延時間が大きいネットワーク環境に応じた動作を行う設定の

場合に表示されます。
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戻り値

表 2-287 nfsoptlist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，3 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2.181 nfsoptset（NFS 環境の設定）

書式

nfsoptset キーワード=値
nfsoptset -h

説明

ノード上の OS に NFS 環境を設定します。

オプションと引数

キーワード=値
キーワードおよび値を指定します。

指定できるキーワードを次に示します。

nfsd2_advanced_acl_type={0|1}
NFS クライアントから NFSv2 プロトコルを使用して Advanced ACL タイプのファイル

システムへのアクセスを許可するかどうかを指定します。初期設定は「0」です。

0
ファイルシステムへのアクセスを拒否する場合に指定します。

1
ファイルシステムへのアクセスを許可する場合に指定します。

なお，NFS クライアントから NFSv2 プロトコルを使用して Advanced ACL タイプの

ファイルシステムへアクセスした場合には，設定されている ACE に従ったアクセス制御

は行われません。システム運用上，NFSv2 プロトコルを使用する必要がある場合にだけ

アクセスを許可してください。

nfsd3_jukebox_behavior={0|1}
NFS クライアントへ EJUKEBOX 応答を返すかどうかを指定します。クラスタ内で同じ

設定になるように，このコマンドをノードごとに実行してください。初期設定は「0」で

す。

0
EJUKEBOX 応答を返す場合に指定します。

1
EJUKEBOX 応答を返さない場合に指定します。

wan_optimization={0|1}
ネットワーク環境の遅延時間に応じた動作を設定する場合に指定します。初期設定は「0」
です。

なお，このオプションを指定してコマンドを実行した場合は，NFS サービスを再起動し

てください。
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0
遅延時間が小さいネットワーク環境に応じた動作を行う場合に指定します。

1
遅延時間が大きいネットワーク環境に応じた動作を場合に指定します。

戻り値

表 2-288 nfsoptset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1※，2 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

1※，3 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

NFS クライアントから NFSv2 プロトコルを使用して Advanced ACL タイプのファイルシステム

へのアクセスを許可する場合

$ sudo nfsoptset nfsd2_advanced_acl_type=1

2.182 nfsrestore（NFS 共有の情報のリストア）

書式

nfsrestore 情報定義ファイル名

nfsrestore --list 情報定義ファイル名

nfsrestore --template テンプレートファイル名 情報定義ファイル名

nfsrestore -h

説明

nfsbackupコマンドでバックアップした NFS 共有の情報（情報定義ファイル）を基に，NFS 共有

の情報をリストアします。また，リストアを実行しないで，NFS 共有の情報を表示すること，およ

びリストア用スクリプトのテンプレートファイルを作成することもできます。

なお，リストアを実行する場合，リストアする NFS 共有数および作成済みの NFS 共有数によって

は，処理に時間が掛かることがあります。20 個の NFS 共有をリストアすると，処理が完了するま

でに約 2 分 30 秒掛かります。

NFS 共有の情報のリストアは，次の条件を満たしている場合に実行できます。

• リストア先のファイルシステム名が NFS 共有の情報をバックアップしたときと同じであるこ

と

• リストア先のファイルシステムがマウントされていること

• バックアップしたときに NFS 共有が作成されていたディレクトリが，リストア先のファイルシ

ステムに存在すること
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• リストア先のファイルシステムに NFS 共有が作成されていないこと

• NFS 共有の公開先ホストの名称が名前解決できること

オプションと引数

--list
情報定義ファイルの内容を表示する場合に指定します。

--template テンプレートファイル名

情報定義ファイルを基に，リストア用スクリプトのテンプレートファイルを作成する場合に指

定します。

テンプレートファイル名は，255 文字以内で指定します。使用できる文字は英数字，ハイフン

（-）およびアンダーライン（_）です。ただし，ハイフン（-）はファイル名の先頭には指定で

きません。ピリオド（.）も使用できますが，先頭および末尾には指定できません。

テンプレートファイルは SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）の直下

に出力されます。/home/nasrootディレクトリ直下の既存のファイルと同じ名称は使えま

せん。

テンプレートファイルはリモートホストに転送して，編集・実行できます。バックアップした

ときとは異なる NFS 共有の情報をリストアしたい場合は，目的に合わせて編集したテンプ

レートファイルを実行してください。なお，テンプレートファイルの転送には scpコマンドま

たはそのほかの安全な転送ツールを使用します。

テンプレートファイルの例を次に示します。

#!/bin/sh
############################################################################
####
# This template is for scripts used to restore NFS share settings.
# Note:
#   You must edit this template to create a script that can handle
#   command execution errors, and execute commands from remote hosts.
############################################################################
####

PRECMD=""

/bin/echo "Executing the command nfscreate(/mnt/FS01/dir01)....."
$PRECMD sudo nfscreate -d "/mnt/FS01/dir01" -u "1212" -g "1212" -t 
"perform" -s "do_not_perform" -l "perform" -m "16" -H 
"10.208.47.0:rw_sync:everyone:sys,@netgroup1:rw_sync_opt:root_only:sys.krb5"

/bin/echo "Executing the command nfscreate(/mnt/FS01/dir02)....."
$PRECMD sudo nfscreate -d "/mnt/FS01/dir02" -u "65534" -g "65534" -t 
"perform" -s "do_not_perform" -l "perform" -m "32" -H 
"10.208.136.0/255.255.255.0:rw_sync:everyone:sys.krb5.krb5i,@netgroup01:rw_s
ync:everyone:sys.krb5.krb5i"

/bin/echo "Executing the command nfscreate(/mnt/FS01/dir03)....."
$PRECMD sudo nfscreate -d "/mnt/FS01/dir03" -u "65534" -g "65534" -t 
"perform" -s "do_not_perform" -l "perform" -m "16" -H 
"*:rw_sync:everyone:sys.krb5i"

/bin/echo "Executing the command nfscreate(/mnt/FS01/dir04)....."
$PRECMD sudo nfscreate -d "/mnt/FS01/dir04" -u "1212" -g "1212" -t 
"perform" -s "do_not_perform" -l "perform" -m "16" -H 
"@netgroup1:rw_sync_opt:root_only:sys.krb5,[fdf1:afcb:
44f9:1000::3:25]:rw_sync:everyone:sys"

exit 0

注意：

・変数 PRECMDには，リモートホストからコマンドを実行する際の sshコマンドの書式

を指定します。

例：ssh -2 nasroot@fshost01
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・特殊文字を使用する場合は，リモートホストの環境に応じたエスケープ文字を使用して

ください。

情報定義ファイル名

情報定義ファイルの名称を指定します。SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/
nasroot）の直下にある NFS 共有の情報定義ファイルの名称だけが指定できます。

表示項目

--listオプションを指定してこのコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-289 --list オプションを指定して nfsrestore コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Backup date and time NFS 共有の情報をバックアップした日時が表示されます。

Shared directory 作成されている NFS 共有のディレクトリが絶対パスで表示されます。

Public destination host/
network

NFS 共有を公開しているホスト名またはネットワーク名が表示されま

す。

Permission mode /
Synchronous writing

NFS 共有に対するアクセス権と同期書き込みについての情報が表示され

ます。

ro
読み取りだけを許可する場合に表示されます。

rw_sync
読み取りおよび書き込みを許可し，かつ同期書き込みを 適化しな

い設定の場合に表示されます。

rw_sync_opt
読み取りおよび書き込みを許可し，かつ同期書き込みを 適化する

設定の場合に表示されます。

Anonymous mapping 匿名ユーザーとしてマッピングするユーザーが表示されます。

everyone
すべてのユーザーを匿名ユーザーにマッピングする設定の場合に表

示されます。

root_only
root ユーザーだけを匿名ユーザーにマッピングする設定の場合に表

示されます。

none
匿名ユーザーのマッピングを行わない設定の場合に表示されます。

Anonymous UID 匿名ユーザーとしてアクセスするときに使用するユーザー ID が表示され

ます。

Anonymous GID 匿名ユーザーとしてアクセスするときに使用するグループ ID が表示され

ます。

Transmission port
restriction

1024 番より小さなインターネットポートから発信したリクエストだけを

受け付けるかどうかが表示されます。

perform
発信ポートを制限する設定の場合に表示されます。

do_not_perform
発信ポートを制限しない設定の場合に表示されます。

Subtree check アクセス対象のファイルやディレクトリに対する権限をチェックするだ

けでなく，共有ディレクトリからアクセス対象のファイルやディレクトリ

が存在するディレクトリまでの全ディレクトリ（サブツリー）に実行権限

（x）があることもチェックするかどうかが表示されます。

perform
チェックをする設定の場合に表示されます。

do_not_perform
チェックをしない設定の場合に表示されます。
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項目 説明

Access check with lock
request

ロック要求があった場合に，認可（権限チェック）するかどうかが表示さ

れます。

perform
ロック要求時に認可する設定の場合に表示されます。

do_not_perform
ロック要求時に認可しない設定の場合に表示されます。

Maximum rwsize(KB) NFS 共有に対する 大転送長が表示されます。 大転送長が設定されて

いない場合は，「--」が表示されます。

Security flavor NFS 共有の公開先に対するセキュリティフレーバーが表示されます。複

数指定されている場合は，コンマ（,）で区切って表示されます。

戻り値

表 2-290 nfsrestore コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，10※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10※，66※，70，99※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

99※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

NFS 共有の情報を次の条件でリストアする場合

◦ ファイルシステム名は FS1とする

◦ 情報定義ファイル名は FS1_nfsshares.xmlとする

$ sudo nfsrestore FS1_nfsshares.xml

リストア用スクリプトのテンプレートファイルを次の条件で作成する場合

◦ テンプレートファイル名は FS1_nfsrestore.shとする

◦ 情報定義ファイル名は FS1_nfsshares.xmlとする

$ sudo nfsrestore --template FS1_nfsrestore.sh FS1_nfsshares.xml
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2.183 nfsstatus（NFS デーモンの情報の表示）

書式

nfsstatus [-m|-z]
nfsstatus -h

説明

NFS デーモンの情報を表示します。なお，すべてのオプションを省略した場合，NFS デーモンの

使用率の情報を表示します。

オプションと引数

-m
NFS デーモンの使用率の情報およびメモリーの使用状況を表示する場合に指定します。

-z
NFS デーモンのメモリーの使用状況（Buffer size in use）以外の情報を 0 に戻す場合に

指定します。なお，NFS サービスを再起動した場合，または停止して起動した場合，NFS デー

モンの使用率の情報が通常より高く表示されることがあるため，このオプションを使用してく

ださい。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-291 nfsstatus コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Total number of nfsd
threads

起動している NFS デーモンの数が表示されます。

Number of times that all
threads were in use

起動している NFS デーモンの使用率が 100%になった回数が表示されま

す。

＜ NFS デーモンの使用率＞ NFS デーモンの起動後の使用率について 10%ごとの時間分布が表示され

ます（単位：秒）。

Buffer size in use NFS デーモンのメモリーの使用状況が表示されます。

Retry count of buffer
acquisition

NFS デーモンがメモリーを取得できなかった場合のリトライ回数が表示

されます。

戻り値

表 2-292 nfsstatus コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

70，71，72 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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2.184 nfssvget（NFS サービスのポート番号の割り当て方
法の表示）

書式

nfssvget --port
nfssvget -h

説明

NFS サービスで使用するポート番号の割り当て方法を表示します。

オプションと引数

--port
NFS サービスで使用するポート番号の割り当て方法を表示します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-293 nfssvget コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Port number allocation NFS サービスで使用するポート番号の割り当て方法が表示されます。

dynamic
ポート番号を動的に割り当てる場合に表示されます。

fixed
固定のポート番号を設定する場合に表示されます。

戻り値

表 2-294 nfssvget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

65，68※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

68※，95 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。
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2.185 nfssvset（NFS サービスのポート番号の割り当て方
法の変更）

書式

nfssvset --port {dynamic|fixed}
nfssvset -h

説明

ログインしているノードの NFS サービスが使用するポート番号の割り当て方法を変更します。

初期設定では，ポート番号が動的に割り当てられます。ファイアウォールを使用している環境で，

固定のポート番号を割り当てる必要がある場合は，設定を変更してください。

クラスタ構成の場合，両ノードで同じ設定にする必要があります。

ポート番号の割り当て方法を変更したあとは，NFS サービスを再起動してください。再起動するま

で，ポート番号の割り当て方法の変更は反映されません。

オプションと引数

--port {dynamic|fixed}
NFS サービスで使用するポート番号の割り当て方法を指定します。

dynamic
ポート番号を動的に割り当てる場合に指定します。初期設定は「dynamic」です。

fixed
固定のポート番号を設定する場合に指定します。

戻り値

表 2-295 nfssvset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

68※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

68※，95 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。
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2.186 nncreset（ノードのリセット）

書式

nncreset [-y] [--vserver Virtual-Server-ID]
nncreset -h

説明

クラスタ構成の場合，クラスタ内のもう一方のノードをリセットします。また，コマンドを実行し

ているノードで稼働中の Virtual Server をリセットします。シングルノード構成の場合，ログイン

しているノードをリセットします。

リセットするノードの OS の起動が完了していることを確認してからこのコマンドを実行してくだ

さい。ノードの OS の起動処理中にこのコマンドを実行すると，ノードでダンプファイルが採取で

きなかったり，ノードの OS が停止状態になったりすることがあります。

Virtual Server をリセットする場合，リセットする Virtual Server が実行するノード上で稼働して

いることを確認してからこのコマンドを実行してください。

オプションと引数

--vserver Virtual-Server-ID
Virtual Server ID を指定し，コマンドを実行しているノードで稼働中の Virtual Server をリ

セットする場合に指定します。

戻り値

表 2-296 nncreset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.187 peerstatus（クラスタ内のもう一方のノードの状態
の表示）

書式

peerstatus [-h]

説明

クラスタ内のもう一方のノードの状態を表示します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。
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表 2-297 peerstatus コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

状態 クラスタ内のもう一方のノードの状態が表示されます。

BOOT START
OS が起動処理中の場合に表示されます。

BOOT COMPLETE
OS が正常に稼働している場合に表示されます。

SHUTDOWN
OS が停止処理中の場合に表示されます。

STOP
次の場合に表示されます。

・OS が停止したとき

・OS が再起動中のとき

・OS が閉塞したとき

DUMP
Dump の取得処理中の場合に表示されます。

ON
ノードのハードウェア本体に電源が供給されていて，ほかの状態に該当し

ない場合に表示されます。

OFF
ノードのハードウェア本体に電源が供給されていない場合に表示されま

す。

UNKNOWN
OS の状態を取得できなかった場合に表示されます。

注意：

コマンドを実行した時点の状態が表示されます。ただし，ハードウェアの障害が発生している

場合は，障害が発生する前の状態が表示されるおそれがあります。また，ノード上の OS を起

動する際は，OFFになる直前の状態または ON が表示されるおそれがあります。

戻り値

表 2-298 peerstatus コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

2.188 pmctl（保守ポートのインターフェースの管理）

書式

pmctl [-p {v4|v6}] -a IPアドレス -n ネットマスク インターフェース

pmctl -p v6 --delete インターフェース

pmctl [-p {v4|v6}]
pmctl -h

説明

保守ポートのインターフェースを設定します。また，現在の設定を参照することもできます。

なお，保守ポートのインターフェースには，IPv4 形式の IP アドレスが必要です。
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保守ポートに割り当てられるネットワークアドレスは，192.168.0.0，192.168.233.0，10.0.0.0，
172.23.211.0，10.197.181.0 または fe80::1:00 から fe80::1:ff までです。

オプションと引数

-a IP アドレス

クラスタ構成の場合，保守ポートの固有 IP アドレスを指定します。

シングルノード構成の場合，保守ポートの IP アドレスを指定します。

-n ネットマスク

IPv4 で，固有 IP アドレスにネットマスクを使用する場合に指定します。ネットマスクは固定

で，255.255.255.0 を使用します。

IPv6 で，固有 IP アドレスにプレフィックス長を使用する場合に指定します。プレフィックス

長は固定で，64 を使用します。

-p {v4|v6}
保守ポートのインターフェースのプロトコルバージョンを指定します。インターフェースを

設定する場合に，このオプションを省略すると，指定した IP アドレスから判別されたプロト

コルバージョンが設定されます。インターフェースの設定を参照する場合に，このオプション

を省略すると，IPv4 および IPv6 形式のインターフェースの情報が表示されます。

v4
IPv4 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。

v6
IPv6 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。

-p v6 --delete
保守ポートのインターフェースを解除する場合に指定します。このオプションは，IPv6 で保守

ポートのインターフェースを設定している場合に有効です。

インターフェース

インターフェースを設定する保守ポートの名称を指定します。

なお，すべてのオプションを省略した場合は，現在の設定内容が表示されます。

表示項目

クラスタ構成で，このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-299 クラスタ構成で pmctl コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Interface ポート名が表示されます。

Fixed IP addr 現在ログインしているノードの固有 IP アドレスが表示されます。

Netmask IPv4 の場合，現在ログインしているノードのネットマスクが表示されます。

Prefix length IPv6 の場合，現在ログインしているノードのプレフィックス長が表示されま

す。

注意：

情報の設定されている項目が，次の順番で表示されます。

◦ IPv4 で設定した，現在ログインしているノードの保守ポートのインターフェース情報の項

目
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◦ IPv6 で設定した，現在ログインしているノードの保守ポートのインターフェース情報の項

目

また，シングルノード構成で，このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-300 シングルノード構成で pmctl コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Interface ポート名が表示されます。

IP address IP アドレスが表示されます。

Netmask IPv4 の場合，ネットマスクが表示されます。

Prefix length IPv6 の場合，プレフィックス長が表示されます。

注意：

情報が設定されている項目が，次の順番で表示されます。

◦ IPv4 で設定した，保守ポートのインターフェース情報の項目

◦ IPv6 で設定した，保守ポートのインターフェース情報の項目

戻り値

表 2-301 pmctl コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，3 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

保守ポートのインターフェースの情報を参照する場合

$ sudo pmctl
Interface        : pm0
 [IPv4]
 Fixed IP addr   : 172.23.211.10
 Netmask         : 255.255.255.0
 [IPv6]
 Fixed IP addr   : 3ffe:200:0:10a::1
 Prefix length   : 64

保守ポートのインターフェースの固有 IP アドレスを 172.23.211.10 に設定する場合

$ sudo pmctl -a 172.23.211.10 -n 255.255.255.0 pm0

IPv6 形式の IP アドレスを使用して，保守ポートのインターフェースの固有 IP アドレスを 3ffe:
200:0:10a::1 に設定する場合

$ sudo pmctl -p v6 -a [3ffe:200:0:10a::1] -n 64 pm0
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2.189 quotaget（ファイルシステムごとに設定された
Quota の情報の表示）

書式

quotaget [-c] [-n] [-u [ユーザー名|ユーザー ID][,[ユーザー名|ユーザー ID]…]|
   -g [グループ名|グループ ID][,[グループ名|グループ ID]…]] ファイルシステム名

quotaget [-c] [-u|-g] -v ファイルシステム名 
quotaget [-c] [-n] [-u|-g] -w ファイルシステム名

quotaget [-c] -d ファイルシステム名

quotaget [-c] -t ファイルシステム名

quotaget [-c] -m ファイルシステム名

quotaget -h

説明

ファイルシステムごとに設定されている Quota の情報および現在の使用状況を表示します。

ユーザーまたはグループの Quota の情報を参照する場合は，オプションと引数の組み合わせによっ

て表示される情報が異なります。目的に応じて，使い分けてください。

特定のユーザーまたはグループを指定した場合

指定したユーザーまたはグループの Quota 情報が表示されます。

-vオプションを指定した場合

File Services Manager，NIS サーバおよびユーザー認証用の LDAP サーバで登録された全

ユーザーまたは全グループの Quota 情報が表示されます。

-wオプションを指定した場合

全ユーザーまたは全グループのうち，ソフトリミットや猶予期間を超過したユーザーとグルー

プの情報が表示されます。

特定のユーザーまたはグループを指定しないで，かつ-vオプションと-wオプションの指定を省略

した場合

次の情報が表示されます。

◦ ファイルシステムを利用している全ユーザーまたは全グループの Quota 情報

◦ Quota が設定されている全ユーザーまたは全グループの情報

オプションと引数

-c
Quota 情報をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。なお，ブロック使用量，ブ

ロック使用量のソフトリミット，およびブロック使用量のハードリミットの値は，MB で表示

されますが，単位は表示されません。

-d
指定したファイルシステムに設定されているデフォルト Quota の情報を参照する場合に指定

します。

-g
グループの Quota 情報を参照する場合に指定します。

-g [グループ名|グループ ID][,[グループ名|グループ ID]…]
特定のグループの情報だけを参照する場合に対象のグループ名またはグループ ID を指定しま

す。

コマンドリファレンス 441

コマンドリファレンス



グループ名で指定する場合は，次のグループを指定できます。

◦ File Services Manager で登録されたグループ（グループ ID：97 および 200～
2147483147）

◦ NIS サーバまたはユーザー認証用の LDAP サーバに登録されたグループ（グループ ID が

0 のグループは除く）

◦ ユーザーマッピングで登録されたグループ（Windows ドメインのビルトイングループは除

く）

グループ ID で指定する場合は，0～2147483147 の範囲内で指定してください。ただし，「0」
以外の ID については，先頭に 0 を指定できません。

複数のグループ名またはグループ ID を指定する場合は，グループ名またはグループ ID をコン

マ（,）で区切って指定します。グループ名またはグループ ID を複数指定する場合，グループ

名での指定とグループ ID での指定が混在してもかまいません。

なお，複数のグループを指定した場合に，1 つでもグループ名またはグループ ID に誤りがあっ

たときは，指定したすべてのグループについて Quota 情報は表示されません。

-m
Quota の監視方法を参照する場合に指定します。

-n
ユーザー ID またはグループ ID をユーザー名またはグループ名に変換できない Quota 情報を

表示しない場合に指定します。

-t
ソフトリミットを超過したあとの猶予期間を参照する場合に指定します。

-u
ユーザーの Quota 情報を参照する場合に指定します。

-u [ユーザー名|ユーザー ID][,[ユーザー名|ユーザー ID]…]
特定のユーザーの情報を参照する場合に指定します。

ユーザー名で指定する場合は，次のユーザーを指定できます。

◦ File Services Manager で登録されたユーザー（ユーザー ID：97 および 200～
2147483147）

◦ NIS サーバまたはユーザー認証用の LDAP サーバに登録されたユーザー（ユーザー ID が

0 のユーザーは除く）

◦ ユーザーマッピングで登録されたユーザー

ユーザー ID で指定する場合は，0～2147483147 の範囲内で指定してください。ただし，「0」
以外の ID については，先頭に 0 を指定できません。

複数のユーザー名またはユーザー ID を指定する場合は，ユーザー名またはユーザー ID をコン

マ（,）で区切って指定します。ユーザー名またはユーザー ID を複数指定する場合，ユーザー

名での指定とユーザー ID での指定が混在してもかまいません。

なお，複数のユーザーを指定した場合に，1 つでもユーザー名またはユーザー ID に誤りがあっ

たときは，指定したすべてのユーザーについて Quota 情報は表示されません。

-v
File Services Manager，NIS サーバおよびユーザー認証用の LDAP サーバで登録された全

ユーザーまたは全グループの Quota 情報を参照する場合に指定します。

-w
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ソフトリミットや猶予期間を超過しているユーザーまたはグループの情報だけを参照する場

合に指定します。

ファイルシステム名

ファイルシステムの名称を指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-302 quotaget コマンドを実行した場合に表示される情報（ユーザーまたはグループの Quota
情報）

項目 説明

List of Quota
Information of File
System

ファイルシステム名が表示されます。

User nameまたは Group
name

ユーザー名またはグループ名が表示されます。

ユーザー ID またはグループ ID からユーザー名またはグループ名に変換

できなかった場合はハイフン（-）が表示されます。

UIDまたは GID ユーザー ID またはグループ ID が表示されます。

Block ユーザーまたはグループごとのブロック使用状況が表示されます。

Used capacity
ブロック使用量が，単位付きの整数で表示されます。表示される単

位は「MB」，「GB」，「TB」です。小数点以下は切り上げて表示され

ます。また，単位付きの整数とともに，括弧内に MB 単位付きの整

数が表示されます。

Soft limit
ブロック使用量のソフトリミットが，単位付きの整数で表示されま

す。表示される単位は「MB」，「GB」，「TB」です。また，単位付き

の整数とともに，括弧内に MB 単位付きの整数が表示されます。

Hard limit
ブロック使用量のハードリミットが，単位付きの整数で表示されま

す。表示される単位は「MB」，「GB」，「TB」です。また，単位付き

の整数とともに，括弧内に MB 単位付きの整数が表示されます。

Grace period
ブロック使用量がソフトリミットを超えてから，新たにブロックを

割り当てられなくなるまでの猶予期間の残りが表示されます。次の

どれかの形式で表示されます。

＜ n ＞ days
猶予期間の残りが 24 時間以上です。例えば，残りが 24 時間以上 48
時間未満の場合は，1 daysと表示されます。

＜ n ＞ hours
猶予期間の残りが 24 時間未満です。例えば，残りが 1 時間未満の場

合は，0 hoursと表示されます。

over
猶予期間が過ぎているか，ブロック使用量がハードリミットに達し

ています。

-
ブロック使用量がソフトリミットを超えていません。

ブロック使用量のソフトリミットおよびハードリミットが設定されてい

ない場合，Soft limitおよび Hard limitには 0MB(0MB)と表示され

ます。

i-node ユーザーまたはグループごとの inode 使用状況が表示されます。

Used count
inode 使用量が表示されます。

Soft limit
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項目 説明

inode 使用量のソフトリミットが表示されます。

Hard limit
inode 使用量のハードリミットが表示されます。

Grace period
inode 使用量がソフトリミットを超えてから，ファイルを作成できな

くなるまでの猶予期間の残りが表示されます。次のどれかの形式で

表示されます。

＜ n ＞ days
猶予期間の残りが 24 時間以上です。例えば，残りが 24 時間以上 48
時間未満の場合は，1 daysと表示されます。

＜ n ＞ hours
猶予期間の残りが 24 時間未満です。例えば，残りが 1 時間未満の場

合は，0 hoursと表示されます。

over
猶予期間が過ぎているか，inode 使用量がハードリミットに達してい

ます。

-
inode 使用量がソフトリミットを超えていません。

inode 使用量のソフトリミットおよびハードリミットが設定されていない

場合，Soft limitおよび Hard limitには 0と表示されます。

表 2-303 quotaget コマンドを実行した場合に表示される情報（デフォルト Quota）

項目 説明

Default Quota
Information of File
System

ファイルシステム名が表示されます。

Block デフォルト Quota として設定されているブロック使用量のソフトリミッ

トおよびハードリミットの値が表示されます。

Soft limit
ブロック使用量のソフトリミットが，単位付きの整数で表示されま

す。表示される単位は「MB」，「GB」，「TB」です。また，単位付き

の整数とともに，括弧内に MB 単位付きの整数が表示されます。

Hard limit
ブロック使用量のハードリミットが，単位付きの整数で表示されま

す。表示される単位は「MB」，「GB」，「TB」です。また，単位付き

の整数とともに，括弧内に MB 単位付きの整数が表示されます。

ブロック使用量のソフトリミットおよびハードリミットが設定されてい

ない場合，Soft limitおよび Hard limitには 0MB(0MB)と表示され

ます。

i-node デフォルト Quota として設定されている inode 使用量のソフトリミット

およびハードリミットの値が表示されます。

Soft limit
inode 使用量のソフトリミットが表示されます。

Hard limit
inode 使用量のハードリミットが表示されます。

inode 使用量のソフトリミットおよびハードリミットが設定されていない

場合，Soft limitおよび Hard limitには 0と表示されます。

表 2-304 quotaget コマンドを実行した場合に表示される情報（猶予期間）

項目 説明

Grace Period Information
of File System

ファイルシステム名が表示されます。
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項目 説明

Block grace period ブロック使用量がソフトリミットを超えてから，新たにブロックを割り当

てられなくなるまでの猶予期間が表示されます。

i-node grace period inode 使用量がソフトリミットを超えてから，ファイルを作成できなくな

るまでの猶予期間が表示されます。

表 2-305 quotaget コマンドを実行した場合に表示される情報（監視方法）

項目 説明

Monitoring Time of File
System

ファイルシステム名が表示されます。

SNMP notification mode Quota 超過時の SNMP トラップの通知モードが表示されます。

Use a summary notification
サマリー通知モードが設定されている場合に表示されます。

Use individual notifications
個別通知モードが設定されている場合に表示されます。

監視時刻 Quota の監視時刻が表示されます。

なお，-cオプションを指定した場合，監視時刻のコロン（:）は省略され

ます。複数の時刻が設定されている場合は，コンマ（,）で区切られて表

示されます。

戻り値

表 2-306 quotaget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，10※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10※，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.190 quotaset（ファイルシステムごとの Quota の設定）

書式

quotaset
   {-u {ユーザー名|ユーザー ID}[,{ユーザー名|ユーザー ID}…]|
   -g {グループ名|グループ ID}[,{グループ名|グループ ID}…]}
   [-b ブロック使用量のソフトリミット,ブロック使用量のハードリミット]
   [-i inode使用量のソフトリミット,inode使用量のハードリミット]
   ファイルシステム名

quotaset -d
   [-b ブロック使用量のソフトリミット,ブロック使用量のハードリミット]
   [-i inode使用量のソフトリミット,inode使用量のハードリミット]
   ファイルシステム名
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quotaset -t 
   [-b ブロック使用量の猶予期間]
   [-i inode使用量の猶予期間]
   ファイルシステム名

quotaset -m
   {[-s 監視時刻[,監視時刻…]] [-n {summary|individual}]|
   -s default}
   ファイルシステム名

quotaset -h

説明

ファイルシステムごとに Quota を設定します。

オプションと引数

-b ブロック使用量のソフトリミット,ブロック使用量のハードリミット

ブロック使用量のソフトリミットおよびハードリミットをコンマ（,）で区切って指定します。

ソフトリミットおよびハードリミットは，0MB～1,023TB の範囲で整数値に単位を付けて指定

します。単位は，数値のあとに M（MB），G（GB）または T（TB）を付けて指定します。ま

た，単位を指定しなかった場合は MB になります。なお，このオプションは-dオプションと

同時に指定した場合，または-d，-t，-mオプションのどれも指定しない場合に有効です。

このオプションを省略した場合は，ブロック使用量のソフトリミットおよびハードリミットは

次のように設定されます。

-dオプションを指定した場合

すでにデフォルト Quota が設定されているときは，現在の設定値が引き継がれます。

デフォルト Quota が設定されていないときは，デフォルト Quota のブロック使用量のソ

フトリミットおよびハードリミットには「0（リミットの指定なし）」が設定されます。

-gオプションを指定した場合

すでにグループに Quota が設定されているときは，現在の設定値が引き継がれます。

指定したグループに Quota が設定されていないときは，指定したグループのブロック使

用量のソフトリミットおよびハードリミットには「0（リミットの指定なし）」が設定され

ます。

-uオプションを指定した場合

すでにユーザーに Quota が設定されているときは，現在の設定値が引き継がれます。

ユーザーに Quota が未設定で，デフォルト Quota だけが設定されているときは，設定さ

れているデフォルト Quota が適用されます。

指定したユーザーに Quota が設定されておらず，デフォルト Quota も設定されていない

場合は，指定したユーザーのブロック使用量のソフトリミットおよびハードリミットには

「0（リミットの指定なし）」が設定されます。

-b ブロック使用量の猶予期間

ブロック使用量がソフトリミットを超えてから，新たにブロックを割り当てられなくなるまで

の猶予期間を指定します（単位：日）。1～9,999 の値を指定します。先頭に 0 は指定できませ

ん。なお，このオプションは-tオプションと同時に指定した場合に有効です。

初期設定は 7 日です。このオプションを省略した場合は，現在設定されている情報が適用され

ます。

-d
指定したファイルシステムにデフォルト Quota を設定する場合に指定します。

-g {グループ名|グループ ID}[,{グループ名|グループ ID}…]
Quota を設定するグループ名またはグループ ID を指定します。
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グループ名で指定する場合は，次のグループを指定できます。

◦ File Services Manager で登録されたグループ（グループ ID：97 および 200～
2147483147）

◦ NIS サーバまたはユーザー認証用の LDAP サーバに登録されたグループ（グループ ID が

0 のグループは除く）

◦ ユーザーマッピングで登録されたグループ（Windows ドメインのビルトイングループは除

く）

グループ ID で指定する場合は，0～2147483147 の範囲内で指定してください。ただし，「0」
以外の ID については，先頭に 0 を指定できません。

複数のグループ名またはグループ ID を指定する場合は，グループ名またはグループ ID をコン

マ（,）で区切って指定します。グループ名またはグループ ID を複数指定する場合，グループ

名での指定とグループ ID での指定が混在してもかまいません。

なお，複数のグループを指定した場合に，1 つでもグループ名またはグループ ID に誤りがあっ

たときは，指定したすべてのグループについて Quota は設定されません。

-i inode 使用量のソフトリミット,inode 使用量のハードリミット

inode 使用量のソフトリミットおよびハードリミットをコンマ（,）で区切って指定します。0
～4,294,967,295 の範囲で整数値を指定してください。なお，このオプションは-dオプション

と同時に指定した場合，または-d，-t，-mオプションのどれも指定しない場合に有効です。

このオプションを省略した場合は，inode 使用量のソフトリミットおよびハードリミットは次

のように設定されます。

-dオプションを指定した場合

すでにデフォルト Quota が設定されているときは，現在の設定値が引き継がれます。

デフォルト Quota が設定されていない場合は，デフォルト Quota の inode 使用量のソフ

トリミットおよびハードリミットには「0（リミットの指定なし）」が設定されます。

-gオプションを指定した場合

すでにグループに Quota が設定されているときは，現在の設定値が引き継がれます。

指定したグループに Quota が設定されていない場合は，指定したグループの inode 使用

量のソフトリミットおよびハードリミットには「0（リミットの指定なし）」が設定されま

す。

-uオプションを指定した場合

すでにユーザーに Quota が設定されているときは，現在の設定値が引き継がれます。

ユーザーに Quota が設定されていないで，デフォルト Quota だけが設定されているとき

は，設定されているデフォルト Quota が適用されます。

ユーザーに Quota が設定されていないで，デフォルト Quota も設定されていない場合は，

指定したユーザーの inode 使用量のソフトリミットおよびハードリミットには「0（リミッ

トの指定なし）」が設定されます。

-i inode 使用量の猶予期間

inode 使用量がソフトリミットを超えてからファイルを作成できなくなるまでの猶予期間を指

定します（単位：日）。1～9,999 の値を指定します。先頭に 0 は指定できません。なお，この

オプションは-tオプションと同時に指定した場合に有効です。

初期設定は 7 日です。このオプションを省略した場合は，現在設定されている情報が適用され

ます。

-m
Quota の監視方法を設定または解除する場合に指定します。
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-n {summary|individual}
File Services Manager がソフトリミットや猶予期間を超過したユーザーまたはグループを検

知した際の SNMP トラップの通知モードを設定する場合に指定します。

初期設定では，SNMP トラップを通知しない設定になっています。監視時刻が設定されていな

い状態でこのオプションを省略すると，サマリー通知モードが設定されます。また，監視時刻

が 1 つ以上設定されている状態で，このオプションを省略した場合は，現在設定されている情

報が適用されます。

summary
サマリー通知モードで SNMP トラップを出力する場合に指定します。sと省略して指定

することもできます。

individual
個別通知モードで SNMP トラップを出力する場合に指定します。iと省略して指定する

こともできます。

ソフトリミットや猶予期間を超過したユーザーまたはグループの数が，それぞれ 100 を超

えている場合は，個別通知が抑止され，超過ユーザー数または超過グループ数だけが

SNMP マネージャーに通知されます。

-s
File Services Manager が Quota を監視する時刻を設定または解除する場合に指定します。

初期設定では，Quota を監視しない設定になっています。このオプションを省略した場合は，

現在設定されている情報が適用されます。

監視時刻[,監視時刻…]
File Services Manager が Quota を監視する時刻を指定します。すでに監視時刻が設定

されている場合は，その設定をすべて解除したあと，指定した時刻が新たに設定されま

す。

00 時 00 分～23 時 55 分の範囲で，5 分単位で指定します。区切り記号のコロン（:）を

付けて指定する場合，上位の桁の 0 は省略できます。例えば 01 時 05 分を監視時刻とし

て設定する場合は，「01:05」，「01:5」，「1:05」，「1:5」または「0105」と指定します。

複数の監視時刻を設定する場合は，時刻をコンマ（,）で区切って指定します。 大で 48
件設定できます。

default
すべての時刻を解除し，初期設定（監視しない）に戻す場合に指定します。

-t
猶予期間を設定する場合に指定します。

-u {ユーザー名|ユーザー ID}[,{ユーザー名|ユーザー ID}…]
Quota を設定するユーザー名またはユーザー ID を指定します。

ユーザー名で指定する場合は，次のユーザーを指定できます。

◦ File Services Manager で登録されたユーザー（ユーザー ID：97 および 200～
2147483147）

◦ NIS サーバまたはユーザー認証用の LDAP サーバに登録されたユーザー（ユーザー ID が

0 のユーザーは除く）

◦ ユーザーマッピングで登録されたユーザー

ユーザー ID で指定する場合は，0～2147483147 の範囲内で指定してください。ただし，「0」
以外の ID については，先頭に 0 を指定できません。
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複数のユーザー名またはユーザー ID を指定する場合は，ユーザー名またはユーザー ID をコン

マ（,）で区切って指定します。ユーザー名またはユーザー ID を複数指定する場合，ユーザー

名での指定とユーザー ID での指定が混在してもかまいません。

なお，複数のユーザーを指定した場合に，1 つでもユーザー名またはユーザー ID に誤りがあっ

たときは，指定したすべてのユーザーについて Quota は設定されません。

ファイルシステム名

ファイルシステムの名称を指定します。

戻り値

表 2-307 quotaset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，10※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10※，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

次の条件でユーザーに Quota を設定する場合

◦ 対象のファイルシステムは FS1とする

◦ 対象のユーザーは User1（ユーザー ID：6000）および User2（ユーザー ID：6001）と

する

◦ ブロック使用量のソフトリミットを 1GB に，ハードリミットを 2GB に設定する

◦ inode 使用量のソフトリミットを 300 に，ハードリミットを 400 に設定する

$ sudo quotaset -u User1,6001 -b 1g,2g -i 300,400 FS1

次の条件でユーザーに Quota を設定する場合

◦ 対象のファイルシステムは FS1とする

◦ 対象のユーザーは，ユーザーマッピングで登録された user3とする

◦ ブロック使用量のソフトリミットを 1GB に，ハードリミットを 2GB に設定する

◦ inode 使用量のソフトリミットを 300 に，ハードリミットを 400 に設定する

$ sudo quotaset -u "DOMAIN02\user3" -b 1g,2g -i 300,400 FS1

次の条件でグループに Quota を設定する場合

◦ 対象のファイルシステムは FS1とする
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◦ 対象のグループは Group1（グループ ID：5000）および Group2（グループ ID：5001）
とする

◦ ブロック使用量のソフトリミットを 1GB に，ハードリミットを 2GB に設定する

◦ inode 使用量のソフトリミットを 300 に，ハードリミットを 400 に設定する

$ sudo quotaset -g Group1,5001 -b 1g,2g -i 300,400 FS1

次の条件でデフォルト Quota を設定する場合

◦ 対象のファイルシステムは FS1とする

◦ ブロック使用量のソフトリミットを 1GB に，ハードリミットを 2GB に設定する

◦ inode 使用量のソフトリミットを 300 に，ハードリミットを 400 に設定する

$ sudo quotaset -d -b 1g,2g -i 300,400 FS1

次の条件で猶予期間を設定する場合

◦ 対象のファイルシステムは FS1とする

◦ ブロック使用量の猶予期間には 10 日を設定する

◦ inode 使用量の猶予期間には 10 日を設定する

$ sudo quotaset -t -b 10 -i 10 FS1

次の条件で監視方法を設定する場合

◦ 対象のファイルシステムは FS1とする

◦ Quota の監視時刻には，01 時 05 分と 13 時 15 分を設定する

◦ サマリー情報を SNMP トラップまたは E-mail で通知する

$ sudo quotaset -m -s 0105,1315 -n summary FS1

2.191 rgmon（リソースグループの監視の除外または再開）

書式

rgmon {-on|-off} [--] リソースグループ名

rgmon -h

説明

リソースグループの監視を除外または再開します。

このコマンドは，リソースグループの状態が次の条件を満たしている場合に実行できます。

リソースグループを監視対象から除外する場合

Online/No errorであること

リソースグループの監視を再開する場合

Online Maintenance/No errorであること

オプションと引数

-off
リソースグループを監視対象から除外する場合に指定します。
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なお，リソースグループは，次の契機で自動的に監視が再開されます。

◦ リソースグループの停止・起動（クラスタを操作した場合の動作も含む）

◦ リソースグループの実行ノードの変更

-on
リソースグループの監視を再開する場合に指定します。

リソースグループ名

監視を除外・再開するリソースグループの名称を指定します。

戻り値

表 2-308 rgmon コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，22，32，33，66，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，68 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

node0という名称のリソースグループを監視対象から除外する場合

$ sudo rgmon -off node0

node0という名称のリソースグループの監視を再開する場合

$ sudo rgmon -on node0

2.192 rgmove（リソースグループの実行ノードの変更）

書式

rgmove [-y] [--] リソースグループ名

rgmove -h

説明

リソースグループの実行ノードを変更します。

このコマンドは，リソースグループを移動する先のノードおよび移動するリソースグループの状態

が，次の条件を満たしている場合に実行できます。

• 移動する先のノードの状態が UPであること

コマンドリファレンス 451

コマンドリファレンス



• 移動するリソースグループの状態が Online/No errorまたは Online Maintenance/No
errorであること

なお，リソースグループの実行ノードを変更するときの処理時間のタイムアウト値については，

clctlコマンドで確認できます。

オプションと引数

リソースグループ名

実行ノードを変更するリソースグループの名称を指定します。

戻り値

表 2-309 rgmove コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，22，30，37，38，39，66，
69※，70

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

68，69※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

node0という名称のリソースグループの実行ノードを変更する場合

$ sudo rgmove node0
KAQM06136-Q Performing this operation will temporarily stop the services. 
Are you sure you want to change the execution node of the resource group? 
(y/n)

2.193 rgstart（リソースグループの起動）

書式（クラスタ構成の場合）

rgstart [--] リソースグループ名

rgstart -h

書式（シングルノード構成の場合）

rgstart [-q]
rgstart -h

説明

リソースグループを起動します。

このコマンドは，クラスタ，ノードおよびリソースグループが次の状態の場合に実行できます。
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• Cluster statusに ACTIVEと表示されていること

• リソースグループを起動するノードの Node statusに UPと表示されていること

• クラスタ構成時は，起動するリソースグループの Resource group statusに Offline/No
errorまたは Online Ready/No errorと表示されていること

• シングルノード構成時は，起動するリソースグループの Resource group statusに

Offline/No errorと表示されていること

オプションと引数

-q
このオプションは，シングルノード構成の場合に使用できます。リソースグループ起動処理の

進捗状況を表示しない場合に指定します。

リソースグループ名

起動するリソースグループの名称を指定します。

戻り値

表 2-310 rgstart コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，22，31，35，42，66，69※，

70
指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，68，69※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

node0という名称のリソースグループを起動する場合

$ sudo rgstart node0

2.194 rgstatus（リソースグループの状態の表示）

書式（クラスタ構成の場合）

rgstatus [-c] [--] [リソースグループ名]
rgstatus -h

書式（シングルノード構成の場合）

rgstatus [-h]
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説明

リソースグループの状態を表示します。

オプションと引数

-c
リソースグループの状態をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。-cオプション

を指定した場合，リソースグループの名称にコロン（:）が含まれていると，番号記号（#）に

置き換えられて表示されます。

リソースグループ名

特定のリソースグループの状態を参照する場合に指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-311 rgstatus コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

--Resource Group
Status--

リソースグループの情報が表示されます。

リソースグループ名の指定を省略した場合は，ログインしたノードに属するリ

ソースグループの状態と，クラスタ内のもう一方のノードに属するリソースグ

ループの状態が順に表示されます。

Resource group name リソースグループ名が表示されます。

Resource group status リソースグループの状態とエラー情報が，次の形式で表示されます。

＜リソースグループ状態＞/＜エラー情報＞

＜リソースグループ

状態＞

Online Ready※1

クラスタを起動していないので，リソースグルー

プを起動できない場合に表示されます。また，ク

ラスタの停止中に障害を検知した場合に表示さ

れます。

Initializing
初期化処理中の場合に表示されます。

Discovery (exclusivity)
稼働前のオンライン処理中の場合に表示されま

す。

Online Pending
開始処理中の場合に表示されます。

Online
稼働中の場合に表示されます。

Online Maintenance
監視機能を解除している場合に表示されます。

障害が発生しても自動的にフェールオーバーし

ません。

Offline Pending
停止処理中の場合に表示されます。

Offline※1

停止中の場合に表示されます。

Internal Error
内部エラーを検出している場合に表示されます。

保守員に連絡してください。

Partial Online
シングルノード構成時に部分閉塞している場合

に表示されます。

＜エラー情報＞※2 No error
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項目 説明

エラーが発生していない場合に表示されます。

Internal error - not recoverable
回復できない内部エラーが発生した場合に表示

されます。保守員に連絡してください。

Monitor activity unknown
監視または監視除外の処理中に障害が発生した

場合に表示されます。操作し直しても障害が繰

り返して発生する場合は，強制停止して障害要因

を取り除いてください。

No available nodesまたは No available
nodes in failure domain after monitor
failure

障害が発生しましたが，すでにフェールオーバー

している状態のため，フェールオーバーできない

場合に表示されます。強制停止して 初の

フェールオーバーが発生した要因を取り除いて

ください。

Node not available (exclusivity)
フェールオーバー先のノードの Node status
が UPでないため，フェールオーバーできない場

合に表示されます。強制停止して，フェールオー

バー先のノードを起動してください。起動でき

ない場合は，フェールオーバー先のノードを強制

停止して障害要因を取り除いてください。

Node unknown
ノードの Node statusが UNKNOWNのため，リ

ソースグループを起動できない場合に表示され

ます。強制停止して，リソースグループを開始す

るノードを起動してください。起動できない場

合は，ノードを強制停止して障害要因を取り除い

てください。

Split resource group (exclusivity)
クラスタ内でリソースグループが重複して稼働

している場合に表示されます。クラスタを強制

停止したあとで，クラスタを構成しているノード

の OS の停止と再起動を保守員に依頼してくだ

さい。

srmd executable error
起動または停止処理中にエラーが発生している

場合に表示されます。強制停止して障害要因を

取り除いてください。

OS error
シングルノード構成時に，起動または停止失敗時

にエラーが発生している場合に表示されます。

強制停止して障害要因を取り除いてください。

Running node リソースグループが稼働しているノード名が表示されます。

注意：

clstartコマンドまたは ndstartコマンドの実行直後に rgstatusコマンドを実行すると，

しばらくの間，処理中の状態になることがあります。

注※1
クラスタの状態が DISABLEの場合にも表示されます。Online Readyまたは Offlineと表

示された場合には，clstatusコマンドを実行してクラスタの状態もあわせて確認してくださ

い。
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注※2
各エラーの対処方法の詳細については，「トラブルシューティングガイド」を参照してくださ

い。

戻り値

表 2-312 rgstatus コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，22，66，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，68 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.195 rgstop（リソースグループの停止）

書式（クラスタ構成の場合）

rgstop [-f] [-y] [--] リソースグループ名

rgstop -h

書式（シングルノード構成の場合）

rgstop [-f] [-y] [-q]
rgstop -h

説明

リソースグループを停止します。

クラスタ構成の場合，リソースグループの状態が Online/No error，Online Ready/No error
または Online Maintenance/No errorであるときに実行できます。シングルノード構成の場

合，リソースグループの状態が Online/No errorまたは Partial Onlineであるときに実行で

きます。また，コマンドを実行する前に，リソースグループを起動するまで NFS 共有にアクセスし

ないよう，NFS クライアントホストの管理者に連絡してください。

オプションと引数

-f
指定したリソースグループを強制停止する場合に指定します。クラスタ，ノードまたはリソー

スグループの起動や停止を実行している際に障害が発生し，処理が続行できない場合は，-fオ

プションを指定してこのコマンドを実行すると，リソースグループを強制停止できます。

-q
このオプションは，シングルノード構成の場合に使用できます。リソースグループ停止処理の

進捗状況を表示しない場合に指定します。

リソースグループ名
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停止または強制停止するリソースグループの名称を指定します。

戻り値

表 2-313 rgstop コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，22，30，41，66，69，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，68 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.196 rmfile（ホームディレクトリ直下のファイルの削除）

書式

rmfile [-y] [--] ファイル名

rmfile -h

説明

SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）の直下にあるファイルを削除します。

オプションと引数

ファイル名

ホームディレクトリから削除するファイルの名称を指定します。

戻り値

表 2-314 rmfile コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，5 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

13，14，16 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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2.197 routeadd（ルーティング情報の追加）

書式（クラスタ構成の場合）

routeadd [-p {v4|v6}] -t net -d ネットワークアドレス -n ネットマスク
   [-g ゲートウェイ|--reject] [-m セグメントサイズ] [-S Virtual-Server名]
   インターフェース

routeadd [-p {v4|v6}] -t host -d ホスト
   [-g ゲートウェイ|--reject] [-m セグメントサイズ] [-S Virtual-Server名]
   インターフェース

routeadd [-p {v4|v6}] -t default
   {-g ゲートウェイ|--reject} [-m セグメントサイズ] [-S Virtual-Server名]
   インターフェース

routeadd -h

書式（シングルノード構成または Virtual Server の場合）

routeadd [-p {v4|v6}] -t net -d ネットワークアドレス -n ネットマスク
   [-g ゲートウェイ|--reject] [-m セグメントサイズ] インターフェース

routeadd [-p {v4|v6}] -t host -d ホスト
   [-g ゲートウェイ|--reject] [-m セグメントサイズ] インターフェース

routeadd [-p {v4|v6}] -t default
   {-g ゲートウェイ|--reject} [-m セグメントサイズ] インターフェース

routeadd -h

説明

インターフェースにルーティングの情報を追加します。

クラスタ構成のノード上でコマンドを実行する場合は，Virtual Server に対してもルーティングの

情報を追加できます。Virtual Server の状態が Online/No error または Partial online/No error で
あることを確認してからコマンドを実行してください。

ルーティングのあて先には，次のネットワークの IP アドレスは指定できません。

• 保守ポートに設定されている IP アドレスのネットワーク

保守ポートに設定されている IP アドレスのネットワークについては，pmctlコマンドで確認で

きます。

• ハートビートポートに設定されている IP アドレスのネットワーク

ハートビートポートに設定されている IP アドレスのネットワークについては，clstatusコマ

ンドで確認できます。

なお，このコマンドを実行する際には次の点に注意してください。

• あて先が同じルーティング情報を複数追加しないでください。同一のあて先を設定した場合，

ルーティング情報を正しく削除できないおれそれがあります。

• ゲートウェイの設定以外がすべて同じルーティング情報は設定しないでください。ルーティン

グ情報を正しく削除できなくなるおそれがあります。

• -tオプションに netを指定し，-nオプションに「0.0.0.0」または「0」を指定して追加した

ルーティング情報は，デフォルトルートとして動作します。

• -tオプションに netを指定し，-nオプションに「255.255.255.255」または「128」を指定し

て追加したルーティング情報は，ルーティングのあて先にホストを直接指定したものとして動作

します。

オプションと引数

-d あて先

ルーティングのあて先を指定します。
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ネットワークアドレス

ネットワークをルーティングのあて先に設定する場合に，ネットワークアドレスを指定し

ます。

ホスト

ホストをルーティングのあて先に設定する場合に，ホスト名または IP アドレスを指定し

ます。

-g ゲートウェイ

ゲートウェイをホスト名または IP アドレスで指定します。

-m セグメントサイズ

IPv4 の場合に，経路の TCP 接続の 大セグメントサイズを 64～65,536 の範囲で指定します

（単位：バイト）。このオプションを省略した場合，指定したインターフェースに設定されてい

る MTU 値から 40 を引いた値が設定されます。

-n ネットマスク

IPv4 で，ネットワークをルーティングのあて先に設定する場合に，ネットマスクを指定しま

す。

IPv6 で，ネットワークをルーティングのあて先に設定する場合に，プレフィックス長を指定し

ます。

-p {v4|v6}
追加するルーティング情報のプロトコルバージョンを指定します。このオプションを省略す

ると，指定した IP アドレスから判別されたプロトコルバージョンが設定されます。プロトコ

ルバージョンが判別できないときは v4が設定されます。

v4
IPv4 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。

v6
IPv6 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。

--reject
拒否する経路を設定する場合に指定します。

-S Virtual-Server 名
対象の Virtual Server のルーティング情報を追加する場合に指定します。このオプションは，

Virtual Server 上では指定できません。

-t {net|host|default}
ルーティングのあて先の指定方法を設定します。

net
ネットワークをルーティングのあて先に設定する場合に指定します。

host
ホストをルーティングのあて先に設定する場合に指定します。

default
デフォルトルートを設定する場合に指定します。デフォルトルートは 1 つだけ設定でき

ます。

インターフェース
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ルーティング情報を追加するインターフェースを指定します。iflistコマンドで情報を取得

できるインターフェースの名称を指定してください。

タグ付き VLAN を使用している場合は次の形式で指定します。

＜ポート名＞.＜ VLAN ID＞

戻り値

表 2-315 routeadd コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，66※，67，70，71※，72 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

データポートのインターフェース（eth12）にルーティング情報を追加する場合

◦ ルーティングのあて先を 172.16.3.0 とする

◦ ネットマスクを 255.255.255.0 とする

◦ ゲートウェイを 172.16.2.1 とする

$ sudo routeadd -t net -d 172.16.3.0 -n 255.255.255.0 -g 172.16.2.1 eth12

IPv6 形式の IP アドレスを使用して，データポート（eth12）にルーティング情報を追加する場合

◦ ルーティングのあて先を 2001:2c0:418:10::0 とする

◦ プレフィックス長を 64 とする

◦ ゲートウェイを fd00::4 とする

$ sudo routeadd -p v6 -t net -d [2001:2c0:418:10::0] -n 64 -g [fd00::4] 
eth12

2.198 routedel（ルーティング情報の削除）

書式（クラスタ構成の場合）

routedel [-p {v4|v6}] -d ネットワークアドレス -n ネットマスク
   [-g ゲートウェイ] [-f] [-V] [--nochk] [-S Virtual-Server名] インターフェー
ス
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routedel [-p {v4|v6}] -d {ホスト|default}
   [-g ゲートウェイ] [-f] [-V] [--nochk] [-S Virtual-Server名] インターフェー
ス

routedel [-p {v4|v6}] --all [-f] [-V]
routedel -h

書式（シングルノード構成または Virtual Server の場合）

routedel [-p {v4|v6}] -d ネットワークアドレス -n ネットマスク
   [-g ゲートウェイ] [-f] [-V] [--nochk] インターフェース

routedel [-p {v4|v6}] -d {ホスト|default}
   [-g ゲートウェイ] [-f] [-V] [--nochk] インターフェース

routedel [-p {v4|v6}] --all [-f] [-V]
routedel -h

説明

インターフェースに設定されているルーティングの情報を削除します。

クラスタ構成のノード上でコマンドを実行する場合は，Virtual Server に設定されているルーティ

ングの情報も削除できます。Virtual Server の状態が Online/No error または Partial online/No
error であることを確認してからコマンドを実行してください。

ルーティング情報を削除すると，そのルーティングを使用して通信していたクライアントと HVFP/
HDI との通信ができなくなります。

なお，管理ポートのルーティング情報を削除すると，File Services Manager へログインできなくな

る場合がありますので注意してください。ログインできなくなった場合には，HVFP/HDI と同じ

ネットワーク上にあるほかのマシンから File Services Manager にログインして，必要なルーティ

ング情報を設定してください。

ルーティングのあて先またはゲートウェイに設定されているホスト名が名前解決できない場合，

ルーティング情報を正常に削除できないおそれがあります。ルーティングのあて先またはゲート

ウェイにホスト名を指定している場合は，ルーティング情報を削除する前に，ホスト名の名前解決

ができることを確認してください。

オプションと引数

--all
管理ポート以外のクラスタ内のルーティングの全情報を削除する場合に指定します。

-d あて先

削除対象のルーティングのあて先を指定します。

ネットワークアドレス

ルーティングのあて先にネットワークを設定している場合に，対象のネットワークアドレ

スを指定します。

ホスト

ルーティングのあて先にホストを設定している場合に，対象のホスト名または IP アドレ

スを指定します。

default
デフォルトルートを削除する場合に指定します。

-f
確認メッセージの出力を抑止したい場合に指定します。

-g ゲートウェイ
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削除対象となるルーティングのゲートウェイを，ホスト名または IP アドレスで指定します。

-n ネットマスク

IPv4 で，ネットワークをルーティングのあて先に設定している場合に，対象のネットマスクを

指定します。

IPv6 で，ネットワークをルーティングのあて先に設定している場合に，対象のプレフィックス

長を指定します。

--nochk
インターフェースに存在しないルーティングの情報も削除する場合に指定します。

-p {v4|v6}
削除するルーティング情報のプロトコルバージョンを指定します。このオプションを省略す

ると，指定した IP アドレスから判別されたプロトコルバージョンが設定されます。プロトコ

ルバージョンが判別できないときは v4が設定されます。

v4
IPv4 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。

v6
IPv6 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。

-S Virtual-Server 名
対象の Virtual Server のルーティング情報を削除する場合に指定します。このオプションは，

Virtual Server 上では指定できません。

-V
削除処理の経過を参照する場合に指定します。-Sオプションが指定された場合，このオプショ

ンの指定は無視されます。

インターフェース

ルーティング情報を削除するインターフェースを指定します。

タグ付き VLAN を使用している場合は次の形式で指定します。

＜ポート名＞.＜ VLAN ID＞

戻り値

表 2-316 routedel コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

3，10，66※，67，70，72 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。
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使用例

データポートのインターフェース（eth12）のルーティング情報を削除する場合

◦ ルーティングのあて先は 172.16.3.0 とする

◦ ネットマスクは 255.255.255.0 とする

◦ ゲートウェイは 172.16.2.1 とする

$ sudo routedel -d 172.16.3.0 -n 255.255.255.0 -g 172.16.2.1 eth12
KAQM05099-Q Do you want to delete the specified routing information? (y/n)

IPv6 形式の IP アドレスを使用して，データポート（eth12）にルーティング情報を削除する場合

◦ ルーティングのあて先は 2001:2c0:418:10::0 とする

◦ ゲートウェイは fd00::4 とする

$ sudo routedel -p v6 -d [2001:2c0:418:10::0] -g [fd00::4] eth12
KAQM05099-Q Do you want to delete the specified routing information? (y/n)

2.199 routefilterctl（リバースパスフィルタリングの設定）

書式

routefilterctl [--on|--off]
routefilterctl -h

説明

リバースパスフィルタリングの設定を参照または変更します。このコマンドを使用する場合は，管

理 LAN 上にあるマシンから管理ポートの IP アドレスを指定してログインします。

オプションと引数

--off
リバースパスフィルタリング機能を無効にする場合に指定します。

--on
リバースパスフィルタリング機能を有効にする場合に指定します。初期設定は「--on」です。

なお，すべてのオプションを省略した場合は，現在の設定内容が表示されます。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-317 routefilterctl コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

設定状況 リバースパスフィルタリング機能が有効かどうかが表示されます。

On
リバースパスフィルタリング機能が有効な場合に表示されます。

Off
リバースパスフィルタリング機能が無効な場合に表示されます。
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戻り値

表 2-318 routefilterctl コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

70，71※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

リバースパスフィルタリング機能を無効にする場合

$ sudo routefilterctl --off

2.200 routelist（ルーティング情報の表示）

書式（クラスタ構成の場合）

routelist [-p {v4|v6}] [-l] [{-c|--del デリミタ文字}] [-S Virtual-Server名]
routelist -h

書式（シングルノード構成または Virtual Server の場合）

routelist [-p {v4|v6}] [-l] [{-c|--del デリミタ文字}]
routelist -h

説明

現在インターフェースに設定されているルーティングの情報を表示します。

クラスタ構成のノード上でコマンドを実行する場合は，Virtual Server に設定されているルーティ

ングの情報も表示できます。Virtual Server の状態が Online/No errorまたは Partial
online/No errorであることを確認してからコマンドを実行してください。

オプションと引数

-c
ルーティング情報をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。

--del デリミタ文字

指定された任意の英数字，記号またはスペースで区切って表示する場合に指定します。
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-l
HVFP/HDI で使用されているインターフェースのすべてのルーティング情報を表示する場合

に指定します。

なお，表示される情報はインターフェースのポートの名称でソートされません。

-p {v4|v6}
表示するルーティング情報のプロトコルバージョンを指定します。このオプションを省略し

た場合は，IPv4 および IPv6 形式のルーティング情報が表示されます。

v4
IPv4 形式のルーティング情報だけを表示する場合に指定します。

v6
IPv6 形式のルーティング情報だけを表示する場合に指定します。

-S Virtual-Server 名
対象の Virtual Server のルーティング情報を表示する場合に指定します。このオプションは，

Virtual Server 上では指定できません。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-319 routelist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Target IPv4 の場合，ルーティングのあて先が，対象のネットワーク名，ホスト名また

は IP アドレスで表示されます。

デフォルトルートを設定している場合は defaultと表示されます。

IPv6 の場合，ルーティングのあて先が次の形式で表示されます。

＜ルーティングのあて先＞/＜プレフィックス長＞

デフォルトルートを設定して，-lオプションを指定した場合は，::/0と表示

されます。

デフォルトルートを設定して，-lオプションを指定しない場合は，default
と表示されます。

Netmask※ ルーティングのあて先にネットワークが設定されている場合に，ネットマスク

が表示されます。

デフォルトルートが設定されている場合は 0.0.0.0と表示されます。

ホストを設定して，-lオプションを指定した場合は，255.255.255.255と表

示されます。

ホストを設定して，-lオプションを指定しない場合は，-と表示されます。

Gateway ゲートウェイのホスト名または IP アドレスが表示されます。

ゲートウェイを設定しないで，-lオプションを指定した場合は，0.0.0.0ま

たは::と表示されます。

ゲートウェイを設定しないで，-lオプションを指定しない場合は，*と表示さ

れます。

拒否する経路を設定して，-lオプションを指定した場合は，0.0.0.0または::
と表示されます。

拒否する経路を設定して，-lオプションを指定しない場合は，-と表示されま

す。

Method ルーティングの経路の指定方法が表示されます。

Allow
通常の経路として設定されている場合に表示されます。

Reject
拒否する経路として設定されている場合に表示されます。

-lオプションを指定した場合は表示されません。
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項目 説明

Type ルーティングのあて先の設定方法が表示されます。

net
ネットワークが設定されている場合に表示されます。

host
ホストが設定されている場合に表示されます。

default
デフォルトルートが設定されている場合に表示されます。

-lオプションを指定した場合は表示されません。

Flags ルーティングの状態が表示されます。

A※
addrconf によって設定されている場合に表示されます。

C※
キャッシュのエントリーに設定されている場合に表示されます。

D※
デーモンまたは置き換えによる動的な設定の場合に表示されます。

G
ゲートウェイが設定されている場合に表示されます。

H
ルーティングのあて先の設定方法がホストの場合に表示されます。

M※
経路制御デーモンまたは置き換えによる動的な設定の場合に表示されま

す。

R※
回復される動的な経路の設定の場合に表示されます。

U
通常の経路設定の場合に表示されます。

!
拒否する経路設定の場合に表示されます。

MSS 経路の TCP 接続の 大セグメントサイズが表示されます。

routeaddコマンドで指定していない場合は-と表示されます。 このとき，イ

ンターフェースに設定されている MTU 値から 40 を引いた値が 大セグメン

トサイズとして設定されています。

Iface インターフェースの情報が表示されます。

タグ付き VLAN が使用されている場合は，次の形式で表示されます。

＜ポート名＞.＜ VLAN ID＞

注意：

情報の設定されている項目が，次の順番で表示されます。

◦ IPv4 で設定した，ルーティング情報の項目

◦ IPv6 で設定した，ルーティング情報の項目

注※

IPv6 の場合，表示されません。

戻り値

表 2-320 routelist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。
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戻り値 説明

10，67，72 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

ルーティング情報を参照する場合

$ sudo routelist
[IPv4]
Target          Netmask         Gateway         Method Type    MSS   Iface
172.16.3.0      255.255.255.0   172.16.3.1      Allow  net     -     eth12
10.200.100.100  -               10.200.100.1    Allow  host    -     
eth13.0002
10.20.30.50     -               -               Reject host    -     eth14
default         0.0.0.0         192.168.3.1     Allow  default -     mng0

[IPv6]
Target                  Gateway                 Method Type    Iface
default                 fd00::1                 Allow  default eth12
fd00:2::10/64           fd00:2::                Allow  net     eth13.0002
fdf1:afcb:44f9:1000::3:130/128 fdf1:afcb:44f9:1000::3:132 Allow  host    
mng0

2.201 ruscopy（コピーの開始・再開）

書式

ruscopy [-p コピー対象スナップショット名[,コピー対象スナップショット名…]]
   [-nomsg]
   {--all|ペア名}
ruscopy -h

説明

差分スナップショットのコピーを開始します。また，コピー中にエラーが発生してコピーが中断し

た場合や，システム管理者が ruscopycancelコマンドでコピー処理を一時的に中断した場合に

は，中断時点から再開できます。

HFRR ペアの状態によって，実行される処理が異なります。

nobaseline状態の場合

全コピーが開始されます。

pair状態の場合

差分コピーが開始されます。

suspendまたは copy-error状態の場合

全コピーまたは差分コピーが再開されます。

複数の差分スナップショットがコピー対象となる場合，差分コピーは順次実行され，差分スナップ

ショットのコピーが完了するたびに，ベースライン差分スナップショットも更新されます。
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コピー処理が中断した場合は，コピーが完了している 新の差分スナップショットがベースライン

差分スナップショットとなります。

なお，ruscopycancelコマンドでコピー処理を取り消したあとでコピーを再実行する場合，取り

消した時と同じ内容を指定する必要があります（前回の指定内容は引き継がれません）。

また，中断したコピーを再実行するときに前回と異なる差分スナップショットを指定しても，中断

時の指定内容でコピーが再開されます。

オプションと引数

--all
コマンドを実行するサイト上のすべての HFRR ペアを対象とする場合に指定します。

このオプションを指定して実行すると，ネットワークや HVFP/HDI ノード上の OS の負荷が

高くなることがあります。対象となる HFRR ペアの数や HVFP/HDI の運用状況を確認した

上で実行してください。

-p コピー対象スナップショット名[,コピー対象スナップショット名…]
コピーの対象とする差分スナップショットの名称を指定します。16 個まで指定できます。複

数指定する場合は，コンマ（,）で区切ってください。ワイルドカードとしてアステリスク（*）
および疑問符（?）を使って指定することもできます。

Backup Restore でのオンラインバックアップの際に作成される差分スナップショットはコ

ピー対象になりません。

このオプションを省略した場合は，ruspairdefineコマンドまたは ruspaireditコマンド

で指定した差分スナップショットがコピー対象になります。

ペア名

特定の HFRR ペアを対象とする場合に指定します。

戻り値

表 2-321 ruscopy コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，5，11，42 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

3，13，17，26，31，35，60，
61，62，63，64，65，67，88，
91，92，96，98

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

10，79，83，85，86，90，97，
99

システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

15，77，81，82 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

76，84，89 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

87 Hitachi File Remote Replicator 運用時に相手サイトで障害が発生して

いるおそれがあります。相手サイトの障害を取り除いたあと，再度実行

してください。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してく

ださい。
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使用例

HFRR ペア pair01のコピーを開始または再開する場合

$ sudo ruscopy pair01
Aug  4 05:44:31 KAQR10001-I Execution of the ruscopy command will now start.
The differential data is being calculated. This processing might take 
several minutes.
Aug  4 05:44:36 KAQR10002-I The ruscopy command terminated normally.

注意事項

• HFRR ペア定義後の 1 回目のコピー（全コピー）では，複数の差分スナップショットをコピー

対象にしても，作成日時が も新しい差分スナップショットだけがコピーされます。複数の差分

スナップショットをコピーしたい場合は，作成日時が も古い差分スナップショットだけを指定

して 1 回目のコピーを実行し，残りの差分スナップショットは 2 回目以降のコピー（差分コ

ピー）時にコピー対象にしてください。

• コマンド実行時のメッセージ「The differential data is being calculated. This processing
might take several minutes.」は，処理に時間が掛かる場合に表示されることがあります。

• ruspairlistコマンドの実行結果として Usable file systemsに secondaryと表示さ

れる HFRR ペアを逆方向に有効化したあと，このコマンドを実行すると，有効化後のプライマ

リーファイルシステムに rus-＜ yymmddhhmm＞（yymmddhhmmは作成日時を示す数字）とい

う名前の差分スナップショットが自動的に作成され，セカンダリーファイルシステムにコピーさ

れます。

2.202 ruscopycancel（コピーの中断・取り消し）

書式

ruscopycancel
   [--cancel]
   [--copycancel]
   [-y]
   [-u]
   [-nomsg]
   {--all|ペア名}
ruscopycancel -h

説明

実行中のコピー処理を一時的に中断したり，取り消したりします。コピー処理の一時中断または取

り消しと同時に，自動コピーを解除することもできます。

このコマンドでコピー処理を一時的に中断した場合は，ruscopyコマンドでコピーを再開できま

す。

コピーの取り消し処理が正常終了すると，HFRR ペアはコピー実行前の状態に戻ります。

このコマンドは［Ctrl］+［C］によって処理を途中で終了できます。--cancelオプションを指定

して実行した処理を途中で終了した場合，--cancelオプションを指定して ruscopycancelコマ

ンドを再実行してください。または，ruspairdeleteコマンドもしくは ruspairdisableコマ

ンドを実行してください。

オプションと引数

--all
コマンドを実行するサイト上のすべての HFRR ペアを対象とする場合に指定します。
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このオプションを指定して実行すると，ネットワークや HVFP/HDI ノード上の OS の負荷が

高くなることがあります。対象となる HFRR ペアの数や HVFP/HDI の運用状況を確認した

上で実行してください。

--cancel
実行中のコピー処理を取り消す場合に指定します。

--copycancel
相手サイトと通信できない状態の場合に指定します。

-nomsg
コマンドが標準出力および標準エラー出力に出力するメッセージを抑止したい場合に指定し

ます。このオプションを指定した場合，-yオプションを省略したときの確認メッセージの出力

も抑止されます。

-u
コピー処理の一時中断または取り消しと同時に，自動コピーを解除する場合に指定します。

ペア名

特定の HFRR ペアを対象とする場合に指定します。

戻り値

表 2-322 ruscopycancel コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，5，11 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

3，13，17，35，60，65，78，
91，92，96

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

10，79，83，85，86，90，94，
97，99

システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

47，81，82 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

56 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

84，89 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

87 Hitachi File Remote Replicator 運用時に相手サイトで障害が発生して

いるおそれがあります。相手サイトの障害を取り除いたあと，再度実行

してください。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してく

ださい。

使用例

HFRR ペア pair01のコピー処理を一時的に中断する場合

$ sudo ruscopycancel pair01
Aug  4 05:48:16 KAQR10001-I Execution of the ruscopycancel command will now 
start.
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Aug  4 05:48:16 KAQR10055-Q Are you sure you want to execute this? (y/n) y
Aug  4 05:48:19 KAQR10002-I The ruscopycancel command terminated normally.

HFRR ペア pair01のコピー処理を取り消す場合

$ sudo ruscopycancel --cancel pair01
Aug  4 05:48:48 KAQR10001-I Execution of the ruscopycancel command will now 
start.
Aug  4 05:48:48 KAQR10055-Q Are you sure you want to execute this? (y/n) y
Aug  4 05:49:04 KAQR10002-I The ruscopycancel command terminated normally.

注意事項

• 複数の差分スナップショットがコピー対象となっている差分コピーを取り消した場合，取り消し

た時点でコピーが完了している 新の差分スナップショットがベースライン差分スナップ

ショットとなります。

• 一時中断している間にコピー対象スナップショットを削除すると，コピーを再開できなくなりま

す。この場合は，コピー処理を取り消してください。

• コピー中の HFRR ペアに対してこのコマンドを実行した場合，copy-error状態になることが

あります。

2.203 ruseventwait（HFRR ペアの状態監視）

書式

ruseventwait
   -s ステータス[,ステータス…]
   [-w 待機タイムアウト時間]
   [-i インターバル時間]
   [-nomsg]
   ペア名

ruseventwait -h

説明

指定した状態になるまで，HFRR ペアの状態を監視します。

指定した状態になったらコマンドは終了します。

このコマンドは［Ctrl］+［C］によって処理を途中で終了できます。

オプションと引数

-i インターバル時間

HFRR ペアの状態をチェックする間隔を秒単位で指定します。3～2,147,483,647 の値を指定

してください。このオプションを省略した場合，15 秒間隔でチェックされます。

-s ステータス[,ステータス…]
監視する HFRR ペアの状態を指定します。複数指定する場合は，コンマ（,）で区切ってくだ

さい。

指定できる状態は，cancel，cancel-error，copy，copy-error，disable，fullcopy，
nobaseline，pair，restore-error，restoringおよび suspendです。WORM 対応

ファイルシステムの HFRR ペアに対して copy，copy-error，pairまたは suspendを指定

した場合は，次の表に示す状態が監視されます。
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表 2-323 WORM 対応ファイルシステムの HFRR ペアに対する指定値と監視される状態の関係

指定値 監視される状態

copy copy状態および copy (resync in progress)状態

copy-error copy-error状態および copy-error (resync in progress)状態

pair pair状態，pair (disable required)状態および pair (resync required)
状態

suspend suspend状態および suspend (resync in progress)状態

複数の状態を指定した場合，指定した状態のどれかになるとコマンドは終了します。例えば，

pairと copy-errorを指定した場合，コピー処理が完了するか，エラーが発生してコピー処

理が中断するとコマンドは終了します。

状態の詳細については，「表 2-341 ruspairlist コマンドを実行したときに表示される情報」を

参照してください。

-w 待機タイムアウト時間

HFRR ペアの状態監視がタイムアウトするまでの時間を秒単位で指定します。1～
2,147,483,647 の値を指定してください。このオプションを省略した場合，タイムアウトしな

いで-sオプションで指定した状態になるのを待ち続けます。

ペア名

コピー状態を監視する HFRR ペアの名称を指定します。

戻り値

表 2-324 ruseventwait コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，11，49，72，73 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

3，13，19，25，67，71，92，
96，98

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

81 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

83，94，97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

89 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

使用例

HFRR ペア pair01が pair状態になるのを監視する場合

$ sudo ruseventwait -s pair pair01
Aug  4 05:50:46 KAQR10001-I Execution of the ruseventwait command will now 
start.
Aug  4 05:51:36 KAQR10002-I The ruseventwait command terminated normally.
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2.204 rusfspermit（ファイルシステムの使用許可設定・解
除）

書式

rusfspermit
   -a [-nomsg] [--check fs] サイト ファイルシステム名[,ファイルシステム名…]
rusfspermit
   -d [-nomsg] サイト ファイルシステム名[,ファイルシステム名…]
rusfspermit
   --ls [--status] [-nomsg] [サイト]
rusfspermit
   --host [--status] [--port 相手サイトの HFRRポート番号] [-nomsg] サイト

rusfspermit -h

説明

使用を許可できる相手サイトの数は，1 サイト当たり 64 サイトまでです。また，使用を許可できる

ファイルシステムの数は，1 サイト当たり 64 個までです。

HFRR ペアにする自サイトのファイルシステムの使用を相手サイトに許可したり，使用許可を解除

したりします。また，設定されている自サイトや相手サイトのファイルシステムの使用許可情報を

表示します。

オプションと引数

-a
HFRR ペアとしての使用を許可する場合に指定します。

--check fs
ファイルシステムが次に示す条件を満たしているときだけ，相手サイトに使用を許可する場合

に指定します。

◦ 対象のファイルシステムが存在する

◦ 対象のファイルシステムに差分格納デバイスが設定されている

-d
HFRR ペアとしての使用許可を解除する場合に指定します。

--host
指定した相手サイトのファイルシステムの使用許可情報を参照する場合に指定します。

自サイトが使用を許可されている相手サイトのファイルシステムを確認できます。

--ls
自サイトのファイルシステムの使用許可情報を参照する場合に指定します。

相手サイトに使用を許可している自サイトのファイルシステムの一覧や数を確認できます。

--port 相手サイトの HFRR ポート番号

デフォルトのポート番号（22550）以外のポート番号を利用している相手サイトのファイルシ

ステムの使用許可情報を参照する場合に指定します。

相手サイトに割り当てられているポート番号を指定してください。

--status
使用許可が設定されているファイルシステムが HFRR ペアとして定義できる条件を満たして

いるかどうかを参照する場合に指定します。
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サイト

対象とするサイトをホスト名または仮想 IP アドレスで指定します。

ファイルシステム名[,ファイルシステム名…]
使用を許可する，または使用許可を解除する自サイトのファイルシステムの名称を指定しま

す。指定できるファイルシステムの数は 64 個までです。複数指定する場合は，コンマ（,）で

区切ってください。

表示項目

rusfspermitコマンドを実行したときに表示される情報を次の表に示します。

表 2-325 --host オプションを指定して rusfspermit コマンドを実行したときに表示される情報

項目 説明

Host 指定したサイトで使用を許可している相手サイトのホスト名または仮想 IP アドレスが表

示されます。

File system 指定したサイトで使用を許可しているファイルシステムの一覧が表示されます。

--statusオプションを指定すると，この項目の代わりに該当するファイルシステムに関

する情報が表示されます。表示される情報については，「表 2-328 」を参照してください。

注

指定したサイトに，別のノード上のリソースグループがフェールオーバーしている場合は，「--
Other node --」に続いて，フェールオーバー元で設定されたファイルシステムの使用許可情報

が表示されます。

表 2-326 --ls オプションとサイトを指定して rusfspermit コマンドを実行したときに表示される情
報

項目 説明

Host 指定したサイトのホスト名または仮想 IP アドレスが表示されます。

File system 指定したサイトに対して使用を許可している自サイトのファイルシステムの一覧が表示さ

れます。

--statusオプションを指定すると，この項目の代わりに該当するファイルシステムに関

する情報が表示されます。表示される情報については，「表 2-328 」を参照してください。

注

クラスタ内の別のノード上のリソースグループが，ログインしているノードにフェールオー

バーしている場合は，「-- Other node --」に続いて，フェールオーバー元で設定されたファイ

ルシステムの使用許可情報が表示されます。

表 2-327 --ls オプションを指定しサイトを省略して rusfspermit コマンドを実行したときに表示さ
れる情報

項目 説明

Host 自サイトで使用を許可している相手サイトのホスト名または仮想 IP アドレスが表示され

ます。

Number of
filesystems

Hostに表示される相手サイトに対して，使用を許可している自サイトのファイルシステム

の数が表示されます。

--statusオプションを指定すると，この項目の代わりに該当するファイルシステムに関

する情報が表示されます。表示される情報については，「表 2-328 」を参照してください。

注
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クラスタ内の別のノード上のリソースグループが，ログインしているノードにフェールオー

バーしている場合は，「-- Other node --」に続いて，フェールオーバー元で設定されたファイ

ルシステムの使用許可情報が表示されます。

表 2-328 --status オプションを指定して rusfspermit コマンドを実行したときに表示される情報

項目 説明

file_system ファイルシステム名が表示されます。

status HFRR ペアとして定義できるかどうかという観点でのファイルシステムの状態が表示され

ます。

error
ファイルシステムまたは差分格納デバイスに何らかの障害が発生している場合に表

示されます。

expanding
ファイルシステムを拡張する処理を実行中か，拡張処理でエラーが発生している場合

に表示されます。

mounted
ファイルシステムがマウントされ，かつ差分格納デバイスの状態が正常な状態の場合

に表示されます。

unmounted
ファイルシステムがアンマウントされ，かつ差分格納デバイスの状態が正常な状態の

場合に表示されます。

HFRR
Hitachi File Remote Replicator で使用されている場合に表示されます。

--
ファイルシステムの状態を取得できない場合に表示されます。

fs_size Hitachi File Remote Replicator がコピー対象とするファイルシステムの容量が表示され

ます。

存在しないファイルシステム，差分格納デバイスが未設定の場合または容量を取得できな

い場合は，「--」が表示されます。

差分スナップショットをコピーすると，セカンダリーファイルシステムの容量はベースラ

イン差分スナップショットを取得したときのプライマリーファイルシステムと同じ容量に

なります。

chunk 差分格納デバイスが設定されている場合，そのチャンクサイズが表示されます。

存在しないファイルシステム，差分格納デバイスが未設定の場合またはチャンクサイズを

取得できない場合は，「--」が表示されます。

secondary HFRR ペアを構成するファイルシステムとして使用できるかどうかが表示されます。

usable
セカンダリーファイルシステムまたはプライマリーファイルシステムとして使用で

きる場合に表示されます。

unusable
プライマリーファイルシステムとしては使用できるが，セカンダリーファイルシステ

ムとしては使用できない場合に表示されます。

--
HFRR ペアを構成するファイルシステムとして使用できない場合に表示されます。

WORM HFRR ペアを構成するファイルシステムが，WORM 対応ファイルシステムかどうかが表示

されます。

on
WORM 対応ファイルシステムの場合に表示されます。

off
WORM 対応ファイルシステムではない場合に表示されます。

--
存在しないファイルシステムの場合，WORM 対応ファイルシステムかどうかの情報

を取得できない場合に表示されます。
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次の表示内容を確認することで，HFRR ペアを構成するファイルシステムとして使用できるかどう

かを判断できます。

statusが mountedまたは unmountedである

プライマリーファイルシステムとして使用できます。

secondaryが usableである

セカンダリーファイルシステムとして使用できます。

戻り値

表 2-329 rusfspermit コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，36，37，44 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

21，22，23，24，25，26，33，
38，65，74，96，98

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

45，81 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

76，84 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

83，86，90，97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

87 Hitachi File Remote Replicator 運用時に相手サイトで障害が発生して

いるおそれがあります。相手サイトの障害を取り除いたあと，再度実行

してください。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してく

ださい。

使用例

相手サイト sec01に対して自サイトのファイルシステム fspri01の使用を許可する場合

$ rusfspermit -a sec01 fspri01
Aug  4 05:40:19 KAQR10001-I Execution of the rusfspermit command will now 
start.
Aug  4 05:40:21 KAQR10002-I The rusfspermit command terminated normally.

相手サイト pri01が使用を許可している自サイトのファイルシステムの一覧を参照する場合

$ rusfspermit --host pri01
Aug  4 05:54:12 KAQR10001-I Execution of the rusfspermit command will now 
start.
Host       : sec01
File system: fspri02

Host       : sec02
File system: fspri02
Aug  4 05:54:14 KAQR10002-I The rusfspermit command terminated normally.

相手サイト sec01に使用を許可している自サイトのファイルシステムの一覧を参照する場合

$ sudo rusfspermit --ls sec01
Aug  4 05:56:56 KAQR10001-I Execution of the rusfspermit command will now 
start.
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Host       : sec01
File system: fspri01
             fspri02
             fspri03
Aug  4 05:56:58 KAQR10002-I The rusfspermit command terminated normally.

相手サイト sec01に使用を許可している自サイトのファイルシステムの詳細情報を参照する場合

$ sudo rusfspermit --ls --status sec01
Oct 12 05:58:20 KAQR10001-I Execution of the rusfspermit command will now 
start.
Host       : sec01
file_system      status         fs_size   chunk secondary WORM
fspri01          mounted   1000000.00GB 32768KB unusable  off
fspri02          unmounted   16000.00GB   512KB usable    off
fspri03          HFRR         2008.28GB   128KB --        off
Oct 12 05:58:27 KAQR10002-I The rusfspermit command terminated normally.

自サイトが使用を許可しているファイルシステムの数を相手サイト別に参照する場合

$ sudo rusfspermit --ls
Aug  4 05:59:44 KAQR10001-I Execution of the rusfspermit command will now 
start.
Host                 : sec01
Number of filesystems: 3

Host                 : sec02
Number of filesystems: 3
Aug  4 05:59:46 KAQR10002-I The rusfspermit command terminated normally.

注意事項

存在しないファイルシステム名を指定できます。

2.205 rushostmodify（HFRR ペア定義情報のホスト名，
ポート番号の変更）

書式

rushostmodify [-nomsg] 変更前ホスト名 変更後ホスト名

rushostmodify [-nomsg] 変更前ホスト名:変更前ポート番号
   変更後ホスト名:変更後ポート番号

rushostmodify -h

説明

HFRR ペア定義情報のホスト名またはそれに対応する仮想 IP アドレスとポート番号を一括で変更

します。

オプションと引数

変更前ホスト名

変更前のホスト名または仮想 IP アドレスを指定します。

変更後ホスト名

変更後のホスト名または仮想 IP アドレスを指定します。

変更前ホスト名:変更前ポート番号

変更前のホスト名または仮想 IP アドレスとポート番号を，コロン（:）で区切って指定しま

す。
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変更後ホスト名:変更後ポート番号

変更後のホスト名または仮想 IP アドレスとポート番号を，コロン（:）で区切って指定しま

す。

戻り値

表 2-330 rushostmodify コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，36，44 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

39，66，80，96，98 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

81，82 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

83，90，97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

ホスト名 pri01を pri101に変更する場合

$ sudo rushostmodify pri01 pri101
Mar 26 14:57:04 KAQR10001-I Execution of the rushostmodify command will now 
start.
Mar 26 14:57:05 KAQR10002-I The rushostmodify command terminated normally.

ホスト名とポート番号を次のように変更する場合

◦ ホスト名 pri01を pri101に変更する

◦ ポート番号 22550 を 12500 に変更する

$ sudo rushostmodify pri01:22550 pri101:12500
Mar 26 14:57:33 KAQR10001-I Execution of the rushostmodify command will now 
start.
Mar 26 14:57:34 KAQR10002-I The rushostmodify command terminated normally.

注意事項

• rushostmodifyコマンドを実行すると，変更前のホスト名，ポート番号を使用しているすべ

ての HFRR ペアの設定に，変更後のホスト名，ポート番号が反映されます。

• 変更後のホスト名とポート番号の対が既存の HFRR ペア定義情報と重複しないようにしてくだ

さい。

2.206 rusmpset（セカンダリーサイトの 新差分スナップ
ショットの公開設定）

書式

rusmpset [-nomsg] {-a|-d [-y]} ファイルシステム名

rusmpset [-nomsg] -l
rusmpset -h
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説明

セカンダリーサイトの 新差分スナップショット公開の設定，設定解除または表示をします。

指定したファイルシステムに CIFS 共有が存在する場合は，このコマンドでセカンダリーサイトの

新差分スナップショット公開の設定および設定の解除はできません。あらかじめ，CIFS 共有を削

除してからこのコマンドを実行してください。また，セカンダリーサイトの 新差分スナップ

ショット公開の設定をしたファイルシステムに対して， 新差分スナップショット公開以外の用途

のファイル共有を新たに作成しないでください。

オプションと引数

-a
セカンダリーファイルシステムにコピーされた差分スナップショットを， 新差分スナップ

ショット公開用ファイルシステムの共有内に公開する場合に指定します。

コマンドを実行するノードまたは Virtual Server に HFRR ペアを構成しているファイルシス

テムが存在する場合，引数で指定する 新差分スナップショット公開用ファイルシステム下

に，セカンダリーファイルシステムと同じ名前のディレクトリが作成されます。

このコマンドを実行したあとの ruspairdefineコマンド実行時にも同様に，このコマンドの

引数に指定した 新差分スナップショット公開用ファイルシステム下に，セカンダリーファイ

ルシステムと同じ名前のディレクトリが作成されます。

なお，コマンドを実行するノードまたは Virtual Server に 新差分スナップショット公開用

ファイルシステムがない場合に指定してください。

-d
セカンダリーファイルシステムにコピーされた差分スナップショットを， 新差分スナップ

ショット公開用ファイルシステムの共有内に公開する設定を解除する場合に指定します。

-l
現在の設定情報を参照する場合に指定します。

ファイルシステム名

セカンダリーサイトの 新差分スナップショット公開用として使用するファイルシステムの

名称を指定します。また，指定したファイルシステムが読み書きできる状態でマウントされて

いる必要があります。

なお，次に示すファイルシステムは， 新差分スナップショット公開用のファイルシステムと

しては使用できません。

◦ WORM 対応ファイルシステム

◦ 階層ファイルシステム

◦ 差分格納デバイスを設定したファイルシステム

◦ データを HCP にマイグレートするファイルシステム

◦ 複数ファイルのデータ集約による容量節約が有効になっているファイルシステム

◦ CIFS 共有が存在するファイルシステム

表示項目

-lオプションを指定して rusmpsetコマンドを実行したときに表示される情報を次の表に示しま

す。
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表 2-331 -l オプションを指定して rusmpset コマンドを実行したときに表示される情報

項目 説明

File sys. of share (this
node)

クラスタ構成の場合，コマンドを実行したノードに登録済みの 新差分

スナップショット公開用ファイルシステム名が表示されます。

新差分スナップショット公開用ファイルシステムが未設定の場合は

「--」が表示されます。

File sys. of share (other
node)

クラスタ構成の場合，コマンドを実行したノードの相手ノードに登録済

みの 新差分スナップショット公開用ファイルシステム名が表示されま

す。

新差分スナップショット公開用ファイルシステムが未設定の場合は

「--」が表示されます。

File sys. of share シングルノード構成または Virtual Server の場合，登録済みの 新差分

スナップショット公開用ファイルシステム名が表示されます。

新差分スナップショット公開用ファイルシステムが未設定の場合は

「--」が表示されます。

戻り値

表 2-332 rusmpset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

21，96 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

81，82 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

83，85，97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

セカンダリーファイルシステムにコピーされた差分スナップショットを， 新差分スナップショッ

ト公開用ファイルシステム hfrrmpfsの共有内に公開する場合

$ sudo rusmpset -a hfrrmpfs
May 12 17:39:04 KAQR10001-I Execution of the rusmpset command will now 
start.
May 12 17:39:04 KAQR10002-I The rusmpset command terminated normally.

2.207 rusnodeset（データ転送量の設定）

書式

rusnodeset
   [-nomsg]
   [--bsize 大転送サイズ]
   [--ssize 送信バッファーのサイズ]
   [--port HFRRポート番号]
   プライマリーサイトのホスト名または IPアドレス

rusnodeset
   [-nomsg]
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   -d
   [--port HFRRポート番号]
   プライマリーサイトのホスト名または IPアドレス

rusnodeset
   [-nomsg]
   -l
   [プライマリーサイトのホスト名または IPアドレス]
rusnodeset -h

説明

Hitachi File Remote Replicator でのデータの 大転送サイズと送信バッファーのサイズを設定し

ます。また，現在の設定値と転送速度を表示します。

HVFP/HDI やネットワークの運用状況を考慮して，必要に応じて設定してください。設定した値は

コマンド処理が終了した時点で適用されます。

サイト当たり 128 個のプライマリーサイトに対して，データ転送量を設定できます。

オプションと引数

--bsize 大転送サイズ

大転送サイズを 64～100,000 の範囲で指定します（単位：KB/秒）。 大転送サイズを設定

しない場合は，maxを指定してください。このオプションを省略した場合は，maxが設定され

ます。

なお， 大転送サイズを設定済みのプライマリーサイトを指定し，このオプションを省略して

コマンドを実行した場合は，現在設定されている情報が適用されます。

-d
データ転送量の設定を解除する場合に指定します。

-l
現在の設定値と転送速度を参照する場合に指定します。

プライマリーサイトの指定を省略した場合，データ転送量が設定されているすべてのプライマ

リーサイトについての情報が表示されます。

--port HFRR ポート番号

クラスタ内のもう一方のノードにデフォルト値（22550）以外の HFRR ポート番号が設定され

ている場合，そのポート番号を指定します。

このオプションは，クラスタ構成の HVFP/HDI のノード上でコマンドを実行するときだけ指

定できます。Virtual Server およびシングルノード構成の場合，このオプションはサポートし

ていません。

--ssize 送信バッファーのサイズ

送信バッファーのサイズを指定します（単位：KB）。16，32，64，128，256 または 512 を指

定できます。このオプションを省略した場合は，「512」が設定されます。

なお，送信バッファーのサイズを設定済みのプライマリーサイトを指定し，このオプションを

省略してコマンドを実行した場合は，現在設定されている情報が適用されます。

プライマリーサイトのホスト名または IP アドレス

対象とするプライマリーサイトを，ホスト名または仮想 IP アドレスで指定します。

表示項目

-lオプションを指定して rusnodesetコマンドを実行したときに表示される情報を次の表に示し

ます。
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表 2-333 -l オプションを指定して rusnodeset コマンドを実行したときに表示される情報

項目 説明

Host データ転送量が設定されているプライマリーサイトのホスト名または仮想 IP アドレス

が表示されます。

Transfer
rate(Kbyte/s)

設定されている 大転送サイズが表示されます。 大転送サイズを未設定の場合は 0
が表示されます。

Current
rate(Kbyte/s)

現在の転送速度が表示されます。

Send block
size(Kbyte)

設定されている送信バッファーのサイズが表示されます。

戻り値

表 2-334 rusnodeset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，36，41，43，44 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

3，34，37，70，96，98 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

76，84 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

81，82 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

83，97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

87 Hitachi File Remote Replicator 運用時に相手サイトで障害が発生して

いるおそれがあります。相手サイトの障害を取り除いたあと，再度実行

してください。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してく

ださい。

使用例

プライマリーサイト pri01に対してデータ転送量を設定する場合

◦ 大転送サイズを 128KB/秒とする

◦ 送信バッファーのサイズを 256KB とする

$ sudo rusnodeset --bsize 128 --ssize 256 pri01
Aug  4 06:09:53 KAQR10001-I Execution of the rusnodeset command will now 
start.
Aug  4 06:09:53 KAQR10002-I The rusnodeset command terminated normally.

注意事項

• データ転送量は，必要がある場合だけ設定してください。

• このコマンドはセカンダリーサイトで実行してください。
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2.208 ruspairauto（自動コピーの設定・解除）

書式

ruspairauto
   [-nomsg]
   {--all|ペア名} {on|off}
ruspairauto -h

説明

HFRR ペアの自動コピーを設定または解除します。

自動コピーを設定すると，HFRR ペアに設定されている内容（コピー対象や自動コピー起動時間帯

など）で，差分コピーのコピー処理が自動的に実行されます。

オプションと引数

--all
コマンドを実行するサイト上のすべての HFRR ペアを対象とする場合に指定します。

このオプションを指定して実行すると，ネットワークや HVFP/HDI ノード上の OS の負荷が

高くなることがあります。対象となる HFRR ペアの数や HVFP/HDI の運用状況を確認した

上で実行してください。

ペア名

特定の HFRR ペアを対象とする場合に指定します。

on
自動コピーを設定する場合に指定します。

off
自動コピーの設定を解除する場合に指定します。

戻り値

表 2-335 ruspairauto コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，5，11 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

3，13，17，50，60，75，92，
96，98

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

10，79，83，85，86，90，97，
99

システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

76，84 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

81，82 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

87 Hitachi File Remote Replicator 運用時に相手サイトで障害が発生して

いるおそれがあります。相手サイトの障害を取り除いたあと，再度実行

してください。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してく

ださい。
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使用例

HFRR ペア pair01の自動コピーを設定する場合

$ sudo ruspairauto pair01 on
Aug  4 06:12:14 KAQR10001-I Execution of the ruspairauto command will now 
start.
Aug  4 06:12:19 KAQR10002-I The ruspairauto command terminated normally.

注意事項

自動コピーは，HFRR ペアの状態が pair，suspendまたは copy-errorの場合だけ実行されま

す。

2.209 ruspairdefine（HFRR ペアの定義）

書式

ruspairdefine
   [-p コピー対象スナップショット名[,コピー対象スナップショット名…]]
   [-t 自動コピー起動時間帯]
   [--pport プライマリーサイトの HFRRポート番号]
   [--sport セカンダリーサイトの HFRRポート番号]
   [-nomsg]
   ペア名
   プライマリーサイトのホスト名:プライマリーサイトのファイルシステム名
   セカンダリーサイトのホスト名:セカンダリーサイトのファイルシステム名

ruspairdefine -h

説明

HFRR ペアを定義します。

セカンダリーファイルシステムにコピーされた差分スナップショットを 新差分スナップショット

公開用ファイルシステムの共有内に公開する設定をしている場合は， 新差分スナップショット公

開用ファイルシステム下に，セカンダリーファイルシステムと同じ名前のディレクトリが作成され

ます。

なお，HFRR ペア数の上限は，HVFP/HDI のノードのメモリーサイズによって異なります。HFRR
ペア数の上限については，「システム構成ガイド」を参照してください。

オプションと引数

-p コピー対象スナップショット名[,コピー対象スナップショット名…]
コピーの対象とする差分スナップショットの名称を指定します。16 個まで指定できます。複

数指定する場合は，コンマ（,）で区切ってください。ワイルドカードとしてアステリスク（*）
および疑問符（?）を使って指定することもできます。

Backup Restore でのオンラインバックアップの際に作成される差分スナップショットはコ

ピー対象になりません。

このオプションを省略した場合は，*が設定されます。

--pport プライマリーサイトの HFRR ポート番号

HFRR ペアのプライマリーサイトで使用するポート番号を指定します。

プライマリーサイトに割り当てられているポート番号を指定してください。

--sport セカンダリーサイトの HFRR ポート番号

HFRR ペアのセカンダリーサイトで使用するポート番号を指定します。

セカンダリーサイトに割り当てられているポート番号を指定してください。
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-t 自動コピー起動時間帯

自動コピーを起動する時間帯の開始と終了の時刻を，区切り記号のハイフン（-）でつないで

指定します。時刻は，00 時 00 分～23 時 45 分の範囲で，15 分単位で指定します。時と分はコ

ロン（:）で区切って指定します。開始と終了の時刻に同じ時刻は指定できません。

例えば，自動コピー起動時間帯を，02 時 00 分～04 時 00 分とする場合は 02:00-04:00と指

定し，23 時 00 分～01 時 00 分とする場合は 23:00-01:00と指定します。

時刻を指定しなかった場合，自動コピー起動時間帯は 24 時間となります。

自動コピー起動時間帯を有効にするには，ruspairautoコマンドで自動コピーを設定する必

要があります。

ペア名

HFRR ペアを識別するための名称を指定します。31 文字以内で指定します。指定できる文字

は，英数字，アンダーライン（_）およびハイフン（-）です。ただし，先頭にはハイフン（-）
を指定することはできません。

プライマリーサイトのホスト名:プライマリーサイトのファイルシステム名

HFRR ペアとするプライマリーサイトのホスト名または仮想 IP アドレスと，ファイルシステ

ム名をコロン（:）で区切って指定します。

セカンダリーサイトのホスト名:セカンダリーサイトのファイルシステム名

HFRR ペアとするセカンダリーサイトのホスト名または仮想 IP アドレスと，ファイルシステ

ム名をコロン（:）で区切って指定します。

戻り値

表 2-336 ruspairdefine コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，11，36，37，42，44 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

3，12，14，21，22，25，26，
27，28，29，30，31，32，48，
52，58，75，79，96，98

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

45，83，85，86，90，94，97，
99

システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

76，84 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

81，82 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

87 Hitachi File Remote Replicator 運用時に相手サイトで障害が発生して

いるおそれがあります。相手サイトの障害を取り除いたあと，再度実行

してください。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してく

ださい。

使用例

次の条件で HFRR ペアを定義する場合

◦ ペア名を pair01とする

◦ プライマリーサイトのホスト名は pri01とする
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◦ プライマリーサイトのファイルシステム名は fspri01とする

◦ セカンダリーサイトのホスト名は sec01とする

◦ セカンダリーサイトのファイルシステム名は fssec01とする

◦ 両サイトの HFRR ポート番号はデフォルト値（22550）とする

◦ コピー対象のスナップショットは auto-*とする

◦ 自動コピー起動時間帯は 23:00～01:00 とする

$ sudo ruspairdefine -p 'auto-*' -t 23:00-01:00 pair01 pri01:fspri01 
sec01:fssec01
Aug  4 06:15:36 KAQR10001-I Execution of the ruspairdefine command will now 
start.
Aug  4 06:15:43 KAQR10002-I The ruspairdefine command terminated normally.

注意事項

• このコマンドはセカンダリーサイトで実行してください。

• HFRR ペアとして定義したファイルシステムに対しては，次の操作を実行できなくなります。

プライマリーサイトでの操作

差分格納デバイスの解除

セカンダリーサイトでの操作

・差分格納デバイスの解除

・ファイルシステムのマウント※

・仮想 LU の未使用領域の解放※

・ユーザー操作による差分スナップショットの作成※

・差分スナップショットの有効な自動作成スケジュールの設定・変更※

注※

HFRR ペアを無効化すると実行できます。

なお，ruspairdefineコマンド実行中に通信障害が発生すると，HFRR ペアを正しく定義できな

いことがあります。その場合は，通信障害が発生したときに定義していた HFRR ペアの情報が残っ

ているかどうかを，ruspairlistコマンドで確認してください。HFRR ペアの情報が残っている

場合は，その HFRR ペアを解除したあと，再度，HFRR ペアを定義し直してください。

2.210 ruspairdelete（HFRR ペアの解除）

書式

ruspairdelete
   [--delete]
   [-y]
   [-nomsg]
   ペア名

ruspairdelete -h

説明

HFRR ペアを解除します。

セカンダリーサイトの 新差分スナップショット公開を設定している場合は，ruspairdisableコ

マンドが終了する際に，公開のための情報は削除され，マウントされた差分スナップショットはア

ンマウントされます。
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なお，実行したコピーが一度も完了していない状態で HFRR ペアを解除した場合，セカンダリー

ファイルシステムは使用できません。

このコマンドは［Ctrl］+［C］によって処理を途中で終了できます。処理を途中で終了した場合，

ruspairdeleteコマンドを再実行してください。

オプションと引数

--delete
次に示す状況で，HFRR ペアを強制解除したい場合に指定します。

◦ 相手サイトと通信できない

◦ HFRR サービスが停止している

◦ 差分格納デバイスに障害が発生している

◦ リソースグループが停止している

◦ HFRR ペア定義情報のサイト種別が両サイトともプライマリーサイトまたはセカンダリー

サイトになっている

このオプションを指定して HFRR ペアを解除した場合，相手サイトでも強制解除してくださ

い。

-nomsg
コマンドが標準出力および標準エラー出力に出力するメッセージを抑止したい場合に指定し

ます。このオプションを指定した場合，-yオプションを省略したときの確認メッセージの出力

も抑止されます。

ペア名

ペアを解除する HFRR ペアの名称を指定します。

戻り値

表 2-337 ruspairdelete コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，11 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

3，13，25，32，74，91，92，96 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

10，79，83，85，86，90，94，
97，99

システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

15，47，77，81，82 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

76，84 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

87 Hitachi File Remote Replicator 運用時に相手サイトで障害が発生して

いるおそれがあります。相手サイトの障害を取り除いたあと，再度実行

してください。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してく

ださい。

コマンドリファレンス 487

コマンドリファレンス



注意事項

• このコマンドを実行する前に，HFRR ペアの状態が一致していることを，プライマリーとセカ

ンダリーの両サイトで確認してください。一致していない場合は，「トラブルシューティングガ

イド」を参照して対処してください。

• セカンダリーファイルシステムに仮想 LU が割り当てられている場合に，ruspairdeleteコマ

ンドを実行して KAQR10806-E メッセージが出力されるときには，仮想 LU の未使用領域を解

放しないでください。

• ファイルシステムの容量を拡張した場合は，拡張したあとに作成された差分スナップショットの

コピーが完了する前に HFRR ペアを解除しないでください。

2.211 ruspairdisable（HFRR ペアの無効化）

書式

ruspairdisable
   [--disable]
   [-y]
   [-nomsg]
   {--all|ペア名}
ruspairdisable -h

説明

HFRR ペアを無効化します。

無効化すると，セカンダリーサイトで次の操作を実行できるようになります。

• ファイルシステムのマウント

• 仮想 LU の未使用領域の解放

• ユーザー操作による差分スナップショットの作成

• 差分スナップショットの有効な自動作成スケジュールの設定・変更

また，無効化すると，HFRR ペアを構成する両サイトのファイルシステムの容量を拡張できます。

なお，HFRR ペアを無効化すると，セカンダリーファイルシステムの内容は，ベースライン差分ス

ナップショットと同じ内容になります。また，自動コピーも解除されます。

セカンダリーファイルシステムにコピーされた差分スナップショットを 新差分スナップショット

公開用ファイルシステムの共有内に公開する設定をしている場合に無効化すると，公開のための情

報（マウントポイントのシンボリックリンクなど）は削除され， 新差分スナップショットはアン

マウントされます。

このコマンドは［Ctrl］+［C］によって処理を途中で終了できます。処理を途中で終了した場合，

ruspairdisableコマンドを再実行してください。

オプションと引数

--all
コマンドを実行するサイト上のすべての HFRR ペアを対象とする場合に指定します。

このオプションを指定して実行すると，ネットワークや HVFP/HDI ノード上の OS の負荷が

高くなることがあります。対象となる HFRR ペアの数や HVFP/HDI の運用状況を確認した

上で実行してください。

--disable
相手サイトと通信できない状況で HFRR ペアを強制的に無効化したい場合に指定します。
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このオプションを指定して HFRR ペアを無効化した場合，相手サイトでも HFRR ペアを強制

的に無効化してください。

-nomsg
コマンドが標準出力および標準エラー出力に出力するメッセージを抑止したい場合に指定し

ます。このオプションを指定した場合，-yオプションを省略したときの確認メッセージの出力

も抑止されます。

ペア名

特定の HFRR ペアを対象とする場合に指定します。

戻り値

表 2-338 ruspairdisable コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，5，11 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

3，13，15※，17，60，61，91，
92，96，98

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

10，79，83，85，86，90，94，
97，99

システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

15※，45，47，81，82 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

76，84 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

87 Hitachi File Remote Replicator 運用時に相手サイトで障害が発生して

いるおそれがあります。相手サイトの障害を取り除いたあと，再度実行

してください。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してく

ださい。

注※

異常終了した要因が複数あります。

注意事項

• このコマンドを実行する前に，HFRR ペアの状態が一致していることを，プライマリーとセカ

ンダリーの両サイトで確認してください。一致していない場合は，「トラブルシューティングガ

イド」を参照して対処してください。

• WORM 対応ファイルシステムの HFRR ペアを無効化してセカンダリーファイルシステムをマ

ウントしたあと逆方向に有効化した場合，そのあとの ruscopyコマンド実行時に自動的に作成

される差分スナップショット rus-＜ yymmddhhmm＞のコピーが完了するまでの間，このコマ

ンドは実行できません。
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2.212 ruspairedit（HFRR ペアの設定変更）

書式

ruspairedit
   [-p コピー対象スナップショット名[,コピー対象スナップショット名…]]
   [-t 自動コピー起動時間帯]
   [-nomsg]
   ペア名

ruspairedit -h

説明

HFRR ペアの設定を変更します。

コピー対象の差分スナップショットや自動コピー起動時間帯を変更する場合に実行します。

オプションと引数

-p コピー対象スナップショット名[,コピー対象スナップショット名…]
コピーの対象とする差分スナップショットの名称を指定します。16 個まで指定できます。複

数指定する場合は，コンマ（,）で区切ってください。ワイルドカードとしてアステリスク（*）
および疑問符（?）を使って指定することもできます。

Backup Restore でのオンラインバックアップの際に作成される差分スナップショットはコ

ピー対象になりません。

-t 自動コピー起動時間帯

自動コピーを起動する時間帯の開始と終了の時刻を，区切り記号のハイフン（-）でつないで

指定します。時刻は，00 時 00 分～23 時 45 分の範囲で，15 分単位で指定します。時と分はコ

ロン（:）で区切って指定します。開始と終了の時刻に同じ時刻は指定できません。

例えば，自動コピー起動時間帯を，02 時 00 分～04 時 00 分とする場合は 02:00-04:00と指

定し，23 時 00 分～01 時 00 分とする場合は 23:00-01:00と指定します。

ペア名

設定を変更する HFRR ペアの名称を指定します。

戻り値

表 2-339 ruspairedit コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，11，42 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

3，13，48，96，98 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

15，81，82 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

83，86，90，94，97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

84 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

87 Hitachi File Remote Replicator 運用時に相手サイトで障害が発生して

いるおそれがあります。相手サイトの障害を取り除いたあと，再度実行

してください。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してく

ださい。

使用例

次の条件で HFRR ペア pair01の設定を変更する場合

◦ コピー対象のスナップショットは auto-D*2200および auto-W*0000とする

◦ 自動コピー起動時間帯は 22:00～00:00 とする

$ sudo ruspairedit -p 'auto-D*2200,auto-W*0000' -t 22:00-00:00 pair01
Aug  4 06:20:02 KAQR10001-I Execution of the ruspairedit command will now 
start.
Aug  4 06:20:07 KAQR10002-I The ruspairedit command terminated normally.

2.213 ruspairenable（HFRR ペアの有効化）

書式

ruspairenable
   [--reverse]
   [-u]
   [-nomsg]
   {--all|ペア名}
ruspairenable -h

説明

無効化した HFRR ペアを有効化します。プライマリーとセカンダリーのサイト関係を逆にして

HFRR ペアを有効化したり，HFRR ペアの有効化と同時に自動コピーを設定したりすることもでき

ます。

HFRR ペアを有効化すると，セカンダリーサイトで次の操作を実行できなくなります。

• ファイルシステムのマウント

• 仮想 LU の未使用領域の解放

• ユーザー操作による差分スナップショットの作成

• 差分スナップショットの有効な自動作成スケジュールの設定・変更

なお，有効化すると，HFRR ペアを構成する両サイトのファイルシステムの容量を拡張できなくな

ります。

Hitachi File Remote Replicator がコピー対象とするセカンダリーファイルシステムの容量は，

ベースライン差分スナップショットを取得したときのファイルシステムと同じ容量になります。

ファイルシステムの容量を拡張した場合は，容量を拡張したあとに作成された差分スナップショッ

トがコピーされたときに，セカンダリーファイルシステムの容量が拡張したあとのプライマリー

ファイルシステムの容量と同じになります。Hitachi File Remote Replicator がコピー対象とする

ファイルシステムの容量は rusfspermitコマンドで確認できます。

このコマンドは［Ctrl］+［C］によって処理を途中で終了できます。処理を途中で終了した場合，

ruspairenableコマンドを再実行してください。
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オプションと引数

--all
コマンドを実行するサイト上のすべての HFRR ペアを対象とする場合に指定します。

このオプションを指定して実行すると，ネットワークや HVFP/HDI ノード上の OS の負荷が

高くなることがあります。対象となる HFRR ペアの数や HVFP/HDI の運用状況を確認した

上で実行してください。

--reverse
サイトの関係を逆にして，HFRR ペアを有効化する場合に指定します。HFRR ペアが

disable状態の場合にだけ，このオプションを指定できます。

ruspairlistコマンドの実行結果として Usable file systemsに secondaryと表示さ

れる HFRR ペアを有効化する場合は，このオプションを指定する必要があります。また，有効

化したあと，ruscopyコマンドを実行して，コピーを完了させる必要があります。

-u
HFRR ペアを有効化すると同時に，自動コピーを設定する場合に指定します。

無効化した HFRR ペアは，自動コピーも解除されています。自動コピーを設定するには，この

オプションを指定するか，HFRR ペアを有効化したあと ruspairautoコマンドを実行してく

ださい。

ペア名

特定の HFRR ペアを対象とする場合に指定します。

戻り値

表 2-340 ruspairenable コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，5，11 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

3，13，18，28，29，30，35，
60，61，62，66，69，91，92，
95，96，98

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

10，79，83，85，86，90，97，
99

システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

45，47，81，82 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

76，84 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

87 Hitachi File Remote Replicator 運用時に相手サイトで障害が発生して

いるおそれがあります。相手サイトの障害を取り除いたあと，再度実行

してください。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してく

ださい。

使用例

順方向で HFRR ペア pair01を有効化する場合

$ sudo ruspairenable pair01
Aug  4 06:20:44 KAQR10001-I Execution of the ruspairenable command will now 
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start.
Aug  4 06:21:15 KAQR10002-I The ruspairenable command terminated normally.

順方向で，HFRR ペア pair01を有効化する場合（同時に自動コピーも設定する）

$ sudo ruspairenable -u pair01
Aug  4 06:22:11 KAQR10001-I Execution of the ruspairenable command will now 
start.
Aug  4 06:22:40 KAQR10002-I The ruspairenable command terminated normally.

逆方向にして，HFRR ペア pair01を有効化する場合

$ sudo ruspairenable --reverse pair01
Aug  4 06:23:21 KAQR10001-I Execution of the ruspairenable command will now 
start.
Aug  4 06:23:50 KAQR10002-I The ruspairenable command terminated normally.

2.214 ruspairlist（HFRR ペアの情報の表示）

書式

ruspairlist
   [-v [-m] [-D]]
   [--site]
   [-nomsg]
   [ペア名]
ruspairlist -h

説明

コマンドを実行した時点での HFRR ペアの状態を表示します。

HFRR ペアの定義内容を確認する場合や，HFRR ペアの状態をチェックする場合に実行します。

なお，リソースグループが稼働していない状態で実行すると，正しい情報を参照できないことがあ

ります。

オプションと引数

-D
コピー，コピー取り消し，HFRR ペア解除，HFRR ペア無効化または HFRR ペア有効化の処

理状態を参照する場合に指定します。-vオプションとともに指定します。

-m
コピー中の差分スナップショットの処理が完了するまでの目安時間を，日時分の形式で参照し

たい場合に指定します。-vオプションとともに指定します。

--site
コマンドを実行したサイトが HFRR ペアのどちらのサイトなのかを参照する場合に指定しま

す。

-v
詳細な情報を参照する場合に指定します。

ペア名

特定の HFRR ペアの情報を参照する場合に指定します。
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ペア名を省略した場合，コマンドを実行したノード上で稼働しているリソースグループに属す

るすべての HFRR ペアに関する情報が表示されます。Virtual Server の場合は，コマンドを実

行した Virtual Server に属するすべての HFRR ペアに関する情報が表示されます。

表示項目

ruspairlistコマンドを実行したときに表示される情報を次の表に示します。

表 2-341 ruspairlist コマンドを実行したときに表示される情報

項目 説明

Pair HFRR ペア名が表示されます。

Site type HFRR ペアのサイト種別が表示されます。--siteオプションを指定した場合に表示

されます。

primary
このコマンドを実行したサイトがプライマリーサイトである場合に表示されま

す。

secondary
このコマンドを実行したサイトがセカンダリーサイトである場合に表示されま

す。

primary/secondary
クラスタ内のノード間で HFRR ペアが構成されている場合に，フェールオーバー

によってコマンドを実行したノードで両方のリソースグループが稼働していると

きに表示されます。

Primary HFRR ペアを構成するプライマリーサイトのホスト名または仮想 IP アドレス（IPv6 の

場合は角括弧（[]）で囲まれた形式），HFRR ポート番号およびファイルシステム名が

表示されます。

HFRR ポート番号を設定していない場合は，デフォルトのポート番号（22550）が表示

されます。

情報を取得できない場合は，「--」が表示されます。

Secondary HFRR ペアを構成するセカンダリーサイトのホスト名または仮想 IP アドレス（IPv6 の

場合は角括弧（[]）で囲まれた形式），HFRR ポート番号およびファイルシステム名が

表示されます。

HFRR ポート番号を設定していない場合は，デフォルトのポート番号（22550）が表示

されます。

情報を取得できない場合は，「--」が表示されます。

Pair status※1 HFRR ペアの状態が表示されます。

cancel
システム管理者の操作によってコピー処理が取り消され，処理中の状態です。

cancel-error※2

コピー取り消し処理が失敗した，またはフェールオーバーによって中断した状態

です。コピー取り消しの途中に［Ctrl］+［C］で処理を終わらせた場合も，この

状態になります。

copy
差分コピーを実行中の状態です。

copy-error※2

全コピー中または差分コピー中にエラーが発生し，コピー処理が中断された状態

です。コピー処理の再開始ポイントが保存されているので，エラー要因を取り除

けばコピーを再開できます。

エラー要因を取り除けない場合は，コピー処理を取り消したあと，再度コピーす

る必要があります。

disable
HFRR ペアが無効化された状態です。

fullcopy
全コピーを実行中の状態です。

nobaseline
ベースライン差分スナップショットが存在しない状態です。
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項目 説明

pair
差分コピーを実行できる状態です。

restore-error※2

ベースライン差分スナップショットのデータでセカンダリーファイルシステムの

内容を回復する処理が失敗したか，フェールオーバーによって中断した状態です。

HFRR ペア解除，HFRR ペア無効化または HFRR ペア有効化の途中に［Ctrl］+
［C］で処理を終わらせた場合も，この状態になります。

restoring
ベースライン差分スナップショットのデータでセカンダリーファイルシステムの

内容を回復している途中の状態です。

HFRR ペアを解除，無効化または有効化した場合に，この状態になります。

suspend
システム管理者の操作によって，全コピーまたは差分コピーが一時的に中断され

た状態です。

--
HFRR ペアの状態の取得に失敗した場合に表示されます。

Error statusにも「--」が表示されている場合は，HFRR ペアとして使用でき

ない状態になっています。その場合は，HFRR ペアを解除して再定義するなどの

対処が必要になります。

WORM 対応ファイルシステムの HFRR ペアを無効化してセカンダリーファイルシス

テムをマウントした場合，そのあとの操作に応じて，次のように表示されます。

copy (resync in progress)※3

サイトの関係を逆向きに有効化して差分コピーを実行中の状態です。

copy-error (resync in progress)※3

サイトの関係を逆向きに有効化したあとの差分コピー中にエラーが発生し，コ

ピー処理が中断された状態です。コピー処理の再開始ポイントが保存されている

ので，エラー要因を取り除けばコピーを再開できます。

pair (disable required)
サイトの関係を逆向きに有効化したあとの差分コピーが完了した状態です。

HFRR ペアを無効化できる状態です。この状態で HFRR ペアを無効化して有効

化すると，プライマリーファイルシステムをマウントできるようになります。

pair (resync required)※3

サイトの関係を逆向きに有効化する処理が完了したことを示します。差分コピー

を実行できる状態です。

suspend (resync in progress)※3

サイトの関係を逆向きに有効化したあとの差分コピーが，システム管理者の操作

によって一時的に中断された状態です。

Last※1 差分スナップショットのコピーが完了した 新の日時が表示されます。

次の場合には，「--」が表示されます。

• 一度もコピーしていない状態で ruspairlistコマンドを実行した場合

• 情報を取得できない場合

Error status※1 自サイトの HFRR ペアに対して 後に実行したペア操作処理で発生した障害の状態が

表示されます。

相手サイトと異なった状態になった場合には，それぞれのサイトのエラー情報に従っ

て，障害要因を取り除いてください。

error(file system)※2

ファイルシステムに障害が発生しているおそれがある場合に表示されます。

error(network)※2

通信障害または相手サイトの HFRR サービスに障害が発生しているおそれがあ

る場合に表示されます。

error(resource group offline)※2

フェールオーバーによって，コマンドを実行したノードでリソースグループが稼

働していないおそれがある場合に表示されます。

error(File snapshots)※2

差分格納デバイスに障害が発生しているおそれがある場合に表示されます。
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項目 説明

error(interrupt)※2

コピー取り消し，HFRR ペア解除，HFRR ペア無効化または HFRR ペア有効化

の途中に，［Ctrl］+［C］で処理を終わらせた場合に表示されます。

no error
正常な状態の場合に表示されます。

--
障害の発生状態を取得できない場合に表示されます。

Pair statusにも「--」が表示されている場合は，HFRR ペアとして使用できな

い状態になっています。その場合は，HFRR ペアを解除して再定義するなどの対

処が必要になります。

Baseline※1 ベースライン差分スナップショットの名称とその作成日時が表示されます。ベースラ

イン差分スナップショットがない場合は，「--」が表示されます。

-vオプションを指定した場合に表示されます。

Copying※1 コピー中の差分スナップショットの名称とその作成日時が表示されます。コピー中の

差分スナップショットがない場合は，「--」が表示されます。

-vオプションを指定した場合に表示されます。

Visible※1 セカンダリーサイトの 新差分スナップショットの名称とその作成日時が表示されま

す。

また，次の場合は，「--」が表示されます。

• セカンダリーサイトの 新差分スナップショット公開が未設定の場合

• 公開する差分スナップショットが存在しない場合

• プライマリーサイトでコマンドを実行した場合

-vオプションを指定した場合に表示されます。

Detailed
status※1

コピー，コピー取り消し，HFRR ペア解除，HFRR ペア無効化または HFRR ペア有効

化の処理状態が表示されます。

-vおよび-Dオプションを指定した場合に表示されます。

calculating differential-data
コピーの差分を取得中の場合に表示されます。また，セカンダリーサイトで差分

スナップショットを作成したあと，次に示す処理をしているときにも表示されま

す。

・差分コピーの場合に次のコピー対象があるかどうかを確認しているとき

・次のコピー対象がなくてコピーの終了処理をしているとき

copying (＜進捗＞% processed)
コピー中の場合に表示されます。括弧内は処理の進捗率を示します。

creating a snapshot on the secondary site
コピー後にセカンダリーサイトで差分スナップショットを作成中の場合に表示さ

れます。

restoring (＜進捗＞% processed)
セカンダリーサイトでコマンドを実行した場合に，コピー取り消し，HFRR ペア

解除，HFRR ペア無効化または HFRR ペア有効化の処理中のときに表示されま

す。括弧内は処理の進捗率を示します。

--
次の場合に表示されます。

・Pair statusに cancel，copy，fullcopyまたは restoring以外が表示

されている場合

・プライマリーサイトでコマンドを実行し，Pair statusに cancelまたは

restoringと表示されている場合

・処理状態を取得できなかった場合

Time
remaining※1

コピー，コピー取り消し，HFRR ペア解除，HFRR ペア無効化または HFRR ペア有効

化の処理が完了するまでの目安時間が表示されます。

-vオプションを指定した場合に表示されます。

目安時間は 10 分単位で表示され，-mオプションを指定したかどうかによって，表示形

式は次のようになります。

-mオプションを省略した場合

＜ n ＞ min
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項目 説明

-mオプションを指定した場合

目安時間によって，次のどれかの形式で表示されます。

・1 時間未満の場合

＜ n ＞ minute(s)
・1 時間以上 24 時間未満の場合

＜ n ＞ hour(s) ＜ n ＞ minute(s)
・24 時間以上の場合

＜ n ＞ day(s) ＜ n ＞ hour(s) ＜ n ＞ minute(s)
なお，10 分未満の場合は，10 minまたは 10 minute(s)と表示されます。

また，次の場合は，「--」が表示されます。

• Pair statusに cancel，copy，fullcopyまたは restoring以外が表示され

ている場合

• プライマリーサイトでコマンドを実行し，Pair statusに cancelまたは

restoringと表示されている場合

Snapshots to
copy

コピー対象の差分スナップショットの名称が表示されます。

コピー対象の差分スナップショットの名称を取得できない場合は，「--」が表示されま

す。

-vオプションを指定した場合に表示されます。

Auto-copy 自動コピーの設定状態が表示されます。

-vオプションを指定した場合に表示されます。

on
自動コピーが設定されている場合に表示されます。

off
自動コピーの設定が解除されている場合に表示されます。

--
自動コピーの設定状態を取得できなかった場合に表示されます。

Auto-copy time
period

自動コピー起動時間帯の開始と終了の時刻が表示されます。

-vオプションを指定した場合に表示されます。

なお，自動コピー起動時間帯が 24 時間の場合は anytimeと表示されます。

自動コピー起動時間帯を取得できない場合は，「--」が表示されます。

Usable file
systems

HFRR ペアを構成するファイルシステムが WORM 対応ファイルシステムの場合で

Pair statusが disableのとき，ユーザーが業務で利用できるのはどちらのファイ

ルシステムなのかが表示されます。

-vオプションを指定した場合に表示されます。

primary
ユーザーが業務で利用できるのはプライマリーファイルシステムであることを示

します。

secondary
ユーザーが業務で利用できるのはセカンダリーファイルシステムであることを示

します。

--
次の場合に表示されます。

・HFRR ペアを構成するファイルシステムが WORM 対応ファイルシステムでは

ない場合

・Pair statusに disable以外が表示されている場合

・業務で利用できるファイルシステムを特定できない場合

なお，サイト間の通信ができないときに強制的に HFRR ペアを無効化した場合に

プライマリーサイトで表示されることがあります。

注※1
リソースグループが停止している場合には，「--」が表示されます。

注※2
対処方法については，「トラブルシューティングガイド」を参照してください。
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注※3
HFRR ペアがこの状態になっていると，HFRR ペアを無効化できません。また，両サイトの

ファイルシステムに対する次の操作も実行できません。

・ファイルシステムのマウント

・ユーザー操作による差分スナップショットの作成

戻り値

表 2-342 ruspairlist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，11 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

13，96 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

76 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

81 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

83，86，90，94，97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

HFRR ペア pair01の情報だけを詳細に表示する場合

$ sudo ruspairlist -v -D --site pair01
May 21 04:24:10 KAQR10001-I Execution of the ruspairlist command will now 
start.
Pair                 : pair01
Site type            : primary
Primary              : pri01:22550:fspri01
Secondary            : sec01:22550:fssec01
Pair status          : pair
Last                 : --
Error status         : no error
Baseline             : copy-1205210415 Mon May 21 04:15:03 2012
Copying              : --
Visible              : copy-1205210415 Mon May 21 04:15:03 2012
Detailed status      : --
Time remaining       : --
Snapshots to copy    : copy-*
Auto-copy            : on
Auto-copy time period: anytime
Usable file systems  : --
May 21 04:24:10 KAQR10002-I The ruspairlist command terminated normally.

2.215 rusportset（HFRR サービスのポート番号の変更）

書式

rusportset [-nomsg] -a ポート番号

rusportset [-nomsg] -l
rusportset -h
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説明

Hitachi File Remote Replicator がサイト間の通信で使用する HFRR サービスのポート番号を変更

または表示します。

なお，Hitachi File Remote Replicator が使用する HFRR サービスのポート番号のデフォルトは

22550 です。

オプションと引数

-a ポート番号

変更後のポート番号を 1024～65535 の範囲で指定します。指定するポート番号が使用されて

いないことを確認してください。

-l
現在の HFRR サービスのポート番号を参照する場合に指定します。

表示項目

-lオプションを指定して rusportsetコマンドを実行したときに表示される情報を次の表に示し

ます。

表 2-343 -l オプションを指定して rusportset コマンドを実行したときに表示される情報

項目 説明

hfrrdmn ＜ポート番号＞/tcp HFRR サービスのポート名（hfrrdmn固定），ポート番号およびプロト

コル種別（tcp固定）が表示されます。

戻り値

表 2-344 rusportset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，44 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

66，80，98 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

81，82 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

HFRR サービスのポート番号を 22551 に変更する場合

$ sudo rusportset -a 22551
Aug  4 06:27:12 KAQR10001-I Execution of the rusportset command will now 
start.
Aug  4 06:27:12 KAQR10002-I The rusportset command terminated normally.
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2.216 russervice（HFRR サービスの制御）

書式

russervice
   [-nomsg]
   {start|stop|restart|status}
russervice -h

説明

HFRR サービスを開始，停止または再起動します。また，HFRR サービスの稼働状態を表示するこ

ともできます。

オプションと引数

start|stop|restart|status
HFRR サービスに対する操作を指定します。

start
HFRR サービスを開始する場合に指定します。

stop
HFRR サービスを停止する場合に指定します。

restart
HFRR サービスを再起動する場合に指定します。

status
HFRR サービスの稼働状態を参照する場合に指定します。

表示項目

statusを指定して russerviceコマンドを実行したときに表示される情報を次の表に示します。

表 2-345 status を指定して russervice コマンドを実行したときに表示される情報

項目 説明

Status HFRR サービスの稼働状態が表示されます。

running
HFRR サービスが稼働中の場合に表示されます。

stopped
HFRR サービスが停止している場合に表示されます。

戻り値

表 2-346 russervice コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

51，96 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

80，97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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戻り値 説明

81，82 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

使用例

HFRR サービスを再起動する場合

$ sudo russervice restart
Aug  4 06:28:26 KAQR10001-I Execution of the russervice command will now 
start.
Aug  4 06:28:32 KAQR10002-I The russervice command terminated normally.

2.217 russvrchk（ネットワークの疎通確認）

書式

russvrchk
   [-nomsg]
   [--port 相手サイトの HFRRポート番号]
   ホスト名

russvrchk -h

説明

相手サイトの HFRR サービスと通信できるかをチェックします。

このコマンドは［Ctrl］+［C］によって処理を途中で終了できます。

オプションと引数

--port 相手サイトの HFRR ポート番号

デフォルトのポート番号（22550）以外のポート番号を利用している相手サイトの HFRR サー

ビスと通信できるかをチェックする場合に指定します。

相手サイトに割り当てられているポート番号を指定してください。

ホスト名

疎通を確認したいサイトのホスト名または仮想 IP アドレスを指定します。

戻り値

表 2-347 russvrchk コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，36，37，44 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

76，84 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

81 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

87 Hitachi File Remote Replicator 運用時に相手サイトで障害が発生して

いるおそれがあります。相手サイトの障害を取り除いたあと，再度実行

してください。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してく

ださい。

96，98 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注意事項

ネットワークの状態を確認する場合は，nasipneighコマンド，nasnetstatコマンド，nasping
コマンドおよび nastracerouteコマンドを使用してください。

2.218 singleinit（システムの初期化）

書式

singleinit [-a IPアドレス -n ネットマスク] --host ホスト名

singleinit -h

説明

このコマンドは，シングルノード構成の場合に使用できます。

システムを初期化して，管理ポートのインターフェースとノードのホスト名を設定します。HVFP
の場合，保守ポート（pm0）に接続された管理コンソールで実行してください。HDI の場合，管理

ポート（mng0）に接続された管理コンソールで実行してください。コマンドが正常に終了すると，

ノードの OS が自動的に再起動されます。

このコマンドは，次の場合にだけ使用します。

• 予備の HVFP で運用を再開したあと，障害を回復した HVFP のシステムを初期化するためにシ

ステム設定情報やユーザーデータを削除する場合

• 障害が発生した HDI を代替機と交換したあと，システム設定情報やユーザーデータを回復する

前に誤って作成したファイルシステムを削除する場合

障害が発生したときに予備の HVFP で運用を再開する手順は，「システム構成ガイド」を参照して

ください。

このコマンドを実行すると削除されるシステム設定情報やユーザーデータを次に示します。

• データポートのインターフェース

• システム LU の定時保存設定

• マイグレーション先の HCP の情報

• ファイル共有

• ファイルシステム

管理ポートのネットワークアドレスを変更すると，ルーティング情報も削除されます。コマンドの

処理が完了したあと，routeaddコマンドでルーティング情報を追加してください。
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オプションと引数

-a IP アドレス

管理ポートに設定する IP アドレスを IPv4 形式で指定します。IPv6 形式の IP アドレスは指

定できません。

-n ネットマスク

管理ポートに設定するネットマスクを指定します。

--host ホスト名

ノードに設定するホスト名を指定します。

戻り値

表 2-348 singleinit コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

システムを初期化して，管理ポートのインターフェースとノードのホスト名を次の条件で設定する

場合

◦ IP アドレスは 10.213.16.111 とする

◦ ネットマスクは 255.255.255.0 とする

◦ ホスト名は DT134000109とする

$ sudo singleinit -a 10.213.16.111 -n 255.255.255.0 --host DT134000109

2.219 sshkeyadd（公開鍵の登録）

書式

sshkeyadd [-2] -c コメント 公開鍵ファイル名

sshkeyadd -h

説明

SSH 用アカウントの公開鍵を登録します。

クラスタ内で設定内容が同じになるように，両方のノードに対象の公開鍵を登録してください。

公開鍵の登録処理が正常に終了すると，指定した公開鍵ファイルは SSH 用アカウントのホームディ

レクトリから削除されます。
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オプションと引数

-2
SSH プロトコルのバージョン 2 を使用します（デフォルト）。

-c コメント

公開鍵に対するコメントを指定します。32 文字以内で指定します。コメントは，同一のプロト

コル内で重複しないように指定してください。指定できる文字は英数字およびハイフン（-）
です。また，スペースも指定できますが，文字列の先頭および末尾には指定できません。

公開鍵ファイル名

登録する公開鍵ファイルの名称を指定します。公開鍵は OpenSSH 形式である必要がありま

す。また，公開鍵ファイルを登録するためには，ファイル名が次の条件を満たしている必要が

あります。

◦ ファイル名に使用できる文字数は，256 文字までです。

◦ ファイル名に使用できる文字は英数字，感嘆符（!），番号記号（#），ドル記号（$），パー

セント（%），アンパサンド（&），アポストロフィ（'），始め小括弧（(），終わり小括弧

（)），正符号（+），コンマ（,），ハイフン（-），ピリオド（.），セミコロン（;），等号

（=），単価記号（@），始め角括弧（[），終わり角括弧（]），アクサンシルコンフレックス

（^），アンダーライン（_），アクサングラーブ（`），始め波括弧（{），終わり波括弧（}）
および波ダッシュ（~）です。また，スペースも指定できますが，文字列の先頭および末尾

には指定できません。

◦ 0 だけの文字列，先頭にハイフン（-）を使用した文字列，および SSH 用アカウントのホー

ムディレクトリ（/home/nasroot）の直下にすでに存在するディレクトリやファイルの名

称は，公開鍵ファイルのファイル名には使用できません。

戻り値

表 2-349 sshkeyadd コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，3，4，5，6，7，8，9 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11，17，23，66，68※，71，
95

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，68※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

「ssh key」というコメントを付けて，ssh-key-nasroot.pubという名称のファイルを登録する場

合

$ sudo sshkeyadd -2 -c "ssh key" ssh-key-nasroot.pub
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2.220 sshkeydel（公開鍵の削除）

書式

sshkeydel [-2] -c コメント

sshkeydel -h

説明

公開鍵を削除します。

同一クラスタ内で設定内容が同じになるように，両方のノードから対象の公開鍵を削除してくださ

い。

なお，コマンドの操作で，システム管理者自身が現在使用している公開鍵を削除すると，次回から

その鍵を使ってログインできなくなります。すべての公開鍵を削除してしまった場合は，GUI を使

用して公開鍵を登録してください。

オプションと引数

-2
SSH プロトコルのバージョン 2 の公開鍵を削除することを指定します(デフォルト)。

-c コメント

公開鍵に対するコメントを指定します。

戻り値

表 2-350 sshkeydel コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，3，4，6 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

12，15，67，68※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，68※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

nasroot-keyというコメントを付けて登録した公開鍵を削除する場合

$ sudo sshkeydel -c nasroot-key
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2.221 sshkeylist（公開鍵の情報の表示）

書式

sshkeylist [-h]

説明

登録された公開鍵の情報を一覧で表示します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-351 sshkeylist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

User nasrootと表示されます。

Ver. 公開鍵の SSH プロトコルのバージョンが表示されます。

SSH2
バージョン 2 の場合に表示されます。

Comment 公開鍵に設定されているコメントが表示されます。

戻り値

表 2-352 sshkeylist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

15，68※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，68※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.222 stquota（ディレクトリごとに設定された Quota 情
報の表示）

書式

stquota [-c] [-l] [-w]
   ファイルシステム名[/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]]
stquota [-c] [-l] [-u] [-w]
   ファイルシステム名[/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]] ユーザー…

stquota [-c] -g [-l] [-w]
   ファイルシステム名[/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]] グループ…
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stquota -d [-c] [-l]
   ファイルシステム名[/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]]
stquota -t [-c] [-l] [-u|-g]
   ファイルシステム名[/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]]
stquota -m [-c] [-l]
   ファイルシステム名[/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]]
stquota -h

説明

ディレクトリごとに設定された Quota（サブツリー Quota）の情報および現在の使用状況を表示し

ます。

なお，特定のユーザーまたはグループを指定すると，そのユーザーまたはグループに対して設定さ

れたディレクトリごとの Quota 情報を表示できます。

オプションと引数

-c
Quota 情報をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。

このオプションを指定した場合，ユーザーまたはグループに関する情報は名称と ID が，ブロッ

ク使用量に関する値はキロバイト単位で，猶予期間に関する値は秒数で表示されます。

また，Quota の監視方法は設定によって表示が異なります。ファイルシステム単位に設定され

た監視方法は，先頭に Filesystem:と表示されます。ディレクトリ単位に設定された監視方

法は，先頭に Directory:と表示されます。設定されていない監視方法は表示されません。

-d
デフォルトの Quota を設定しているディレクトリの Quota 情報を参照する場合に指定しま

す。

-g
グループの Quota を設定しているディレクトリの Quota 情報を参照する場合に指定します。

-l
ディレクトリの名称を昇順で参照する場合に指定します。

-m
Quota の監視方法を参照する場合に指定します。

-t
ソフトリミットを超過したあとの猶予期間を参照する場合に指定します。

-u
ユーザーの Quota を設定しているディレクトリの Quota 情報を参照する場合に指定します。

-w
ソフトリミットを超過しているディレクトリ，ユーザーまたはグループの Quota 情報を参照す

る場合に指定します。

ファイルシステム名[/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]]
ファイルシステムの名称およびディレクトリの名称を 4,000 バイト以内で指定します。例え

ば，/mnt/FS1/dir01ディレクトリの場合は，「FS1/dir01」と指定します。

ユーザー…

特定のユーザーの Quota 情報を参照する場合に，対象のユーザー名またはユーザー ID を指定

します。

ユーザー名で指定する場合は，次のユーザーを指定できます。
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◦ File Services Manager で登録されたユーザー（ユーザー ID：97 および 200～
2147483147）

◦ NIS サーバまたはユーザー認証用の LDAP サーバに登録されたユーザー（ユーザー ID が

0 のユーザーは除く）

◦ ユーザーマッピングで登録されたユーザー

ユーザー ID で指定する場合は，1～2147483147 の範囲内で指定してください。

複数のユーザー名またはユーザー ID を指定する場合は，ユーザー名またはユーザー ID をス

ペースで区切って指定します。ユーザー名またはユーザー ID を複数指定する場合，ユーザー

名での指定とユーザー ID での指定が混在してもかまいません。

グループ…

特定のグループの Quota 情報だけを参照する場合に，対象のグループ名またはグループ ID を

指定します。

グループ名で指定する場合は，次のグループを指定できます。

◦ File Services Manager で登録されたグループ（グループ ID：97 および 200～
2147483147）

◦ NIS サーバまたはユーザー認証用の LDAP サーバに登録されたグループ（グループ ID が

0 のグループは除く）

◦ ユーザーマッピングで登録されたグループ（Windows ドメインのビルトイングループは除

く）

グループ ID で指定する場合は，1～2147483147 の範囲内で指定してください。

複数のグループ名またはグループ ID を指定する場合は，グループ名またはグループ ID をス

ペースで区切って指定します。グループ名またはグループ ID を複数指定する場合，グループ

名での指定とグループ ID での指定が混在してもかまいません。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-353 stquota コマンドを実行した場合に表示される情報（ディレクトリ，ユーザーまたはグルー
プの Quota 情報）

項目 説明

Report for subtree user/
group quotas on file
system※1

ファイルシステム名が表示されます。

Report for subtree user/
group quotas on
directory※2

ディレクトリ名が表示されます。

Userまたは Group※3 ユーザー名またはグループ名が表示されます。

ユーザー ID またはグループ ID の場合，先頭に番号記号（#）が付加され

ます。

Directory Quota が設定されているディレクトリの名称が表示されます。

ディレクトリにサブツリー Quota が設定されている場合，当該ディレク

トリ名はピリオド（.）が表示されます。

ディレクトリ名に続けて正符号（+）または負符号（-）が表示されます。

1 つ目がブロック使用量，2 つ目が inode 使用量を示し，意味は次のとお

りです。

正符号（+）
ソフトリミットを超過している，またはハードリミットに達してい

ることを示します。

負符号（-）
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項目 説明

ソフトリミットを超過しておらず，かつハードリミットに達してい

ないことを示します。

Block limits ブロック使用状況が表示されます。

Used
ブロック使用量が表示されます。表示される単位は「KB」，「MB」，

「GB」，「TB」，「PB」です。また，小数点第 2 位は切り上げて表示

されます。

Soft
ブロック使用量のソフトリミットが表示されます。表示される単位

は「KB」，「MB」，「GB」，「TB」，「PB」です。また，小数点第 2 位

は四捨五入して表示されます。

Hard
ブロック使用量のハードリミットが表示されます。表示される単位

は「KB」，「MB」，「GB」，「TB」，「PB」です。また，小数点第 2 位

は四捨五入して表示されます。

Grace
ブロック使用量がソフトリミットを超えている場合に，新たにブ

ロックを割り当てられなくなるまでの猶予期間の残りが表示されま

す。次のどれかの形式で表示されます。

＜ n ＞ days
猶予期間の残りが 24 時間以上です。例えば，残りが 24 時間以上 48
時間未満の場合は，1daysと表示されます。

＜ hh ＞:＜ mm ＞

猶予期間の残りが 24 時間未満です。例えば，残りが 10 時間 00 分

の場合は，10:00と表示されます。

over
猶予期間を過ぎているか，ブロック使用量がハードリミットに達し

ています。

i-node limits inode 使用状況が表示されます。

Used
inode 使用量が表示されます。

Soft
inode 使用量のソフトリミットが表示されます。

Hard
inode 使用量のハードリミットが表示されます。

Grace
inode 使用量がソフトリミットを超えている場合に，ファイルを作

成できなくなるまでの猶予期間の残りが表示されます。次のどれか

の形式で表示されます。

＜ n ＞ days
猶予期間の残りが 24 時間以上です。例えば，残りが 24 時間以上 48
時間未満の場合は，1daysと表示されます。

＜ hh ＞:＜ mm ＞

猶予期間の残りが 24 時間未満です。例えば，残りが 10 時間 00 分

の場合は，10:00と表示されます。

over
猶予期間を過ぎているか，inode 使用量がハードリミットに達して

います。

注意：

ディレクトリ名が 10 文字以上の場合，リミット超過に関する符号，ブロック使用状況および

inode 使用状況の値は改行されて表示されます。

注※1
ファイルシステムの Quota 情報の場合に表示されます。
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注※2
ディレクトリの Quota 情報の場合に表示されます。

注※3
ディレクトリの Quota 情報の場合，表示されない項目です。

表 2-354 stquota コマンドを実行した場合に表示される情報（デフォルト Quota）

項目 説明

Report for subtree user
quotas on file system

ファイルシステム名が表示されます。

Report for subtree user
quotas on directory

ディレクトリ名が表示されます。

Directory Quota が設定されているディレクトリの名称が表示されます。

Default block limits デフォルト Quota として設定されているブロック使用量のソフトリミッ

トおよびハードリミットが表示されます。

Soft
ブロック使用量のソフトリミットが表示されます。表示される単位

は「KB」，「MB」，「GB」，「TB」，「PB」です。また，小数点第 2 位

は四捨五入して表示されます。

Hard
ブロック使用量のハードリミットが表示されます。表示される単位

は「KB」，「MB」，「GB」，「TB」，「PB」です。また，小数点第 2 位

は四捨五入して表示されます。

Default i-node limits デフォルト Quota として設定されている inode 使用量のソフトリミット

およびハードリミットが表示されます。

Soft
inode 使用量のソフトリミットが表示されます。

Hard
inode 使用量のハードリミットが表示されます。

表 2-355 stquota コマンドを実行した場合に表示される情報（猶予期間）

項目 説明

Report for subtree user/
group quotas on file
system

ファイルシステム名が表示されます。

Report for subtree user/
group quotas on directory

ディレクトリ名が表示されます。

Directory Quota が設定されているディレクトリの名称が表示されます。

Block grace time ブロック使用量がソフトリミットを超えてから，新たにブロックを割り当

てられなくなるまでの猶予期間が表示されます。

i-node grace time inode 使用量がソフトリミットを超えてから，ファイルを作成できなくな

るまでの猶予期間が表示されます。

表 2-356 stquota コマンドを実行した場合に表示される情報（監視方法）

項目 説明

Report for the monitoring
start time on file system

ファイルシステム名が表示されます。

Report for the monitoring
start time on directory

ディレクトリ名が表示されます。

Settings for the
directory

Quota が設定されているディレクトリの名称が表示されます。
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項目 説明

SNMP notification mode ディレクトリに対して設定された Quota 超過時の SNMP トラップの通

知モードが表示されます。

Use a summary notification
サマリー通知モードが設定されている場合に表示されます。

Use individual notifications
個別通知モードが設定されている場合に表示されます。

SNMP notification time ディレクトリに対して設定された監視時刻が表示されます。

なお，-cオプションを指定した場合，監視時刻のコロン（:）は省略され

ます。複数の時刻が設定されている場合は，コンマ（,）で区切られて表

示されます。

戻り値

表 2-357 stquota コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

10※，99※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

10※，99※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.223 stquotalist（ディレクトリごとにユーザー・グルー
プに対して設定された Quota 情報の表示）

書式

stquotalist [-c] [-u|-g] [-n] [-w] ファイルシステム名/ディレクトリ名[/ディレクト
リ名…]
stquotalist -m [-c] ファイルシステム名/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]
stquotalist -h

説明

指定したディレクトリでユーザーまたはグループに対して設定された Quota（サブツリー Quota）
の情報および現在の使用状況を表示します。

オプションと引数

-c
Quota 情報をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。

このオプションを指定した場合，ユーザーまたはグループに関する情報は名称と ID が，ブロッ

ク使用量に関する値はキロバイト単位で，猶予期間に関する値は秒数で表示されます。
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また，Quota の監視方法は設定によって表示が異なります。ファイルシステム単位に設定され

た監視方法は，先頭に Filesystem:と表示されます。ディレクトリ単位に設定された監視方

法は，先頭に Directory:と表示されます。設定されていない監視方法は表示されません。

-g
グループの Quota 情報を参照する場合に指定します。

-m
ユーザーまたはグループに対して設定された監視方法を参照する場合に指定します。

-n
ユーザー ID またはグループ ID をユーザー名またはグループ名に変換できない Quota 情報を

表示しない場合に指定します。

-u
ユーザーの Quota 情報を参照する場合に指定します。

-w
ソフトリミットを超過しているユーザーまたはグループの Quota 情報を参照する場合に指定

します。

ファイルシステム名/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]
ファイルシステムの名称およびディレクトリの名称を 4,000 バイト以内で指定します。例え

ば，/mnt/FS1/dir01ディレクトリの場合は，「FS1/dir01」と指定します。

-gオプションまたは-uオプションを指定する場合は，Quota を設定しているディレクトリを

指定してください。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-358 stquotalist コマンドを実行した場合に表示される情報（ユーザーまたはグループの Quota
情報）

項目 説明

Report for subtree user/
group quotas on directory

指定したディレクトリ名が表示されます。

Userまたは Group ユーザー名またはグループ名が表示されます。

ユーザー ID またはグループ ID の場合，先頭に番号記号（#）が付加され

ます。

ユーザー名またはグループ名に続けて正符号（+）または負符号（-）が

表示されます。1 つ目がブロック使用量，2 つ目が inode 使用量を示し，

意味は次のとおりです。

正符号（+）
ソフトリミットを超過している，またはハードリミットに達してい

ることを示します。

負符号（-）
ソフトリミットを超過しておらず，かつハードリミットに達してい

ないことを示します。

Block limits ブロック使用状況が表示されます。

Used
ブロック使用量が表示されます。表示される単位は「KB」，「MB」，

「GB」，「TB」，「PB」です。また，小数点第 2 位は切り上げて表示

されます。

Soft
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項目 説明

ブロック使用量のソフトリミットが表示されます。表示される単位

は「KB」，「MB」，「GB」，「TB」，「PB」です。また，小数点第 2 位

は四捨五入して表示されます。

Hard
ブロック使用量のハードリミットが表示されます。表示される単位

は「KB」，「MB」，「GB」，「TB」，「PB」です。また，小数点第 2 位

は四捨五入して表示されます。

Grace
ブロック使用量がソフトリミットを超えている場合に，新たにブ

ロックを割り当てられなくなるまでの猶予期間の残りが表示されま

す。次のどれかの形式で表示されます。

＜ n ＞ days
猶予期間の残りが 24 時間以上です。例えば，残りが 24 時間以上 48
時間未満の場合は，1 daysと表示されます。

＜ hh ＞:＜ mm ＞

猶予期間の残りが 24 時間未満です。例えば，残りが 10 時間 00 分

の場合は，10:00と表示されます。

over
猶予期間を過ぎているか，ブロック使用量がハードリミットに達し

ています。

i-node limits inode 使用状況が表示されます。

Used
inode 使用量が表示されます。

Soft
inode 使用量のソフトリミットが表示されます。

Hard
inode 使用量のハードリミットが表示されます。

Grace
inode 使用量がソフトリミットを超えている場合に，ファイル作成

ができなくなるまでの猶予期間の残りが表示されます。次のどれか

の形式で表示されます。

＜ n ＞ days
猶予期間の残りが 24 時間以上です。例えば，残りが 24 時間以上 48
時間未満の場合は，1 daysと表示されます。

＜ hh ＞:＜ mm ＞

猶予期間の残りが 24 時間未満です。例えば，残りが 10 時間 00 分

の場合は，10:00と表示されます。

over
猶予期間を過ぎているか，inode 使用量がハードリミットに達して

います。

注意：

ユーザー名またはグループ名が 10 文字以上の場合，リミット超過に関する符号，ブロック使

用状況および inode 使用状況の値は改行されて表示されます。

表 2-359 stquotalist コマンドを実行した場合に表示される情報（監視方法）

項目 説明

Report for the monitoring
start time on file system

ファイルシステム名が表示されます。

Settings for the
directory

Quota が設定されているディレクトリの名称が表示されます。

SNMP notification mode ユーザーまたはグループに対して設定された Quota 超過時の SNMP ト

ラップの通知モードが表示されます。

Use a summary notification
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項目 説明

サマリー通知モードが設定されている場合に表示されます。

SNMP notification time ユーザーまたはグループに対して設定された監視時刻が表示されます。

なお，-cオプションを指定した場合，監視時刻のコロン（:）は省略さ

れます。複数の時刻が設定されている場合は，コンマ（,）で区切られて

表示されます。

戻り値

表 2-360 stquotalist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10※，99※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

10※，99※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.224 stquotaset（ディレクトリごとの Quota の設定）

書式

stquotaset limitオプション ファイルシステム名/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]
stquotaset [-u] limitオプション
   ファイルシステム名/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…] ユーザー…

stquotaset -g limitオプション
   ファイルシステム名/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…] グループ…

stquotaset -d limitオプション ファイルシステム名/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]
stquotaset -t [-u|-g] 猶予期間オプション 
   ファイルシステム名/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]
stquotaset -t [-u|-g] 猶予期間 ファイルシステム名/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]
stquotaset {-x|-r [-p]} [-q] ファイルシステム名/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]
stquotaset -m -s 監視時刻[,監視時刻…]
   [-n {summary|individual}] ファイルシステム名

stquotaset -m [-s 監視時刻[,監視時刻…]]
   -n {summary|individual} ファイルシステム名

stquotaset -m -s 監視時刻[,監視時刻…]
   [-n individual] ファイルシステム名/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]
stquotaset -m -u -s 監視時刻[,監視時刻…]
   [-n summary] ファイルシステム名[/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]]
stquotaset -m [-u] -s default
   ファイルシステム名[/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]]
stquotaset -h

limit オプション：

-b ブロック使用量のソフトリミット

-B ブロック使用量のハードリミット
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-i inode使用量のソフトリミット

-I inode使用量のハードリミット

猶予期間オプション：

-b ブロック使用量の猶予期間

-i inode使用量の猶予期間

説明

ディレクトリごとに Quota（サブツリー Quota）を設定します。

ソフトリミット，ハードリミットおよび猶予期間は，ディレクトリ単位，ユーザー単位またはグルー

プ単位に設定できます。

-uオプションおよび-gオプションの指定の有無によって，次のように設定されます。

-uオプションを指定した場合

ユーザーのソフトリミット，ハードリミットまたは猶予期間が設定されます。

-gオプションを指定した場合

グループのソフトリミット，ハードリミットまたは猶予期間が設定されます。

-uオプションと-gオプションを省略した場合

ディレクトリのソフトリミット，ハードリミットまたは猶予期間が設定されます。

サブツリー Quota の監視方法は，ファイルシステム単位またはディレクトリ単位に設定できます。

ファイルシステム単位に設定した場合，マウントポイント直下のサブツリー Quota が設定されてい

るすべてのディレクトリを監視します。

ディレクトリ単位の Quota を設定した場合，そのディレクトリ下にあるすべてのディレクトリの使

用状況を監視します。 ディレクトリ単位の Quota は，直系のディレクトリツリー内の任意の位置に

大 3 個所まで設定できます。直系のディレクトリツリー内で複数の Quota が設定されている場

合でも，設定されている値の整合性はチェックされません。

注意：

ホームディレクトリローミング対応ファイルシステムには実行できません。

オプションと引数

-d
指定したディレクトリに対して，デフォルト Quota を設定する場合に指定します。

-g
指定したグループに対して，Quota を設定する場合に指定します。

-m
Quota の監視方法を設定または解除する場合に指定します。-uオプションとともに指定する

と，ユーザーまたはグループに対して Quota の監視方法を設定または解除します。

なお，監視方法を設定する際にコマンドがシグナルを受け付けた場合，そのシグナルはブロッ

クされます。

-n individual
File Services Manager がソフトリミットや猶予期間を超過したディレクトリを検知した際

に，個別通知モードで SNMP トラップを出力する場合に指定します。individualを iと省

略して指定することもできます。ディレクトリに対して Quota の監視時刻を設定するときに

指定できます。
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ソフトリミットや猶予期間を超過したディレクトリの数が 100 を超えている場合は，個別通知

が抑止され，超過ディレクトリ数だけが SNMP マネージャーに通知されます。

初期設定では，SNMP トラップを通知しない設定になっています。監視時刻が設定されていな

い状態でこのオプションを省略すると，ファイルシステム単位に設定する場合はサマリー通知

モードが設定され，ディレクトリ単位に設定する場合は個別通知モードが設定されます。ま

た，監視時刻が 1 つ以上設定されている状態で，このオプションを省略した場合は，現在設定

されている情報が適用されます。

-n summary
File Services Manager がソフトリミットや猶予期間を超過したディレクトリ，ユーザーまた

はグループを検知した際に，サマリー通知モードで SNMP トラップを出力する場合に指定し

ます。summaryを sと省略して指定することもできます。

次のときに指定できます。

◦ ユーザーまたはグループに対して Quota の監視時刻を設定するとき

◦ ディレクトリに対して Quota の監視時刻を，ファイルシステム単位に設定するとき

初期設定では，SNMP トラップを通知しない設定になっています。監視時刻が設定されていな

い状態でこのオプションを省略すると，サマリー通知モードが設定されます。また，監視時刻

が 1 つ以上設定されている状態で，このオプションを省略した場合は，現在設定されている情

報が適用されます。

-p
指定したディレクトリ下のすべてのディレクトリおよびファイルを対象にする場合に指定し

ます。なお，このオプションは，-rオプションとともに指定した場合に有効になります。

-q
処理経過を表示しない場合に指定します。なお，このオプションは，-rオプションまたは-x
オプションとともに指定した場合に有効になります。

-r
指定したディレクトリに設定されている Quota を解除する場合に指定します。

-pオプションとともに指定すると，指定したディレクトリ下のすべてのディレクトリおよび

ファイルが対象になります。

指定したディレクトリ下のディレクトリおよびファイル数によって処理時間が変わります。

ディレクトリおよびファイルが 100,000 個存在するディレクトリに対して実行すると，処理が

完了するまでに約 30 秒掛かります。コマンドを実行すると， 初にディレクトリのパスと

「Wait ...」が表示され，その後 10,000 ファイルの Quota を解除するごとに，1 つのピリオド

（.）が表示されます。

なお，このオプションを指定して実行した処理が中断した場合，指定したディレクトリ下には

異なる Quota 情報を持つファイルが混在するおそれがあるため，同じ指定で再実行してくださ

い。

また，クライアントがファイルの作成や削除などの操作を行っているときに，システム管理者

が-rオプションを指定して stquotasetコマンドを実行すると，Quota が正しく解除されな

いことがあります。Quota を解除する場合は，クライアントが操作していないことを確認して

から実行してください。

-s
File Services Manager が Quota を監視する時刻を設定または解除する場合に指定します。

初期設定では，Quota を監視しない設定になっています。このオプションを省略した場合は，

現在設定されている情報が適用されます。

監視時刻[,監視時刻…]
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File Services Manager が Quota を監視する時刻を指定します。すでに監視時刻が設定

されている場合は，その設定をすべて解除したあと，指定した時刻が新たに設定されま

す。

00 時 00 分～23 時 55 分の範囲で，5 分単位で指定します。区切り記号のコロン（:）を

付けて指定する場合，上位の桁の 0 は省略できます。例えば 01 時 05 分を監視時刻とし

て設定する場合は，「01:05」，「01:5」，「1:05」，「1:5」または「0105」と指定します。

複数の監視時刻を設定する場合は，時刻をコンマ（,）で区切って指定します。ファイル

システム単位またはディレクトリ単位にそれぞれ 大で 48 件設定できます。

default
すべての時刻を解除し，初期設定（監視しない）に戻す場合に指定します。

-t
ブロック使用量または inode 使用量がソフトリミットを超えてから，新たなブロックの割り当

てまたはファイルの作成ができなくなるまでの猶予期間を設定する場合に指定します。

-u
指定したユーザーに対して，Quota を設定する場合に指定します。

-mオプションとともに指定すると，ユーザーまたはグループに対して Quota の監視方法を設

定または解除します。

-x
既存のディレクトリに対して Quota を適用する場合に指定します。

指定したディレクトリ以下のブロック容量と inode 数が，Quota の使用量に計上されます。

指定したディレクトリ下のディレクトリおよびファイル数によって処理時間が変わります。

ディレクトリおよびファイルが 100,000 個存在するディレクトリに対して実行すると，処理が

完了するまでに約 30 秒掛かります。コマンドを実行すると， 初にディレクトリのパスと

「Wait ...」が表示され，その後 10,000 ファイルの容量を計上するごとに，1 つのピリオド（.）
が表示されます。

なお，このオプションを指定して実行した処理が中断した場合，指定したディレクトリ下には

異なる Quota 情報を持つファイルが混在するおそれがあるため，同じ指定で再実行してくださ

い。

また，クライアントがファイルの作成や削除などの操作を行っているときに，システム管理者

が-xオプションを指定して stquotasetコマンドを実行すると，Quota の使用量が正しく計

算されないことがあります。既存のディレクトリに対して Quota を適用する場合は，クライア

ントが操作していないことを確認してから実行してください。

limit オプション

指定したディレクトリ，ユーザーまたはグループに対して，ソフトリミットまたはハードリ

ミットを設定する場合に指定します。複数を組み合わせて指定できます。また，既存のディレ

クトリにサブツリー Quota を設定する場合は，ソフトリミットまたはハードリミットを設定し

たあと，Quota を適用するために必ず-xオプションを指定してこのコマンドを実行してくだ

さい。

-b ブロック使用量のソフトリミット

ブロック使用量のソフトリミットと単位を指定します。ブロック使用量のソフトリミッ

トは，0～1,073,741,823MB，0～1,048,575GB，または 0～1,023TB の範囲の整数値で指

定してください。ブロック使用量のソフトリミットを設定しない場合は，0 または単位だ

けを指定してください。また，ハードリミット値以下の値を設定してください。単位は，

数値のあとに M（MB），G（GB）または T（TB）を付けて指定します。また，単位を指

定しなかった場合は MB になります。
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初期設定は「0（ソフトリミットの指定なし）」です。このオプションを省略した場合は，

現在設定されている情報が適用されます。

-B ブロック使用量のハードリミット

ブロック使用量のハードリミットと単位を指定します。ブロック使用量のハードリミッ

トは，0～1,073,741,823MB，0～1,048,575GB，または 0～1,023TB の範囲の整数値で指

定してください。ブロック使用量のハードリミットを設定しない場合は，0 または単位だ

けを指定してください。単位は，数値のあとに M（MB），G（GB）または T（TB）を付

けて指定します。また，単位を指定しなかった場合は MB になります。

初期設定は「0（ハードリミットの指定なし）」です。このオプションを省略した場合は，

現在設定されている情報が適用されます。

-i inode 使用量のソフトリミット

inode 使用量のソフトリミットを指定します。0～4,294,967,295 の範囲の整数値で指定

してください。また，ハードリミット値以下の値を設定してください。

初期設定は「0（ソフトリミットの指定なし）」です。このオプションを省略した場合は，

現在設定されている情報が適用されます。

-I inode 使用量のハードリミット

inode 使用量のハードリミットを指定します。0～4,294,967,295 の範囲の整数値で指定

してください。

初期設定は「0（ハードリミットの指定なし）」です。このオプションを省略した場合は，

現在設定されている情報が適用されます。

猶予期間オプション

猶予期間を設定する場合に指定します。両方を同時に指定することもできます。

-b ブロック使用量の猶予期間

ブロック使用量がソフトリミットを超えてから，新たにブロックを割り当てられなくなる

までの猶予期間を指定します（単位：日）。1～9,999 の値を指定します。

初期設定は 7 日です。このオプションを省略した場合は，現在設定されている情報が適用

されます。

-i inode 使用量の猶予期間

inode 使用量がソフトリミットを超えてから，ファイルを作成できなくなるまでの猶予期

間を指定します（単位：日）。1～9,999 の値を指定します。

初期設定は 7 日です。このオプションを省略した場合は，現在設定されている情報が適用

されます。

ファイルシステム名[/ディレクトリ名[/ディレクトリ名…]]
ファイルシステムの名称およびディレクトリの名称を 4,000 バイト以内で指定します。例え

ば，/mnt/FS1/dir01ディレクトリの場合は，「FS1/dir01」と指定します。

ユーザー…

ユーザーに対して Quota を設定する場合に，対象のユーザー名またはユーザー ID を指定しま

す。

ユーザー名で指定する場合は，次のユーザーを指定できます。

◦ File Services Manager で登録されたユーザー（ユーザー ID：97 および 200～
2147483147）

◦ NIS サーバまたはユーザー認証用の LDAP サーバに登録されたユーザー（ユーザー ID が

0 のユーザーは除く）
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◦ ユーザーマッピングで登録されたユーザー

ユーザー ID で指定する場合は，1～2147483147 の範囲内で指定してください。

複数のユーザー名またはユーザー ID を指定する場合は，ユーザー名またはユーザー ID をス

ペースで区切って指定します。ユーザー名またはユーザー ID を複数指定する場合，ユーザー

名での指定とユーザー ID での指定が混在してもかまいません。

グループ…

グループに対して Quota を設定する場合に，対象のグループ名またはグループ ID を指定しま

す。

グループ名で指定する場合は，次のグループを指定できます。

◦ File Services Manager で登録されたグループ（グループ ID：97 および 200～
2147483147）

◦ NIS サーバまたはユーザー認証用の LDAP サーバに登録されたグループ（グループ ID が

0 のグループは除く）

◦ ユーザーマッピングで登録されたグループ（Windows ドメインのビルトイングループは除

く）

グループ ID で指定する場合は，1～2147483147 の範囲内で指定してください。

複数のグループ名またはグループ ID を指定する場合は，グループ名またはグループ ID をス

ペースで区切って指定します。グループ名またはグループ ID を複数指定する場合，グループ

名での指定とグループ ID での指定が混在してもかまいません。

猶予期間

ブロック使用量と inode 使用量の両方の猶予期間を指定します（単位：日）。1～9,999 の値を

指定します。

初期設定は 7 日です。このオプションを省略した場合は，現在設定されている情報が適用され

ます。

戻り値

表 2-361 stquotaset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，10※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

10※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

次の条件で/mnt/filesystem01/dir01ディレクトリに対して Quota を設定する場合
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◦ ブロック使用量のソフトリミットを 10GB に，ハードリミットを 12GB に設定する

◦ inode 使用量のソフトリミットを 30,000 に，ハードリミットを 35,000 に設定する

$ sudo stquotaset -b 10G -B 12g -i 30000 -I 35000 filesystem01/dir01

次の条件でユーザーに対して/mnt/filesystem01/dir01/dir02ディレクトリでの Quota を設

定する場合

◦ 対象のユーザーは user1および user2とする

◦ ブロック使用量のソフトリミットを 800MB に，ハードリミットを 1GB に設定する

◦ inode 使用量のソフトリミットを 3,000 に，ハードリミットを 3,500 に設定する

$ sudo stquotaset -u -b 800M -B 1g -i 3000 -I 3500 filesystem01/dir01/dir02 
user1 user2

次の条件で/mnt/filesystem01/dir01/dir02/dir03ディレクトリに対してデフォルト

Quota を設定する場合

◦ ブロック使用量のソフトリミットを 1GB に，ハードリミットを 2GB に設定する

◦ inode 使用量のソフトリミットを 3,000 に，ハードリミットを 3,500 に設定する

$ sudo stquotaset -d -b 1g -B 2G -i 3000 -I 3500 filesystem01/dir01/dir02/
dir03

次の条件で/mnt/filesystem01/dir01/dir02ディレクトリに対して Quota の猶予期間を設定

する場合

◦ ディレクトリ用の猶予期間を設定する

◦ ブロック使用量の猶予期間を 10 日に設定する

◦ inode 使用量の猶予期間を 3 週間に設定する

$ sudo stquotaset -t -b 10 -i 21 filesystem01/dir01/dir02

/mnt/filesystem01/dir01/dir02ディレクトリに対して 01 時 05 分と 13 時 15 分の監視時刻

を，ディレクトリ単位に設定する場合

$ sudo stquotaset -m -s 0105,1315 -n individual filesystem01/dir01/dir02

既存の/mnt/filesystem01/dir01/dir02ディレクトリに対して Quota を適用する場合

（100,000 個のファイルが存在すると想定）

$ sudo stquotaset -x filesystem01/dir01/dir02
filesystem01/dir01/dir02: Wait ............. Success

2.225 svctl（サービスの制御）

書式

svctl [-y] -s {cifs|ftp|nfs|sftp|tftp} {--start|--stop|--restart}
svctl -h

説明

サービスを起動，停止または再起動します。
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同一ディレクトリを CIFS サービスと NFS サービスで共有している環境で NFS サービスを起動ま

たは再起動すると，CIFS クライアントからファイルシステムへのアクセスに失敗することがありま

す。この場合，しばらく待ってから，ファイルシステムにアクセスしてください。

TFTP サービスを起動する場合，事前に tftpsetコマンドで TFTP 公開ディレクトリを設定して

ください。

オプションと引数

--restart
サービスを再起動する場合に指定します。

-s {cifs|ftp|nfs|sftp|tftp}
制御するサービスを指定します。なお，CIFS サービスの場合，CIFS サービスの構成定義を変

更していないときに再起動に失敗すると，CIFS サービスは停止します。

--start
サービスを起動する場合に指定します。

サービスの動作状態が Stoppedの場合に起動できます。

--stop
サービスを停止する場合に指定します。

サービスの動作状態が Running，Down，Failoverまたは Offlineの場合に停止できます。

-y
確認メッセージの出力を抑止したい場合に指定します。

なお，このオプションは，--stopオプションまたは--restartオプションとともに指定し

た場合に有効になります。

戻り値

表 2-362 svctl コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

30，31，32，33，34，35，36，
37※，38，39，40，41，42，43，
44，46，50，51，68※，70，71，
72，73，74，75※，76※，77※，

78※，79，94※，95

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

37※，65，68※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

68※，97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

75※，76※，77※，78※，94※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

注※
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異常終了した要因が複数あります。

使用例

CIFS サービスを再起動する場合

$ sudo svctl -s cifs --restart
KAQM16131-Q Are you sure you want to restart the specified service? (y/n)

2.226 svstartuplist（サービスの自動起動設定の表示）

書式

svstartuplist [-c] [-s {cifs|ftp|nfs|sftp|ssh|tftp}]
svstartuplist -h

説明

OS または Virtual Server が起動または再起動する際に，Physical Node または Virtual Server 上
の各サービスを自動的に起動するかどうかを表示します。

なお，-sオプションの指定を省略した場合には，すべてのサービスの自動起動設定が表示されま

す。

オプションと引数

-c
サービスの自動起動設定をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。

-s {cifs|ftp|nfs|sftp|ssh|tftp}
CIFS サービス，FTP サービス，NFS サービス，SFTP サービス，SSH サービスまたは TFTP
サービスの自動起動設定を参照する場合に指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-363 svstartuplist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Service name サービス名が表示されます。

Automatic startup OS または Virtual Server が起動または再起動する際に，Physical Node
または Virtual Server 上の各サービスを自動的に起動するかどうかが表

示されます。

On
サービスを自動的に起動する場合に表示されます。

Off
サービスを自動的に起動しない場合に表示されます。

戻り値

表 2-364 svstartuplist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了
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戻り値 説明

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

68※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

68※，70，95 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.227 svstartupset（サービスの自動起動設定の切り替え）

書式

svstartupset -s {cifs|ftp|nfs|sftp|tftp} {--on|--off}
svstartupset -h

説明

OS または Virtual Server が起動または再起動する際に，Physical Node または Virtual Server 上
の各サービスを自動的に起動するかどうかを切り替えます。

クラスタ内で同じ設定になるように，このコマンドをノードごとに実行してください。

TFTP サービスを自動的に起動するように設定する場合，事前に tftpsetコマンドで TFTP 公開

ディレクトリを設定したあとに，サービスを起動または再起動する必要があります。

オプションと引数

--off
サービスを自動的に起動しない場合に指定します。

--on
サービスを自動的に起動する場合に指定します。

-s {cifs|ftp|nfs|sftp|tftp}
自動起動設定を切り替えるサービスを指定します。

戻り値

表 2-365 svstartupset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

36，68※，70，95 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。
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戻り値 説明

68※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

CIFS サービスを自動的に起動する場合

$ sudo svstartupset -s cifs --on
KAQM16189-I An automatic start setting for a service on this node was 
changed. Confirm that the setting is consistent in the cluster.

2.228 svstatus（サービスの動作状態の表示）

書式

svstatus [-c] [-s {cifs|ftp|nfs|sftp|ssh|tftp}]
svstatus -h

説明

ログインしているノード上のサービスの動作状態を表示します。

なお，-sオプションの指定を省略した場合には，すべてのサービスの動作状態が表示されます。

オプションと引数

-c
サービスの動作状態をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。

-s {cifs|ftp|nfs|sftp|ssh|tftp}
CIFS サービス，FTP サービス，NFS サービス，SFTP サービス，SSH サービス，または TFTP
サービスの動作状態を参照する場合に指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-366 svstatus コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Service name サービス名が表示されます。

Status サービスの動作状態が表示されます。

Running
サービスが正常に稼働している場合に表示されます。

Down
サービスが不完全な状態で稼働している場合に表示されます。

Failover
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項目 説明

リソースグループがフェールオーバーしている場合に表示されま

す。

Offline
リソースグループの状態が Offlineの場合に表示されます。

Stopped
サービスが停止している場合に表示されます。

Information サービスの再起動または起動が必要な場合の情報が表示されます。

The configuration has been modified. Make sure the
file system has been unmounted from the NFS client,
and then restart the service. Rebooting the OS will
not apply the changes.

NFS サービス構成定義を変更してからサービスを再起動していな

い場合に表示されます。NFS クライアント側からファイルシステ

ムがアンマウントされていることを確認したあと，サービスを再起

動してください。ノード上の OS の再起動では変更内容は適用され

ません。

The configuration has been modified. Make sure the
file system has been unmounted from the NFS client,
and then start the service. Rebooting the OS will not
apply the changes.

NFS サービス構成定義を変更後にサービスが停止したままになっ

ている場合に表示されます。NFS クライアント側からファイルシ

ステムがアンマウントされていることを確認したあと，サービスを

起動してください。ノード上の OS の再起動では変更内容は適用さ

れません。

The configuration has been modified. Restart the
service. Rebooting the OS will not apply the changes.

NFS サービス，CIFS サービス，SFTP サービス，FTP サービスま

たは TFTP サービスの構成定義，または LDAP サーバの設定を変更

してからサービスを再起動していない場合に表示されます。サービ

スを再起動してください。OS の再起動では変更内容は適用されま

せん。

The configuration has been modified. Start the
service. Rebooting the OS will not apply the changes.

NFS サービス，CIFS サービス，SFTP サービス，FTP サービスま

たは TFTP サービスの構成定義，または LDAP サーバの設定を変更

後に，サービスが停止したままになっている場合に表示されます。

サービスを起動してください。OS の再起動では変更内容は適用さ

れません。

The service is incomplete. Restart the service.
サービスが不完全な状態で稼働している場合に表示されます。障害

が発生しているおそれがあるため，サービスを再起動してください。

NFS サービスに対してこのメッセージが表示された場合は，NFS
サービスと HFRR サービスとで使用するポート番号が重複してい

るおそれがあります。rusportsetコマンドで，HFRR サービスの

ポート番号をデフォルト値（22550）から変更しているか確認してく

ださい。HFRR サービスのポート番号を変更している場合は，NFS
サービスで使用するポート番号と重複しないように HFRR サービ

スのポート番号を変更してください。そのあと，NFS サービスを再

起動してください。NFS サービスで使用するポート番号について

は，ソフトウェア添付資料を参照してください。

サービスを再起動しても表示内容が変わらない場合は，障害情報を

収集し，保守員に連絡してください。障害情報を収集する方法につ

いては，「トラブルシューティングガイド」を参照してください。

The configuration has been modified. Make sure the
file system has been unmounted from the NFS client,
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項目 説明

and then restart the service. Restarting the virtual
server will not apply the changes.

Virtual Server 上で，NFS サービス構成定義を変更してからサービ

スを再起動していない場合に表示されます。NFS クライアント側

からファイルシステムがアンマウントされていることを確認したあ

と，サービスを再起動してください。Virtual Server の再起動では

変更内容は適用されません。

The configuration has been modified. Make sure the
file system has been unmounted from the NFS client,
and then start the service. Restarting the virtual
server will not apply the changes.

Virtual Server 上で，NFS サービス構成定義を変更後にサービスが

停止したままになっている場合に表示されます。NFS クライアン

ト側からファイルシステムがアンマウントされていることを確認し

たあと，サービスを起動してください。Virtual Server の再起動で

は変更内容は適用されません。

The configuration has been modified. Restart the
service. Restarting the virtual server will not apply
the changes.

Virtual Server 上で，NFS サービス，CIFS サービス，SFTP サー

ビス，FTP サービスまたは TFTP サービスの構成定義，または

LDAP サーバの設定を変更してからサービスを再起動していない場

合に表示されます。サービスを再起動してください。Virtual
Server の再起動では変更内容は適用されません。

The configuration has been modified. Start the
service. Restarting the virtual server will not apply
the changes.

Virtual Server 上で，NFS サービス，CIFS サービス，SFTP サー

ビス，FTP サービスまたは TFTP サービスの構成定義，または

LDAP サーバの設定を変更後に，サービスが停止したままになって

いる場合に表示されます。サービスを起動してください。Virtual
Server の再起動では変更内容は適用されません。

戻り値

表 2-367 svstatus コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

65，68※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

68※，95 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。
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2.229 syncadd（差分スナップショットの作成）

書式

syncadd [-r 削除する差分スナップショット名]
   ファイルシステム名 作成する差分スナップショット名 [-nomsg]
syncadd -h

説明

ファイルシステムの差分スナップショットを作成します。

差分スナップショットを作成すると，バックグラウンドで処理が実行されます。バックグラウンド

処理が実行されているファイルシステムに対して syncaddコマンドを実行すると，エラー（戻り

値 75）が発生します。1 つのファイルシステムに対して，複数の差分スナップショットを続けて作

成する場合は，ファイルシステムの容量およびシステムの負荷を考慮して，間隔を空けて実行して

ください。

バックグラウンド処理が実行中かどうかは，synclistコマンドで確認できます。

差分格納デバイスの容量が不足していた場合および差分スナップショットが予約世代数に達してい

た場合は，差分スナップショットの作成に失敗します。1 つ目の差分スナップショットを作成した

あとは，差分格納デバイスの状態を定期的に確認しながら，必要に応じて次の操作を行ってくださ

い。

• 不要な差分スナップショットの削除（syncdelコマンドまたは syncaddコマンド）

• 差分スナップショットの予約世代数の変更（syncconfigコマンド）

• 差分格納デバイスの拡張（syncexpandコマンド）

オプションと引数

-r 削除する差分スナップショット名

差分スナップショットを削除した上で，新たに差分スナップショットを作成する場合に，削除

する差分スナップショットの名称を指定します。指定した差分スナップショットが存在しな

いときは，作成する処理だけを実行して正常終了します。

ファイルシステム名

作成元のファイルシステムの名称を指定します。

作成する差分スナップショット名

新たに作成する差分スナップショットを識別するための名称を指定します。16 文字以内で指

定します。指定できる文字は，英数字およびアンダーライン（_）です。

ただし，次の名称は指定できません。

◦ ファイルシステム内で差分スナップショット名としてすでに使用されている名称（ただし，

削除する差分スナップショット名として指定している名称を除く）

◦ 「auto-」で始まる名称

◦ 「SyncBackup」で始まる名称

戻り値

表 2-368 syncadd コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

コマンドリファレンス 527

コマンドリファレンス



戻り値 説明

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11，14，17，18，30，32，
34，50，54，62，63，65，66，
68，72，74，82，83，86，87，
89，98

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

16，56，57，75，80 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

55，79，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

差分スナップショットを作成する場合

$ sudo syncadd fs01 ss01
Feb 10 06:23:27 KAQS11000-I The syncadd command execution has started.
Feb 10 06:23:30 KAQS11001-I The syncadd command has finished.

差分スナップショットの削除と作成を同時に実行する場合

$ sudo syncadd -r ss01 fs01 ss02
Feb 10 06:23:37 KAQS11000-I The syncadd command execution has started.
Feb 10 06:23:39 KAQS11001-I The syncadd command has finished.

注意事項

差分スナップショットの作成後に，作成元のファイルシステムに対して大量の I/O 要求があった場

合，クライアントからの I/O 処理能力が低下するおそれがあります。

2.230 syncautolist（差分スナップショット自動作成の表
示）

書式

syncautolist [-c] -a [-v] [-nomsg]
syncautolist [-c] [-v] [ファイルシステム名] [-nomsg]
syncautolist --copy [ファイルシステム名] [-nomsg]
syncautolist -h

説明

差分スナップショットの自動作成およびスケジュールの設定を表示します。また，Hitachi File
Remote Replicator で使用するコピー用の差分スナップショット自動作成の設定を表示します。

オプションと引数

-a
ファイルスナップショット機能で運用されている全ファイルシステムについて，自動作成の設

定を参照する場合に指定します。

-c
自動作成の設定情報をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。
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-v
自動作成スケジュールの設定の詳細情報を参照する場合に指定します。

ファイルシステム名

特定のファイルシステムについて自動作成およびスケジュールの設定を参照する場合に，ファ

イルシステムの名称を指定します。

この引数を省略した場合は，ファイルスナップショット機能で運用されている全ファイルシス

テムの自動作成およびスケジュールの設定が表示されます。クラスタ内の別のノード上のリ

ソースグループが，ログインしているノードにフェールオーバーしている場合は，「-- Other
node --」に続いて，そのノード上のファイルシステムの情報が表示されます。

--copy
Hitachi File Remote Replicator で使用するコピー用の差分スナップショット自動作成の設定

を参照する場合に指定します。

表示項目

syncautolistコマンドを実行したときに表示される情報を，表 2-369 syncautolist コマンドを実

行したときに表示される情報（-a オプションを指定した場合）から表 2-372 syncautolist コマンド

を実行したときに表示される情報（--copy オプションを指定した場合）に示します。

表 2-369 syncautolist コマンドを実行したときに表示される情報（-a オプションを指定した場合）

項目 説明

file system ファイルスナップショット機能で運用されているファイルシステムの名称が表示さ

れます。

schedule 自動作成スケジュールの設定状態が表示されます。

on
自動作成スケジュールが設定され，かつスケジュールが 1 つ以上有効になって

いる場合に表示されます。

off
自動作成スケジュールが設定され，かつすべてのスケジュールが無効になって

いる場合に表示されます。

--
自動作成スケジュールが設定されていない場合に表示されます。

creations 自動作成された差分スナップショットの数および自動作成の上限数が次のとおり表

示されます。

＜自動作成された差分スナップショットの数＞/＜ファイルシステム全体の自動作成
の上限数＞

自動作成の上限数を作成間隔ごとに管理している場合は，「--/ --」と表示されます。

作成間隔ごとに管理している場合に-vオプションを指定したときは，「＜自動作成さ

れた差分スナップショットの数＞/ --」と表示されます。

自動作成が設定されていない場合および障害が発生している場合は，「--/ --」と表示

されます。

mount 差分スナップショットの自動マウントの設定が表示されます。

on
自動マウントするように設定されている場合に表示されます。

off
自動マウントしないように設定されている場合に表示されます。

自動作成が設定されていない場合は，「--」と表示されます。

identifier マウントポイント名に使用する識別子が表示されます。

自動作成が設定されていない場合および自動マウントしないように設定されている

場合は，「--」と表示されます。

mounts 自動マウントされている差分スナップショットの数および自動マウントの上限数が

次のとおり表示されます。
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項目 説明

＜自動マウントされている差分スナップショットの数＞/＜ファイルシステム全体の
自動マウントの上限数＞

自動マウントの上限数を作成間隔ごとに管理している場合は，「--/ --」と表示されま

す。作成間隔ごとに管理している場合に-vオプションを指定したときは，「＜自動マ

ウントされている差分スナップショットの数＞/ --」と表示されます。

自動作成が設定されていない場合および自動マウントしないように設定されている

場合は，「--/ --」と表示されます。

share 差分スナップショットの公開方法が表示されます。

visible
差分スナップショットをファイルシステムの共有内に公開するように設定して

いる場合に表示されます。

create
差分スナップショットにファイル共有を作成するように設定している場合に表

示されます。

none
差分スナップショットを共有しないように設定している場合に表示されます。

自動作成が設定されていない場合および自動マウントしないように設定されている

場合は，「--」と表示されます。

また，-aオプションと同時に-vオプションを指定した場合は，上記の情報に加え，次の情報が表

示されます。

表 2-370 -a オプションと同時に-v オプションを指定した場合に追加で表示される情報

項目 説明

file system ファイルスナップショット機能で運用されているファイルシステムの名称が表示さ

れます。

crt(D) 作成間隔を「D」（日次）に設定して自動作成された差分スナップショットの数およ

び自動作成の上限数が，次のとおり表示されます。

＜日次で自動作成された差分スナップショットの数＞/＜日次自動作成の上限数＞

自動作成が設定されていない場合および障害が発生している場合は，「--/ --」と表示

されます。

また，自動作成の上限数をファイルシステム全体で管理している場合は，日次自動作

成の上限数が「--」と表示されます。

mnt(D) 作成間隔を「D」（日次）に設定して自動マウントされた差分スナップショットの数

および自動マウントの上限数が，次のとおり表示されます。

＜日次で自動マウントされた差分スナップショットの数＞/＜日次自動マウントの上
限数＞

自動作成が設定されていない場合および自動マウントしないように設定されている

場合は，「--/ --」と表示されます。

また，自動マウントの上限数をファイルシステム全体で管理している場合は，日次自

動マウントの上限数が「--」と表示されます。

crt(W) 作成間隔を「W」（週次）に設定して自動作成された差分スナップショットの数およ

び自動作成の上限数が，crt(D)と同じ形式で表示されます。

mnt(W) 作成間隔を「W」（週次）に設定して自動マウントされた差分スナップショットの数

および自動マウントの上限数が，mnt(D)と同じ形式で表示されます。

crt(M) 作成間隔を「M」（月次）に設定して自動作成された差分スナップショットの数およ

び自動作成の上限数が，crt(D)と同じ形式で表示されます。

mnt(M) 作成間隔を「M」（月次）に設定して自動マウントされた差分スナップショットの数

および自動マウントの上限数が，mnt(D)と同じ形式で表示されます。

crt(A) 作成間隔を「A」（年次）に設定して自動作成された差分スナップショットの数およ

び自動作成の上限数が，crt(D)と同じ形式で表示されます。

mnt(A) 作成間隔を「A」（年次）に設定して自動マウントされた差分スナップショットの数

および自動マウントの上限数が，mnt(D)と同じ形式で表示されます。
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表 2-371 syncautolist コマンドを実行したときに表示される情報（-a オプションおよび--copy オプ
ションを指定しなかった場合）

項目 説明

Original file
system name

ファイルスナップショット機能で運用されているファイルシステムの名称が表示さ

れます。

Schedule
settings

自動作成スケジュールの設定状態が表示されます。

on
自動作成スケジュールが設定され，かつスケジュールが 1 つ以上有効になって

いる場合に表示されます。

off
自動作成スケジュールが設定され，かつすべてのスケジュールが無効になって

いる場合に表示されます。

--
自動作成スケジュールが設定されていない場合に表示されます。

Maximum number
of creations

自動作成の上限数が表示されます。

自動作成の上限数を作成間隔ごとに管理している場合は，作成間隔ごとの自動作成の

上限数が次の形式で表示されます。

D=＜日次の上限数＞,W=＜週次の上限数＞,M=＜月次の上限数＞,A=＜年次の上限数
＞

自動作成が設定されていない場合は，「--」と表示されます。

Currently
created snaps

自動作成された差分スナップショットの数が表示されます。

自動作成の上限数を作成間隔ごとに管理している場合は，自動作成された差分スナッ

プショットの数が，次の形式で表示されます。

D=＜日次で自動作成された数＞,W=＜週次で自動作成された数＞,M=＜月次で自動
作成された数＞,A=＜年次で自動作成された数＞

-vオプションを指定した場合は，ファイルシステム全体での総数と，作成間隔ごと

の数の両方が表示されます。

自動作成が設定されていない場合および障害が発生している場合は，「--」と表示さ

れます。

Mount settings 差分スナップショットの自動マウントの設定が表示されます。

on
自動マウントするように設定されている場合に表示されます。

off
自動マウントしないように設定されている場合に表示されます。

自動作成が設定されていない場合は，「--」と表示されます。

Identifier マウントポイント名に使用する識別子が表示されます。

自動作成が設定されていない場合および自動マウントしないように設定されている

場合は，「--」と表示されます。

Maximum number
of mounts

自動マウントの上限数が表示されます。

自動マウントの上限数を作成間隔ごとに管理している場合は，作成間隔ごとの自動マ

ウントの上限数が次の形式で表示されます。

D=＜日次の上限数＞,W=＜週次の上限数＞,M=＜月次の上限数＞,A=＜年次の上限数
＞

自動作成が設定されていない場合および自動マウントしないように設定されている

場合は，「--」と表示されます。

Currently
mounted snaps

自動マウントされている差分スナップショットの数が表示されます。

自動マウントの上限数を作成間隔ごとに管理している場合は，自動マウントされた差

分スナップショットの数が，次の形式で表示されます。

D=＜日次で自動マウントされた数＞,W=＜週次で自動マウントされた数＞,M=＜月
次で自動マウントされた数＞,A=＜年次で自動マウントされた数＞

-vオプションを指定した場合は，ファイルシステム全体での総数と，作成間隔ごと

の数の両方が表示されます。

自動作成が設定されていない場合および自動マウントしないように設定されている

場合は，「--」と表示されます。

File share
settings

差分スナップショットの公開方法が表示されます。

visible
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項目 説明

差分スナップショットをファイルシステムの共有内に公開するように設定して

いる場合に表示されます。

create
差分スナップショットにファイル共有を作成するように設定している場合に表

示されます。

none
差分スナップショットを共有しないように設定している場合に表示されます。

自動作成が設定されていない場合および自動マウントしないように設定されている

場合は，「--」と表示されます。

List of valid
schedules※

有効になっているスケジュールの一覧が表示されます。

List of invalid
schedules※

無効になっているスケジュールの一覧が表示されます。

注※

スケジュールの表示形式は，syncautosetコマンドでスケジュールを設定する場合に指定す

る形式と同じです。

表 2-372 syncautolist コマンドを実行したときに表示される情報（--copy オプションを指定した場
合）

項目 説明

file system ファイルスナップショット機能で運用されているファイルシステムの名称が表示さ

れます。

copy Hitachi File Remote Replicator で使用するコピー用の差分スナップショット自動作

成の設定が表示されます。

on
コピー用の差分スナップショットを自動作成するように設定されている場合に

表示されます。

off
コピー用の差分スナップショットを自動作成しないように設定されている場合

に表示されます。

戻り値

表 2-373 syncautolist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

4，10，11，14，65，82，83 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

57，80 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

79，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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2.231 syncautoset（差分スナップショット自動作成の設
定・変更）

書式

syncautoset -f ファイルシステム名 オプション[ オプション…] [-nomsg]
syncautoset -h

オプション：

   -c 自動作成の上限数

   -C 作成間隔=自動作成の上限数[,作成間隔=自動作成の上限数…]
   -a {on|off}
   -i 識別子

   -m 自動マウントの上限数

   -M 作成間隔=自動マウントの上限数[,作成間隔=自動マウントの上限数…]
   -b {visible|create|none}
   -r {all|スケジュール[,スケジュール…]}
   -s {all|スケジュール[,スケジュール…]}
   -u {all|スケジュール[,スケジュール…]}
   --copy {on|off}

説明

差分スナップショットの自動作成またはスケジュールを設定・変更します。このほか，Hitachi File
Remote Replicator で使用するコピー用の差分スナップショット自動作成も設定します。

1 つのファイルシステムに対して，差分スナップショットの自動作成スケジュールと，Hitachi File
Remote Replicator で使用するコピー用の差分スナップショットの自動作成を同時に設定できま

す。

-r，-s，および-uオプションでのスケジュールの指定形式を次の表に示します。

表 2-374 syncautoset コマンドでのスケジュールの指定形式

作成間隔 指定形式 説明

毎日 D-＜時刻＞ ＜時刻＞は hhmm の形式で指定します。hh には 00～23，mm
には 00，15，30 または 45 を指定できます。

毎週 W-＜曜日＞-＜時刻＞ ＜曜日＞には Sun，Mon，Tue，Wed，Thu，Fri，Sat のどれ

かを指定します。

＜時刻＞の指定形式は作成間隔が毎日の場合と同じです。

毎月 M-＜日＞-＜時刻＞ ＜日＞には 1～31 または「E」を指定します。「29」，「30」，「31」
を指定した場合は，指定した日が存在する月にだけ，差分スナッ

プショットが作成されます。「E」を指定した場合は，月の末日

に差分スナップショットが作成されます。

＜時刻＞の指定形式は作成間隔が毎日の場合と同じです。

毎年 A-＜月＞-＜日＞-＜時刻＞ ＜月＞には Jan，Feb，Mar，Apr，May，Jun，Jul，Aug，
Sep，Oct，Nov，Dec のどれかを指定するか，1～12 を指定し

ます。

＜日＞には，1～31 のうち＜月＞に存在する日を指定します。

＜月＞に「Feb」を指定して，かつ＜日＞に「29」を指定した場

合は，うるう年の 2 月 29 日にだけ差分スナップショットが作成

されます。

＜時刻＞の指定形式は作成間隔が毎日の場合と同じです。

スケジュールは，1 つのファイルシステムに対して 大で 16 個設定できます。
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また，自動作成スケジュールの設定で，自動作成および自動マウントの上限数を指定します。これ

らの上限数は，ファイルシステム全体で管理するか，作成間隔ごとに管理するかを選択できます。

ファイルシステム全体で管理する場合は-cおよび-mオプションを，作成間隔ごとに管理する場合

は-Cおよび-Mオプションを指定します。ファイルシステムに自動作成スケジュールの設定を初め

て行う場合は，-cまたは-Cオプションのどちらかが必須です。

-cまたは-Cオプションで自動作成の上限数の管理方法を変更した場合は，-mまたは-Mオプショ

ンで自動マウントの上限数の設定も変更してください。

自動作成スケジュールで作成された差分スナップショットには，自動的に名称が付与されます。名

称の付与規則など，自動作成スケジュール機能の詳細については，「システム構成ガイド」を参照し

てください。

syncstop，fsexportまたは horcexportコマンドを実行すると，コピー用の差分スナップ

ショットを自動作成する設定が解除されます。syncstart，fsimportまたは horcvmimportコ

マンドを実行したあと，再度設定してください。

なお，自動作成スケジュールの設定を変更するときに省略したオプションに対応する項目には，現

在設定されている情報が適用されます。

オプションと引数

-a {on|off}
差分スナップショットの作成後に，自動的にマウントおよび公開するかどうかを指定します。

on
自動マウントおよび公開を行うように設定する場合に指定します。

この引数を指定した場合は，-iおよび-m（または-M）オプションを指定する必要があり

ます。

off
自動マウントおよび公開を行わないように設定する場合に指定します。

この引数を指定した場合は，-b，-i，および-m（または-M）オプションを指定できませ

ん。

自動マウントおよび公開を行う設定から行わない設定に変更した場合は，識別子，自動マ

ウントの上限数および公開方法の設定は削除されます。

ファイルシステムに自動作成の設定を初めて行う場合に，このオプションを省略したときは，

offが設定されます。

-b {visible|create|none}
差分スナップショットの公開方法を指定します。

visible
差分スナップショットをファイルシステムの共有内に公開する場合に指定します。

create
差分スナップショットにファイル共有を作成する場合に指定します。

none
差分スナップショットを共有しない場合に指定します。

差分スナップショットの公開に Volume Shadow Copy Service だけを使用する場合に指

定します。

ファイルシステムに自動作成の設定を初めて行う場合に，このオプションを省略したときは，

visibleが設定されます。
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-c 自動作成の上限数

自動作成する差分スナップショットの 大数を指定します。スケジュールが 1 つ以上有効に

なっている場合に，指定した個数まで差分スナップショットが自動作成されます。--copyオ

プションに offを指定した場合は，差分格納デバイスに設定した差分スナップショットの予約

世代数以下の値を指定します。--copyオプションに onを指定した場合は，差分スナップ

ショットの予約世代数から 3 を引いた世代数以下の値を指定します。

このオプションを指定すると，作成間隔ごとに設定した自動作成および自動マウントの上限数

の設定は削除されます。

-C 作成間隔=自動作成の上限数[,作成間隔=自動作成の上限数…]
自動作成する差分スナップショットの 大数を，作成間隔ごとに指定します。該当する作成間

隔のスケジュールが 1 つ以上有効になっている場合に，指定した個数まで差分スナップショッ

トが自動作成されます。

作成間隔は「D」（毎日），「W」（毎週），「M」（毎月）または「A」（毎年）を指定します。な

お，同じ作成間隔は重複して指定できません。

作成間隔ごとの上限数には，すべての作成間隔での上限数の合計が，予約世代数以下になるよ

うに値を指定します。--copyオプションに onを指定した場合は，差分スナップショットの

予約世代数から 3 を引いた世代数以下になるように値を指定します。指定を省略した場合は，

設定済みの値（初期設定時は 0）が適用されます。

スケジュールが設定されている作成間隔の上限数には 0 を指定できません。また，すべての作

成間隔の上限数に 0 を指定することはできません。

このオプションを指定すると，ファイルシステム全体に対して設定した自動作成および自動マ

ウントの上限数の設定は削除されます。

--copy {on|off}
Hitachi File Remote Replicator で使用するコピー用の差分スナップショット自動作成の設定

を指定します。

on
コピー用の差分スナップショットを自動作成する場合に指定します。この引数を指定し

た場合，15 分間隔で copy-＜ yymmddhhmm＞（yymmddhhmmは作成日時を示す数字）

という名前の差分スナップショットが自動的に作成されます。作成される差分スナップ

ショットの上限は 3 世代です。

off
コピー用の差分スナップショットを自動作成しない場合に指定します。

ファイルシステムに自動作成の設定を初めて行う場合に，このオプションを省略したときは，

offが設定されます。

-f ファイルシステム名

自動作成スケジュールを設定または変更するファイルシステムを指定します。

-i 識別子

マウントポイント名に使用する識別子を指定します。5 文字以内で指定します。指定できる文

字は英数字およびアンダーライン（_）です。

マウントポイント名がクラスタ内で一意になるように，識別子を指定してください。Virtual
Server を使用している場合は，Virtual Server 内で一意になるように指定してください。ま

た，マウントされた際，どのファイルシステムの差分スナップショットかを判別できるような

識別子を指定してください。

-m 自動マウントの上限数
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自動的にマウントする差分スナップショットの 大数を指定します。スケジュールが 1 つ以

上有効になっている場合に，指定した個数まで差分スナップショットが自動的にマウントされ

ます。クラスタ内で作成済みのファイルシステムおよびマウントされている差分スナップ

ショットの数を考慮して，自動作成の上限数以下の値を指定してください。

-M 作成間隔=自動マウントの上限数[,作成間隔=自動マウントの上限数…]
自動的にマウントする差分スナップショットの 大数を，作成間隔ごとに指定します。該当す

る作成間隔のスケジュールが 1 つ以上有効になっている場合に，指定した個数まで差分スナッ

プショットが自動的にマウントされます。

作成間隔は「D」（毎日），「W」（毎週），「M」（毎月）または「A」（毎年）を指定します。な

お，同じ作成間隔は重複して指定できません。

作成間隔ごとの自動マウントの上限数には，対応する作成間隔で設定された自動作成の上限数

以下の値を指定します。指定を省略した場合は，設定済みの値（初期設定時は 0）が適用され

ます。すべての作成間隔の上限数に 0 を指定することはできません。

-r {all|スケジュール[,スケジュール…]}
スケジュールを削除する場合に指定します。複数のスケジュールを指定する場合は，コンマ

（,）で区切って指定します。全スケジュールを削除する場合は allを指定します。

-s {all|スケジュール[,スケジュール…]}
有効なスケジュールを追加する場合または既存のスケジュールを有効にする場合に指定しま

す。複数のスケジュールを指定する場合は，コンマ（,）で区切って指定します。既存の全ス

ケジュールを有効にする場合は allを指定します。

-u {all|スケジュール[,スケジュール…]}
無効なスケジュールを追加する場合または既存のスケジュールを無効にする場合に指定しま

す。複数のスケジュールを指定する場合は，コンマ（,）で区切って指定します。既存の全ス

ケジュールを無効にする場合は allを指定します。

戻り値

表 2-375 syncautoset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，8，9 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11，14，38，39，54，65，
68，69，70，73，76，82，83，
86，87，98

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

56，57 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

74，79，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

自動作成スケジュールを次のとおりに設定する場合

◦ 自動作成および自動マウントの上限数を，ファイルシステム全体で管理する

◦ 差分スナップショットの自動作成の上限数を 10 とする
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◦ 差分スナップショットを自動マウントし，自動マウントの上限数を 5，マウントポイントの

識別子を fs01とする

◦ 差分スナップショットをファイルシステムの共有内に公開する

◦ 毎日 00：00 および毎週土曜日の 15：00 に差分スナップショットが作成されるようにする

$ sudo syncautoset -f fs01 -c 10 -a on -i fs01 -m 5 -b visible -s D-0000,W-
Sat-1500
Feb 10 06:33:14 KAQS11000-I The syncautoset command execution has started.
Feb 10 06:33:15 KAQS11001-I The syncautoset command has finished.

自動作成スケジュールを次のとおりに設定する場合

◦ 自動作成および自動マウントの上限数を，作成間隔ごとに管理する

◦ 差分スナップショットの自動作成の上限数を，日次自動作成は 31，週次自動作成は 10，月

次自動作成は 3 とする

◦ 差分スナップショットを自動マウントし，マウントポイントの識別子を fs03とする

◦ 差分スナップショットの自動マウントの上限数を，日次自動マウントは 7，週次自動マウン

トは 1，月次自動マウントは 1 とする

◦ 差分スナップショットを共有しない

◦ 毎日 14：00，毎週土曜日の 15：00 および毎月 24 日の 02：00 に差分スナップショットが

作成されるようにする

$ sudo syncautoset -f fs03 -C D=31,W=10,M=3 -a on -i fs03 -M D=7,W=1,M=1 -b 
none -s D-1400,W-Sat-1500,M-24-0200
Feb 11 01:47:45 KAQS11000-I The syncautoset command execution has started.
Feb 11 01:47:46 KAQS11001-I The syncautoset command has finished.

自動作成スケジュールを次のとおりに変更する場合

◦ 差分スナップショットの自動マウントの上限数を 7 に変更する

◦ 公開方法を，差分スナップショットにファイル共有を作成するように変更する

◦ 毎日 00：00 に差分スナップショットを作成するスケジュールを削除する

◦ 毎月 15 日の 23：00 および毎年 4 月 18 日の 00：00 に差分スナップショットを作成するス

ケジュールを無効にする

$ sudo syncautoset -f fs01 -m 7 -b create -r D-0000 -u M-15-2300,A-
Apr-18-0000
Jan  6 06:28:25 KAQS11000-I The syncautoset command execution has started.
Jan  6 06:28:25 KAQS11001-I The syncautoset command has finished.

2.232 syncconfig（差分格納デバイスの設定の変更）

書式

syncconfig オプション[ オプション…] ファイルシステム名 [-nomsg]
syncconfig -h

オプション：

   -g 予約世代数

   -w 警告閾値

   -x {del_old|del_new|none}
   --umount {on|off}
   -X 動作閾値

   -o {block|continue}
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説明

次に示す差分格納デバイスの設定を変更します。

• 差分スナップショットの予約世代数

• 差分格納デバイスの警告閾値

• 差分格納デバイスのあふれ防止動作

• マウントされている差分スナップショットの削除

• 差分格納デバイスのあふれ防止動作の動作閾値

• 差分格納デバイスのあふれ時の動作

警告閾値，あふれ防止動作の設定および動作閾値を変更する場合は，現在設定されている内容を確

認して，各オプションの設定条件を満たすように変更してください。

差分スナップショットの自動作成スケジュールを運用している場合は，予約世代数を変更する際に，

新しい予約世代数を考慮して自動作成の上限数や作成日時などを調整してください。予約世代数

に，自動作成の上限数よりも小さな値を設定しても，スケジュールの設定値は自動的に変更されま

せん。差分スナップショットの自動作成は，新たに設定された予約世代数を上限に実行されます。

なお，省略したオプションに対応する項目には，現在設定されている情報が適用されます。

オプションと引数

-g 予約世代数

差分スナップショットの予約世代数を変更する場合に指定します。指定できる値の 小値は

3， 大値は設定されている 大予約世代数です。作成済みの差分スナップショットの数より

も大きい値を指定する必要があります。synclistコマンドを実行し，作成済みの差分スナッ

プショットの数を確認してください。

また，ファイルシステム数，差分格納デバイス数，および差分スナップショットの予約世代数

の合計が，クラスタ構成の場合は 16,128 以下，シングルノード構成の場合は 380 以下になる

ように指定してください。

-o {block|continue}
差分格納デバイスの容量が不足した際の動作（あふれ時の動作）を変更する場合に指定しま

す。

block
差分格納デバイスが設定されているファイルシステムの使用を制限する（ブロックする）

場合に指定します。この場合，差分格納デバイスの容量が不足しても，ファイルシステム

に対して作成された差分スナップショットのデータは無効になりません。

continue
差分格納デバイスが設定されているファイルシステムの使用を継続する場合に指定しま

す。この場合，差分格納デバイスの容量が不足すると，ファイルシステムに対して作成さ

れた差分スナップショットのデータはすべて無効になります。

--umount {on|off}
差分格納デバイスのあふれ防止動作時に，マウントされている差分スナップショットを削除す

るかどうかの設定を変更する場合に指定します。あふれ防止動作に noneが指定されている場

合は，このオプションを指定できません。02-02-00-01 より前のバージョンであふれ防止動作

を設定している場合でマウントされている差分スナップショットを削除したいときは，このオ

プションを指定して，マウントされている差分スナップショットを削除対象とするよう設定し

直す必要があります。

on
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マウントされている差分スナップショットを削除する場合に指定します。

off
マウントされている差分スナップショットを削除しない場合に指定します。

-w 警告閾値

差分格納デバイスの使用率がどの程度になったら警告メッセージを出力させるか（警告閾値）

を変更する場合に，百分率で指定します。0～99 の整数で，動作閾値未満の数値を指定します。

「0」を指定した場合，差分格納デバイスの容量が不足するまでメッセージは出力されない設定

に変更されます。また，「0」を指定した場合は，あふれ防止動作に noneを指定する必要があ

ります。

現在の差分格納デバイスの使用率よりも小さな値を指定した場合は，設定を変更すると直ちに

警告メッセージが出力されます。synclistコマンドを実行し，現在の使用率を確認してくだ

さい。

-x {del_old|del_new|none}
差分格納デバイスの空き容量が少なくなった際に空き容量を確保する動作（あふれ防止動作）

の設定を変更する場合に指定します。del_oldまたは del_newを指定する場合は，警告閾値

が設定されている必要があります。あふれ防止動作を noneから none以外に変更し，--
umountオプションを省略してコマンドを実行した場合は，差分格納デバイスのあふれ防止動

作時にマウントされている差分スナップショットを削除対象とするよう設定されます。

del_old
作成日時が も古い差分スナップショットから順に削除する場合に指定します。

del_new
作成日時が も新しい差分スナップショットから順に削除する場合に指定します。

none
差分格納デバイスのあふれ防止動作を行わない場合に指定します。

-X 動作閾値

差分格納デバイスの使用率がどの程度になったらあふれ防止動作を開始するか（動作閾値）を

変更する場合に指定します。動作閾値を変更する場合は，あふれ防止動作に none以外の値が

設定されている必要があります。動作閾値は百分率で指定します。2～99 の整数で，警告閾値

よりも大きな数値を指定します。

現在の差分格納デバイスの使用率よりも小さな値を指定した場合は，設定を変更すると直ちに

あふれ防止動作が開始されます。synclistコマンドを実行し，現在の使用率を確認してくだ

さい。

ファイルシステム名

差分格納デバイスの設定元のファイルシステムの名称を指定します。

戻り値

表 2-376 syncconfig コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3，6，7，8，81 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。
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戻り値 説明

10，11，14，47，54，62，63，
65，66，82，83，86，87，88，
89，98

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

16，56，57，80 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

55，74，79，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

差分格納デバイスの設定を次のとおり変更する場合

◦ 予約世代数を 10 世代に変更する

◦ 警告閾値を 75%に変更する

◦ あふれ防止動作の動作閾値を 85%に変更する

$ sudo syncconfig -g 10 -w 75 -X 85 fs01
Feb 10 07:01:02 KAQS11000-I The syncconfig command execution has started.
Feb 10 07:01:03 KAQS11001-I The syncconfig command has finished.

2.233 syncdel（差分スナップショットの削除）

書式

syncdel -a ファイルシステム名 [-nomsg]
syncdel [-f] ファイルシステム名
   差分スナップショット名[,差分スナップショット名…] [-nomsg]
syncdel -h

説明

差分スナップショットを削除します。自動作成された差分スナップショットも削除できます。

差分スナップショットを削除するには，対象の差分スナップショットをアンマウントしておく必要

があります。

差分スナップショットを削除すると，バックグラウンドで処理が実行されます。バックグラウンド

処理が実行されているファイルシステムに対して，syncdelコマンドを実行すると，エラー（戻り

値 75）が発生します。1 つのファイルシステムに対して，syncdelコマンドを連続して実行する場

合は，ファイルシステムの容量およびシステムの負荷を考慮して，間隔を空けて実行してください。

バックグラウンド処理が実行中かどうかは，synclistコマンドで確認できます。

-aオプションを指定して syncdelコマンドを実行した場合に処理を中断したときは，-aオプショ

ンを指定した syncdelコマンドを再実行してください。中断した場合に必要な操作が完了するま

では，差分格納デバイスを構成するデバイスファイルをほかの操作で使用しないでください。

オプションと引数

-a ファイルシステム名

指定したファイルシステムに対するすべての差分スナップショットを，まとめて削除する場合

に指定します。
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-f
Hitachi File Remote Replicator で使用されている差分スナップショットを，強制的に削除す

る場合に指定します。

ファイルシステム名

削除する差分スナップショットの作成元であるファイルシステムの名称を指定します。

差分スナップショット名[,差分スナップショット名…]
削除する差分スナップショットの名称を指定します。

指定したファイルシステムの差分スナップショットのうち，特定の差分スナップショットを削

除する場合に指定します。複数の差分スナップショットを削除するときは，削除する差分ス

ナップショットの名称をコンマ（,）で区切って指定してください。 大 992 個の差分スナッ

プショットを指定できます。

戻り値

表 2-377 syncdel コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11，14，17，18，30，31，
34，54，62，63，65，66，74，
82，83，86，87，89

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

16，56，57，75，80 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

55，79，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.234 syncexpand（差分格納デバイスの拡張）

書式（クラスタ構成の場合）

syncexpand [--tier1 デバイスファイル名[,デバイスファイル名…]]
   [--tier2 デバイスファイル名[,デバイスファイル名…]]
   ファイルシステム名 [-nomsg]
syncexpand ファイルシステム名 デバイスファイル名[,デバイスファイル名…] [-nomsg]
syncexpand -R ファイルシステム名 [-nomsg]
syncexpand -h

書式（シングルノード構成の場合）

syncexpand --size サイズ ファイルシステム名 [-nomsg]
syncexpand -R ファイルシステム名 [-nomsg]
syncexpand -h

説明

差分格納デバイスを拡張します。 大で 1PB まで拡張できます。

拡張すると，いったん差分格納デバイスを解除して，設定し直さないかぎり容量を縮小できません。

差分スナップショットの運用方法を考慮して，差分格納デバイスに追加する容量を決定します。
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差分格納デバイスの容量の算出方法については，「システム構成ガイド」を参照してください。未使

用のデバイスファイルは，lulistコマンドで確認できます。

syncexpandコマンド実行後は，synclistコマンドで差分格納デバイスの状態を参照して，処理

が正常終了したことを確認してください。処理中に障害が発生し，処理が中断された場合は，障害

回復後に-Rオプションを指定して syncexpandコマンドを再実行し，拡張処理のリカバリーを必

ず実施してください。

リカバリー処理を実行することで，中断されていた処理が 後まで実行され，差分格納デバイスを

正常に拡張できます。

syncexpandコマンドの処理を中断した場合，-Rオプションを指定して syncexpandコマンドを

実行してください。中断した場合に必要な操作が完了するまでは，差分格納デバイスを構成するデ

バイスファイルをほかの操作で使用しないでください。

オプションと引数

-R ファイルシステム名

障害によって拡張処理が中断された場合に指定します。このオプションは，--sizeオプショ

ンと同時に指定できません。

--size サイズ

シングルノード構成時の差分格納デバイスの増分，または拡張後のサイズを GB で指定しま

す。サイズの前に「+」を付けた場合は増分サイズ，サイズの前に「+」を付けない場合は拡張

後のサイズを表します。このオプションは，-Rオプションと同時に指定できません。

増分サイズで指定する場合，次の条件をすべて満たす 1 以上の値を指定してください。

◦ ボリュームグループの空き容量以下である

◦ 拡張前のサイズに増分サイズを加えた値が 1048576（1PB）以下である

拡張後のサイズで指定する場合，次の条件をすべて満たす 1 以上の値を指定してください。

◦ 拡張後のサイズから拡張前のサイズを引いた値がボリュームグループの空き容量以下であ

る

◦ 1048576（1PB）以下である

◦ 拡張前よりも大きい容量である

--tier1 デバイスファイル名[,デバイスファイル名…]
階層ファイルシステムの場合に，差分格納デバイスに追加する，Tier 1 を構成しているデバイ

スファイル名を指定します。指定するデバイスファイルのパスが/dev/enas/luXXである場

合は，「luXX」と指定します。デバイスファイルを複数指定するときは，デバイスファイル名

をコンマ（,）で区切って指定します。 大で 128 個のデバイスファイルを指定できます。ま

た，追加するデバイスファイルを含めた差分格納デバイスを構成するデバイスファイルの総

数，および Tier 1 を構成するデバイスファイル数の合計は，256 個以下である必要がありま

す。

--tier2 デバイスファイル名[,デバイスファイル名…]
階層ファイルシステムの場合に，差分格納デバイスに追加する，Tier 2 を構成しているデバイ

スファイル名を指定します。指定するデバイスファイルのパスが/dev/enas/luXXである場

合は，「luXX」と指定します。デバイスファイルを複数指定するときは，デバイスファイル名

をコンマ（,）で区切って指定します。 大で 128 個のデバイスファイルを指定できます。ま

た，追加するデバイスファイルを含めた差分格納デバイスを構成するデバイスファイルの総

数，および Tier 2 を構成するデバイスファイル数の合計は，256 個以下である必要がありま

す。

ファイルシステム名
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差分格納デバイスの設定元のファイルシステムの名称を指定します。

デバイスファイル名[,デバイスファイル名…]
クラスタ構成の場合に，差分格納デバイスに追加する未使用のデバイスファイルの名称を指定

します。指定するデバイスファイルのパスが/dev/enas/lu0Fである場合は，「lu0F」と指定

します。デバイスファイルを複数指定するときは，デバイスファイル名をコンマ（,）で区切っ

て指定します。

次の条件をすべて満たすようにデバイスファイルを追加してください。

◦ 追加する各デバイスファイルの容量が 33MB 以上である

◦ 追加するデバイスファイルを含めた差分格納デバイスを構成するデバイスファイルの総数

が 128 個以下である

◦ 追加するデバイスファイルを含めた差分格納デバイスを構成するデバイスファイルの総

数，およびファイルシステムを構成するデバイスファイル数の合計が，256 個以下である

◦ 差分格納デバイスを構成するすべてのデバイスファイルが同一のストレージシステム内に

存在する

◦ 拡張後の差分格納デバイスの容量が，表 2-378 チャンクサイズによるファイルシステムお

よび差分格納デバイス容量の拡張上限に示す上限を超えない

表 2-378 チャンクサイズによるファイルシステムおよび差分格納デバイス容量の拡張上限

チャンクサイズ
（KB）

ファイルシステムおよび差分格納デバイス容量の拡張上限

大予約世代数が
124 の場合

大予約世代数が
248 の場合

大予約世代数が
496 の場合

大予約世代数が
992 の場合

64 16TB - - -

128 32TB 16TB - -

256 64TB 32TB 16TB -

512 128TB 64TB 32TB 16TB

1,024 256TB 128TB 64TB 32TB

2,048 512TB 256TB 128TB 64TB

4,096 1PB 512TB 256TB 128TB

8,192 1PB 1PB 512TB 256TB

16,384 1PB 1PB 1PB 512TB

32,768 1PB 1PB 1PB 1PB

（凡例）

-：拡張できない

さらに，差分格納デバイスがストライピング構成の場合，次の条件を満たす必要があります。

◦ 追加するデバイスファイルの数がストライプ数と同じである

◦ 追加するデバイスファイルがすべて同じサイズである

なお，指定したデバイスファイルの順にストライプを構成します。

注意：

階層ファイルシステムの場合は，--tier1オプションおよび--tier2オプションの両方また

はどちらかのオプションを必ず指定してください。
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戻り値

表 2-379 syncexpand コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，27，90 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11，14，20，21，22，23，
24，28，29，54，62，63，65，
66，72，74，77，78，82，83，
84，85，86，87，89，98

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

16，56，57，61，80 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

55，79，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

差分格納デバイスを拡張する場合

$ sudo syncexpand fs01 lu01,lu02
Feb 10 06:09:21 KAQS11000-I The syncexpand command execution has started.
Feb 10 06:10:00 KAQS11001-I The syncexpand command has finished.

差分格納デバイスの拡張処理のリカバリーを行う場合

$ sudo syncexpand -R fs01
Feb 10 07:00:55 KAQS11000-I The syncexpand command execution has started.
Feb 10 07:02:02 KAQS11001-I The syncexpand command has finished.

2.235 synclist（差分スナップショットの情報の一覧表示）

書式（クラスタ構成の場合）

synclist [[-w] [-s] [-u] [-p] [-x] [-o] [-G]|-v] -a [-nomsg]
synclist [[-w] [-d] [-e] [-s] [-b] [-u] [-p] [-x] [-o] [-G]|-v] [-t|-T]
   -l ファイルシステム名 [-nomsg]
synclist [[-w] [-d] [-e] [-s] [-b] [-u] [-p] [-x] [-o] [-G]|-v]
   ファイルシステム名 差分スナップショット名 [-nomsg]
synclist -h

書式（シングルノード構成の場合）

synclist [[-w] [-s] [-b] [-u] [-x] [-o] [-G]|-v] [-t|-T] -a [-nomsg]
synclist [[-w] [-s] [-b] [-u] [-x] [-o] [-G]|-v] [-t|-T]
   -l ファイルシステム名 [-nomsg]
synclist [[-w] [-s] [-b] [-u] [-x] [-o] [-G]|-v] [-t|-T] ファイルシステム名
   差分スナップショット名 [-nomsg]
synclist -h

説明

差分スナップショットの情報を一覧で表示します。

オプションと引数

-a
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すべての差分スナップショットの情報を参照する場合に指定します。

-b
差分スナップショットをファイルシステムの共有内に公開しているかどうかを表示する場合

に指定します。

-d
ファイルシステムおよび差分格納デバイスを構成するデバイスファイルのドライブ種別を参

照する場合に指定します。このオプションは，シングルノード構成の場合には指定できませ

ん。

-e
差分格納デバイスを構成しているデバイスファイルが，外部ストレージシステムに存在するか

どうかを参照する場合に指定します。外部ストレージシステムに存在するデバイスファイル

の場合は，パスの後ろに番号記号（#）が表示されます。このオプションは，シングルノード

構成の場合には指定できません。

-G
大予約世代数を表示する場合に指定します。

-l ファイルシステム名

特定のファイルシステムに対する差分スナップショットの情報を参照する場合に指定します。

-o
差分格納デバイスの容量が不足した際の動作（あふれ時の動作）を表示する場合に指定しま

す。

-p
ストライピングの情報を表示する場合に指定します。このオプションは，シングルノード構成

の場合には指定できません。

-s
チャンクサイズを表示する場合に指定します。

-t，-T
差分スナップショットを作成時刻順に表示する場合に指定します。-tオプションを指定する

と古いものから，-Tオプションを指定すると新しいものから表示されます。-tオプション

と-Tオプションは同時に指定できません。省略した場合は差分スナップショット名の ASCII
コード順に表示されます。なお，-lオプションを指定しないで-tオプションまたは-Tオプ

ションを指定した場合は無視されます。

-u
ファイルスナップショット機能で運用されているファイルシステムが，ほかの機能で使用され

ているかどうかを参照する場合に指定します。

-v
詳細情報を参照する場合に指定します。

-w
差分格納デバイスに設定されている警告閾値を参照する場合に指定します。

-x
差分格納デバイスに設定されているあふれ防止動作および動作閾値を参照する場合に指定し

ます。
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ファイルシステム名

対象の差分スナップショットの作成元であるファイルシステムの名称を指定します。

差分スナップショット名

情報を参照する差分スナップショットの名称を指定します。特定の差分スナップショットの

情報だけを参照する場合に指定します。

表示項目

synclistコマンドを実行したときに表示される情報を，表 2-380 synclist コマンドを実行したと

きに表示される情報（-a オプションを指定した場合），表 2-381 synclist コマンドを実行したときに

表示される情報（-l オプションを指定した場合），および表 2-382 synclist コマンドを実行したとき

に表示される情報（差分スナップショット名を指定した場合）に示します。

表 2-380 synclist コマンドを実行したときに表示される情報（-a オプションを指定した場合）

項目 説明

file system ファイルシステムの名称が表示されます。

snaps 各ファイルシステムに対して作成された差分スナップショットの数が表示されま

す。

rsrvd 差分スナップショットの予約世代数が表示されます。

max 差分スナップショットの 大予約世代数が表示されます。

status 差分格納デバイスの状態が表示されます。

avail
正常な場合に表示されます。

blocked
差分格納デバイスの容量が不足して，ファイルシステムがブロックされてい

る場合に表示されます。

「トラブルシューティングガイド」を参照して対処してください。

busy
バックグラウンド処理が実行されている場合に表示されます。

deleting
ファイルシステムに対して作成されたすべての差分スナップショットをま

とめて削除する処理を実行中か，処理でエラーが発生している場合に表示さ

れます。

しばらくたってから，synclistコマンドを再実行してください。再実行し

ても状態が変わらない場合は，処理でエラーが発生しているおそれがありま

す。すべての差分スナップショットをまとめて削除する操作を再実行して

ください。

expanding
差分格納デバイスを拡張する処理を実行中か，処理でエラーが発生している

場合に表示されます。

しばらくたってから，synclistコマンドを再実行してください。再実行し

ても状態が変わらない場合は，処理でエラーが発生しているおそれがありま

す。syncexpandコマンドを使用して，リカバリー処理を実行してくださ

い。

overflow
差分格納デバイスの容量が不足して，すべての差分スナップショットが無効

になった場合に表示されます。

「トラブルシューティングガイド」を参照して対処してください。

warning
差分格納デバイスで使用中の容量の割合が警告閾値以上になっている場合

に表示されます。

差分格納デバイスを拡張するか，不要な差分スナップショットを削除して，

差分格納デバイスの空き容量を確保してください。

size※1 ファイルシステムの総容量が表示されます。
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項目 説明

diff-dev※1 差分格納デバイスの総容量が表示されます。

used※1 差分格納デバイスの容量のうち，使用中の容量が表示されます。

statusが「overflow」または「deleting」の場合は，「--」と表示されます。

capacity※1 差分格納デバイスの容量の使用率が表示されます。

statusが「overflow」または「deleting」の場合は，「--」と表示されます。

warn 差分格納デバイスに設定されている警告閾値が表示されます。

警告閾値が設定されていない場合は「--」と表示されます。

action 差分格納デバイスに設定されている動作閾値が表示されます。

あふれ防止動作が設定されていない場合は「--」と表示されます。

overflow 差分格納デバイスの容量が不足した際の動作が表示されます。

block
差分格納デバイスが設定されているファイルシステムの使用を制限する設

定の場合に表示されます。

continue
差分格納デバイスが設定されているファイルシステムの使用を継続する設

定の場合に表示されます。

chunk 差分格納デバイスに設定されているチャンクサイズが表示されます。

stripe※2 差分格納デバイスに設定されているストライプ数が表示されます。

ストライピング構成でない場合，または階層ファイルシステムの場合は「--」と表

示されます。

st_size※2 差分格納デバイスに設定されているストライプサイズが表示されます。

ストライピング構成でない場合，または階層ファイルシステムの場合は「--」と表

示されます。

used by ファイルスナップショット機能で運用されているファイルシステムが，ほかの機

能で使用されているかどうかを表示します。

HFRR
Hitachi File Remote Replicator で使用されている場合に表示されます。

--
ほかの機能で使用されていない場合に表示されます。

volume group シングルノード構成の場合に，差分格納デバイスで使用しているボリュームグ

ループの名称が表示されます。

used LV シングルノード構成の場合に，差分格納デバイスで使用しているボリュームグ

ループに作成された論理ボリュームの数が表示されます。

max LV シングルノード構成の場合に，差分格納デバイスで使用しているボリュームグ

ループに作成できる論理ボリュームの 大数が表示されます。

Total LV コマンドを実行したノード上または Virtual Server 上に作成された論理ボリュー

ムの数と，作成できる論理ボリュームの 大数が次のとおり表示されます。

＜作成された論理ボリューム数＞/＜作成できる論理ボリュームの 大数＞

注

差分格納デバイスの情報を取得できなかった場合には，マウントされている差分スナップ

ショットの情報だけが表示されます。

クラスタ構成の場合，クラスタ内の別のノード上のリソースグループが，ログインしている

ノードにフェールオーバーしているときは，「-- Other node --」に続いて，そのノード上の差

分格納デバイスの情報が表示されます。

注※1
小数点第 3 位で四捨五入されて小数点第 2 位までが表示されます。

注※2
シングルノード構成の場合は表示されません。
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表 2-381 synclist コマンドを実行したときに表示される情報（-l オプションを指定した場合）

項目 説明

Original file
system name

ファイルスナップショット機能で運用されているファイルシステムの名称が表示

されます。

Status 差分格納デバイスの状態が表示されます。

available
正常な場合に表示されます。

blocked
差分格納デバイスの容量が不足して，ファイルシステムがブロックされてい

る場合に表示されます。

「トラブルシューティングガイド」を参照して対処してください。

blocked and busy (＜進捗＞% processed)
ファイルシステムがブロックされている状態で，バックグラウンド処理が実

行されている場合に表示されます。括弧内には処理の進捗率が表示されま

す。

blocked and expanding
ファイルシステムがブロックされている状態で，差分格納デバイスを拡張す

る処理を実行中か，処理でエラーが発生している場合に表示されます。

しばらくたってから，synclistコマンドを再実行してください。再実行し

ても状態が変わらない場合は，処理でエラーが発生しているおそれがありま

す。syncexpandコマンドを使用して，リカバリー処理を実行してくださ

い。

busy (＜進捗＞% processed)
バックグラウンド処理が実行されている場合に表示されます。括弧内には

処理の進捗率が表示されます。

deleting
ファイルシステムに対して作成されたすべての差分スナップショットをま

とめて削除する処理を実行中か，処理でエラーが発生している場合に表示さ

れます。

しばらくたってから，synclistコマンドを再実行してください。再実行し

ても状態が変わらない場合は，処理でエラーが発生しているおそれがありま

す。すべての差分スナップショットをまとめて削除する操作を再実行して

ください。

expanding
差分格納デバイスを拡張する処理を実行中か，処理でエラーが発生している

場合に表示されます。

しばらくたってから，synclistコマンドを再実行してください。再実行し

ても状態が変わらない場合は，処理でエラーが発生しているおそれがありま

す。syncexpandコマンドを使用して，リカバリー処理を実行してくださ

い。

overflow
差分格納デバイスの容量が不足して，すべての差分スナップショットが無効

になった場合に表示されます。

「トラブルシューティングガイド」を参照して対処してください。

warning
差分格納デバイスで使用中の容量の割合が警告閾値以上になっている場合

に表示されます。

差分格納デバイスを拡張するか，不要な差分スナップショットを削除して，

差分格納デバイスの空き容量を確保してください。

Total size※1 差分格納デバイスの総容量が表示されます。

Reserved snapshots 差分スナップショットの予約世代数が表示されます。

Max Reserved
snapshots

差分スナップショットの 大予約世代数が表示されます。

Used size※1※2 差分格納デバイスの容量のうち，使用中の容量が表示されます。括弧内には総容

量に対する使用率が表示されます。
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項目 説明

Statusが「overflow」または「deleting」の場合は，「*** ERROR ***」と表示

されます。

Warning
threshold※1

差分格納デバイスに設定されている警告閾値が容量で表示されます。

括弧内には総容量に対する割合が表示されます。警告閾値が設定されていない場

合は「none」と表示されます。

Preventive action 差分格納デバイスのあふれ防止動作の設定が表示されます。

delete (oldest first)
作成日時が も古い差分スナップショットから順に削除する設定の場合に

表示されます。ただし，マウントされている差分スナップショットは削除さ

れません。

delete (newest first)
作成日時が も新しい差分スナップショットから順に削除する設定の場合

に表示されます。ただし，マウントされている差分スナップショットは削除

されません。

none
差分格納デバイスのあふれ防止動作を行わない設定の場合に表示されます。

umount and delete (oldest first)
作成日時が も古い差分スナップショットから順に削除する設定の場合に

表示されます。マウントされている差分スナップショットは，アンマウント

されたあとで削除されます。

umount and delete (newest first)
作成日時が も新しい差分スナップショットから順に削除する設定の場合

に表示されます。マウントされている差分スナップショットは，アンマウン

トされたあとで削除されます。

Action threshold※1 差分格納デバイスに設定されている動作閾値が容量で表示されます。

括弧内には総容量に対する割合が表示されます。あふれ防止動作が設定されてい

ない場合は「none」と表示されます。

Overflow action 差分格納デバイスの容量が不足した際の動作が表示されます。

block
差分格納デバイスが設定されているファイルシステムの使用を制限する設

定の場合に表示されます。

continue
差分格納デバイスが設定されているファイルシステムの使用を継続する設

定の場合に表示されます。

Snapshot chunk
size

差分格納デバイスに設定されているチャンクサイズが表示されます。

Stripes※3 差分格納デバイスに設定されているストライプ数が表示されます。

ストライピング構成でない場合，または階層ファイルシステムの場合は「--」と表

示されます。

Stripe size※3 差分格納デバイスに設定されているストライプサイズが表示されます。

ストライピング構成でない場合，または階層ファイルシステムの場合は「--」と表

示されます。

Used by ファイルスナップショット機能で運用されているファイルシステムが，ほかの機

能で使用されているかどうかを表示します。

HFRR
Hitachi File Remote Replicator で使用されている場合に表示されます。

--
ほかの機能で使用されていない場合に表示されます。

Volume group シングルノード構成の場合に，差分格納デバイスで使用しているボリュームグ

ループの名称が表示されます。

Differential-data
snapshot(s)※2

現在作成されている差分スナップショットの情報として，次の情報が左から順に

表示されます。

• 差分スナップショット名
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項目 説明

• 差分格納デバイスの総容量のうち，それぞれの差分スナップショットが単独

で使用している容量と使用率※1

• 作成日時

さらに，-uまたは-vオプションを指定した場合は，差分スナップショットがファ

イルスナップショット以外の機能で使用されているときに，作成日時の後ろに次

のどちらかが表示されます。

baseline
Hitachi File Remote Replicator のベースライン差分スナップショットであ

る場合に表示されます。

copying
Hitachi File Remote Replicator のコピー中の差分スナップショットである

場合に表示されます。

なお，容量不足の状態のままフェールオーバーしたり，OS，リソースグループま

たは Virtual Server を再起動したりした場合には，「*** INVALID ***」と表示

される場合があります。「*** INVALID ***」と表示された場合は，「トラブル

シューティングガイド」を参照してください。

Device file(s)※3 差分格納デバイスを構成するデバイスファイルのパスが表示されます。16 進数

表記は，00～FF の場合は 2 桁，0100～01FF の場合は 4 桁となります。

-dまたは-vオプションを指定した場合，デバイスファイルの名称の末尾にデバ

イスファイルのドライブ種別が次のとおり表示されます。

＜デバイスファイルのパス＞ (＜ドライブ種別＞)
デバイスファイルのドライブ種別には，次のどれかが表示されます。

FC/SAS
FC または SAS ドライブの場合に表示されます。

SAS7K
SAS 7.2K ドライブの場合に表示されます。

SATA
SATA ドライブの場合に表示されます。

SSD
SSD ドライブの場合に表示されます。

-
次の場合に表示されます。

‐外部ストレージシステムのデバイスファイルの場合

‐Virtual Storage Platform，Universal Storage Platform V/VM または

HUS VM の仮想 LU を使用している場合

‐HUS100 シリーズの Dynamic Tiering を使用する仮想 LU を使用してい

る場合

‐障害のため情報を取得できない場合

-eまたは-vオプションを指定した場合，外部ストレージシステムに存在するデ

バイスファイルには，パスの後ろに番号記号（#）が表示されます。ただし，FC
パスに障害が発生している場合は表示されません。

また，差分格納デバイスを拡張する処理を実行中か，処理でエラーが発生してい

る場合は，差分格納デバイスに追加されたデバイスファイルの情報も次の形式で

表示されます。

＜デバイスファイルのパス名＞ -- expanding --
-pまたは-vオプションを指定した場合，デバイスファイルは，差分格納デバイ

スを設定および拡張した際に指定した順（ストライプを構成している順）で表示

されます。

Mount point
information

差分スナップショットのマウントポイントの情報として，差分スナップショット

の名称とマウントポイントのパスが左から順に表示されます。また，-bまたは-
vオプションを指定した場合は，差分スナップショットが共有内に公開されてい

る際にマウントポイントのパスの右に visibleが表示されます。

Tier number（＜階層番

号＞）

階層ファイルシステムの場合に，次の情報がファイルシステムごとに表示されま

す。

• 差分格納デバイスの状態

• 差分格納デバイスの総容量
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項目 説明

• 差分格納デバイスの容量のうち，使用中の容量。括弧内は総容量に対する使

用率※1

• 現在作成されている差分スナップショットの情報

（差分スナップショット名・差分格納デバイスの総容量のうち，それぞれの差

分スナップショットが単独で使用している容量と使用率※1・作成日時）

• 差分格納デバイスを構成するデバイスファイルのパス

注

差分格納デバイスの情報を取得できなかった場合には，マウントされている差分スナップ

ショットの情報だけが表示されます。

「auto-」で始まる名称の差分スナップショットは，自動作成された差分スナップショットです。

作成日時には，差分スナップショットを作成する処理を開始した日時が表示されます。このた

め，synclistコマンドで表示される作成日時と，自動作成スケジュールに設定した日時とが

異なることがあります。また，「SyncBackup」で始まる名称の差分スナップショットは，オン

ラインバックアップを実行した際に自動的に作成されたものです。オンラインバックアップ

が正常終了すると，自動的に削除されます。

注※1
小数点第 3 位で四捨五入されて小数点第 2 位までが表示されます。

注※2
差分格納デバイスは，複数の差分スナップショットで共通する差分データを格納する領域と，

それぞれの差分スナップショットの差分データを格納する領域とに分けられます。このため，

各差分スナップショットの容量の合計値は，差分格納デバイスの使用量とは一致しません。

また，差分格納デバイスの容量が不足している状態で synclistコマンドを実行した場合は，

容量が不足した時点よりも前の情報が表示されます。複数の差分スナップショットで共通す

る差分データの容量が少ない場合でも，表示された使用率の合計が 100%に満たないことがあ

ります。

注※3
シングルノード構成の場合は表示されません。

表 2-382 synclist コマンドを実行したときに表示される情報（差分スナップショット名を指定した
場合）

項目 説明

Original file
system name

ファイルシステムの名称が表示されます。

Status 差分格納デバイスの状態が表示されます。

available
正常な場合に表示されます。

blocked
差分格納デバイスの容量が不足して，ファイルシステムがブロックされてい

る場合に表示されます。

「トラブルシューティングガイド」を参照して対処してください。

blocked and busy (＜進捗＞% processed)
ファイルシステムがブロックされている状態で，バックグラウンド処理が実

行されている場合に表示されます。括弧内には処理の進捗率が表示されま

す。

blocked and expanding
ファイルシステムがブロックされている状態で，差分格納デバイスを拡張す

る処理を実行中か，処理でエラーが発生している場合に表示されます。

しばらくたってから，synclistコマンドを再実行してください。再実行し

ても状態が変わらない場合は，処理でエラーが発生しているおそれがありま
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項目 説明

す。syncexpandコマンドを使用して，リカバリー処理を実行してくださ

い。

busy (＜進捗＞% processed)
バックグラウンド処理が実行されている場合に表示されます。括弧内には

処理の進捗率が表示されます。

deleting
ファイルシステムに対して作成されたすべての差分スナップショットをま

とめて削除する処理を実行中か，処理でエラーが発生している場合に表示さ

れます。

しばらくたってから，synclistコマンドを再実行してください。再実行し

ても状態が変わらない場合は，処理でエラーが発生しているおそれがありま

す。すべての差分スナップショットをまとめて削除する操作を再実行して

ください。

expanding
差分格納デバイスを拡張する処理を実行中か，処理でエラーが発生している

場合に表示されます。

しばらくたってから，synclistコマンドを再実行してください。再実行し

ても状態が変わらない場合は，処理でエラーが発生しているおそれがありま

す。syncexpandコマンドを使用して，リカバリー処理を実行してくださ

い。

overflow
差分格納デバイスの容量が不足して，すべての差分スナップショットが無効

になった場合に表示されます。

「トラブルシューティングガイド」を参照して対処してください。

warning
差分格納デバイスで使用中の容量の割合が警告閾値以上になっている場合

に表示されます。

差分格納デバイスを拡張するか，不要な差分スナップショットを削除して，

差分格納デバイスの空き容量を確保してください。

Total size※1 差分格納デバイスの容量が表示されます。

Reserved snapshots 差分スナップショットの予約世代数が表示されます。

Max Reserved
snapshots

差分スナップショットの 大予約世代数が表示されます。

Used size※1※2 差分格納デバイスの容量のうち，使用中の容量が表示されます。括弧内には総容

量に対する使用率が表示されます。

Statusが「overflow」または「deleting」の場合は，「*** ERROR ***」と表示

されます。

Warning
threshold※1

差分格納デバイスに設定されている警告閾値が容量で表示されます。

括弧内には総容量に対する割合が表示されます。警告閾値が設定されていない場

合は「none」と表示されます。

Preventive action 差分格納デバイスのあふれ防止動作の設定が表示されます。

delete (oldest first)
作成日時が も古い差分スナップショットから順に削除する設定の場合に

表示されます。ただし，マウントされている差分スナップショットは削除さ

れません。

delete (newest first)
作成日時が も新しい差分スナップショットから順に削除する設定の場合

に表示されます。ただし，マウントされている差分スナップショットは削除

されません。

none
差分格納デバイスのあふれ防止動作を行わない設定の場合に表示されます。

umount and delete (oldest first)
作成日時が も古い差分スナップショットから順に削除する設定の場合に

表示されます。マウントされている差分スナップショットは，アンマウント

されたあとで削除されます。
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項目 説明

umount and delete (newest first)
作成日時が も新しい差分スナップショットから順に削除する設定の場合

に表示されます。マウントされている差分スナップショットは，アンマウン

トされたあとで削除されます。

Action threshold※1 差分格納デバイスに設定されている動作閾値が容量で表示されます。

括弧内には総容量に対する割合が表示されます。あふれ防止動作が設定されてい

ない場合は「none」と表示されます。

Overflow action 差分格納デバイスの容量が不足した際の動作が表示されます。

block
差分格納デバイスが設定されているファイルシステムの使用を制限する設

定の場合に表示されます。

continue
差分格納デバイスが設定されているファイルシステムの使用を継続する設

定の場合に表示されます。

Snapshot chunk
size

差分格納デバイスに設定されているチャンクサイズが表示されます。

Stripes※3 差分格納デバイスに設定されているストライプ数が表示されます。

ストライピング構成でない場合，または階層ファイルシステムの場合は「--」と表

示されます。

Stripe size※3 差分格納デバイスに設定されているストライプサイズが表示されます。

ストライピング構成でない場合，または階層ファイルシステムの場合は「--」と表

示されます。

Used by ファイルスナップショット機能で運用されているファイルシステムが，ほかの機

能で使用されているかどうかを表示します。

HFRR
Hitachi File Remote Replicator で使用されている場合に表示されます。

--
ほかの機能で使用されていない場合に表示されます。

Differential-data
snapshot※2

現在作成されている差分スナップショットの情報として，次の情報が左から順に

表示されます。

• 差分スナップショット名

• 差分格納デバイスの総容量のうち，それぞれの差分スナップショットが単独

で使用している容量と使用率※1

• 作成日時

さらに，-uまたは-vオプションを指定した場合は，差分スナップショットがファ

イルスナップショット以外の機能で使用されているときに，作成日時の後ろに次

のどちらかが表示されます。

baseline
Hitachi File Remote Replicator のベースライン差分スナップショットであ

る場合に表示されます。

copying
Hitachi File Remote Replicator のコピー中の差分スナップショットである

場合に表示されます。

なお，容量不足の状態のままフェールオーバーしたり，OS，リソースグループま

たは Virtual Server を再起動したりした場合には，「*** INVALID ***」と表示

される場合があります。「*** INVALID ***」と表示された場合は，「トラブル

シューティングガイド」を参照してください。

Device file(s)※3 差分格納デバイスを構成するデバイスファイルのパスが表示されます。16 進数

表記は，00～FF の場合は 2 桁，0100～01FF の場合は 4 桁となります。

-dまたは-vオプションを指定した場合，デバイスファイルの名称の末尾にデバ

イスファイルのドライブ種別が次のとおり表示されます。

＜デバイスファイルのパス＞ (＜ドライブ種別＞)
デバイスファイルのドライブ種別には，次のどれかが表示されます。

FC/SAS
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項目 説明

FC または SAS ドライブの場合に表示されます。

SAS7K
SAS 7.2K ドライブの場合に表示されます。

SATA
SATA ドライブの場合に表示されます。

SSD
SSD ドライブの場合に表示されます。

-
次の場合に表示されます。

‐外部ストレージシステムのデバイスファイルの場合

‐Virtual Storage Platform，Universal Storage Platform V/VM または

HUS VM の仮想 LU を使用している場合

‐HUS100 シリーズの Dynamic Tiering を使用する仮想 LU を使用してい

る場合

‐障害のため情報を取得できない場合

-eまたは-vオプションを指定した場合，外部ストレージシステムに存在するデ

バイスファイルには，パスの後ろに番号記号（#）が表示されます。ただし，FC
パスに障害が発生している場合は表示されません。

また，差分格納デバイスを拡張する処理を実行中か，処理でエラーが発生してい

る場合は，差分格納デバイスに追加されたデバイスファイルの情報も次の形式で

表示されます。

＜デバイスファイルのパス名＞ -- expanding --
-pまたは-vオプションを指定した場合，デバイスファイルは，差分格納デバイ

スを設定および拡張した際に指定した順（ストライプを構成している順）で表示

されます。

Mount point
information

差分スナップショットのマウントポイントの情報として，差分スナップショット

の名称とマウントポイントのパスが左から順に表示されます。また，-bまたは-
vオプションを指定した場合は，差分スナップショットが共有内に公開されてい

る際にマウントポイントのパスの右に visibleが表示されます。

Tier number（＜階層番

号＞）

階層ファイルシステムの場合に，次の情報がファイルシステムごとに表示されま

す。

• 差分格納デバイスの状態

• 差分格納デバイスの総容量

• 差分格納デバイスの容量のうち，使用中の容量。括弧内は総容量に対する使

用率※1

• 現在作成されている差分スナップショットの情報

（差分スナップショット名・差分格納デバイスの総容量のうち，それぞれの差

分スナップショットが単独で使用している容量と使用率※1・作成日時）

• 差分格納デバイスを構成するデバイスファイルのパス

注

差分格納デバイスの情報を取得できなかった場合には，マウントされている差分スナップ

ショットの情報だけが表示されます。

「auto-」で始まる名称の差分スナップショットは，自動作成された差分スナップショットです。

作成日時には，差分スナップショットを作成する処理を開始した日時が表示されます。このた

め，synclistコマンドで表示される作成日時と，自動作成スケジュールに設定した日時とが

異なることがあります。また，「SyncBackup」で始まる名称の差分スナップショットは，オン

ラインバックアップを実行した際に自動的に作成されたものです。オンラインバックアップ

が正常終了すると，自動的に削除されます。

注※1
小数点第 3 位で四捨五入されて小数点第 2 位までが表示されます。

注※2
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差分格納デバイスは，複数の差分スナップショットで共通する差分データを格納する領域と，

それぞれの差分スナップショットの差分データを格納する領域とに分けられます。このため，

各差分スナップショットの容量の合計値は，差分格納デバイスの使用量とは一致しません。

また，差分格納デバイスの容量が不足している状態で synclistコマンドを実行した場合は，

容量が不足した時点よりも前の情報が表示されます。複数の差分スナップショットで共通す

る差分データの容量が少ない場合でも，表示された使用率の合計が 100%に満たないことがあ

ります。

注※3
シングルノード構成の場合は表示されません。

戻り値

表 2-383 synclist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

4，10，11，14，30，31，54，
65，82，83

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

55，79，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

57，80 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

注意事項

このコマンドを実行して次のような結果が表示されたときは，対応するメッセージを参照して対処

してください。各メッセージについては，「メッセージリファレンス」を参照してください。

表示結果 対応メッセージ

＜ファイルシステム名＞ -- File system is being failed-over -- KAQS11020-E

-- system error -- KAQS11024-E

-- I/O error -- KAQS11070-E

＜デバイスファイルのパス＞ -- error -- KAQS11070-E

＜ファイルシステム名＞ -- In processing or error -- KAQS11077-I

-- Not available -- KAQS11083-E

-- Offline -- KAQS11086-E

このほか，次の結果が表示される場合について，それぞれの対処を示します。

＜差分スナップショット名＞＜マウントポイント名＞ -- In processing or error --
差分スナップショットのマウントまたはアンマウントの処理を実行中の場合は，処理が完了し

てから再実行してください。差分スナップショットのマウントまたはアンマウントの処理を

実行していない場合は，差分スナップショットをいったんアンマウントしてください。エラー

が発生する場合は，全ログファイルを採取して，保守員に連絡してください。

＜デバイスファイルのパス＞ -- expanding --
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差分格納デバイスの拡張を実行中の場合は，処理が完了してから再実行してください。差分格

納デバイスを拡張していない場合は，拡張のリカバリー処理を実行してください。エラーが発

生する場合は，全ログファイルを採取して，保守員に連絡してください。

2.236 syncmount（差分スナップショットのマウント）

書式

syncmount [-b] ファイルシステム名 差分スナップショット名 マウントポイント名
   [-nomsg]
syncmount -h

説明

差分スナップショットを読み取り専用でマウントします。自動作成された差分スナップショットも

マウントできます。

差分スナップショットのマウント先を次に示します。

/mnt/＜マウントポイント名＞

作成済みのファイルシステムおよびマウントされている差分スナップショットの合計数の上限は，

クラスタまたはシングルノード当たり 256 個，Virtual Server 当たり 512 個です。また，Virtual
Server を使用している場合，ファイルシステムおよびマウントされている差分スナップショットの

合計数の上限は，システム全体で 大で 6,144 個です。

File Services Manager では，マウントされた差分スナップショットをファイルシステムとして登

録・管理します。また，マウントすると，ファイルシステム一覧画面でも指定したマウントポイン

ト名で差分スナップショットの情報を参照できるようになります。ただし，マウントした差分ス

ナップショットに対して，ファイルシステム一覧画面から参照以外の操作は実行できません。

また，差分スナップショットには，作成時のファイルシステムの設定が複製されます。複製された

内容は，fsctlコマンドで確認できます。なお，複製された内容は変更できません。

マウントした差分スナップショットは，通常のファイルシステムと同様に，NFS 共有および CIFS
共有を作成できます。

syncmountコマンドの処理を中断した場合，syncumountコマンドを実行してください。中断し

た場合に必要な操作が完了するまでは，差分格納デバイスを構成するデバイスファイルをほかの操

作で使用しないでください。

オプションと引数

-b
自動作成スケジュールで作成したスナップショットを再度共有内に公開する場合に指定しま

す。

ファイルシステム名

マウントする差分スナップショットの作成元であるファイルシステムの名称を指定します。

差分スナップショット名

マウントする差分スナップショットの名称を指定します。

マウントポイント名

差分スナップショットのマウントポイントの名称を指定します。/mnt/snapshot1ディレク

トリにマウントする場合は，「snapshot1」と指定します。
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16 文字以内で指定します。指定できる文字は英数字およびアンダーライン（_）です。クラス

タ内で一意の名称を指定してください。Virtual Server を使用している場合は，Virtual
Server 内で一意の名称を指定してください。

ただし，クラスタまたは Virtual Server 内で差分スナップショットを自動マウントするように

設定している場合は，自動マウントの際に適用される形式以外のマウントポイント名を指定し

てください。自動マウントの際に適用される形式と同じ形式でマウントすると，自動作成され

た差分スナップショットとして扱われます。また，差分スナップショットの自動マウント時に

重複するマウントポイント名が存在した場合は，自動マウントの処理がエラー終了します。

戻り値

表 2-384 syncmount コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11，14，17，30，31，33，
34，35，40，42，43，54，62，
63，65，66，71，74，82，83，
86，87，89，91，92，93，94，
95，98

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

16，56，57，58，80 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

55，79，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

差分スナップショットをマウントする場合

$ sudo syncmount fs01 ss01 snapshot1
Feb 10 07:04:09 KAQS11000-I The syncmount command execution has started.
Feb 10 07:04:19 KAQS11001-I The syncmount command has finished.

2.237 syncrepair（ブロックされたファイルシステムの回
復）

書式

syncrepair ファイルシステム名

syncrepair -h

説明

差分格納デバイスの容量の不足によってブロックされたファイルシステムを回復します。

ファイルシステムを回復する前に，不要な差分スナップショットの削除または差分格納デバイスの

拡張を行い，差分格納デバイスの使用量を警告閾値以下にしておく必要があります。

このコマンドを実行すると，内部で別のコマンドを実行してファイルシステムを回復します。各コ

マンドの実行開始時にコマンド名とパラメータが表示されます。
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内部で実行されるコマンド名について次に示します。

• cifsbackup
• cifsdelete
• cifsoptlist
• cifsoptset
• cifsrestore
• fsmount
• fsumount
• nfsbackup
• nfsdelete
• nfsrestore
• synclist
• syncmount
• syncumount

このコマンドは，リソースグループがフェールオーバーしている状態では実行できません。フェー

ルバックしてから実行してください。

オプションと引数

ファイルシステム名

回復するファイルシステムの名称を指定します。

戻り値

表 2-385 syncrepair コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，63 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

注意：

syncrepairコマンドの戻り値のほかに，内部で実行されたコマンドにエラーが発生した場合

は，エラーの発生したコマンドの戻り値が返却されます。その場合はエラーの発生したコマン

ドの戻り値を参照してください。

2.238 syncstart（差分格納デバイスの設定）

書式（クラスタ構成の場合）

syncstart [オプション[ オプション…]]
   --tier1 デバイスファイル名[,デバイスファイル名…]
   --tier2 デバイスファイル名[,デバイスファイル名…]
   ファイルシステム名 [-nomsg]
syncstart [オプション[ オプション…]] ファイルシステム名
   デバイスファイル名[,デバイスファイル名…] [-nomsg]
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syncstart -h

書式（シングルノード構成の場合）

syncstart --size 差分格納デバイスサイズ [オプション [ オプション…]]
   ファイルシステム名 [-nomsg]
syncstart -h

オプション：

   -g 予約世代数

   -w 警告閾値

   -s チャンクサイズ

   -p [-P ストライプサイズ]
   -x {del_old|del_new|none}
   --umount {on|off}
   -X 動作閾値

   -o {block|continue}
   -G 大予約世代数

説明

ファイルシステムの差分データを退避するための差分格納デバイスを設定します。

差分格納デバイスは，1 つのファイルシステムに対して 1 つだけ設定できます。また，差分格納デ

バイスを設定するファイルシステムは，次の条件を満たしている必要があります。

• ボリュームマネージャー（LVM）を使用して作成されている

• 差分格納デバイスが設定されていない

• 差分スナップショットでない

差分スナップショットの運用方法を考慮して，差分格納デバイスに使用するデバイスファイルを指

定します。差分格納デバイスの容量の算出方法については，「システム構成ガイド」を参照してくだ

さい。未使用のデバイスファイルは，lulistコマンドで確認できます。

差分格納デバイスを設定する際には，差分スナップショットの予約世代数や差分格納デバイスの警

告閾値，あふれ防止動作などを設定できます。差分格納デバイスを設定する前に，差分スナップ

ショットの運用方法を考慮して，これらの設定を検討してください。

差分格納デバイスを設定し，1 つ目の差分スナップショットを作成すると，それ以降ファイルシス

テムに対して更新要求があるたびに，更新前のデータが差分格納デバイスに退避されるようになり

ます。

syncstartコマンドの処理を中断した場合，syncstopコマンドを実行してください。中断した

場合に必要な操作が完了するまでは，差分格納デバイスを構成するデバイスファイルをほかの操作

で使用しないでください。

オプションと引数

-G 大予約世代数

指定されている差分スナップショットの予約世代数によって自動的に設定される 大予約世

代数よりも大きい値を設定する場合に指定します。クラスタ構成の場合は 124，248，496 ま

たは 992，シングルノード構成の場合は 124 または 248 です。

差分格納デバイスを設定したあとで値を変更することはできません。

シングルノード構成の場合は，ファイルシステム数，差分格納デバイス数，および差分スナッ

プショットの予約世代数の合計が 380 以下になるように指定してください。
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このオプションを省略した場合，予約世代数に応じて表 2-386 -G オプション省略時に設定され

る 大予約世代数に示す 大予約世代数が設定されます。シングルノードの場合に指定を省

略すると，予約世代数に応じて 124 または 248 が設定されます。

表 2-386 -G オプション省略時に設定される 大予約世代数

指定されている予約世代数 設定される 大予約世代数

124 以下 124

124 超過～248 以下 248

248 超過～496 以下 496

496 超過～992 以下 992

-g 予約世代数

差分スナップショットの予約世代数を設定する場合に指定します。指定した数だけ差分ス

ナップショットを作成できます。

大予約世代数を変更しない場合，指定できる値の範囲は 3～992 です。-Gオプションを使用

して 大予約世代数を変更する場合，指定できる値の 小値は 3， 大値は 大予約世代数に

指定した値です。

また，ファイルシステム数，差分格納デバイス数，および差分スナップショットの予約世代数

の合計が，クラスタ構成の場合は 16,128 以下，シングルノード構成の場合は 380 以下になる

ように指定してください。

このオプションを省略した場合，作成できる差分スナップショットは 124 世代になります。

-o {block|continue}
差分格納デバイスの容量が不足した際の動作（あふれ時の動作）を設定する場合に指定しま

す。

block
差分格納デバイスが設定されているファイルシステムの使用を制限する（ブロックする）

場合に指定します。この場合，差分格納デバイスの容量が不足しても，ファイルシステム

に対して作成された差分スナップショットのデータは無効になりません。

continue
差分格納デバイスが設定されているファイルシステムの使用を継続する場合に指定しま

す。この場合，差分格納デバイスの容量が不足すると，ファイルシステムに対して作成さ

れた差分スナップショットのデータはすべて無効になります。

このオプションを省略した場合，blockが設定されます。なお，4.0.0-00 より前のバージョン

では，このオプションを省略すると，continueが設定されます。

-p
差分格納デバイスをストライピング構成で設定するときに指定します。このオプションは，シ

ングルノード構成の場合には指定できません。指定したデバイスファイルの数がストライプ

数になります。このオプションを指定した場合，指定できるデバイスファイルの数は 2～128
個で，サイズはすべて同じである必要があります。

このオプションは，階層ファイルシステムの場合は指定できません。

-P ストライプサイズ

ストライプサイズを KB で指定します。8，16，32，64，128，256，512 または 1024 が指定

できます。このオプションは，シングルノード構成の場合には指定できません。このオプショ

ンを省略した場合，ストライプサイズは 64 になります。

このオプションは，階層ファイルシステムの場合は指定できません。
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-s チャンクサイズ

チャンクサイズ（差分データを退避する単位）を KB で指定します。64～32768 までの値を 2
のべき乗で指定します。差分格納デバイスを設定したあとで値を変更することはできません。

設定できるチャンクサイズは，ファイルシステムまたは差分格納デバイスの容量，および 大

予約世代数に依存します。設定できるチャンクサイズの 小値および 大値を表 2-387 設定

できるチャンクサイズの 小値および 大値に示します。

表 2-387 設定できるチャンクサイズの 小値および 大値

ファイルシステム
または差分格納デ
バイスのうちの大
きい方の容量

設定できるチャンクサイズ（KB）

小値

大値大予約世代数
が 124 の場合

大予約世代数
が 248 の場合

大予約世代数
が 496 の場合

大予約世代数
が 992 の場合

16TB 以下 64 128 256 512 32,768

16TB 超過～

32TB 以下

128 256 512 1,024

32TB 超過～

64TB 以下

256 512 1,024 2,048

64TB 超過～

128TB 以下

512 1,024 2,048 4,096

128TB 超過～

256TB 以下

1,024 2,048 4,,096 8,192

256TB 超過～

512TB 以下

2,048 4,096 8,192 16,384

512TB 超過～

1PB 以下

4,096 8,192 16,384 32,768

また，指定するチャンクサイズによって，拡張できるファイルシステムおよび差分格納デバイ

スの容量が異なります。拡張できるファイルシステムの容量については，「システム構成ガイ

ド」を参照してください。

階層ファイルシステムの場合は，構成するファイルシステムのデフォルトのチャンクサイズの

うち も大きな値を指定してください。

このオプションを省略した場合は，ファイルシステムの容量と 大予約世代数に応じたデフォ

ルトのチャンクサイズが設定されます。デフォルトのチャンクサイズについては，「システム

構成ガイド」を参照してください。

--size 差分格納デバイスサイズ

シングルノード構成時の差分格納デバイスサイズを GB で指定します。1～1048576 の整数

で，かつボリュームグループの空き容量以下の数値を指定します。

--tier1 デバイスファイル名[,デバイスファイル名…] --tier2 デバイスファイル名[,デバイスファイル

名…]
階層ファイルシステムの場合に，Tier 1 および Tier 2 の差分格納デバイスを構成するデバイス

ファイル名を指定します。指定するデバイスファイルのパスが/dev/enas/luXXである場合

は，「luXX」と指定します。デバイスファイルを複数指定するときは，デバイスファイル名を

コンマ（,）で区切って指定します。 大で 128 個のデバイスファイルを指定できます。また，

ファイルシステムを構成するデバイスファイル数と指定するデバイスファイル数の合計は，階

層ごとに 256 個以下である必要があります。

--umount {on|off}
差分格納デバイスのあふれ防止動作時に，マウントされている差分スナップショットを削除す

るかどうかを設定する場合に指定します。あふれ防止動作に noneが指定されている場合は，

このオプションを指定できません。
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02-02-00-01 より前のバージョンであふれ防止動作を設定していた場合，マウントされている

差分スナップショットは削除されません。マウントされている差分スナップショットを削除

対象としたい場合は，syncconfigコマンドで設定してください。

on
マウントされている差分スナップショットを削除する場合に指定します。

off
マウントされている差分スナップショットを削除しない場合に指定します。

あふれ防止動作に del_oldまたは del_newを指定して，このオプションを省略した場合，

onが設定されます。

あふれ防止動作の指定を省略して，このオプションを指定した場合，あふれ防止動作には

del_oldが設定されます。

なお，4.0.0-00 以降かつ 4.1.1-00 より前のバージョンでは，あふれ防止動作の指定を省略し

て，このオプションを指定することはできません。

-w 警告閾値

差分格納デバイスの使用率がどの程度になったら警告メッセージを出力させるか（警告閾値）

を，百分率で指定します。0～99 の整数で，動作閾値未満の数値を指定します。「0」を指定し

た場合，差分格納デバイスの容量が不足するまでメッセージは出力されません。また，「0」を

指定した場合は，あふれ防止動作に noneを指定する必要があります。

このオプションを省略した場合，警告閾値は容量の 80%に設定されます。

-x {del_old|del_new|none}
差分格納デバイスの空き容量が少なくなった際に空き容量を確保する動作（あふれ防止動作）

を設定する場合に指定します。警告閾値に「0」を指定して警告メッセージを出力させないよ

うに設定しているときは，del_oldまたは del_newを指定できません。

del_old
作成日時が も古い差分スナップショットから順に削除する場合に指定します。

del_new
作成日時が も新しい差分スナップショットから順に削除する場合に指定します。

none
差分格納デバイスのあふれ防止動作を行わない場合に指定します。

-Xオプションおよび--umountオプションを指定せずに，このオプションを省略した場合，

noneが設定されます。

-Xオプションまたは--umountオプションを指定して，このオプションを省略した場合，

del_oldが設定されます。

なお，4.0.0-00 より前のバージョンでは，このオプションを省略すると，del_oldが設定され

ます。

-X 動作閾値

差分格納デバイスの使用率がどの程度になったら差分格納デバイスのあふれ防止動作を開始

するか（動作閾値）を，百分率で指定します。2～99 の整数で，警告閾値よりも大きな数値を

指定します。また，あふれ防止動作に noneが指定されている場合は，このオプションを指定

できません。

あふれ防止動作に del_oldまたは del_newを指定して，このオプションを省略した場合，動

作閾値は容量の 90%に設定されます。

あふれ防止動作の指定を省略して，このオプションを指定した場合，あふれ防止動作には

del_oldが設定されます。
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なお，4.0.0-00 以降かつ 4.1.1-00 より前のバージョンでは，あふれ防止動作の指定を省略し

て，このオプションを指定することはできません。

ファイルシステム名

差分格納デバイスを設ブロックする定するファイルシステムの名称を指定します。

デバイスファイル名[,デバイスファイル名…]
クラスタ構成の場合に，差分格納デバイスに使用する未使用のデバイスファイルの名称を指定

します。指定するデバイスファイルのパスが/dev/enas/lu0Fである場合は，「lu0F」と指定

します。

デバイスファイルを複数指定するときは，デバイスファイル名をコンマ（,）で区切って指定

します。 大で 128 個のデバイスファイルを指定できます。デバイスファイルの合計サイズ

は，1PB 以内にしてください。各デバイスファイルの容量は 33MB 以上である必要がありま

す。

また，ファイルシステムを構成するデバイスファイルと同じストレージシステムのデバイス

ファイルを指定する必要があります。

なお，-pオプションを指定した場合，指定したデバイスファイルの順にストライプを構成しま

す。

戻り値

表 2-388 syncstart コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3，5，6，8，9，27，90 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11，12，13，15，19，20，
21，22，23，24，26，29，47，
54，59，60，62，64，65，74，
77，78，82，83，84，86，87，
88，89，96，98

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

16，56，57，80 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

55，79，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

差分格納デバイスを次のとおり設定する場合（クラスタ構成時）

◦ 予約世代数を 124 世代に設定する

◦ 警告閾値を 75%に設定する

◦ あふれ防止動作を，作成日付が も古い差分スナップショットから順に削除するように設

定する

◦ 動作閾値を 85%に設定する

◦ あふれ時の動作を，ファイルシステムの使用を制限するように設定する

◦ チャンクサイズを 128KB に設定する

◦ ストライピング構成とし，ストライプサイズを 128KB に設定する
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$ sudo syncstart -g 124 -w 75 -x del_old -X 85 -o block -s 128 -p -P 128 
fs01 lu01,lu02
Feb 10 06:22:05 KAQS11000-I The syncstart command execution has started.
Feb 10 06:22:56 KAQS11001-I The syncstart command has finished.

2.239 syncstop（差分格納デバイスの解除）

書式

syncstop ファイルシステム名 [-nomsg]
syncstop -h

説明

ファイルシステムに設定された差分格納デバイスを解除します。

差分格納デバイスを解除する前に，ファイルシステムに対するすべての差分スナップショットをア

ンマウントしておく必要があります。

なお，ファイルシステムが Hitachi File Remote Replicator で使用されている場合は，差分格納デ

バイスを解除できません。

設定を解除すると，差分格納デバイスが削除され，ファイルシステムに対するすべての差分スナッ

プショットのデータを使用できなくなります。また，自動作成スケジュールを設定していた場合は，

ファイルシステムに対して設定されたスケジュール情報が削除されます。このほか，Hitachi File
Remote Replicator のコピー用の差分スナップショットを自動作成する設定にしていた場合は，設

定が解除されます。

syncstopコマンドの処理を中断した場合，syncstopコマンドを再実行してください。中断した

場合に必要な操作が完了するまでは，差分格納デバイスを構成するデバイスファイルをほかの操作

で使用しないでください。

オプションと引数

ファイルシステム名

差分格納デバイスの設定を解除するファイルシステムの名称を指定します。

戻り値

表 2-389 syncstop コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11，14，18，25，34，65，
67，82，83，89

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

16，56，57，80 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

55，79，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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注意事項

このコマンドがエラーとなった場合は，エラー時と同じファイルシステム名を指定して，必ず再実

行してください。

2.240 syncumount（差分スナップショットのアンマウン
ト）

書式

syncumount マウントポイント名 [-nomsg]
syncumount -h

説明

指定したマウントポイントにマウントされた差分スナップショットをアンマウントします。自動マ

ウントされた差分スナップショットもアンマウントできます。

クライアントが差分スナップショットにアクセスしている状態でアンマウントすると，コネクショ

ンは強制的に切断されます。

差分スナップショットに NFS 共有または CIFS 共有が作成されている場合は，クライアントが差分

スナップショットをアンマウントしたことを確認した上で，NFS 共有および CIFS 共有を削除して

ください。

差分スナップショットをファイルシステムの共有内に公開している場合は，アンマウントすると非

公開になります。

syncumountコマンドの処理を中断した場合，syncumountコマンドを再実行してください。中断

した場合に必要な操作が完了するまでは，差分格納デバイスを構成するデバイスファイルをほかの

操作で使用しないでください。

オプションと引数

マウントポイント名

対象の差分スナップショットがマウントされているマウントポイントの名称を指定します。

/mnt/snapshot1ディレクトリにマウントされている差分スナップショットをアンマウント

する場合は，「snapshot1」と指定します。

戻り値

表 2-390 syncumount コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

16，56，57，58，80 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

40，41，43，44，45，46，49，
54，65，82，83

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

55，79，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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使用例

差分スナップショットをアンマウントする場合

$ sudo syncumount snapshot1
Feb 10 07:07:38 KAQS11000-I The syncumount command execution has started.
Feb 10 07:07:47 KAQS11001-I The syncumount command has finished.

注意事項

クラスタ起動直後に実行すると，エラー終了する場合があります。また，このコマンドの実行中に

フェールオーバーが発生した場合，アンマウントに失敗することがあります。

このコマンドがエラーとなった場合は，エラー時と同じマウントポイント名を指定して，必ず再実

行してください。

2.241 sysinfoget（システムの稼働情報の出力および出力
に関する設定）

書式

sysinfoget --all [--load] [--ftrace-time 採取時間] [--fprof-time 採取時間]
   [-o ディレクトリ]
sysinfoget [--ftrace] [--fprof] [--ftrace-time 採取時間] [--fprof-time 採取
時間]
   [--pstack] [--pfile] [--load] [-o ディレクトリ名]
sysinfoget --del [-o ディレクトリ名]
sysinfoget -h

説明

システムの稼働情報を出力するほか，出力先を指定したり，出力する稼働情報の内容を指定したり

できます。ファイルシステム上のディレクトリに出力しない場合，稼働情報は OS ディスクに出力

されます。OS ディスクに出力された稼働情報は全ログデータ（All log data）をダウンロードする

ことで確認できます。なお，システムの負荷が大きく増減したときや，全ログデータをダウンロー

ドする前に，稼働情報は自動的に OS ディスクに出力されます。

出力先のディレクトリに必要な空き容量は 500MB 以上です。容量が不足すると，KAQG53012-E
メッセージが表示され，稼働情報を出力できません。また，稼働情報が残っていると，ファイルシ

ステムの容量を圧迫するおそれがあります。 出力先のディレクトリから稼働情報を入手したあと

は，すぐにデータを削除してください。

このコマンドは［Ctrl］+［C］によって処理を中断できます。［Ctrl］+［C］やタイムアウトによっ

て処理が中断された場合は，中断した時点までに採取した稼働情報が出力されます。

注意：

このコマンドは，必ず保守員の指示に従って実行してください。

オプションと引数

--all
稼働情報をすべて（関数トレース，関数プロファイル，プロセススタックトレースおよびプロ

セスオープンファイルの一覧）出力する場合に指定します。

--del
-oオプションで指定したディレクトリに出力されている稼働情報が削除されます。-oオプ

ションを指定しなかった場合は，OS ディスクに出力されている稼働情報が削除されます。

566 コマンドリファレンス

コマンドリファレンス



--ftrace
稼働情報のうち，関数トレースを出力する場合に指定します。

--ftrace-time 採取時間

関数トレースの採取時間を 1～10 の範囲で指定します（単位：秒）。--allまたは--ftrace
オプションとともに指定します。このオプションを省略した場合は，「1」が設定されます。

--fprof
稼働情報のうち，関数プロファイルを出力する場合に指定します。

--fprof-time 採取時間

関数プロファイルの採取時間を 1～30 の範囲で指定します（単位：秒）。--allまたは--
fprofオプションとともに指定します。このオプションを省略した場合は，「20」が設定され

ます。

--load
同時に指定するオプションで対象となるプロセスを，特定のプロセスだけに限定する場合に指

定します。--all，--pstackまたは--pfileオプションとともに指定します。

--o ディレクトリ名

ファイルシステム上のディレクトリに稼働情報を出力する場合，/mnt/で始まるディレクトリ

を絶対パスで指定します。

--pfile
稼働情報のうち，プロセスオープンファイルの一覧を出力する場合に指定します。

--pstack
稼働情報のうち，プロセススタックトレースを出力する場合に指定します。

注意：

--all，--delおよび-hオプションを指定しない場合，省略できるオプションのうち 1 つ以

上のオプションを必ず指定してください。

戻り値

表 2-391 sysinfoget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.242 syslurestore（システム LU の回復）

書式（クラスタ構成で Physical Node の場合）

syslurestore --trans [--system-only] [--system-name クラスタ名]
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syslurestore -f 設定情報ファイル名 [--id Virtual-Server-ID]
syslurestore -s osdisk IPアドレス

syslurestore -s cmlu
syslurestore -h

書式（クラスタ構成で Virtual Server の場合）

syslurestore --trans [--system-only] [--system-name ホスト名]
syslurestore -f 設定情報ファイル名

syslurestore -h

書式（シングルノード構成の場合）

syslurestore --trans [--system-only] [--system-name ホスト名]
syslurestore -f 設定情報ファイル名

syslurestore -h

説明

syslusaveコマンドおよび sysluschedulesetコマンドで取得した情報を基に，システム LU
を回復します。また，HCP にシステム設定情報ファイルを保存し，ユーザーデータをマイグレート

している場合に，システム LU とユーザー LU の情報を一括して回復できます。また，Virtual
Server の設定情報を回復できます。システム設定情報の回復手順については，「トラブルシュー

ティングガイド」を参照してください。

HCP 上に保存したシステム設定情報ファイルおよびユーザーデータを使用して，システム LU と

ユーザー LU の情報を回復する場合に，バックグラウンドでファイルシステム下のすべてのファイ

ルをスタブファイルとして回復するように設定すると，次の契機で回復が開始されます。

クラスタ構成で Physical Node の場合：

システム LU を回復したあとに，クラスタを構築し直して，リソースグループを起動したと

き。

クラスタ構成で Virtual Server の場合：

Virtual Server の設定情報を回復したあとに，Virtual Server を再起動したとき。

シングルノード構成の場合：

システム LU を回復したあとに，OS が自動的に再起動されたとき。

スタブファイルの回復が開始されるときは KAQM37113-I メッセージが，スタブファイルの回復が

完了するときは KAQM37114-I メッセージが表示されます。

注意：

◦ OS ディスクおよび共有 LU で同時に障害が発生していた場合は，OS ディスクおよび共有

LU を個別に回復することはできません。システム LU を一括して回復してください。

◦ 両ノードの OS ディスクで同時に障害が発生していた場合は，両ノードの OS ディスクを個

別に回復することはできません。システム LU を一括して回復してください。

◦ 設定情報ファイルと回復対象のシステムとの照合にノードの，管理ポートのインター

フェースの固有 IP アドレスを使用するため，両ノードの，管理ポートのインターフェース

の固有 IP アドレスは，設定情報を保存したときと同じ IP アドレスにしてください。

◦ 情報を取得したときと同じバージョンの OS を使用している HVFP/HDI でコマンドを実

行してください。

◦ バックグラウンドでのスタブファイルの回復中にディレクトリをリネームすると，リネー

ムしたディレクトリ以下のファイルまたはディレクトリのスタブファイルが回復されない

ことがあります。この場合は，リネームしたディレクトリ以下のファイルまたはディレク

トリにクライアントからアクセスしたときに，スタブファイルが回復されます。
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クラスタ構成で Physical Node の場合：

すべてのシステム LU を一括して回復する場合は，システム設定情報ファイル（システム LU
内の情報をアーカイブしたファイル）を使用します。OS ディスクまたは共有 LU のどちらか

一方を回復する場合は，システム LU 内に保存された情報を使用します。OS ディスクを回復

する場合は，回復対象のノードにログインする必要があります。

OS ディスクを回復すると，実行ノードの OS が自動的に再起動されます。

共有 LU またはすべてのシステム LU を回復すると，クラスタ内の両ノードの OS が自動的に

再起動されます。また，再起動後はクラスタ構成が初期化されるため，クラスタを構築し直す

必要があります。

クラスタ構成で Virtual Server の場合：

事前に Virtual Server を初期化したあと，起動しておいてください。Physical Node 上で

Virtual Server の設定情報を回復する場合は，コマンドを実行するノードに Virtual Server の
設定情報ファイルをアップロードしてください。また，回復後に Virtual Server を再起動して

ください。

シングルノード構成の場合：

システム LU を回復すると OS が自動的に再起動されます。

オプションと引数

-f 設定情報ファイル名

システム LU を回復する場合に，システム設定情報ファイルの名称を指定します。SSH 用アカ

ウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）の直下にあるファイルの名称だけが指定で

きます。対象のファイルがリモートホストやユーザー LU のディレクトリに存在する場合は，

SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）の直下に転送する必要がありま

す。このオプションを指定してコマンドを実行した場合は，回復処理の進捗状況および残り処

理時間を示すメッセージが表示されます。

--id Virtual-Server-ID
Physical Node 上で Virtual Server の設定情報を回復する場合に，Virtual Server ID を指定し

ます。

-s cmlu
共有 LU を回復する場合に指定します。

-s osdisk IP アドレス

OS ディスクを回復する場合に，もう一方のノードの，管理ポートのインターフェースの固有

IP アドレスを指定します。IPv6 形式の IP アドレスは指定できません。

--trans [--system-only] [--system-name クラスタ名またはホスト名]
HCP にデータをマイグレートしている場合に，HCP 上に保存したシステム設定情報ファイル

およびユーザーデータを使用して，システム LU とユーザー LU の情報を回復するときに指定

します。対話形式で HCP の情報，HCP との通信に使用するデータポートの情報およびデータ

の回復方法を指定します。なお，mng0で HCP と通信する場合は，データポートの情報を指定

しないでください。

このオプションを指定してコマンドを実行した場合は，回復処理の進捗状況および残り処理時

間を示すメッセージが表示されます。ALog ConVerter と連携して監査ログをファイルシステ

ムに出力している場合，KAQM13186-W メッセージが表示されて終了しますが，対処は必要

ありません。

なお，コマンドの実行を中止するために，対話形式の入力を終了する場合は，項目ごとに何も

入力しないで［Ctrl］＋［D］キーを押してください。

コマンドリファレンス 569

コマンドリファレンス



--system-only
システム LU の情報だけを回復したい場合に指定します。

--system-name クラスタ名またはホスト名

1 つのテナント上に複数のシステム設定情報を保存している場合に指定します。システ

ム設定情報ファイルを保存した時と同じクラスタ名またはホスト名を指定してください。

Physical Node の場合はクラスタ名を，シングルノード構成または Virtual Server の場合

はホスト名を指定してください。

対話形式で指定する HCP の情報を次の表に示します。

表 2-392 syslurestore コマンドで指定する HCP の情報

項目 説明

host-name HCP のホスト名（FQDN）を指定します。

host-address HCP の IP アドレスを指定します。

tenant-name HCP のテナント名を指定します。

user-name テナント内のすべてのネームスペースにアクセスできるデータアクセスア

カウントのユーザー名を指定します。

password テナント内のすべてのネームスペースにアクセスできるデータアクセスア

カウントのパスワードを指定します。

対話形式で指定する HCP との通信に使用するデータポートの情報を次の表に示します。

表 2-393 syslurestore コマンドで指定するデータポートの情報

項目 説明

port-name HCP との通信に使用するポート名を指定します。

ip-address HCP との通信に使用する IP アドレスを指定します。

netmask HCP との通信に使用する IP アドレスのネットマスクを指定します。

gateway HCP との通信に使用するゲートウェイの IP アドレスを指定します。な

お，ゲートウェイの設定が不要な場合は省略できます。

対話形式で指定するデータの回復方法の情報を次の表に示します。

表 2-394 syslurestore コマンドで指定するデータの回復方法の情報

項目 説明

Restore method データの回復方法を選択します。

1. Background
バックグラウンドで，すべてのファイルをスタブファイルとして回復

する場合に指定します。

2. On-demand
クライアントからファイルやディレクトリにアクセスした際に，対象

のファイルまたはディレクトリと，その親ディレクトリを回復する場

合に指定します。

なお，--system-onlyオプションを指定した場合は表示されません。

Background restore
speed

Restore methodで 1. Backgroundを指定した場合に，回復処理の速

度を選択します。回復処理の速度を選択することで，回復処理またはクラ

イアントからの I/O 処理のどちらを優先するのか選択できます。

1. Slow
2. Normalを指定したときよりも遅い速度（目安となる処理時間は

約 2 倍）で回復することで，回復処理よりもクライアントからの I/O
処理を優先させる場合に指定します。

2. Normal
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項目 説明

通常の速度で回復する場合に指定します。

3. Fast
2. Normalを指定したときよりも速い速度（目安となる処理時間は

約半分）で回復することで，クライアントからの I/O 処理よりも回復

処理を優先させる場合に指定します。

戻り値

表 2-395 syslurestore コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

11，12，15，25，26，27，28，
29，30，31，68，69，70，71※，

74，75，76

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66，77 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

71※，72，73 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

システム LU（設定情報ファイル名：sysbk_FC-GW4230NW0-
T122000092_20120313_1629.tgz）を一括で回復する場合

$ sudo syslurestore -f sysbk_FC-GW4230NW0-T122000092_20120313_1629.tgz
KAQM13133-Q Processing might take a while. Do you want to restore the 
system settings by using the specified file (saved date and time = 
2012/09/25 15:07)? (y/n)y
Restoring the system configuration. (remaining time = 63 seconds)
  Step 1/7 Pre-processing will now start. (remaining time = 63 seconds)
  Step 2/7 Decompressing the system backup files. (remaining time = 33 
seconds)
  Step 3/7 Initializing management area-1. (remaining time = 32 seconds)
  Step 4/7 Initializing management area-2. (remaining time = 31 seconds)
  Step 5/7 Initializing management area-3. (remaining time = 30 seconds)
  Step 6/7 Restoring the system files. (remaining time = 20 seconds)
  Step 7/7 Performing post-processing. (remaining time = 10 seconds)
KAQM13131-I The settings for the cluster management LU and both OS disks in 
the cluster have been restored, and the OSs in the cluster have been 
restarted. After restarting the OSs, define a cluster.

OS ディスクを回復する場合

$ sudo syslurestore -s osdisk 10.213.75.135
KAQM13122-Q Processing might take a while. Do you want to restore the OS 
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disks by using the saved settings (saved date and time = 2012/03/13 16:29)? 
(y/n)

共有 LU を回復する場合

$ sudo syslurestore -s cmlu
KAQM13123-Q Processing might take a while. Do you want to restore the 
cluster management LU by using the saved settings (saved date and time = 
2012/03/13 16:30)? (y/n)

HCP 上に保存したシステム設定情報ファイルおよびユーザーデータを使用して，システム LU と

ユーザー LU の情報を回復する場合

$ sudo syslurestore --trans --system-name cluster01
[Transfer settings]
host-name: hcp.example.com
host-address: 10.213.88.77
tenant-name: tenant01
user-name: user01
password:
KAQM13211-Q Do you want to set the data port? (y/n) y
[Network settings]
port-name: eth12
ip-address: 10.20.30.40
netmask: 255.255.255.0
gateway:
KAQM13214-I A summary of the system settings is now being acquired...
System settings summary
  System name                  : cluster01
  System model                 : example
  System version               : 4.2.3-03
  Network information
    node 0(DT131000488)        : 10.213.75.140(mng0)
    node 1(DT131000489)        : 10.213.75.141(mng0)
  Total number of file systems : 4
  Backup date and time         : 2014/04/12 04:01

[Restore method]
1. Background
2. On-demand
KAQM13226-Q Select a number indicating the method for restoring files in 
the file system as stub files, and then press [Enter]. (1/2): 1

[Background restore speed]
1. Slow
2. Normal
3. Fast
KAQM13227-Q Select a number indicating the speed for restoring stub files 
in the background, and then press [Enter]. (1/2/3): 2

KAQM13185-Q Processing will take about 293 seconds. Do you want to restore 
system settings by using the saved file? (y/n)y
Restoring the system configuration. (remaining time = 293 seconds)
  Step 1/9 Pre-processing will now start. (remaining time = 293 seconds)
  Step 2/9 Decompressing the system configuration information files. 
(remaining time = 263 seconds)
  Step 3/9 Initializing management area-1. (remaining time = 262 seconds)
  Step 4/9 Initializing management area-2. (remaining time = 261 seconds)
  Step 5/9 Initializing management area-3. (remaining time = 260 seconds)
  Step 6/9 Restoring the system files. (remaining time = 250 seconds)
  Step 7/9 Creating the file systems. (remaining time = 240 seconds)
  Step 8/9 Restoring the file systems. (remaining time = 150 seconds)
    1/4 fs01 (remaining time = 150 seconds)
    2/4 fs02 (remaining time = 105 seconds)
    3/4 node1_fs01 (remaining time = 60 seconds)
    4/4 node1_fs01 (remaining time = 35 seconds)
  Step 9/9 Performing post-processing. (remaining time = 10 seconds)
KAQM13131-I The settings for the cluster management LU and both OS disks in 
the cluster have been restored, and the OSs in the cluster have been 
restarted. After restarting the OSs, define a cluster
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2.243 syslusave（システム LU の保存）

書式（クラスタ構成で Physical Node の場合）

syslusave
syslusave -o
syslusave -d {trans|ディレクトリパス}
syslusave -h

書式（クラスタ構成で Virtual Server の場合）

syslusave -o
syslusave -d trans
syslusave -h

書式（シングルノード構成の場合）

syslusave -o
syslusave -d {trans|ディレクトリパス}
syslusave -h

説明

システム LU を保存します。

このコマンドを実行する前に，「3.15 システム設定情報の管理」の「システム LU を保存する前に：」

の内容を確認してください。

クラスタ構成でこのコマンドを実行した場合，OS ディスクの情報は共有 LU に，共有 LU の情報は

OS ディスクに保存されます。また，クラスタ構成およびシングルノード構成でオプションを指定し

た場合，システム LU 内での保存に加えて，システム設定情報ファイル（システム LU 内の情報を

アーカイブしたファイル）をシステム LU 外に保存できます。

オプションと引数

-d {trans|ディレクトリパス}
システム設定情報ファイル（システム LU 内の情報をアーカイブしたファイル）の保存先を指

定します。

trans
システム設定情報ファイルを HCP 上または FTP サーバに保存する場合に指定します。

HCP 上に保存する場合はマイグレーション先の HCP の情報を，FTP サーバに保存する

場合は sysluschedulesetコマンドで転送先の FTP サーバの情報を事前に設定する必

要があります。

Physical Node の場合は HCP 上に設定情報ファイルを保存できます。また，Virtual
Server またはシングルノード構成の場合は，HCP 上または FTP サーバにシステム設定

情報ファイルを保存できます。

ディレクトリパス

システム設定情報ファイルをファイルシステム上に保存する場合に，格納するディレクト

リを/mnt/で始まる絶対パスで指定します。

指定できる文字は，英数字，感嘆符（!），番号記号（#），ドル記号（$），パーセント

（%），アンパサンド（&），アポストロフィ（'），始め小括弧（(），終わり小括弧（)），正

符号（+），コンマ（,），ハイフン（-），ピリオド（.），斜線（/），セミコロン（;），等

号（=），単価記号（@），始め角括弧（[），終わり角括弧（]），アクサンシルコンフレッ

クス（^），アンダーライン（_），アクサングラーブ（`），始め波括弧（{），終わり波括

弧（}），波ダッシュ（~）およびスペースです。このほか，マルチバイト文字も指定でき

ます。ただし，シンボリックリンクを含むパスは指定できません。末尾に指定した斜線お
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よびスペースは削除されます。また，「.snaps」および「.history」というディレクトリ名

は指定できません。「.arc」，「.system_gi」，「.system_reorganize」，「lost+found」および

「.lost+found」は，ファイルシステム直下のディレクトリの名称として指定できません。

なお，次に示すディレクトリは指定できません。

・読み書きできる状態でマウントされていないファイルシステム上のディレクトリ

・ホームディレクトリローミング対応ファイルシステム上のディレクトリ

-o
SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）の直下にシステム設定情報ファ

イルを出力する場合に指定します。ノードごとに 1 世代のシステム設定情報ファイルを出力

できます。このオプションを指定してコマンドを実行したあと，システム設定情報ファイルを

scpコマンドまたはそのほかの安全な転送ツールを使用してリモートホストに転送し，SSH 用

アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）から削除する必要があります。

戻り値

表 2-396 syslusave コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，14，17，18，19，20，21，
22，23，24，30，67，68，70，
71※，74※，75，76※，99※

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

71※，72，73，74※，76※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

97，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

システム LU の情報をシステム LU 内に保存する場合

$ sudo syslusave

システム設定情報ファイルを HCP 上または FTP サーバに保存する場合

$ sudo syslusave -d trans

システム設定情報ファイルを SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）の直下

に出力する場合
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$ sudo syslusave -o
KAQM13128-I The settings were successfully saved. Transfer the settings 
file to an external location, and then erase the file stored in the system. 
(output file = sysbk_FC-GW9P67NBX_20100108_0851.tgz)

2.244 syslusavestatus（システム LU の保存状態の表示）

書式

syslusavestatus [--del デリミタ文字]
syslusavestatus -h

説明

システム LU の保存状態を表示します。

オプションと引数

--del デリミタ文字

指定された任意の英数字，記号またはスペースで区切って表示する場合に指定します。

表示項目

Physical Node で，このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-397 Physical Node で syslusavestatus コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Setting save status システム LU の情報が表示されます。

Transfer all system
settings

システム LU の内容が，システム設定情報ファイル（システム LU 内の情報を

アーカイブしたファイル）として 後に HCP 上に保存された日時が次の形式

で表示されます。

＜日付（形式：YYYY/MM/DD）＞ ＜時刻（形式：hh:mm）＞

ただし，システム LU がシステム設定情報ファイルとして一度も出力されてい

ないか，システム LU を保存中または回復中の場合は，ハイフン（-）が表示

されます。

Download all system
settings

システム設定情報ファイルが 後にダウンロードまたは保存された日時が次

の形式で表示されます。

＜日付（形式：YYYY/MM/DD）＞ ＜時刻（形式：hh:mm）＞

なお，日時は次のどれかが実行されると更新されます。

• システム設定情報ファイルがダウンロードされた場合

• システム設定情報ファイルがファイルシステム上に保存された場合

• システム設定情報ファイルが HCP 上に保存された場合

ただし，システム LU がシステム設定情報ファイルとして一度も出力されてい

ないか，システム LU を保存中または回復中の場合は，ハイフン（-）が表示

されます。

Cluster management LU
save status

共有 LU の情報が表示されます。

Save status 共有 LU の保存状態が表示されます。

Normal
共有 LU の保存または回復が完了しているときに表示されます。

Now saving...
共有 LU を保存中の場合に表示されます。

Now restoring...
共有 LU を回復中の場合に表示されます。
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項目 説明

Normal以外が表示されている場合は，システム LU の保存および回復操作を

実行しないでください。

Last save date 共有 LU が 後に保存された日時が次の形式で表示されます。

＜日付（形式：YYYY/MM/DD）＞ ＜時刻（形式：hh:mm）＞

ただし，共有 LU の保存データがノード上に存在していないか，共有 LU を保

存中または回復中の場合は，ハイフン（-）が表示されます。

OS disk save status OS ディスクの情報が表示されます。

ノード番号，ホスト名 クラスタ内のノードのうち，現在ログインしているノードの情報が次の形式で

表示されます。

＜ノード番号＞(＜ホスト名＞)
Save status クラスタ内のノードのうち，現在ログインしているノードの OS ディスクの保

存状態が表示されます。

Normal
OS ディスクの保存または回復が完了しているときに表示されます。

Now saving...
OS ディスクを保存中の場合に表示されます。

Now restoring...
OS ディスクを回復中の場合に表示されます。

Normal以外が表示されている場合は，システム LU の保存および回復操作を

実行しないでください。

Last save date クラスタ内のノードのうち，現在ログインしているノードの OS ディスクが

後に保存された日時が次の形式で表示されます。

＜日付（形式：YYYY/MM/DD）＞ ＜時刻（形式：hh:mm）＞

ただし，OS ディスクの保存データがノード上に存在していないか，OS ディ

スクを保存中または回復中の場合は，ハイフン（-）が表示されます。

ノード番号，ホスト名 クラスタ内のノードのうち，現在ログインしていないノードの情報が次の形式

で表示されます。

＜ノード番号＞(＜ホスト名＞)
Save status クラスタ内のノードのうち，現在ログインしていないノードの OS ディスクの

保存状態が表示されます。

Normal
OS ディスクの保存または回復が完了しているときに表示されます。

Now saving...
OS ディスクを保存中の場合に表示されます。

Now restoring...
OS ディスクを回復中の場合に表示されます。

Normal以外が表示されている場合は，システム LU の保存および回復操作を

実行しないでください。

Last save date クラスタ内のノードのうち，現在ログインしていないノードの OS ディスクが

後に保存された日時が次の形式で表示されます。

＜日付（形式：YYYY/MM/DD）＞ ＜時刻（形式：hh:mm）＞

ただし，OS ディスクの保存データがノード上に存在していないか，OS ディ

スクを保存中または回復中の場合は，ハイフン（-）が表示されます。

また，Virtual Server またはシングルノード構成で，このコマンドを実行した際に表示される情報

を次の表に示します。

表 2-398 Virtual Server またはシングルノード構成で syslusavestatus コマンドを実行した場合に
表示される情報

項目 説明

Setting save status システム LU の情報が表示されます。

Save status システム LU の保存状態が表示されます。

Normal

576 コマンドリファレンス

コマンドリファレンス



項目 説明

システム LU の保存または回復が完了しているときに表示されます。

Now saving...
システム LU を保存中の場合に表示されます。

Now restoring...
システム LU を回復中の場合に表示されます。

Normal以外が表示されている場合は，システム LU の保存および回復操作を

実行しないでください。

Transfer all system
settings

システム LU の内容が，システム設定情報ファイル（システム LU 内の情報を

アーカイブしたファイル）として 後に HCP 上または FTP サーバに保存さ

れた日時が次の形式で表示されます。

＜日付（形式：YYYY/MM/DD）＞ ＜時刻（形式：hh:mm）＞

ただし，システム LU がシステム設定情報ファイルとして一度も出力されてい

ないか，システム LU を保存中または回復中の場合は，ハイフン（-）が表示

されます。

Download all system
settings

システム設定情報ファイルが 後にダウンロードまたは保存された日時が次

の形式で表示されます。

＜日付（形式：YYYY/MM/DD）＞ ＜時刻（形式：hh:mm）＞

なお，日時は次のどれかが実行されると更新されます。

• システム設定情報ファイルがダウンロードされた場合

• システム設定情報ファイルがファイルシステム上に保存された場合

• システム設定情報ファイルが FTP サーバに保存された場合（Virtual
Server またはシングルノード構成のとき）

• システム設定情報ファイルが HCP 上に保存された場合

ただし，システム LU がシステム設定情報ファイルとして一度も出力されてい

ないか，システム LU を保存中または回復中の場合は，ハイフン（-）が表示

されます。

戻り値

表 2-399 syslusavestatus コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

65，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

68，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

共有 LU とクラスタ内の両ノードの OS ディスクの保存状態を参照する場合（デリミタ文字：%）

$ sudo syslusavestatus --del "%"
Normal%2010/11/01 06:29%node 0(D3Z7MNBX)%Normal%2010/11/01 06:28%node 
1(D5Z7MNBX)%Normal%2010/11/01 06:28%2010/11/01 06:28%2010/11/01 00:07
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2.245 sysluscheduleget（システム LU の定時保存設定の
表示）

書式

sysluscheduleget [-h]

説明

システム LU の定時保存が有効かどうか，および定時保存のスケジュールを表示します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-400 sysluscheduleget コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Schedule settings
for saving all
system settings

システム LU の定時保存の情報が表示されます。

Schedule setting
status

システム LU の定時保存が有効かどうかが表示されます。

On
定時保存が有効な場合に表示されます。

Off
定時保存が無効な場合に表示されます。

Schedule interval システム LU の定時保存の周期が表示されます。

Daily
定時保存の周期が毎日の場合に表示されます。

Weekly
Day of week : ＜曜日＞

定時保存の周期が毎週の場合に，対象の曜日が Sun，Mon，Tue，Wed，
Thu，Friおよび Satで表示されます。曜日が複数設定されている場合

は，コンマ（,）で区切って表示されます。

Monthly
Day : ＜日付＞

定時保存の周期が毎月の場合に，対象の日付が 1～31 の範囲で表示されま

す。日付が複数設定されている場合は，コンマ（,）で区切って表示され

ます。

Schedule time システム LU の保存時刻が hh:mmの形式で表示されます。

Output setting システム設定情報ファイルまたは Virtual Server の設定情報の保存先が表示さ

れます。

Server transfer (HCP)
システム設定情報ファイルを HCP 上に保存する場合に表示されます。

Server transfer (FTP)
システム設定情報または Virtual Server の設定情報を FTP サーバに保存

する場合に表示されます。また，この項目が表示された場合は，次の情報

も表示されます。

FTP server：FTP サーバの IP アドレスまたはホスト名が表示されます。

定時保存が設定されていない場合は，ハイフン（-）が表示されます。

User name：FTP サーバのユーザー名が表示されます。定時保存が設定

されていない場合は，ハイフン（-）が表示されます。

Directory：転送先のディレクトリが表示されます。定時保存が設定され

ていない場合は，ハイフン（-）が表示されます。

＜ディレクトリパス＞

システム設定情報ファイルをファイルシステム上に保存する場合に，格納

するディレクトリが絶対パスで表示されます。
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項目 説明

-
システム設定情報ファイルを出力しない場合に表示されます。

戻り値

表 2-401 sysluscheduleget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.246 sysluscheduleset（システム LU の定時保存の設定）

書式（クラスタ構成で Physical Node の場合）

sysluscheduleset {[-S 定時保存の周期] [-d {trans|ディレクトリパス|off}]}
   [-t hcp]
sysluscheduleset {--on|--off}
sysluscheduleset -h

書式（クラスタ構成で Virtual Server の場合）

sysluscheduleset {[-S 定時保存の周期] [-d trans [-t {hcp|ftp}]]
   [--server 転送先サーバ名] [-u ユーザー名] [-p パスワード]
   [--directory 転送先ディレクトリパス]}
sysluscheduleset {[-S 定時保存の周期] [-d home]}
sysluscheduleset {--on|--off}
sysluscheduleset -h

書式（シングルノード構成の場合）

sysluscheduleset {[-S 定時保存の周期] [-d trans [-t {hcp|ftp}]]
   [--server 転送先サーバ名] [-u ユーザー名] [-p パスワード]
   [--directory 転送先ディレクトリパス]}
sysluscheduleset {[-S 定時保存の周期] [-d {home|ディレクトリパス}]}
sysluscheduleset {--on|--off}
sysluscheduleset -h

説明

システム LU の定時保存を有効にするか無効にするか，または定時保存のスケジュールを設定しま

す。このコマンドを実行する前に，「3.15 システム設定情報の管理」の「システム LU を保存する

前に：」の内容を確認してください。

初期設定ではシステム内でシステム LU を保存するだけですが，-dオプションを指定すると，

HVFP/HDI のファイルシステムや転送先サーバにシステム設定情報ファイルを保存できます。

HVFP/HDI のファイルシステム内には次の名称で保存されます。

schedule_syslu_backup.tgz
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HCP と連携していて，かつシステム設定情報ファイルを HVFP/HDI のファイルシステム内に保存

している場合は，保存したシステム設定情報ファイルを削除しないでください。

注意：

◦ システム LU の定時保存はどちらかのノードでだけ有効にできます。

◦ 保存できるシステム設定情報ファイルは 1 世代だけです。

デフォルトでは，システム LU を毎日 00：07（Virtual Server の場合は毎日 03：47）に定時保存

する設定となっていますが，定時保存する時刻は，NDMP 機能，ボリュームレプリケーション連携

機能，ファイルスナップショット機能および Hitachi File Remote Replicator のジョブが動作しな

い時刻に設定してください。また，定時保存する時刻にコマンドの実行や GUI 操作をしないでくだ

さい。

Virtual Server の設定情報ファイルは，SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/
nasroot）の直下に保存するようにデフォルトで設定されています。この設定では， 後に保存し

た設定情報ファイルしか保管されないため，scpコマンドでファイルをシステム外部に保存したあ

と，rmfileコマンドでホームディレクトリ上のファイルを削除してください。またはシステム外

部に定時保存されるよう設定を変更することを検討してください。

オプションと引数

-d
システム設定情報ファイルまたは Virtual Server の設定情報ファイルを保存する場合に指定

します。次に示すオプションのどれかを，同時に指定する必要があります。このオプションを

省略すると現在の設定値が引き継がれます。

home
Virtual Server の場合，またはシングルノード構成の場合に指定できます。

SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）の直下に保存する場合に指

定します。

off
クラスタ構成で Physical Node の場合に指定できます。

初期設定（システム内でシステム LU を保存するだけの設定）に戻す場合に指定します。

trans
転送先サーバに保存する場合に指定します。

Virtual Server の場合は，-tオプションを同時に指定する必要があります。

ディレクトリパス

クラスタ構成で Physical Node の場合，またはシングルノード構成の場合に指定できま

す。

ファイルシステム上に保存する場合に，格納先のディレクトリを/mnt/で始まる絶対パス

で指定します。

--directory 転送先ディレクトリパス

転送先サーバとなる FTP サーバのディレクトリを指定します。ディレクトリは，転送前に

FTP サーバに作成してください。ただし，マルチバイト文字は指定できません。このオプショ

ンを省略した場合は，現在設定されている情報が適用されます。

{--on|--off}
システム LU の定時保存を有効にするか，または無効にするかを指定します。初期設定は，実

行ノードが「--on」で，もう一方のノードが「--off」です。
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--on
システム LU の定時保存を有効にする場合に指定します。

--off
システム LU の定時保存を無効にする場合に指定します。

-p パスワード

転送先サーバとなる FTP サーバにログインするパスワードを指定します。このオプションを

省略した場合は，現在設定されている情報が適用されます。

-S 定時保存の周期

システム LU の定時保存の周期を指定します。

指定できる定時保存の周期を次に示します。このオプションを省略した場合は，現在の設定値

が引き継がれます。初期設定は「D-0007（毎日 0 時 7 分に保存）」です。

D-＜時刻＞

定時保存の周期を毎日にする場合に指定します。＜時刻＞は hhmm の形式で指定しま

す。

W-＜曜日＞-＜時刻＞

定時保存の周期を毎週にする場合に指定します。＜曜日＞には，Sun，Mon，Tue，Wed，
Thu，Friまたは Satを指定します。曜日を複数設定する場合は，コンマ（,）で区切っ

て指定します。＜時刻＞は hhmm の形式で指定します。

M-＜日付＞-＜時刻＞

定時保存の周期を毎月にする場合に指定します。＜日付＞は 1～31 の範囲で指定します。

29～31 を指定した場合は，その日付が存在する月だけ定時保存が実行されます。日付を

複数設定する場合は，コンマ（,）で区切って指定します。＜時刻＞は hhmm の形式で指

定します。

--server 転送先サーバ名

転送先サーバとなる FTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を 255 文字以内で指定します。

IP アドレスでの指定を推奨します。

-t
転送先サーバを指定します。次に示すオプションのどちらかを，同時に指定する必要がありま

す。シングルノード構成の場合，このオプションを省略すると hcpが設定されます。

hcp
HCP 上に保存する場合に指定します。

ftp
Virtual Server の場合，またはシングルノード構成の場合に指定できます。

FTP サーバに保存する場合に指定します。事前に FTP サーバを起動しておいてくださ

い。なお，--serverオプションを同時に指定する必要があります。

-u ユーザー名

転送先サーバとなる FTP サーバにログインするユーザー名を指定します。このオプションを

省略した場合は，現在設定されている情報が適用されます。
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戻り値

表 2-402 sysluscheduleset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

18，19，20，21，22，23，24，
25，27，30，70，71※，74※，

75，76※，99※

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

71※，72，73，74※，76※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

97，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

システム LU の定時保存を無効に設定する場合

$ sudo sysluscheduleset --off

システム LU の定時保存を次の条件で設定する場合

◦ 毎週，日曜～火曜の 12 時 30 分にシステム LU を保存する

◦ システム設定情報ファイルを出力し，出力するディレクトリは/mnt/FS01/dir とする

$ sudo sysluscheduleset -S W-Sun,Mon,Tue-1230 -d /mnt/FS01/dir

2.247 tapeadd（テープドライブの情報の登録または有効
化）

書式

tapeadd -a [-nomsg]
tapeadd -t WWN[:LUN][,WWN[:LUN]…] [-nomsg]
tapeadd -h

説明

ノードに SAN で接続されたテープドライブの情報を NDMP サーバに登録します。また，無効に

なっているテープドライブの登録情報を有効にします。
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このコマンドを実行してテープドライブの情報を登録するためには，保守員または SAN 管理者に

よって，NDMP サーバに登録するテープドライブがノードに接続されている必要があります。

NDMP サーバには，テープドライブを 大で 32 台登録できます。

また，次の場合は登録済みのテープドライブの情報は無効になります。継続してテープドライブを

使用するには，このコマンドを実行して，テープドライブの登録情報を有効にしてください。

• システム管理者が手動で登録情報を無効にした場合

• リソースグループでの運用から Virtual Server での運用に移行した場合

ノードに SAN で接続されたテープドライブを使用した運用の開始後は，-tオプションと WWNおよ

び LUNを両方指定して操作対象とするテープドライブを限定した上で，バックアップまたはリスト

アの処理中でないことを確認してから，このコマンドを実行してください。

バックアップまたはリストア処理中に，このコマンドを実行しないでください。実行した場合，登

録または有効化の対象に指定したテープドライブで処理中のバックアップやリストアがエラー終了

するおそれがあります。

なお，NDMP サーバの稼働中にこのコマンドを実行した場合は，NDMP サーバが自動的に再起動

されます。コマンド実行後，NDMP サーバの稼働状態を確認してください。

オプションと引数

-a
すべてのテープドライブを NDMP サーバに登録する場合，またはすべてのテープドライブの

登録情報を有効にする場合に指定します。

-t WWN[:LUN][,WWN[:LUN]…]
特定のテープドライブを登録または有効化する場合に，対象のテープドライブの WWN と

LUN を指定します。WWN のアルファベットは英小文字で指定してください。

WWN だけを指定した場合は，指定した WWN に属するすべてのテープドライブが登録または

有効化されます。

戻り値

表 2-403 tapeadd コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3，4 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

6，8，9，10，12，13，14，15，
16，17，18，19

システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

7，11，31，32，33，34，37，
38，39

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

ノードに SAN で接続されたすべてのテープドライブを NDMP サーバに登録する場合
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$ sudo tapeadd –a
Aug 14 17:29:05 KAQB11500-I tapeadd command execution has started.
Aug 14 17:29:15 KAQB11501-I tapeadd command has finished.

ノードに SAN で接続された特定のテープドライブ（WWN：500104f00094ad66，LUN：0）を登録

する場合

$ sudo tapeadd -t 500104f00094ad66:0
Aug 14 17:29:59 KAQB11500-I tapeadd command execution has started.
Aug 14 17:30:10 KAQB11501-I tapeadd command has finished.

2.248 tapedel（テープドライブの登録情報の解除または無
効化）

書式

tapedel -a [-nomsg]
tapedel -t WWN[:LUN][,WWN[:LUN]…] [-nomsg]
tapedel -h

説明

NDMP サーバに登録されているテープドライブの登録情報を解除したり，無効にしたりします。

テープドライブとノードの接続が閉塞状態になっている場合は，該当するノード，およびノード上

で稼働しているすべての Virtual Server でこのコマンドを実行して登録情報を無効にしたあと，

tapeaddコマンドで登録情報を有効にしてください。

バックアップまたはリストア処理中に，このコマンドを実行しないでください。NDMP サーバの稼

働中にこのコマンドを実行した場合は，NDMP サーバが自動的に再起動されます。コマンド実行

後，NDMP サーバの稼働状態を確認してください。

オプションと引数

-a
NDMP サーバに登録されているすべてのテープドライブの登録情報を解除または無効化する

場合に指定します。

-t WWN[:LUN][,WWN[:LUN]…]
特定のテープドライブの登録情報を解除または無効化する場合に，対象のテープドライブの

WWN と LUN を指定します。WWN のアルファベットは英小文字で指定してください。

WWN だけを指定した場合は，指定した WWN に属するすべてのテープドライブの登録情報が

解除または無効化されます。

戻り値

表 2-404 tapedel コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3，4 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。
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戻り値 説明

6，8，9，10，12，13，14，15，
16，17，18，19

システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

7，11，51，52，53，54，55，
56，57

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

特定のテープドライブ（WWN：500104f00094ad66，LUN：0）の登録情報を解除する場合

$ sudo tapedel -t 500104f00094ad66:0
Aug 14 17:33:45 KAQB11500-I tapedel command execution has started.
Aug 14 17:33:48 KAQB11501-I tapedel command has finished.

2.249 tapelist（テープドライブの情報の表示）

書式

tapelist [[-d][-A]|-D] [-t WWN[:LUN][,WWN[:LUN]…]] [-c] [-nomsg]
tapelist -h

説明

テープドライブの情報を一覧で表示します。

このコマンドを実行する際は，指定するオプションに注意してください。オプションの指定を省略

した場合は，テープドライブの接続状況を検出しないで，登録されているテープドライブの登録状

況だけを表示します。

次の表に，使用目的に応じたオプションの指定を示します。

表 2-405 tapelist コマンドに指定するオプションと使用目的

オプション 使用目的

-d，-A，-Dのどれ

も指定しない

通常の運用を行う上で，バックアップやリストアを開始する前などに，テープドライブ

の情報が NDMP サーバに登録されているかどうかを確認する場合に使用します。

-dを指定※ テープ装置を新規に導入する際やテープ装置が使用できない状態になった際に，テープ

ドライブが正常に稼働しているかどうかを確認する場合に使用します。

-Aを指定※ テープ装置が使用できない状態になった際に，テープドライブが正常に稼働しているか

どうかを確認する場合に使用します。

-Dを指定※ テープドライブを増設した際などに，未登録のテープドライブの情報を確認する場合に

使用します。

注※

これらのオプションを指定して tapelistコマンドを実行すると，コマンドを実行した方の

ノードまたはノード上の Virtual Server でバックアップやリストア処理が実行されている場

合，コマンドはエラーを返します（戻り値 74）。また，もう一方のノードまたはノード上の

Virtual Server でバックアップやリストア処理が実行されている場合，実行中の処理がエラー

終了するおそれがあります。
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これらのオプションを指定してコマンドを実行する際は，バックアップやリストアの処理中で

ないことを確認してください。また，コマンド実行時のバックアップやリストア処理への影響

を 小限に抑えるため，-tオプション，WWNおよび LUNを指定して実行することを推奨しま

す。

オプションと引数

-A
NDMP サーバに登録されているテープドライブの情報だけを参照する場合に指定します。な

お，無効になっているテープドライブ，ノードとの接続が閉塞状態になっているテープドライ

ブの情報も表示されます。

このオプションを指定すると，テープドライブの接続状況も表示されます。

-c
項目名を表示しないで，各情報をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。

-d
ノードに SAN で接続された稼働中のテープドライブの情報だけを参照する場合に指定しま

す。

このオプションを指定すると，テープドライブの接続状況も表示されます。

-D
ノードに SAN で接続された稼働中のテープドライブのうち，NDMP サーバに登録されていな

いテープドライブの情報だけを参照する場合に指定します。

このオプションを指定すると，テープドライブの接続状況も表示されます。

-t WWN[:LUN][,WWN[:LUN]…]
特定のテープドライブの情報を参照する場合に，対象のテープドライブの WWN と LUN を指

定します。WWN のアルファベットは英小文字で指定してください。

WWN だけを指定した場合は，指定した WWN に属するすべてのテープドライブの情報が表示

されます。

表示項目

テープ装置の情報として表示される情報を次の表に示します。

表 2-406 tapelist コマンドを実行したときに表示される情報

項目 説明

WWN テープドライブの WWN が 16 進数で表示されます。

LUN テープドライブの LUN が 10 進数で表示されます。

Status テープドライブの接続状況および登録状況が次の形式で表示されます。

  
＜テープドライブの接続状況＞,＜テープドライブの登録状況＞
  
テープドライブの接続状況は次のとおり表示されます。

-
テープドライブの接続状況を検出しなかった場合に表示されます。

D
テープドライブがノードに接続され，稼働中の場合に表示されます。

N
テープドライブがノードに接続されていないか，電源が入っていない場合に表示さ

れます。

テープドライブの登録状況は次のとおり表示されます。

A
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項目 説明

テープドライブが NDMP サーバに登録されている場合に表示されます。

B
テープドライブとノードの接続が閉塞状態になっている場合に表示されます。

D
テープドライブが NDMP サーバに登録されていない場合に表示されます。

I
テープドライブの登録情報が無効になっている場合に表示されます。

Model テープドライブの製品モデル名が表示されます。

テープドライブに障害が発生して情報が取得できなかった場合は，Errorと表示されま

す。

Type テープ装置のタイプが表示されます。

Medium Changer
ロボットの場合に表示されます。※

Sequential-Access
テープドライブの場合に表示されます。

Error
テープドライブに障害が発生して情報を取得できなかった場合に表示されます。

Path テープドライブのデバイスファイルのパスが表示されます。

注※

通常は，ロボットの情報は表示されません。ロボットの情報が表示された場合には，FC スイッ

チのゾーニングの設定やロボットの接続先が正しいか見直してください。

戻り値

表 2-407 tapelist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3，4 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

6，8，9，10，17 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

7，11，72，73，74 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.250 tftpget（TFTP サービスの構成の表示）

書式

tftpget [-h]

説明

TFTP サービスの構成を表示します。
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表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-408 tftpget コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Access directory 公開ディレクトリのパスが表示されます。

公開ディレクトリを設定していない場合は，ハイフン（-）が表示されます。

戻り値

表 2-409 tftpget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

65，68※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

68※，70，95 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.251 tftpset（TFTP サービスの構成の変更）

書式

tftpset -d 公開ディレクトリパス

tftpset [-y] --clear
tftpset -h

説明

ログインしているノードの TFTP サービスの構成を変更します。

クラスタ構成の場合，両ノードで同じ設定にする必要があります。

TFTP サービスの構成を変更したあとは，TFTP サービスを再起動してください。再起動するまで，

TFTP サービスの構成の変更は反映されません。

オプションと引数

-d 公開ディレクトリパス

公開ディレクトリを，255 文字以内の/mnt/で始まる絶対パスで指定します。

指定できる文字は，英数字，感嘆符（!），番号記号（#），ドル記号（$），パーセント（%），ア

ンパサンド（&），アポストロフィ（'），始め小括弧（(），終わり小括弧（)），正符号（+），
コンマ（,），ハイフン（-），ピリオド（.），斜線（/），セミコロン（;），等号（=），単価記

号（@），始め角括弧（[），終わり角括弧（]），アクサンシルコンフレックス（^），アンダーラ
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イン（_），アクサングラーブ（`），始め波括弧（{），終わり波括弧（}）および波ダッシュ（~）
です。ただし，シンボリックリンクを含むパスは指定できません。また，「.snaps」および

「.history」というディレクトリ名は指定できません。「.arc」，「.system_gi」，
「.system_reorganize」，「lost+found」および「.lost+found」は，ファイルシステム直下のディ

レクトリの名称として指定できません。末尾に指定した斜線は削除されます。なお，ホーム

ディレクトリローミング対応ファイルシステム上のディレクトリは指定できません。

--clear
TFTP サービスに関するすべての設定を解除する場合に指定します。

このオプションは，次の条件を満たしている場合に指定できます。

◦ TFTP サービスが停止していること

◦ TFTP サービスを自動的に起動するように設定していないこと

戻り値

表 2-410 tftpset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

1，10，32，35，36，38，39，
41，42，44，46，68※，70，74，
94※，95

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，68※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

94※，96 システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.252 timeget（時刻設定の表示）

書式

timeget [{-c|--del デリミタ文字}] [-u] [-s]
timeget -h

説明

ノードの現在の時刻，または NTP サーバの IP アドレスもしくはホスト名を表示します。Virtual
Server 上で実行する場合，NTP サーバの設定は参照できません。

すべてのオプションの指定を省略した場合には，ノードの現在の時刻が次の形式で表示されます。

＜曜日＞ ＜月＞ ＜日＞ ＜時刻（形式：hh:mm:ss）＞ ＜タイムゾーン＞ ＜年＞

なお，-uオプションと-sオプションを同時に指定した場合は，-uオプションが無視されます。
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オプションと引数

-c
各項目をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。このオプションを指定した場合，

ノードの現在の時刻は次の形式で表示されます。

＜年＞:＜月＞:＜日＞:＜時＞:＜分＞:＜秒＞:＜タイムゾーン＞

--del デリミタ文字

指定された任意の英数字，記号またはスペースで区切って表示する場合に指定します。

-s
NTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を参照する場合に指定します。Virtual Server 上で

実行する場合，このオプションは指定できません。

-u
ノードの現在の時刻を UTC で表示する場合に指定します。

戻り値

表 2-411 timeget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.253 timeset（時刻設定の実施）

書式

timeset [-s NTPサーバ[,NTPサーバ]] [[-u] YYYYMMDDhhmm[ss]]
timeset -h

説明

クラスタ構成の場合：

ノードの時刻および NTP サーバを設定します。

ノードの時刻を設定する場合には，ログイン先のノードの状態を「INACTIVE」にしておく必

要があります。また，クラスタ内の両ノードでコマンドを実行する必要があります。

NTP サーバを設定する場合には，片方のノードでコマンドを実行すれば，クラスタ内の両ノー

ドに反映されます。

なお，設定後は両ノードで OS を再起動してください。各ノードの OS を再起動するときに

NTP サーバとの時刻同期が行われます。

シングルノード構成の場合：

ノードの時刻および NTP サーバを設定します。
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なお，設定後は OS を再起動してください。OS を再起動後，変更した時刻の反映および NTP
サーバとの時刻同期が行われます。

オプションと引数

-s NTP サーバ[,NTP サーバ]
NTP サーバを設定する場合に，IP アドレスまたはホスト名を指定します。2 台の NTP サーバ

を指定する場合は，コンマ（,）で区切ってください。

また，2 台の NTP サーバをホスト名で指定する場合，同じサーバを指定しないでください。特

に，1 台の NTP サーバが複数のホスト名を保持している場合は，どれか 1 つだけを指定して

ください。

-u
指定した時刻を UTC として扱う場合に指定します。

YYYYMMDDhhmm[ss]
ノードの時刻を西暦年は 4 桁，そのほかは 2 桁で指定します。秒の指定は省略してもかまいま

せん。省略した場合は 00 秒と指定したものとして処理されます。

戻り値

表 2-412 timeset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

96，97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

次の条件で NTP サーバを設定する場合

◦ 2 台の NTP サーバを設定する

◦ 1 台の NTP サーバの IP アドレスは「10.208.193.53」とする

◦ もう 1 台の NTP サーバのホスト名は「ntp.host1」とする

$ sudo timeset -s 10.208.193.53,ntp.host1
KAQM05153-Q If you change the node time, you must then restart the OS on 
both nodes. Do you want to continue? (y/n)

次の条件で NTP サーバとノードの時刻を設定する場合

◦ NTP サーバの IP アドレスは「10.208.193.53」とする

◦ ノードの時刻を 2011/02/13 13:00:00 とする
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$ sudo timeset -s 10.208.193.53 20110213130000
KAQM05153-Q If you change the node time, you must then restart the OS on 
both nodes. Do you want to continue? (y/n)

NTP サーバの設定を解除する場合

$ sudo timeset -s ""

2.254 umapidget（RID 方式でマッピングされた ID・名称
の確認）

書式

umapidget -u {ユーザー名|ユーザー ID}
umapidget -g {グループ名|グループ ID}
umapidget -s {ユーザー名|グループ名|SID}
umapidget -r {ユーザー名|グループ名}
umapidget -h

説明

このコマンドは，RID 方式のユーザーマッピングを使用している場合，次のことを確認できます。

• ユーザー名やグループ名※に割り当てられたユーザー ID およびグループ ID

• ユーザー名やグループ名※に割り当てられた SID および RID

• ユーザー ID，グループ ID および SID に対するユーザー名またはグループ名※

注※

グループ名に Windows ドメインのビルトイングループは指定できません。

オプションと引数

-g {グループ名|グループ ID}
グループ名に割り当てられたグループ ID を確認する場合，またはグループ ID に対するグルー

プ名を確認する場合に指定します。

-r {ユーザー名|グループ名}
ユーザー名またはグループ名に割り当てられた RID を確認する場合に指定します。

指定したユーザー名またはグループ名の RID が，ドメインに設定されているユーザー ID およ

びグループ ID の範囲を超えている場合は，メッセージが表示されます。

-s {ユーザー名|グループ名|SID}
ユーザー名またはグループ名に割り当てられた SID を確認する場合，または SID に対する

ユーザー名またはグループ名を確認する場合に指定します。

-u {ユーザー名|ユーザー ID}
ユーザー名に割り当てられたユーザー ID を確認する場合，またはユーザー ID に対するユー

ザー名を確認する場合に指定します。
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戻り値

表 2-413 umapidget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

24，25，26，27，28，29，68※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，68※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

ユーザー（user1）のユーザー ID を確認する場合

$ sudo umapidget -u "DOMAIN001\user1"
100032

グループ ID（100031）のグループ名を確認する場合

$ sudo umapidget -g 100031
DOMAIN001\group1

ユーザー（user1）の SID を確認する場合

$ sudo umapidget -s "DOMAIN001\user1"
S-1-5-21-1659004503-706699826-1957994488-32

SID（S-1-5-21-1659004503-706699826-1957994488-31）のユーザー名またはグループ名を確認す

る場合

$ sudo umapidget -s S-1-5-21-1659004503-706699826-1957994488-31
DOMAIN001\group1

ユーザー（user1）の RID を確認する場合

$ sudo umapidget -r "DOMAIN001\user1"
32

ユーザー（user2）の RID を確認する場合（RID の範囲を超えている場合）

$ sudo umapidget -r "DOMAIN001\user2"
1000 (The user is outside the range for user mapping using RIDs.)

2.255 upnpctl（UPnP の設定）

書式

upnpctl [--on|--off]
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upnpctl -h

説明

このコマンドは， HDI の場合に使用できます。

UPnP を有効にするかどうかを設定します。また，現在の設定を参照することもできます。

DHCP を使用する設定で HDI の UPnP を無効にすると，UPnP を使用した HDI へのアクセスがで

きなくなります。そのため，UPnP を無効にする場合は，事前に DHCP を無効にするか，GUI で
HDI のホスト名（FQDN）を確認してからこのコマンドを実行してください。

オプションと引数

--off
UPnP を無効にする場合に指定します。

--on
UPnP を有効にする場合に指定します。初期設定では，UPnP が有効になっています。

なお，すべてのオプションを省略した場合は，現在の設定内容が表示されます。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-414 upnpctl コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

設定状況 現在の設定が表示されます。

On
UPnP が有効な場合に表示されます。

Off
UPnP が無効な場合に表示されます。

戻り値

表 2-415 upnpctl コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.256 upsconfget（UPS 監視の設定の表示）

書式

upsconfget [-h]
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説明

UPS 監視に関する設定を表示します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-416 upsconfget コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Timeout(s) 商用電源が停電してからシャットダウンを開始するまでの待機時間が表示さ

れます（単位：秒）。

戻り値

表 2-417 upsconfget コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.257 upsconfset（UPS 監視の設定変更）

書式

upsconfset --timeout シャットダウン待機時間

upsconfset -h

説明

UPS 監視に関する設定を変更します。

注意：

このコマンドは，必ず保守員の指示に従って実行してください。

オプションと引数

--timeout シャットダウン待機時間

商用電源が停電してからシャットダウンを開始するまでの待機時間を 1～540 の範囲で指定し

ます（単位：秒）。初期設定は「180」です。

戻り値

表 2-418 upsconfset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了
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戻り値 説明

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

シャットダウン待機時間を 300 秒に設定する場合

$ sudo upsconfset --timeout 300

2.258 upsmonitorset（UPS 監視の制御）

書式

upsmonitorset {--start|--stop} [-y]
upsmonitorset -h

説明

UPS の監視を開始または停止します。

注意：

このコマンドは，必ず保守員の指示に従って実行してください。

オプションと引数

--start
UPS の監視を開始する場合に指定します。

--stop
UPS の監視を停止する場合に指定します。初期設定は「--stop」です。

戻り値

表 2-419 upsmonitorset コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

596 コマンドリファレンス

コマンドリファレンス



使用例

UPS の監視を開始する場合

$ sudo upsmonitorset --start
KAQM38035-Q UPS monitoring settings will now be changed. The OS must be 
restarted to apply the changes. Do you want to continue? (y/n) y

2.259 upsstatus（UPS の状態の表示）

書式

upsstatus [-h]

説明

UPS の状態を表示します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-420 upsstatus コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

UPS status UPS の状態が表示されます。表示される情報に対する説明と対処を次に示し

ます。なお，複数の情報が表示される場合は，アンダーライン（_）で区切ら

れて表示されます。

cal
ランタイム較正中です。対処は不要です。

trim
UPS に接続している商用電源の電圧を 100V に下げる必要があります。

バッテリーは使用していません。

boost
UPS に接続している商用電源の電圧を 100V に上げる必要があります。

バッテリーは使用していません。

online
UPS に接続している商用電源を使用して稼働しています。対処は不要

です。

onbatt
バッテリーを使用して稼働しています。3 分経過してからコマンドを再

度実行してください。状態が変わらない場合，またはコマンドを実行で

きない場合は，UPS に接続している商用電源が停電しているおそれがあ

ります。商用電源を回復してください。

overload
バッテリーの負荷が高くなっています。UPS に接続している機器を減

らしてください。

lowbatt
バッテリーの電圧が低くなっています。バッテリーを充電してくださ

い。

nobatt
バッテリーが外れています。バッテリーを接続してください。

commlost
UPS と通信できません。USB ケーブルの接続を確認してください。ま

た，UPS に電源が供給されていることを確認してください。

shutting_down
UPS 監視に関する設定変更のため，一時的に OS が停止しています。対

処は不要です。

-
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項目 説明

UPS を監視していません。

戻り値

表 2-421 upsstatus コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.260 usradd（ユーザーの追加）

書式

usradd -u ユーザー ID -g {グループ名|グループ ID}
   -p パスワード [-c コメント] [-C]
   [-G {グループ名|グループ ID}[,{グループ名|グループ ID}…]] ユーザー名

usradd -F CSVファイル名 [-o 実行結果ファイル名] [-t] [-V]
usradd -h

説明

ユーザーを追加します。1 クラスタ当たり 2,000 ユーザーまで登録できます。

なお，CSV ファイルを使用してユーザーを一括登録する場合には，あらかじめ CSV ファイルを

SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）に転送しておく必要があります。ま

た，コマンド実行時には，-oオプションを指定して実行することを推奨します。-oオプションを

指定することで，実行結果がファイルに出力されます。指定を省略した場合，処理結果は出力され

ません。CSV ファイルの作成方法については「B.1 ユーザー一括登録・削除用の CSV ファイルの

形式」，実行結果の確認方法については「B.2 ユーザー一括登録・削除時の実行結果ファイルの形

式」を参照してください。

オプションと引数

-c コメント

ユーザーに対するコメントを 32 文字以内で指定します。

指定できる文字は英数字，番号記号（#），パーセント（%），アンパサンド（&），アポストロ

フィ（'），始め小括弧（(），終わり小括弧（)），アステリスク（*），正符号（+），ハイフン

（-），ピリオド（.），斜線（/），セミコロン（;），始め山括弧（<），終わり山括弧（>），疑問

符（?），単価記号（@），始め角括弧（[），終わり角括弧（]），アクサンシルコンフレックス

（^），アンダーライン（_），始め波括弧（{），縦線（|），終わり波括弧（}），および波ダッ

シュ（~）です。また，スペースも指定できますが，文字列の先頭および末尾には指定できま

せん。

-C
CIFS 共有を利用するユーザーとして追加する場合に指定します。
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-F CSV ファイル名

ユーザーを一括登録する場合に，ユーザー情報が記載された CSV ファイルの名称を指定しま

す。

CSV ファイルのファイル名は，255 文字以内にしておく必要があります。また，ファイル名に

使用できる文字は英数字，ハイフン（-）およびアンダーライン（_）です。ピリオド（.）も

使用できますが，先頭および末尾には指定できません。

-g {グループ名|グループ ID}
ユーザーが主として所属するグループをグループ名またはグループ ID で指定します。File
Services Manager で登録したグループを指定してください。

-G {グループ名|グループ ID}[,{グループ名|グループ ID}…]
ユーザーが所属するそのほかのグループをグループ名またはグループ ID で指定します。1
ユーザー当たり 大 32 グループに所属できます。

ただし，NFS サービスの UNIX（AUTH_SYS）認証を使用してファイル共有にアクセスする

ユーザーが，17 個以上のグループに所属している場合，17 番目以降の所属グループに対する

アクセス権が無効になります。

複数のグループを指定する場合はコンマ（,）で区切ってください。

-o 実行結果ファイル名

実行結果をファイルに出力する場合に，ファイル名を 255 文字以内で指定します。使用できる

文字は英数字，ハイフン（-）およびアンダーライン（_）です。また，ピリオド（.）も使用

できますが，ファイル名の先頭および末尾には指定できません。

実行結果ファイルは SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）の直下に出

力されます。/home/nasrootディレクトリ直下の既存のファイルと同じ名称は使えません。

-p パスワード

ユーザーのパスワードを 6 文字以上 20 文字以内で指定します。

指定できる文字は英数字，感嘆符（!），引用符（"），番号記号（#），ドル記号（$），パーセン

ト（%），アンパサンド（&），アポストロフィ（'），始め小括弧（(），終わり小括弧（)），ア

ステリスク（*），正符号（+），コンマ（,），ハイフン（-），ピリオド（.），斜線（/），コロ

ン（:），セミコロン（;），始め山括弧（<），等号（=），終わり山括弧（>），疑問符（?），単

価記号（@），始め角括弧（[），円記号（\），終わり角括弧（]），アクサンシルコンフレックス

（^），アンダーライン（_），アクサングラーブ（`），始め波括弧（{），縦線（|），終わり波括

弧（}）および波ダッシュ（~）です。

-t
CSV ファイルの情報のチェックだけを行う場合に指定します。

-u ユーザー ID
ユーザーの ID を 200～2147483147 の範囲で指定します。File Services Manager，NIS サー

バまたはユーザー認証用の LDAP サーバで登録済みのユーザー ID および 65534 は指定でき

ません。ユーザーマッピングを使用している場合，ユーザーマッピングで設定した範囲内の

ユーザー ID も指定できません。

-V
ユーザーを一括登録する処理または CSV ファイルをチェックする処理の経過を表示する場合

に指定します。

ユーザー名

ユーザー名を 16 文字以内で指定します。先頭の 1 文字には英数字を指定します。2 文字目以

降に指定できる文字は英数字，ハイフン（-）およびアンダーライン（_）です。入力した英大
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文字と英小文字は，Windows で区別されません。英大文字と英小文字に関係なく，一意な名称

を指定してください。

File Services Manager，NIS サーバまたはユーザー認証用の LDAP サーバで登録済みのユー

ザー名と重複する名称は指定できません。CIFS 共有を利用するユーザーとして追加する場合

は，ACL を利用するよう設定されている既存のグループと重複する名称は指定できません。

また，ノード上の OS で予約されている次のユーザー名は指定できません。

表 2-422 ノード上の OS で予約されているユーザー名

分類 ユーザー名

A avahi，avahi-autoipd
B backup，bin，bind
D daemon，Debian-exim
E enasroot
F ftp
G games，gdm，gnats
H haldaemon，hddsroot，hplip，hsguiroot
I identd，irc
L libuuid，libvirt-qemu，list，lp
M mail，messagebus，man
N nasroot，news，nobody，ntp
P postgres，proftpd，proxy
R root
S service，snmp，sshd，statd，sync，sys
T telnetd
U uucp
V vde2-net
W www-data

戻り値

表 2-423 usradd コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，66※，70，99※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

96，97，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。
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使用例

ユーザー（ユーザー名：user01，ユーザー ID：1000）を追加する場合

◦ 主として所属するグループの名称は unit01とする

◦ パスワードを 12345678とする

◦ 次のグループにも所属させる

・グループ名が unit02のグループ

・グループ ID が 2500のグループ

◦ コメントとして「Unit Leader」を設定する

$ sudo usradd -u 1000 -g unit01 -p 12345678 -c "Unit Leader" -G unit02,2500 
user01

ユーザーを一括登録する場合

◦ CSV ファイル名は useradd100.csvとする

◦ 実行結果ファイル名は result_adduser.txtとする

$ sudo usradd -F useradd100.csv -o result_adduser.txt

2.261 usrdel（ユーザーの削除）

書式

usrdel [-f] ユーザー名

usrdel -F CSVファイル名 [-o 実行結果ファイル名] [-t] [-V] [-f]
usrdel -h

説明

ユーザーを削除します。

CSV ファイルを使用してユーザーを一括削除する場合には，あらかじめ CSV ファイルを SSH 用ア

カウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）に転送しておく必要があります。また，コマ

ンド実行時には，-oオプションを指定して実行することを推奨します。-oオプションを指定する

ことで，実行結果がファイルに出力されます。指定を省略した場合，処理結果は出力されません。

CSV ファイルの作成方法については「B.1 ユーザー一括登録・削除用の CSV ファイルの形式」，実

行結果の確認方法については「B.2 ユーザー一括登録・削除時の実行結果ファイルの形式」を参照

してください。

オプションと引数

-f
確認メッセージの出力を抑止したい場合に指定します。

-F CSV ファイル名

ユーザーを一括削除する場合に，ユーザー情報が記載された CSV ファイルの名称を指定しま

す。

CSV ファイルのファイル名は，255 文字以内にしておく必要があります。また，ファイル名に

使用できる文字は英数字，ハイフン（-）およびアンダーライン（_）です。ピリオド（.）も

使用できますが，先頭および末尾には指定できません。

-o 実行結果ファイル名
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実行結果をファイルに出力する場合に，ファイル名を 255 文字以内で指定します。使用できる

文字は英数字，ハイフン（-）およびアンダーライン（_）です。また，ピリオド（.）も使用

できますが，ファイル名の先頭および末尾には指定できません。

実行結果ファイルは SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）の直下に出

力されます。/home/nasrootディレクトリ直下の既存のファイルと同じ名称は使えません。

-t
CSV ファイルの情報のチェックだけを行う場合に指定します。

-V
ユーザーを一括削除する処理または CSV ファイルをチェックする処理の経過を表示する場合

に指定します。

ユーザー名

削除対象のユーザー名を指定します。

戻り値

表 2-424 usrdel コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，66※，70，99※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

96，97，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

ユーザーを一括削除する場合

◦ CSV ファイル名は userdel100.csvとする

◦ 実行結果ファイル名は result_deluser.txtとする

$ sudo usrdel -F userdel100.csv -o result_deluser.txt
KAQM07077-Q Do you want to perform a batch deletion? (y/n)

2.262 usrlist（ユーザー情報の表示）

書式

usrlist [-c] [ユーザー名|ユーザー ID]
usrlist -h
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説明

File Services Manager で登録されたユーザーの情報を表示します。

オプションと引数

-c
ユーザーの情報をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。

ユーザー名|ユーザー ID
特定のユーザーの情報を参照する場合に，ユーザー名またはユーザー ID を指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-425 usrlist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

User name ユーザー名が表示されます。

UID ユーザー ID が表示されます。

GID ユーザーが主として所属しているグループの ID が表示されます。

Comment ユーザーに対するコメントが表示されます。

コメントが設定されていない場合は表示されません。

戻り値

表 2-426 usrlist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.263 versionlist（バージョンの表示）

書式

versionlist
versionlist --os
versionlist -h

説明

バージョンを表示します。
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オプションと引数

--os
OS の名称とバージョンを参照する場合に指定します。

なお，すべてのオプションを省略した場合は，インストールされているプロダクトの名称とバージョ

ンが表示されます。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-427 versionlist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Products Version インストールされているプロダクトの名称とバージョンが，次の形式で表示

されます。

＜プロダクトの名称＞:＜プロダクトのバージョン＞

＜プロダクトの名称＞ インストールされているプロダクトの名称が表示さ

れます。

＜プロダクトのバー

ジョン＞

インストールされているプロダクトのバージョンが

表示されます。

System Version OS の名称とバージョンが，次の形式で表示されます。

＜ OSの名称＞:＜ OSのバージョン＞

＜ OS の名称＞ OS の名称が表示されます。

＜ OS のバージョン＞ OS のバージョンが表示されます。

戻り値

表 2-428 versionlist の戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

66 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.264 vgrcreate（ボリュームグループの作成）

書式

vgrcreate [-y] [ボリュームグループ名] LU名[,LU名…]
vgrcreate -h

説明

このコマンドは，シングルノード構成の場合に使用できます。

ボリュームグループを作成します。指定できる LU は lulistコマンドで確認できます。
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ボリュームグループ名の指定を省略すると，次の条件を満たすボリュームグループがない場合に，

ボリュームグループが条件ごとに作成され，指定した LU がそれぞれ割り当てられます。

指定した LU が仮想 LU でない場合

指定した LU と同じ筺体内で同じドライブ種別のボリュームグループ

指定した LU が Virtual Storage Platform，Universal Storage Platform V/VM または HUS VM の

仮想 LU の場合

指定した LU と同じ筺体内で同じ DP プールのボリュームグループ

指定した LU が Hitachi AMS2000 シリーズおよび HUS100 シリーズの仮想 LU の場合

指定した LU と同じ筺体内で，同じドライブ種別かつ同じ DP プールのボリュームグループ

新たに作成されるボリュームグループは，ほかのボリュームグループと重複しない名称（vg＜ 4 桁

の数字＞）となります。

オプションと引数

ボリュームグループ名

ボリュームグループの名称を「vg」で始まる 16 文字以内の英数字およびアンダーライン（_）
で指定します。

LU 名[,LU 名…]
ボリュームグループに割り当てる LU の名称を指定します。指定する LU のパスが/dev/
enas/lu0Fである場合は，「lu0F」と指定します。LU を複数指定する場合は，LU 名をコン

マ（,）で区切って指定します。

戻り値

表 2-429 vgrcreate コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，10※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10※，66※，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66※，99※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

97，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.265 vgrdelete（ボリュームグループの削除）

書式

vgrdelete [-y] ボリュームグループ名
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vgrdelete -h

説明

このコマンドは，シングルノード構成の場合に使用できます。

ファイルシステムまたは差分格納デバイスで使用されていないボリュームグループを削除します。

オプションと引数

ボリュームグループ名

削除するボリュームグループの名称を指定します。

戻り値

表 2-430 vgrdelete コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.266 vgrexpand（ボリュームグループの拡張）

書式

vgrexpand [ボリュームグループ名] LU名[,LU名…]
vgrexpand -h

説明

このコマンドは，シングルノード構成の場合だけ使用できます。

ボリュームグループの容量を拡張します。指定できる LU は lulistコマンドで確認できます。

ボリュームグループ名の指定を省略すると，次の条件を満たすボリュームグループに対して指定し

た LU が割り当てられます。

指定した LU が仮想 LU でない場合

指定した LU と同じ筺体内に同じドライブ種別のボリュームグループが 1 つだけある

指定した LU が Virtual Storage Platform，Universal Storage Platform V/VM または HUS VM の

仮想 LU の場合

指定した LU と同じ筺体内に同じ DP プールのボリュームグループが 1 つだけある

指定した LU が Hitachi AMS2000 シリーズおよび HUS100 シリーズの仮想 LU の場合

指定した LU と同じ筺体内に同じドライブ種別で同じ DP プールのボリュームグループが 1
つだけある
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オプションと引数

ボリュームグループ名

拡張するボリュームグループの名称を指定します。

LU 名[,LU 名…]
拡張するボリュームグループに割り当てる LU の名称を指定します。指定する LU のパスが/
dev/enas/lu0Fである場合は，「lu0F」と指定します。LU を複数指定する場合は，LU 名を

コンマ（,）で区切って指定します。

戻り値

表 2-431 vgrexpand コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，10※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10※，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

66，99※ システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

97，99※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.267 vgrlist（ボリュームグループの情報の表示）

書式

vgrlist [-c] [--list] [--assign {yes|no}] [ボリュームグループ名]
vgrlist -h

説明

このコマンドは，シングルノード構成の場合に使用できます。

ボリュームグループの情報を表示します。

すべてのオプションと引数の指定を省略すると，新しく追加された LU の情報が表示され，LU を

ボリュームグループに自動的に割り当てるかどうかを確認するメッセージが出力されます。

新しく追加された LU をボリュームグループに自動的に割り当てる場合，次の条件を満たすボ

リュームグループに対して追加された LU が割り当てられます。

追加された LU が仮想 LU でない場合

追加された LU と同じ筺体内に同じドライブ種別のボリュームグループが 1 つだけある

追加された LU が Virtual Storage Platform，Universal Storage Platform V/VM または HUS VM
の仮想 LU の場合

コマンドリファレンス 607

コマンドリファレンス



追加された LU と同じ筺体内に同じ DP プールのボリュームグループが 1 つだけある

追加された LU が Hitachi AMS2000 シリーズおよび HUS100 シリーズの仮想 LU の場合

追加された LU と同じ筺体内に同じドライブ種別で同じ DP プールのボリュームグループが 1
つだけある

条件を満たすボリュームグループがなければ，条件を満たすボリュームグループが作成されます。

新たに作成されるボリュームグループは，ほかのボリュームグループと重複しない名称（vg＜ 4 桁

の数字＞）となります。

ボリュームグループまたは LU を指定して割り当てる場合は，vgrexpandコマンドを使用してくだ

さい。

オプションと引数

--assign {yes|no}
確認メッセージを出力せずに，新しく追加された LU をボリュームグループに自動的に割り当

てるかどうかを指定します。ボリュームグループ名を指定した場合，このオプションの指定は

無視されます。

yes
確認メッセージを出力せずに，新しく追加された LU をボリュームグループに自動的に割

り当てる場合に指定します。

no
新しく追加された LU をボリュームグループに自動的に割り当てない場合に指定します。

-c
ボリュームグループの情報をコロン（:）で区切って表示する場合に指定します。

--list
ボリュームグループの情報を表示する場合に指定します。ボリュームグループ名の指定を省

略すると，すべてのボリュームグループの情報が表示されます。

ボリュームグループ名

特定のボリュームグループの情報を参照する場合に，ボリュームグループの名称を指定しま

す。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-432 vgrlist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

Volume group ボリュームグループ名が表示されます。

Total size(GB) ボリュームグループの総容量が GB 単位で表示されます。

Free size(GB) ボリュームグループの空き容量が GB 単位で表示されます。

LU Status ボリュームグループを構成している LU の状態が表示されます。

normal
正常な場合に表示されます。

error
LU へのアクセス中に障害を検出した場合に表示されます。

LUs ボリュームグループを構成している LU が次の形式で表示されます。

＜デバイスファイル名＞(＜ドライブ種別＞)
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項目 説明

なお，仮想 LU の場合は，次のとおり DP プールの情報も表示されます。

＜デバイスファイル名＞(＜ドライブ種別＞,DP ＜ DP プール ID ＞)
外部ストレージシステムに存在する LU の場合は，デバイスファイル名の

末尾に番号記号（#）が表示されます。

ドライブ種別は次のとおり表示されます。

FC/SAS
FC ドライブ，SAS ドライブまたは内蔵ハードディスクの SAS 7.2K
ドライブの場合に表示されます。

SAS7K
SAS 7.2K ドライブの場合に表示されます。

SATA
SATA ドライブの場合に表示されます。

SSD
SSD ドライブの場合に表示されます。

-
次の場合に表示されます。

・Virtual Storage Platform，Universal Storage Platform V/VM ま

たは HUS VM の仮想 LU を使用している場合

・HUS100 シリーズの Dynamic Tiering を使用する仮想 LU を使用

している場合

Model LU が存在するストレージシステムのモデルが表示されます。内蔵ハード

ディスクの場合は，INTERNALが表示されます。

Serial number LU が存在するストレージシステムのシリアル番号が表示されます。内蔵

ハードディスクの場合は，ハイフン（-）が表示されます。

Auto assign 新しく追加された LU をボリュームグループに自動的に割り当てること

ができるかどうかが表示されます。

enable
自動的に割り当てることができる場合に表示されます。

disable
自動的に割り当てることができない場合に表示されます。

戻り値

表 2-433 vgrlist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

使用例

確認メッセージに従って新しく追加した LU をボリュームグループに自動的に割り当てる場合
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$ sudo vgrlist
Added LUs:
 /dev/enas/lu00 FC/SAS 500.000GB - N0-T000 HUS_VM 200131 - -
 /dev/enas/lu01 FC/SAS 10.000GB - N0-T000 HUS_VM 200131 - -
 /dev/enas/lu02 FC/SAS 500.000GB - N0-T001 HUS 92200075 - -
 /dev/enas/lu03 - 10.000GB - N0-T000 HUS_VM 200131 DP 3
 /dev/enas/lu04 - 10.000GB - N0-T000 HUS_VM 200131 DP 4

KAQM04226-Q Newly added LUs were detected. When automatic assignment 
processing is performed, volume groups are automatically created and 
expanded according to the storage systems the LUs are in, the drive types, 
and the pools. When automatic assignment processing is not performed, you 
must manually create and expand the volume groups. Are you sure you want to 
perform automatic assignment processing? (y/n) y
List of volume groups:
The number of volume groups(1)
 Volume group            : vg0001
 Total size(GB)          : 499
 Free size(GB)           : 499
 LU status               : normal
 LUs                     : lu02(FC/SAS)
 Model                   : HUS
 Serial number           : 92200075
 Auto assign             : enable

The number of volume groups(2)
 Volume group            : vg0002
 Total size(GB)          : 9
 Free size(GB)           : 9
 LU status               : normal
 LUs                     : lu03(-,DP 3)
 Model                   : HUS_VM
 Serial number           : 200131
 Auto assign             : enable

The number of volume groups(3)
 Volume group            : vg0003
 Total size(GB)          : 9
 Free size(GB)           : 9
 LU status               : normal
 LUs                     : lu04(-,DP 4)
 Model                   : HUS_VM
 Serial number           : 200131
 Auto assign             : enable

The number of volume groups(4)
 Volume group            : vg0004
 Total size(GB)          : 509
 Free size(GB)           : 509
 LU status               : normal
 LUs                     : lu00(FC/SAS) lu01(FC/SAS)
 Model                   : HUS_VM
 Serial number           : 200131
 Auto assign             : enable

2.268 vgrrepair（ボリュームグループの修復）

書式

vgrrepair [--list [--lu LU名]] [-y] ボリュームグループ名

vgrrepair -h

説明

このコマンドは，シングルノード構成の場合に使用できます。

ボリュームグループを構成する一部の LU に障害が発生した場合に，障害が発生した LU を取り除

きます。事前に--listオプションを使用して，障害が発生した LU を使用しているファイルシス

テムまたは差分格納デバイスを特定し，すべて削除しておく必要があります。

610 コマンドリファレンス

コマンドリファレンス



オプションと引数

--list
障害が発生した LU，または指定した LU を使用しているファイルシステムおよび差分格納デ

バイスを表示する場合に指定します。指定した LU を使用しているファイルシステムまたは

差分格納デバイスを表示する場合は，--luオプションと同時に指定してください。

--lu LU 名

LU の名称を指定します。--listオプションとともに指定します。

ボリュームグループ名

修復するボリュームグループの名称を指定します。

戻り値

表 2-434 vgrrepair コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

2.269 vnascreate（Virtual Server の作成）

書式

vnascreate [--ifmon] [--if インターフェース] [-p {v4|v6}]
   [--ifmax インターフェース数の上限] Virtual-Server名
   デフォルト起動ノード名 Virtual-Server-OS-LU 管理 IPアドレス

vnascreate -h

説明

Virtual Server を作成します。

このコマンドは，ノードおよびすでに作成されている Virtual Server の状態が，次の条件を満たし

ている場合に実行できます。

• 両ノードの状態が UPまたは両ノードの状態が INACTIVEであること

• 作成できる Virtual Server 数が上限に達していないこと

• クラスタ内のすべての Virtual Server のメモリーサイズの合計がクラスタ当たりに割り当て可

能なメモリーサイズを超えていないこと

作成できる Virtual Server 数の上および，クラスタ当たりに割り当て可能なメモリーサイズの上限

については，「仮想サーバ環境セットアップガイド」を参照してください。なお，Virtual Server の
メモリーサイズおよび割り当て可能なメモリーサイズについては vnasctlコマンド，ノードのメ

モリーサイズについては hwstatusコマンド，Virtual Server に割り当て可能なインターフェース

数およびユーザー LU 数の上限については vnaslistコマンドで確認できます。

コマンドリファレンス 611

コマンドリファレンス



オプションと引数

--ifmax インターフェース数の上限

Virtual Server に割り当て可能なインターフェース数の上限を 1～23 の範囲で指定します。

なお，1 つの Virtual Server には，インターフェースとユーザー LU を合計 24 個まで 割り当

てることができます。そのため，Virtual Server に割り当て可能な ユーザー LU 数の上限は，

24 からインターフェース数の上限を引いた値で設定されます。

このオプションを省略した場合，Virtual Server に割り当て可能なインターフェース数の上限

には「4」が設定されます。

--ifmon
管理 IP アドレスを監視対象とする場合に指定します。このオプションを省略した場合，管理

IP アドレスは監視対象外になります。

--if インターフェース

管理 IP アドレスに割り当てるインターフェースを指定します。このオプションを省略した場

合，管理ポートに管理 IP アドレスを割り当てます。

-p {v4|v6}
作成する Virtual Server のプロトコルバージョンを指定します。このオプションを省略した

場合，指定した IP アドレスからプロトコルバージョンを判断して v4または v6が設定されま

す。

v4
IPv4 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。

v6
IPv6 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。

Virtual-Server 名
作成する Virtual Server の名称を 15 文字以内で指定します。先頭の 1 文字には英字を指定し

ます。2 文字目以降に指定できる文字は英数字です。また，ハイフン（-）も指定できますが，

先頭および末尾には指定できません。英大文字と英小文字に関係なく，ノードのホスト名およ

びほかの Virtual Server 名と重複しない名称を指定してください。

デフォルト起動ノード名

Virtual Server がデフォルトで起動するノードの名称を指定します。

Virtual-Server-OS-LU
Virtual Server OS LU として割り当てるユーザー LU の名称を指定します。16 進数で 00～
FF および 0100～01FF の範囲内で指定してください。45GB 以上 2TB 未満の LU を指定で

きます。なお，Virtual Storage Platform，Universal Storage Platform V/VM または HUS
VM の仮想 LU は Virtual Server OS LU として使用できません。Hitachi AMS2000 シリー

ズまたは HUS100 シリーズの仮想 LU を使用する際は，Dynamic Provisioning の全容量割当

モードを有効にするようストレージシステム管理者に依頼してください。

管理 IP アドレス

管理 IP アドレスとして割り当てる IP アドレスを指定します。

戻り値

表 2-435 vnascreate コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了
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戻り値 説明

1，3，4，5，9 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

2，11，12，13，14，15，17，
18，21，22，26，28，29，41，
54，58，66※，70，71※，72，
73，75，78

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

25，27，42※，97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

36，42※，65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

66※，71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

Virtual Server を次の条件で作成する場合

◦ Virtual Server 名は vserver1とする

◦ デフォルト起動ノードは node0とする

◦ Virtual Server OS LU としてユーザー LU（lu03）を割り当てる

◦ 管理 IP アドレスは 10.208.136.188 とし，監視対象とする

◦ 管理 IP ポートにインターフェース（eth12）を割り当てる

◦ インターフェース数の上限は「4」とする

$ sudo vnascreate --ifmon --if eth12 --ifmax 4 vserver1 node0 lu03 
10.208.136.188

2.270 vnasctl（Virtual Server に関するパラメータの管理）

書式

vnasctl -t memory メモリーサイズ Virtual-Server名

vnasctl -t cpu CPU数 Virtual-Server名

vnasctl -t mac [MACアドレス] インターフェース Virtual-Server名

vnasctl -t ifmax インターフェース数の上限 Virtual-Server名

vnasctl [Virtual-Server名]
vnasctl -h

説明

Virtual Server のメモリーサイズ，CPU 数または仮想ネットワークデバイスの MAC アドレスを表

示または設定します。

MAC アドレスの 12 桁のうち，上位 6 桁の部分は固定で「52:54:00」となります。下位 6 桁の部分

が設定できます。
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各パラメータの設定は，ノードおよび Virtual Server の状態が次の条件を満たしている時に実行で

きます。

このほか，Virtual Server に割り当て可能なインターフェース数の上限も設定できます。設定され

ている上限値は vnaslistコマンドで確認できます。

• 両ノードの状態が UP，両ノードの状態が INACTIVE，またはコマンドを実行するノードの状態

が UPで，かつもう一方のノードの状態が INACTIVEまたは DOWNであること

• Virtual Server の状態が Offline/No errorであること

オプションと引数

-t cpu CPU 数

Virtual Server に割り当てる CPU 数を指定します。割り当て可能な CPU 数については，「仮

想サーバ環境セットアップガイド」を参照してください。

-t ifmax インターフェース数の上限

Virtual Server に割り当て可能なインターフェース数の上限を 1～23 の範囲で指定します。

なお，1 つの Virtual Server には，インターフェースとユーザー LU を合計 24 個まで 割り当

てることができます。そのため，Virtual Server に割り当て可能な ユーザー LU 数の上限は，

24 からインターフェース数の上限を引いた値で設定されます。

-t mac [MAC アドレス]
仮想ネットワークデバイスに割り当てる MAC アドレスを指定します。

MAC アドレスの値を次の形式で指定します。

XX:XX:XX
X は 16 進数です。指定できる文字は英数字です。

MAC アドレスの指定を省略した場合は，別の値が自動的に設定されます。

-t memory メモリーサイズ

Virtual Server に割り当てるメモリーのサイズを指定します。2048MB 以上で，かつクラスタ

内の Virtual Server に割り当てたメモリーの合計が，クラスタ当たりの割り当て可能なメモ

リーサイズ以下の範囲で整数値に単位を付けて指定します。単位は，数値のあとに M（MB）

または G（GB）を付けて指定します。また，単位を指定しなかった場合は MB になります。

クラスタ当たりの割り当て可能なメモリーサイズおよび Virtual Server に割り当てるメモ

リーのサイズの考え方については，「仮想サーバ環境セットアップガイド」を参照してくださ

い。なお，ノードのメモリーサイズについては hwstatusコマンドで確認できます。

Virtual-Server 名
パラメータを設定または表示する Virtual Server の名称を指定します。Virtual Server の情

報を表示する場合に指定を省略した場合は，すべての Virtual Server の情報，Virtual Server
に割り当てたメモリーサイズの合計およびクラスタ内に残っている，Virtual Server に割り当

てられるメモリーのサイズが表示されます。

インターフェース

対象のインターフェースをポートの名称で指定します。

表示項目

-tオプションを指定しないでコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-436 vnasctl コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

ID Virtual Server ID が表示されます。
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項目 説明

Name Virtual Server 名が表示されます。

Memory size Virtual Server に割り当てられているメモリーサイズが表示されます。

Number of CPUs Virtual Server に割り当てられている CPU 数が表示されます。

Interface Virtual Server に割り当てられているネットワークインターフェース名

が表示されます。

MAC address 仮想ネットワークデバイスに割り当てられたインターフェースに設定さ

れている MAC アドレスが 52:54:00:XX:XX:XXの形式で表示されま

す。

Total memory クラスタ内のすべての Virtual Server に割り当てられたメモリーの合

計サイズが表示されます。

Unused memory クラスタ内に残っている，Virtual Server に割り当てられるメモリーの

サイズが表示されます。

戻り値

表 2-437 vnasctl コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3，5，6，8 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，19，35，41，55，56，61，
62，70，71※，72，79

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

42※，65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

42※，97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

vserver1という名称の Virtual Server のメモリーサイズを 4GBにする場合

$ sudo vnasctl -t memory 4G vserver1

vserver1という名称の Virtual Server の CPU 数を 4に設定する場合

$ sudo vnasctl -t cpu 4 vserver1

vserver1という名称の Virtual Server の eth12の MAC アドレスを 52:54:00:0a:ca:d3で

再設定する場合

$ sudo vnasctl -t mac 0a:ca:d3 eth12 vserver1

vserver1という名称の Virtual Server の設定値を確認する場合
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$ sudo vnasctl vserver1
ID                       : 59
Name                     : vserver1
Memory size              : 4GB
Number of CPUs           : 4
Interface                : eth12
  MAC address            : 52:54:00:80:8b:69

すべての Virtual Server の設定値を確認する場合

$ sudo vnasctl
ID                       : 59
Name                     : vserver1
Memory size              : 4GB
Number of CPUs           : 4
Interface                : eth12
  MAC address            : 52:54:00:80:8b:69

ID                       : 60
Name                     : vserver2
Memory size              : 3GB
Number of CPUs           : 2
Interface                : eth13
  MAC address            : 52:54:00:75:42:4f

ID                       : 61
Name                     : vserver3
Memory size              : 4500MB
Number of CPUs           : 2
Interface                : eth14
  MAC address            : 52:54:00:62:78:4b

ID                       : 62
Name                     : vserver4
Memory size              : 3GB
Number of CPUs           : 2
Interface                : eth15
  MAC address            : 52:54:00:e4:14:af

Total memory             : 14GB(14740MB)
Unused memory            : 5GB(5535MB)

vserver1という名称の Virtual Server に割り当て可能なインターフェース数の上限を 6にする

場合

% sudo vnasctl -t ifmax 6 vserver1

2.271 vnasdelete（Virtual Server の削除）

書式

vnasdelete [-y] [-f] Virtual-Server名

vnasdelete -h

説明

Virtual Server を削除します。

このコマンドは，ノードおよび Virtual Server の状態が，次の条件を満たしている場合に実行でき

ます。

• 両ノードの状態が UPまたは両ノードの状態が INACTIVEであること

• Virtual Server の状態が Offline/No errorであること

• Virtual Server ユーザー LU の割り当てが解除されていること※
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注※

-fオプションを指定する場合は不要な条件です。

オプションと引数

-f
Virtual Server ユーザー LU および仮想 IP アドレスが割り当てられたままの状態で，Virtual
Server を削除する場合に指定します。

Virtual-Server 名
削除する Virtual Server の名称を指定します。

戻り値

表 2-438 vnasdelete コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，19，23，41，66※，70，75 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

42※，65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

42※，97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

66※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.272 vnasedit（Virtual Server の情報の編集）

書式

vnasedit -t n[ew-name] 変更後の Virtual-Server名 Virtual-Server名

vnasedit -t s[tartup-node] デフォルト起動ノード名 Virtual-Server名

vnasedit -h

説明

Virtual Server の情報を編集します。

このコマンドは，両ノードの状態が UPで，かつ Virtual Server の状態が次の条件を満たしている

場合に実行できます。

Virtual Server 名を変更する場合

Virtual Server の状態が Offline/No errorであること

デフォルト起動ノードを変更する場合
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Virtual Server の状態が Offline/No error，Online/No errorまたは Partial
online/No errorであること

オプションと引数

-t n[ew-name] 変更後の Virtual-Server 名
Virtual Server 名を変更する場合に，変更後の Virtual Server の名称を 15 文字以内で指定し

ます。先頭の 1 文字には英字を指定します。2 文字目以降に指定できる文字は英数字です。ま

た，ハイフン（-）も指定できますが，先頭および末尾には指定できません。英大文字と英小

文字に関係なく，ホスト名およびほかの Virtual Server 名と重複しない名称を指定してくださ

い。

-t s[tartup-node] デフォルト起動ノード名

デフォルト起動ノードを変更する場合に，変更後のデフォルト起動ノードの名称を指定しま

す。

Virtual-Server 名
情報を編集する Virtual Server の名称を指定します。

戻り値

表 2-439 vnasedit コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，11，12，19，35，40，41，
46，70，71※，75

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

42※，65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

42※，97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

Virtual Server 名を vserver1から vserver2に変更する場合

$ sudo vnasedit -t new-name vserver2 vserver1

vserver1という名称の Virtual Server のデフォルト起動ノードを node1に変更する場合

$ sudo vnasedit -t startup-node node1 vserver1
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2.273 vnasifassign（Virtual Server への仮想 IP アドレス
の割り当て）

書式

vnasifassign [--noifmon] [-p {v4|v6}] IPアドレス
   インターフェース Virtual-Server名

vnasifassign -h

説明

指定した IP アドレスを Virtual Server の仮想 IP アドレスとして，インターフェースを Virtual
Server に割り当てます。Virtual Server に割り当て可能なインターフェース数の上限については

vnaslistコマンドで確認できます。

このコマンドは，ノードおよび Virtual Server の状態が，次の条件を満たしている場合に実行でき

ます。

• 両ノードの状態が UP，両ノードの状態が INACTIVE，またはコマンドを実行するノードの状態

が UPで，かつもう一方のノードの状態が INACTIVEまたは DOWNであること

• Virtual Server の状態が Offline/No error，Online/No errorまたは Partial
online/No errorであること

オプションと引数

--noifmon
IP アドレスを監視対象外にする場合に指定します。このオプションを省略した場合，IP アド

レスは監視対象になります。

-p {v4|v6}
Virtual Server に割り当てる仮想 IP アドレスのプロトコルバージョンを指定します。このオ

プションを省略した場合，指定した IP アドレスからプロトコルバージョンを判断して v4また

は v6が設定されます。

v4
IPv4 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。

v6
IPv6 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。

IP アドレス

Virtual Server の仮想 IP アドレスとして割り当てる IP アドレスを指定します。

ノードおよびほかの Virtual Server に設定された IP アドレスと重複しない IP アドレスを指

定してください。

インターフェース

対象のインターフェースをポートの名称で指定します。

Virtual-Server 名
仮想 IP アドレスを割り当てる Virtual Server の名称を指定します。
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戻り値

表 2-440 vnasifassign コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3，5，6，8，9 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，17，18，21，22，35，40，
41，46，47，66，70，71※，75，
78，79，98※

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

42※，65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

42※，97，98※，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

57，71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

Virtual Server に仮想 IP アドレスを割り当てる場合

◦ インターフェースのポート名は eth12とする

◦ 仮想 IP アドレスは 10.208.136.11とする

$ sudo vnasifassign 10.208.136.11 eth12 vserver1

Virtual Server に仮想 IP アドレスを割り当てる場合（VLAN ID：0001）

◦ タグ付き VLAN を使用したインターフェースのポートの名称は eth13.0001とする

◦ 仮想 IP アドレスは[fd00::12:12]とし，監視対象外とする

$ sudo vnasifassign --noifmon -p v6 [fd00::12:12] eth13.0001 vserver1

2.274 vnasifrelease（Virtual Server の仮想 IP アドレスの
解放）

書式

vnasifrelease [-y] [-p {v4|v6}] インターフェース Virtual-Server名

vnasifrelease -h

説明

Virtual Server に割り当てられている仮想 IP アドレスを解放します。

Virtual Server に設定されている IP アドレスが 1 つの場合，その IP アドレスを解除することはで

きません 。
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このコマンドは，ノードおよび Virtual Server の状態が，次の条件を満たしている場合に実行でき

ます。

• 両ノードの状態が UP，両ノードの状態が INACTIVE，またはコマンドを実行するノードの状態

が UPで，かつもう一方のノードの状態が INACTIVEまたは DOWNであること

• Virtual Server の状態が Offline/No error，Online/No errorまたは Partial
online/No errorであること

オプションと引数

-p {v4|v6}
解放する仮想 IP アドレスのプロトコルバージョンを指定します。このオプションを省略した

場合は，v4が設定されます。

v4
IPv4 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。

v6
IPv6 形式の IP アドレスを使用する場合に指定します。

インターフェース

仮想 IP アドレスを解放するインターフェースをポートの名称で指定します。

Virtual-Server 名
仮想 IP アドレスを解放する Virtual Server の名称を指定します。

戻り値

表 2-441 vnasifrelease コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3，6，8 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，18，35，40，41，46，48，
59，66，70，75，79，98※

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

42※，65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

42※，97，98※，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.275 vnasinfo（ログインしている Virtual Server の情報
の表示）

書式

vnasinfo [-h]
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説明

ログインしている Virtual Server の情報を表示します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-442 vnasinfo コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

ID Virtual Server ID が表示されます。

Name Virtual Server 名が表示されます。

Status Virtual Server の状態とエラー情報が，次の形式で表示されます。

＜ Virtual Server状態＞/＜エラー情報＞

＜ Virtual Server 状
態＞

Online pending
起動処理中の場合に表示されます。

Online
稼働中の場合に表示されます。

Partial online
稼働中ですが，一部のサービスが停止している

場合に表示されます。

Offline pending
停止処理中の場合に表示されます。

Error
エラーが発生している場合に表示されます。

エラー情報を参照して対処してください。

＜エラー情報＞※ No error
エラーが発生していない場合に表示されます。

Internal error
回復できない内部エラーが発生している場合

に表示されます。

OS error
Virtual Server が起動，停止，再起動または

フェールオーバーできない場合に表示されま

す。

注※

各エラーの対処方法については，「トラブルシューティングガイド」を参照してください。

戻り値

表 2-443 vnasinfo コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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2.276 vnasinit（Virtual Server OS LU の初期化）

書式

vnasinit [-y] Virtual-Server-ID
vnasinit -h

説明

Virtual Server OS LU を初期化します。

このコマンドは，ノードおよび Virtual Server の状態が，次の条件を満たしている場合に実行でき

ます。

• 両ノードの状態が UPまたは両ノードの状態が INACTIVEであること

• Virtual Server の状態が Offline/No errorであること

このコマンドを実行したあとに，Virtual Server の設定情報を回復してください。Virtual Server
の設定情報を回復する方法については，「トラブルシューティングガイド」を参照してください。

オプションと引数

Virtual-Server-ID
Virtual Server OS LU を初期化する Virtual Server ID を指定します。

戻り値

表 2-444 vnasinit コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，13，19，26，28，29，41，
46，54，56，66※，70，71※，75

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

25，27，30，42※，97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

36，42※，65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

66※，71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

Virtual Server ID が 32 の Virtual Server を回復する場合

$ sudo vnasinit 32
KAQM34057-Q The virtual server OS LU of the specified virtual server will 
be initialized. After initialization, you will have to restore the settings 
of the virtual server. Additionally, processing might take a while. Are you 
sure you want to initialize the virtual server OS LU? (y/n)
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2.277 vnaslist（ノード上での Virtual Server の情報の表
示）

書式

vnaslist [--del デリミタ文字] [--ip] [--lu] [Virtual-Server名]
vnaslist -h

説明

ノード上で Virtual Server の情報を表示します。

オプションと引数

--del デリミタ文字

指定された任意の英数字，記号またはスペースで区切って表示する場合に指定します。

--ip
Virtual Server に割り当て可能なインターフェース数の上限のほか，現在 Virtual Server に割

り当てられているインターフェースの情報を参照する場合に指定します。

--lu
Virtual Server に割り当て可能なユーザー LU 数の上限のほか，現在 Virtual Server に割り当

てられているユーザー LU 数などの情報を参照する場合に指定します。

Virtual-Server 名
特定の Virtual Server の情報を参照する場合に，Virtual Server の名称を指定します。指定を

省略した場合は，すべての Virtual Server の情報が表示されます。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-445 vnaslist コマンドを実行した場合に表示される情報

項目 説明

ID Virtual Server ID が表示されます。

Name Virtual Server 名が表示されます。

Status※1 Virtual Server の状態とエラー情報が，次の形式で表示されます。

＜ Virtual Server状態＞/＜エラー情報＞

＜ Virtual Server 状
態＞

Offline
停止中の場合に表示されます。

Online pending
起動処理中の場合に表示されます。

Online
稼働中の場合に表示されます。

Partial online
稼働中ですが，一部のサービスが停止している

場合に表示されます。

Offline pending
停止処理中の場合に表示されます。

Online ready
クラスタが停止中のため，Virtual Server が起

動できない場合に表示されます。

Dump
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項目 説明

OS に障害が発生している場合に表示されま

す。

Error
エラーが発生している場合に表示されます。

エラー情報を参照して対処してください。

＜エラー情報＞※2 No error
エラーが発生していない場合に表示されます。

Internal error
回復できない内部エラーが発生している場合

に表示されます。

Monitor setup error
監視または監視除外の処理中に障害が発生し

た場合に表示されます。

No available nodes
フェールオーバー先のノードの状態が UPで

ないため，フェールオーバーできない場合に表

示されます。

Node not available
障害が発生しましたが，すでにフェールオー

バーしている状態のため，フェールオーバーで

きない場合に表示されます。

Node unknown
ノードの状態が UNKNOWNのため，Virtual
Server が起動できない場合に表示されます。

Execution error
起動または停止処理中にエラーが発生した場

合に表示されます。

OS error
Virtual Server が起動，停止，再起動または

フェールオーバーできない場合に表示されま

す。

Status unknown
情報が取得できなかった場合に表示されます。

Monitor※1 Virtual Server の監視状態が表示されます。

On
監視している場合に表示されます。

Off
監視していない場合に表示されます。障害が発生しても自動的に

フェールオーバーしません。

なお，Virtual Server が稼働中でない場合は，ハイフン（-）が表示されま

す。

Startup Node デフォルト起動ノードが表示されます。

Active Node※1 Virtual Server が現在稼働しているノードが表示されます。

停止している場合は表示されません。また，エラーが発生している場合に表

示されないこともあります。

Interface --ipオプションを指定した場合に，IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレスが

割り当てられているネットワークインターフェース名を表示します。

監視対象外の IP アドレスの場合は，末尾に(*)が表示されます。

IPv4 address --ipオプションを指定した場合に，ネットワークインターフェースに割り

当てられている IPv4 アドレスを表示します。

なお，割り当てられていない場合は，ハイフン（-）が表示されます。

IPv6 address --ipオプションを指定した場合に，ネットワークインターフェースに割り

当てられている IPv6 アドレスを表示します。

なお，割り当てられていない場合は，ハイフン（-）が表示されます。
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項目 説明

Virtual Server OS LU --luオプションを指定した場合に，Virtual Server OS LU が 16 進数で表

示されます。16 進数表記は，00～FF の場合は 2 桁，0100～01FF の場合は

4 桁となります。

Virtual Server User
LUs

--luオプションを指定した場合に，Virtual Server ユーザー LU が 16 進数

で表示されます。16 進数表記は，00～FF の場合は 2 桁，0100～01FF の場

合は 4 桁となります。

Number of assigned
interfaces

--ipオプションを指定した場合に，Virtual Server に現在割り当てられて

いるインターフェース数が表示されます。

Maximum number of
interfaces

--ipオプションを指定した場合に，Virtual Server に割り当て可能なイン

ターフェース数の上限が表示されます。

Number of assigned
User LUs

--luオプションを指定した場合に，Virtual Server に現在割り当てられて

いるユーザー LU 数が表示されます。

Maximum number of User
LUs

--luオプションを指定した場合に，Virtual Server に割り当て可能なユー

ザー LU 数の上限が表示されます。

注

ノードの電源遮断などによって，Virtual Server の作成に失敗している場合，項目によっては

表示されないことがあります。

また，コマンドを実行したノードの状態が UP以外で，もう一方のノードの状態が UPの場合，

Virtual Server が起動していても，Statusに Online ready/No error，Monitorに-が
表示されます。Active Nodeには何も表示されません。

ノードのバージョンアップ後，各 Virtual Server を初めて起動したときに，Virtual Server の
設定に不整合が発生しているという警告メッセージ（KAQM34070-W）が一時的に出力される

ことがありますが，対処は不要です。

注※1
コマンドを実行するノードの状態が UPでない場合，表示が実際の状態と異なることがありま

す。

注※2
各エラーの対処方法については，「トラブルシューティングガイド」を参照してください。

戻り値

表 2-446 vnaslist コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3，7 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，70 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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2.278 vnasluassign（Virtual Server へのユーザー LU の
割り当て）

書式

vnasluassign Virtual-Serverユーザー LU[,Virtual-Serverユーザー LU…]
   Virtual-Server名

vnasluassign -h

説明

未使用のユーザー LU を Virtual Server ユーザー LU として Virtual Server に割り当てます。

このコマンドは，ノードおよび Virtual Server の状態が，次の条件を満たしている場合に実行でき

ます。

• コマンドを実行するノードの状態が UPであること

• Virtual Server の状態が Offline/No error，Online/No errorまたは Partial
online/No errorであること

オプションと引数

Virtual-Server ユーザー LU[,Virtual-Server ユーザー LU…]
Virtual Server ユーザー LU として割り当てるユーザー LU の名称を指定します。複数指定す

る場合は，コンマ（,）で区切って指定します。Virtual Server に割り当て可能なユーザー LU
数の上限については vnaslistコマンドで確認できます。

Virtual-Server 名
ユーザー LU を割り当てる Virtual Server の名称を指定します。

戻り値

表 2-447 vnasluassign コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3，4 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，13，14，15，35，40，41，
46，51，60，70，71※，79

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

42※，65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

42※，97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。
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使用例

vserver1という名称の Virtual Server にユーザー LU（lu3Fおよび lu40）を割り当てる場合

$ sudo vnasluassign lu3F,lu40 vserver1

2.279 vnaslurelease（Virtual Server へのユーザー LU の
割り当ての解除）

書式

vnaslurelease [-y] Virtual-Serverユーザー LU[,Virtual-Serverユーザー LU…]
   Virtual-Server名

vnaslurelease -h

説明

Virtual Server ユーザー LU の Virtual Server への割り当てを解除します。

このコマンドは，ノードおよび Virtual Server の状態が，次の条件を満たしている場合に実行でき

ます。

• コマンドを実行するノードの状態が UPであること

• Virtual Server の状態が Offline/No error，Online/No errorまたは Partial
online/No errorであること

オプションと引数

Virtual-Server ユーザー LU[,Virtual-Server ユーザー LU…]
割り当てを解除する Virtual Server ユーザー LU の名称を指定します。複数指定する場合は，

コンマ（,）で区切って指定します。

Virtual-Server 名
Virtual Server ユーザー LU の割り当てを解除する Virtual Server の名称を指定します。

戻り値

表 2-448 vnaslurelease コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3，4 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，16，35，40，41，44，46，
49，70，79

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

42※，65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

42※，97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。
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2.280 vnasmon（Virtual Server の監視の除外または再開）

書式

vnasmon {--on|--off} Virtual-Server名

vnasmon --all {--on|--off}
vnasmon -h

説明

Virtual Server の監視を除外または再開します。

このコマンドは，ノードおよび Virtual Server の状態が，次の条件を満たしている場合に実行でき

ます。

--allオプションを指定しないとき

◦ コマンドを実行するノードの状態が UPであること

◦ Virtual Server の状態が Online/No errorまたは Partial online/No errorであ

ること

--allオプションを指定するとき

すべての Virtual Server の状態が Offline/No error※，Online/No errorまたは

Partial online/No errorであること

注※

状態が Offline/No errorの Virtual Server に対しては，監視を除外または再開しません。

オプションと引数

--all
クラスタ内のすべての Virtual Server を一括操作する場合に指定します。

--off
Virtual Server を監視対象から除外する場合に指定します。

なお，Virtual Server は，次の契機で自動的に監視が再開されます。

◦ Virtual Server の停止・起動（クラスタを操作した場合の動作も含む）

◦ Virtual Server の再起動

◦ Virtual Server の稼働ノードの変更

--on
Virtual Server の監視を再開する場合に指定します。

Virtual-Server 名
監視を除外・再開する Virtual Server の名称を指定します。

戻り値

表 2-449 vnasmon コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。
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戻り値 説明

10，41，43，46，52，53※，70，
71※，79

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

42※，53※，65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

42※，97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

vserver1という名称の Virtual Server を監視対象から除外する場合

$ sudo vnasmon --off vserver1

クラスタ内の Virtual Server の監視を一括して再開する場合

$ sudo vnasmon --all --on

2.281 vnasmove（Virtual Server の稼働ノードの変更）

書式

vnasmove [-y] [-s] [ノード名] Virtual-Server名

vnasmove [-y] --all ノード名

vnasmove [-y] --failback ノード名

vnasmove -h

説明

Virtual Server の稼働ノードを変更します。また，デフォルト起動ノードも同時に変更できます。

稼働ノードの変更は，ノードおよび Virtual Server の状態が，次の条件を満たしている場合に実行

できます。

• 両ノードの状態が UPであること

• Virtual Server の状態が Online/No errorまたは Partial online/No errorであるこ

と

なお，Virtual Server の稼働ノードを変更するときの処理時間のタイムアウト値については，clctl
コマンドで確認できます。

オプションと引数

--all
稼働しているすべての Virtual Server を対象にする場合に指定します。

--failback
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指定したノードがデフォルト起動ノードに設定された，稼働しているすべての Virtual Server
を対象にする場合に指定します。

-s
デフォルト起動ノードを移動先のノードに変更する場合に指定します。

ノード名

移動先のノードの名称を指定します。このオプションを省略した場合は，現在 Virtual Server
が稼働しているノードのクラスタ内のもう一方のノードが移動先として設定されます。

Virtual-Server 名
稼働ノードを変更する Virtual Server の名称を指定します。

戻り値

表 2-450 vnasmove コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，12，20，41，46，67，70，
71※，74※，79※

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

42※，65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

42※，97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

71※，74※，79※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

80 コマンドの処理は完了していますが，設定またはシステムの状態に問題

がないかメッセージを確認する必要があります。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

vserver1という名称の Virtual Server の稼働ノードを node1に変更する場合

$ sudo vnasmove node1 vserver1
KAQM34056-Q Processing might take a while. During this processing, services 
cannot be used. Are you sure you want to change the active node of the 
specified virtual server? (y/n)

2.282 vnasrestart（Virtual Server の再起動）

書式

vnasrestart [-y] Virtual-Server名

vnasrestart -h
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説明

Virtual Server を再起動します。

このコマンドで複数の Virtual Server を続けて再起動する場合，バックグラウンドで実行できま

す。バックグラウンドでコマンドを実行する際には，必ず-yオプションを指定してください。

このコマンドは，ノードおよび Virtual Server の状態が，次の条件を満たしている場合に実行でき

ます。

• コマンドを実行するノードの状態が UPであること

• Virtual Server の状態が Offline/No error，Online/No errorまたは Partial
online/No errorであること

なお，再起動に失敗した場合は，もう一方のノードで Virtual Server が起動されます。

オプションと引数

Virtual-Server 名
再起動する Virtual Server の名称を指定します。

戻り値

表 2-451 vnasrestart コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，20，41，46，70，71※，79 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

42※，65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

42※，97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.283 vnasstart（Virtual Server の起動）

書式

vnasstart Virtual-Server名

vnasstart -h

説明

Virtual Server を起動します。

このコマンドで複数の Virtual Server を続けて起動する場合，バックグラウンドで実行できます。
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このコマンドは，ノードおよび Virtual Server の状態が，次の条件を満たしている場合に実行でき

ます。

• コマンドを実行するノードの状態が UPであること

• Virtual Server の状態が Offline/No errorであること

デフォルト起動ノードの状態が UPでない場合，またはデフォルト起動ノードでの起動に失敗した

場合は，もう一方のノードで Virtual Server が起動されます。

オプションと引数

Virtual-Server 名
起動する Virtual Server の名称を指定します。

戻り値

表 2-452 vnasstart コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，19，35，41，46，50，70，
71※，79，98※

指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

42※，65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

42※，97，98※，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.284 vnasstop（Virtual Server の停止）

書式

vnasstop [-y] [-f] Virtual-Server名

vnasstop -h

説明

Virtual Server を停止します。

このコマンドで複数の Virtual Server を続けて停止する場合，バックグラウンドで実行できます。

バックグラウンドでコマンドを実行する際には，必ず-yオプションを指定してください。

このコマンドは，ノードおよび Virtual Server の状態が，次の条件を満たしている場合に実行でき

ます。

• コマンドを実行するノードの状態が UPであること
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• Virtual Server の状態が Online/No error，Partial online/No errorまたは Online
ready/No errorであること

オプションと引数

-f
Virtual Server を強制的に停止する場合に指定します。ノードの状態が UPでない場合および

Virtual Server の状態が Errorの場合にも実行できます。

Virtual Server を強制的に停止した場合は，システムメッセージに KAQG72019-E または

KAQG72020-E が出力されているかを両方のノードで確認し，出力状況に応じて OS を再起動

してください。

どちらか一方のノードに出力されている場合

メッセージが出力されたノードの OS を再起動してください。

両方のノードに出力されている場合

メッセージが，より 近に出力されたノードの OS を再起動してください。

どちらにも出力されていない場合

再起動は不要です。

Virtual-Server 名
停止または強制停止する Virtual Server の名称を指定します。

戻り値

表 2-453 vnasstop コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2，3 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

10，40，41，46，70，79 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

42※，65 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

42※，97，98，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

2.285 welcomemsgchange（SSH ログイン時に表示され
るメッセージの変更）

書式

welcomemsgchange -c '会社名'
welcomemsgchange -m 'メッセージ'
welcomemsgchange -b
welcomemsgchange [-h]

634 コマンドリファレンス

コマンドリファレンス



説明

SSH ログイン時に表示されるメッセージを変更します。変更されたメッセージは次回ログインし

た際に有効になります。

なお，オプションの指定を省略した場合には，現在のメッセージが表示されます。

オプションと引数

-b
メッセージを表示しない場合に指定します。このほか， 後にログインした時刻（Last
login）も表示されません。

-c '会社名'
メッセージをデフォルトメッセージに戻し，メッセージ内の{Company Name Here}を会社名

に変更する場合に指定します。会社名はアポストロフィ（'）で囲み，1,024 文字以内で指定し

ます。

指定できる文字は英数字，感嘆符（!），アンパサンド（&），始め小括弧（(），終わり小括弧

（)），アステリスク（*），コンマ（,），ハイフン（-），ピリオド（.），斜線（/），コロン（:），
セミコロン（;），始め山括弧（<），終わり山括弧（>），疑問符（?），単価記号（@），始め角

括弧（[），終わり角括弧（]），アンダーライン（_），始め波括弧（{），終わり波括弧（}），
スペースおよび改行です。

デフォルトメッセージを次に示します。

 Warning Notice!

 This is a {Company Name Here} computer system, which may be accessed and 
used only for authorized {Company Name Here} business by authorized 
personnel. Unauthorized access or use of this computer system may subject 
violators to criminal, civil, and/or administrative action.

 All information on this computer system may be intercepted, recorded, 
read, copied, and disclosed by and to authorized personnel for official 
purposes, including criminal investigations. Such information includes 
sensitive data encrypted to comply with confidentiality and privacy 
requirements. Access or use of this computer system by any person, whether 
authorized or unauthorized, constitutes consent to these terms. There is no 
right of privacy in this system.

-m 'メッセージ'
メッセージを変更する場合に指定します。メッセージはアポストロフィ（'）で囲み，1,024 文

字以内で指定します。

指定できる文字は英数字，感嘆符（!），アンパサンド（&），始め小括弧（(），終わり小括弧

（)），アステリスク（*），コンマ（,），ハイフン（-），ピリオド（.），斜線（/），コロン（:），
セミコロン（;），始め山括弧（<），終わり山括弧（>），疑問符（?），単価記号（@），始め角

括弧（[），終わり角括弧（]），アンダーライン（_），始め波括弧（{），終わり波括弧（}），
スペースおよび改行です。

戻り値

表 2-454 welcomemsgchange コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1※ コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

1※ システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。
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注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

SSH ログイン時に表示されるメッセージを変更する場合

$ sudo welcomemsgchange -m 'Warning Notice!
> This is a Hitachi computer system, which may be accessed and used only 
for authorized Hitachi business by authorized personnel. Unauthorized 
access or use of this computer system may subject violators to criminal, 
civil, and/or administrative action.'

2.286 wormctl（WORM タスクの管理）

書式

wormctl {-S スケジュール|--immediate} [-o オペレーション]
   [-c 自動コミット期間] [-r リテンション期間]
   {--file-system ファイルシステム名|--system}
wormctl -S スケジュール --immediate [-o オペレーション]
   [-c 自動コミット期間] [-r リテンション期間]
   {--file-system ファイルシステム名|--system}
wormctl {--delete [-y]|--list} 
   {--file-system ファイルシステム名|--system|--all}
wormctl --dispose-list --file-system ファイルシステム名

wormctl -h

説明

WORM タスクを管理することで，指定した期間に変更のなかったファイルを自動的に WORM 化す

る自動コミット処理と，リテンション期間が過ぎた WORM ファイルを自動的に削除する自動削除

処理を管理します。自動削除処理を実行すると，自動コミット処理によって WORM 化されたファ

イルかどうかにかかわらず，リテンション期間が過ぎたすべての WORM ファイルが削除されます。

システムに 1 つ，またはファイルシステムごとに 1 つの WORM タスクを設定します。指定したス

ケジュールで定期的に WORM タスクを実行することもできます。

WORM タスクは，対象のファイルシステムが次の条件を満たしている場合に設定できます。

• マウントされている

• WORM 対応である

• 自動コミットが無効である※

• ほかの HVFP/HDI からマイグレートされた HCP のデータを共有していない

• 差分スナップショットでない

注※

WORM 対応ファイルシステムに対して自動コミットの設定を有効にすると，読み取り専用に

設定されてから一定期間変更がないファイルが自動的に WORM 化されます。この設定を無効

にして，wormctlコマンドで自動コミット処理を実行すると，読み取り専用に設定していなく

ても，一定期間変更がないファイルが WORM 化されます。

オプションと引数

--all
システムおよびすべてのファイルシステムを対象とする場合に指定します。
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-c 自動コミット期間

ファイルの 終更新日時から，WORM 化するまでの期間を 1～876,000 の範囲で指定します

（単位：時）。

このオプションを省略した場合は，現在の設定値が引き継がれます。初期設定は「24」（1 日）

です。なお，このオプションは，-oオプションの disposeと同時に指定した場合は無視され

ます。

--delete
WORM タスクを削除する場合に指定します。

--dispose-list
自動削除処理で削除された過去 7 日間のファイルを表示します。

--file-system ファイルシステム名

特定のファイルシステムを対象とする場合に指定します。

--immediate
WORM タスクを直ちに実行する場合に指定します。

--systemオプションを指定した場合は，ログインしているノード上のすべてのファイルシス

テムに対して WORM タスクを実行します。

--list
WORM タスクの設定を表示する場合に指定します。

-o オペレーション

WORM タスクとして実行する処理を指定します。このオプションを省略した場合は，現在の

設定値が引き継がれます。初期設定は「all」です。

指定できる処理を次に示します。

all
自動コミット処理と自動削除処理を実行する場合に指定します。

commit
自動コミット処理を実行する場合に指定します。

dispose
自動削除処理を実行する場合に指定します。

-r リテンション期間

自動コミットが行われたファイルに設定されるリテンション期間を 1～36,500 の範囲で指定

します（単位：日）。

このオプションを省略した場合は，現在の設定値が引き継がれます。初期設定は「10950」（約

30 年）です。なお，このオプションは，-oオプションの disposeと同時に指定した場合は

無視されます。

また，リテンション期間を無期限にする場合は，infiniteを指定します。

–S スケジュール

WORM タスクを実行するスケジュールを次のどれかの形式で指定します。

D-＜時刻＞

毎日特定の時刻に実行する場合に指定します。＜時刻＞は hhmm の形式で指定します。

W-＜曜日＞-＜時刻＞
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毎週特定の曜日および時刻に実行する場合に指定します。＜曜日＞には，Sun，Mon，
Tue，Wed，Thu，Friまたは Satを指定します。曜日を複数設定する場合は，コンマ（,）
で区切って指定します。＜時刻＞は hhmm の形式で指定します。

M-＜日付＞-＜時刻＞

毎月特定の日時に実行する場合に指定します。＜日付＞は 1～31 の範囲で指定します。

29～31 を指定した場合は，その日付が存在する月だけ定時保存が実行されます。日付を

複数設定する場合は，コンマ（,）で区切って指定します。＜時刻＞は hhmm の形式で指

定します。

--system
システムを対象とする場合に指定します。

表示項目

このコマンドを実行した際に表示される情報を次の表に示します。

表 2-455 wormctl コマンドを実行した場合に表示される情報（--dispose-list オプションを指定しな
い場合）

項目 説明

Target WORM タスクの設定対象が表示されます。

ファイルシステムが対象の場合は，ファイルシステム名が表示されます。また，

システムが対象の場合は，All file systemsが表示されます。

Interval WORM タスクの実行間隔が表示されます。

Daily
毎日実行される場合に表示されます。

Weekly
Day of week : ＜曜日＞

毎週実行される場合に，対象の曜日が Sun，Mon，Tue，Wed，Thu，Fri
および Satで表示されます。曜日が複数設定されている場合は，コンマ

（,）で区切って表示されます。

Monthly
Day : ＜日付＞

毎月実行される場合に，対象の日付が 1～31 の範囲で表示されます。日付

が複数設定されている場合は，コンマ（,）で区切って表示されます。

Time WORM タスクが実行される時刻が hh:mmの形式で表示されます。

Operation WORM タスクとして実行される処理が表示されます。

all
自動コミット処理と自動削除処理の両方が実行される場合に表示されま

す。

commit
自動コミット処理が実行される場合に表示されます。

dispose
自動削除処理が実行される場合に表示されます。

Commit period 自動コミット期間が時間で表示されます。

Operationが disposeの場合は，「-」が表示されます。

Retention period リテンション期間が日数で表示されます。

無期限に設定されている場合は infiniteが表示されます。Operationが

disposeの場合は，「-」が表示されます。
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表 2-456 wormctl コマンドを実行した場合に表示される情報（--dispose-list オプションを指定した
場合）

項目 説明

削除日時およびファイルパ

ス

削除されたファイルの削除日時とパスが次の形式で表示されます。

＜削除日時（形式：MMM DD hh:mm:ss）＞ ＜ファイルパス＞

戻り値

表 2-457 wormctl コマンドの戻り値

戻り値 説明

0 正常終了

1，2 コマンドの書式を誤って指定しています。書式を見直したあと，再度実

行してください。

4，5，10，14，15，17，70，71※ 指定した値が適切でないか，システムの状態に問題があるおそれがあり

ます。出力されたメッセージの対処に従ったあと，再度実行してくださ

い。繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

65，66，67 システムがビジー状態か，一時的なエラーが発生しているおそれがあり

ます。しばらく待って再度実行してください。繰り返しエラーが発生す

る場合は，保守員に連絡してください。

71※ システムが一時的に通信できない状態であるおそれがあります。通信状

態を確認したあと，しばらく待って再度実行してください。繰り返しエ

ラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

97，99 システム管理者が対応できないエラーです。保守員に連絡してくださ

い。

注※

異常終了した要因が複数あります。

使用例

WORM タスクを次の条件で設定する場合

◦ ファイルシステム名は FS_1とする

◦ 平日の 17 時に WORM タスクを実行する

◦ 自動コミット期間は 96（4 日）とする

◦ 自動コミット処理と自動削除処理の両方を実行する

$ sudo wormctl -S W-Mon,Tue,Wed,Thu,Fri-1700 --file-system FS_1 -o all -c 96

FS_1という名称のファイルシステムに設定されている WORM タスクを削除する場合

$ sudo wormctl --delete --file-system FS_1
KAQM37303-Q Do you still want to delete the WORM task schedule? (y/n) y
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3
コマンド操作手順

この章では，コマンドを使用した操作手順について説明します。なお，各コマンドの文法について

は，「2. コマンドリファレンス」を参照してください。

r 3.1 公開鍵の管理

r 3.2 管理サーバのパスワードの変更

r 3.3 クラスタの管理

r 3.4 ノード上の OS の制御

r 3.5 サービスの管理

r 3.6 システムの設定

r 3.7 リアルタイムスキャン機能の管理

r 3.8 ローカルユーザー・グループの管理

r 3.9 ファイルシステムの管理

r 3.10 NFS 共有の管理

r 3.11 CIFS 共有の管理

r 3.12 ACL の管理

r 3.13 ファイルシステムごとの Quota の管理

r 3.14 サブツリー Quota の管理

r 3.15 システム設定情報の管理

r 3.16 HCP 連携の設定

r 3.17 ほかのファイルサーバからのインポートの管理

r 3.18 マイグレーションまたはインポートに関する設定の管理
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r 3.19 Virtual Server の管理

r 3.20 差分スナップショットの運用

r 3.21 NDMP サーバの管理

r 3.22 テープドライブの管理

r 3.23 Hitachi File Remote Replicator の運用
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3.1 公開鍵の管理
この節では，公開鍵を管理する方法について説明します。

3.1.1 公開鍵を登録する

sshkeyaddコマンドで，SSH 認証で利用する公開鍵を登録する手順を説明します。公開鍵は SSH
用アカウントである nasrootに対して登録されます。1 ノード当たりの公開鍵が，プロトコル

（SSH2）に対して，128 個以内になるようにしてください。

各手順の実行例は，次の条件で公開鍵を登録することを想定しています。

• 公開鍵ファイルは，UNIX マシンで作成する

• 公開鍵ファイルのファイル名は sshkey.pubとする

• 公開鍵に対するコメントは nasroot-keyとする

• 公開鍵を登録するノードのホスト名は，fshost01とする

1. 鍵作成ツールを用意して，SSH 認証で利用する鍵（秘密鍵，公開鍵）を作成します。

インストール方法や鍵の作成手順については，利用するソフトウェアのドキュメントを参照して

ください。

2. scpコマンドで，公開鍵ファイルを SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/
nasroot）の直下に転送します。

$ scp /home/admin/.ssh/sshkey.pub nasroot@fshost01:
sshkey.pub                                              100%  229     0.2KB/
s   00:00

注意：

SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）の直下にすでに存在するディ

レクトリやファイルの名称は，公開鍵ファイルのファイル名には使用できません。

3. SSH を使用して対象のノードにログインします。

$ ssh -2 nasroot@fshost01

4. sshkeyaddコマンドを実行して，公開鍵を登録します。

公開鍵が登録され，/home/nasrootディレクトリから指定した公開鍵ファイルが削除されま

す。

$ sudo sshkeyadd -2 -c nasroot-key sshkey.pub

5. sshkeylistコマンドを実行して，公開鍵が正しく登録されたことを確認します。

$ sudo sshkeylist
User    Ver.    Comment
...
nasroot SSH2    nasroot-key

6. クラスタ内のもう一方のノードで手順 2.～5.を実行します。

注意：

/home/nasrootディレクトリの直下に意図しないファイルを誤って転送してしまった場合，

rmfileコマンドで削除できます。

$ sudo rmfile ssh-key-nasroot.pub
KAQM16173-Q Do you want to delete the specified file? (y/n) y
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3.2 管理サーバのパスワードの変更
この節では，管理サーバのパスワードを変更する方法について説明します。

1. hnasmpasswdコマンドを実行して，管理サーバがノードと通信する際に使用する認証パスワー

ドを変更します。

各項目を入力するためのプロンプトが表示されます。各項目に変更後のパスワードを入力して

ください。

$ sudo hnasmpasswd
KAQM21005-Q New password:
KAQM21006-Q Re-enter new password:
KAQM21007-I The password was changed successfully.

注意：

New passwordおよび Re-enter new passwordに入力した文字列は表示されません。

2. クラスタ内で同じパスワードになるように，もう一方のノードで手順 1.を実行します。

クラスタ内の設定が完了したら，［ノード編集］ダイアログで，管理サーバにも同じパスワードを登

録しておく必要があります。管理サーバとノードに同じパスワードを登録しておかないと，GUI で
操作した際に認証エラーが発生します。

3.3 クラスタの管理
この節では，クラスタ，ノード，およびリソースグループを管理する方法について説明します。

システム管理者は，保守作業や障害回復を行うときに，クラスタを停止・起動できます。クラスタ

を停止・起動した場合，各ノードを停止・起動する必要はありません。クラスタを停止する際にリ

ソースグループが停止していた場合，クラスタを起動したあとにリソースグループを起動してくだ

さい。

リソースグループの稼働中にクラスタを停止し，そのあとでクラスタを起動した場合は，自動的に

リソースグループも起動されます。その際，リソースグループの状態は，Online Ready，
Initializing，Discovery (exclusivity)，Online Pending，Onlineの順に変化しま

す。登録されているリソースが多い場合，リソースグループが Online/No errorの状態に遷移す

るまでに数十分掛かることがあります。

クラスタを操作する前に：

次の操作を実行する場合は，リソースグループの部分閉塞が発生していないかを処理の完了後に確

認する必要があります。

• リソースグループの稼働中に停止したクラスタを起動するとき

• リソースグループの稼働中に停止したノードを起動するとき

• リソースグループを起動するとき

• リソースグループの実行ノードを変更するとき

リソースグループの部分閉塞については，「1.6 運用上の注意事項（コマンド利用時には必ずお読み

ください）」を参照してください。

3.3.1 クラスタを停止する

clstopコマンドで，クラスタを停止する手順を説明します。
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この手順を実行する前に，「3.3 クラスタの管理」の「クラスタを操作する前に：」の内容を確認し

てください。

1. clstatusコマンドを実行して，クラスタおよびリソースグループの状態を確認します。

次のことを確認します。

◦ Cluster statusに ACTIVEと表示されていること

◦ Resource group statusに Online/No error，Offline/No errorまたは Online
Maintenance/No errorと表示されていること

$ sudo clstatus

--Cluster Status--
Cluster name    : cluster01
Cluster status  : ACTIVE

--Node Status--
node 0(D710000031)
Node name       : node0
Node status     : UP

node 1(D710000035)
Node name       : node1
Node status     : UP

--Resource Group Status--
Resource group name      : node0
Resource group status    : Online/No error
Running node             : node0

Resource group name      : node1
Resource group status    : Online/No error
Running node             : node1

2. clstopコマンドを実行して，クラスタを停止します。

クラスタの停止を確認するメッセージが出力されます。yを入力してください。

clstopコマンドを実行すると，クラスタを構成しているノードおよび各ノードで稼働している

すべてのリソースグループが停止します。

$ sudo clstop
KAQM06133-Q Performing this operation will stop the services on both nodes. 
Are you sure you want to stop the cluster? (y/n) y

3. clstatusコマンドを実行して，クラスタが停止したことを確認します。

Cluster statusに INACTIVEと表示されていることを確認します。なお，リソースグループ

が稼働している場合にクラスタを停止すると，Resource group statusには Online
Readyと表示されます。

$ sudo clstatus

--Cluster Status--
Cluster name    : cluster01
Cluster status  : INACTIVE
...
--Resource Group Status--
Resource group name      : node0
Resource group status    : Online Ready/No error
Running node             :

Resource group name      : node1
Resource group status    : Online Ready/No error
Running node             :

3.3.2 クラスタを起動する

clstartコマンドで，クラスタを起動する手順を説明します。
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この手順を実行する前に，「3.3 クラスタの管理」の「クラスタを操作する前に：」の内容を確認し

てください。

1. clstatusコマンドを実行して，クラスタが停止していることを確認します。

Cluster statusに INACTIVEと表示されていることを確認します。

$ sudo clstatus

--Cluster Status--
Cluster name    : cluster01
Cluster status  : INACTIVE

--Node Status--
node 0(D710000031)
Node name       : node0
Node status     : INACTIVE

node 1(D710000035)
Node name       : node1
Node status     : INACTIVE

--Resource Group Status--
Resource group name      : node0
Resource group status    : Online Ready/No error
Running node             :

Resource group name      : node1
Resource group status    : Online Ready/No error
Running node             :

2. clstartコマンドを実行して，クラスタを起動します。

clstartコマンドを実行すると，クラスタを構成しているすべてのノードが起動します。ノー

ドが起動すると，リソースグループを起動できる状態になります。

$ sudo clstart

3. リソースグループを起動します。

クラスタを停止する際にリソースグループが停止していた場合に必要な操作です。リソースグ

ループを起動する方法については，「3.3.6 リソースグループを起動する」を参照してください。

4. clstatusコマンドを実行して，クラスタ，ノードおよびリソースグループが正常に稼働して

いることを確認します。

次のことを確認します。

◦ Cluster statusに ACTIVEと表示されていること

◦ Node statusに UPと表示されていること

◦ Resource group statusに Online/No errorと表示されていること

$ sudo clstatus

--Cluster Status--
Cluster name    : cluster01
Cluster status  : ACTIVE

--Node Status--
node 0(D710000031)
Node name       : node0
Node status     : UP

node 1(D710000035)
Node name       : node1
Node status     : UP

--Resource Group Status--
Resource group name      : node0
Resource group status    : Online/No error
Running node             : node0

Resource group name      : node1
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Resource group status    : Online/No error
Running node             : node1

3.3.3 ノードを停止する

ndstopコマンドで，ノードを停止する手順を説明します。

各手順の実行例は，node1という名称のノードを停止することを想定しています。

1. clstatusコマンドを実行して，ノードおよびノード上のリソースグループの状態を確認しま

す。

次のことを確認します。

◦ 停止するノードの Node statusに UPと表示されていること

◦ 停止するノード上のリソースグループの Resource group statusに Online/No
error，Offline/No errorまたは Online Maintenance/No errorと表示されてい

ること

$ sudo clstatus

--Cluster Status--
Cluster name    : cluster01
Cluster status  : ACTIVE

--Node Status--
node 0(D710000031)
Node name       : node0
Node status     : UP

node 1(D710000035)
Node name       : node1
Node status     : UP

--Resource Group Status--
Resource group name      : node0
Resource group status    : Online/No error
Running node             : node0

Resource group name      : node1
Resource group status    : Online/No error
Running node             : node1

2. ndstopコマンドを実行して，ノードを停止します。

ノードの停止を確認するメッセージが出力されます。yを入力してください。

ndstopコマンドを実行すると，ノードが停止し，そのノードで稼働しているリソースグループ

が別のノードにフェールオーバーします。ただし，二つのリソースグループが稼働しているノー

ドを停止すると，フェールオーバーによって移動してきたリソースグループが停止し，元から起

動していたリソースグループは別のノードにフェールオーバーします。

$ sudo ndstop node1
KAQM06134-Q Performing this operation might stop the services on the node. 
Are you sure you want to stop the node? (y/n) y

3. clstatusコマンドを実行して，ノードが停止したことを確認します。

Node statusに INACTIVEと表示されていることを確認します。

$ sudo clstatus

...
--Node Status--
...
node 1(D710000035)
Node name       : node1
Node status     : INACTIVE
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--Resource Group Status--
...
Resource group name      : node1
Resource group status    : Online/No error
Running node             : node0

3.3.4 ノードを起動する

ndstartコマンドで，ノードを起動する手順を説明します。

各手順の実行例は，node1という名称のノードを起動することを想定しています。

1. 起動するノードがログインしているノードのもう一方の場合は，peerstatusコマンドを実行

して，ノードの OS が正常に起動しているかを確認します。

BOOT COMPLETEと表示されていることを確認します。

$ sudo peerstatus
BOOT COMPLETE

2. ndstatusコマンドを実行して，ノードが停止していることを確認します。

Node statusに INACTIVEと表示されていることを確認します。

$ sudo ndstatus node1

--Node Status--
node 1(D710000035)
Node name       : node1
Node status     : INACTIVE

3. ndstartコマンドを実行して，ノードを起動します。

$ sudo ndstart node1

4. ndstatusコマンドを実行して，ノードが正常に稼働していることを確認します。

Node statusに UPと表示されていることを確認します。

$ sudo ndstatus node1

--Node Status--
node 1(D710000035)
Node name       : node1
Node status     : UP

3.3.5 リソースグループを停止する

rgstopコマンドで，リソースグループを停止する手順を説明します。

各手順の実行例は，node1という名称のリソースグループを停止することを想定しています。

1. rgstatusコマンドを実行して，リソースグループの状態を確認します。

Resource group statusに Online/No error，Online Ready/No errorまたは

Online Maintenance/No errorと表示されていることを確認します。

$ sudo rgstatus node1

--Resource Group Status--
Resource group name      : node1
Resource group status    : Online/No error
Running node             : node1

2. rgstopコマンドを実行して，リソースグループを停止します。

リソースグループの停止を確認するメッセージが出力されます。yを入力してください。
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$ sudo rgstop node1
KAQM06135-Q Performing this operation will stop the services. Are you sure 
you want to stop the resource group? (y/n) y

3. rgstatusコマンドを実行して，リソースグループが停止したことを確認します。

Resource group statusに Offline/No errorと表示されていることを確認します。

$ sudo rgstatus node1

--Resource Group Status--
Resource group name      : node1
Resource group status    : Offline/No error
Running node             :

3.3.6 リソースグループを起動する

rgstartコマンドで，リソースグループを起動する手順を説明します。

この手順を実行する前に，「3.3 クラスタの管理」の「クラスタを操作する前に：」の内容を確認し

てください。

各手順の実行例は，node1という名称のリソースグループを起動することを想定しています。

1. clstatusコマンドを実行して，クラスタ，ノードおよびリソースグループの状態を確認しま

す。

◦ Cluster statusに ACTIVEと表示されていること

◦ リソースグループを起動するノードの Node statusに UPと表示されていること

◦ 起動するリソースグループの Resource group statusに Offline/No errorまたは

Online Ready/No errorと表示されていること

$ sudo clstatus

--Cluster Status--
Cluster name    : cluster01
Cluster status  : ACTIVE

--Node Status--
node 0(D710000031)
Node name       : node0
Node status     : UP

node 1(D710000035)
Node name       : node1
Node status     : UP

--Resource Group Status--
Resource group name      : node0
Resource group status    : Online/No error
Running node             : node0

Resource group name      : node1
Resource group status    : Offline/No error
Running node             :

2. rgstartコマンドを実行して，リソースグループを起動します。

登録されているリソースが多い場合，リソースグループが Online/No errorの状態に遷移し

て使用できるようになるまでに数十分掛かることがあります。

$ sudo rgstart node1

3. rgstatusコマンドを実行して，リソースグループが正常に稼働していることを確認します。

Resource group statusに Online/No errorと表示されていることを確認します。

コマンド操作手順 649

コマンドリファレンス



$ sudo rgstatus node1

--Resource Group Status--
Resource group name      : node1
Resource group status    : Online/No error
Running node             : node1

3.3.7 リソースグループの実行ノードを変更する

ノードの保守作業や障害回復をする場合，rgmoveコマンドでリソースグループの実行ノードを変

更することによって，フェールオーバー・フェールバックする手順を説明します。

NFS 共有が作成されている状態でリソースグループの実行ノードを変更する場合は，移動先のノー

ドで NFS サービスが起動している必要があります。

この手順を実行する前に，「3.3 クラスタの管理」の「クラスタを操作する前に：」の内容を確認し

てください。

各手順の実行例は，node1という名称のリソースグループの実行ノードを移動することを想定して

います。

1. clstatusコマンドを実行して，リソースグループの移動先のノードの状態および移動するリ

ソースグループの状態を確認します。

次のことを確認します。

◦ 移動先のノードの Node statusに UPと表示されていること

◦ 移動するリソースグループの Resource group statusに Online/No errorまたは

Online Maintenance/No errorと表示されていること

$ sudo clstatus

--Cluster Status--
Cluster name    : cluster01
Cluster status  : ACTIVE

--Node Status--
node 0(D710000031)
Node name       : node0
Node status     : UP

node 1(D710000035)
Node name       : node1
Node status     : UP

--Resource Group Status--
Resource group name      : node0
Resource group status    : Online/No error
Running node             : node0

Resource group name      : node1
Resource group status    : Online/No error
Running node             : node1

2. rgmoveコマンドを実行して，リソースグループの実行ノードを変更します。

リソースグループの実行ノードの変更を確認するメッセージが出力されます。yを入力してく

ださい。

登録されているリソースが多い場合，処理が完了するまでに数十分掛かることがあります。

$ sudo rgmove node1
KAQM06136-Q Performing this operation will temporarily stop the services. 
Are you sure you want to change the execution node of the resource group? (y/
n) y
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3. clstatusコマンドを実行して，リソースグループの実行ノードが変更されたことを確認しま

す。

移動したリソースグループの Running nodeに，移動先のノードの名称が表示されていること

を確認します。

$ sudo clstatus

...
--Resource Group Status--
...
Resource group name      : node1
Resource group status    : Online/No error
Running node             : node0

3.3.8 リソースグループの監視を除外する

rgmonコマンドで，リソースグループを監視対象から除外する手順を説明します。

各手順の実行例は，node1という名称のリソースグループを監視対象から除外することを想定して

います。

1. rgstatusコマンドを実行して，監視対象から除外するリソースグループの状態を確認します。

Resource group statusに Online/No errorと表示されていることを確認します。

$ sudo rgstatus node1

--Resource Group Status--
Resource group name      : node1
Resource group status    : Online/No error
Running node             : node1

2. rgmonコマンドを実行して，リソースグループを監視対象から除外します。

$ sudo rgmon -off node1

3. rgstatusコマンドを実行して，リソースグループが監視対象から除外されたことを確認しま

す。

Resource group statusに Online Maintenance/No errorと表示されていることを

確認します。

$ sudo rgstatus node1

--Resource Group Status--
Resource group name      : node1
Resource group status    : Online Maintenance/No error
Running node             : node1

3.3.9 リソースグループの監視を再開する

rgmonコマンドで，リソースグループの監視を再開する手順を説明します。

各手順の実行例は，node1という名称のリソースグループの監視を再開することを想定していま

す。

1. rgstatusコマンドを実行して，監視を再開するリソースグループの状態を確認します。

Resource group statusに Online Maintenance/No errorと表示されていることを

確認します。

$ sudo rgstatus node1

--Resource Group Status--
Resource group name      : node1
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Resource group status    : Online Maintenance/No error
Running node             : node1

2. rgmonコマンドを実行して，リソースグループの監視を再開します。

$ sudo rgmon -on node1

3. rgstatusコマンドを実行して，リソースグループの監視が再開されたことを確認します。

Resource group statusに Online/No errorと表示されていることを確認します。

$ sudo rgstatus node1

--Resource Group Status--
Resource group name      : node1
Resource group status    : Online/No error
Running node             : node1

3.3.10 フェールオーバー時の処理時間のタイムアウト値を変更する

clctlコマンドで，フェールオーバーまたはフェールバック時の処理時間のタイムアウト値を変更

する手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件でタイムアウト値を変更することを想定しています。

• 起動処理のタイムアウト値を 45 分に変更する

• 停止処理のタイムアウト値を 45 分に変更する

1. clctlコマンドを実行して，現在のタイムアウト値を確認します。

$ sudo clctl
Timeout value for the processing to start the resource group during 
failover: 0
Timeout value for the processing to stop the resource group during failover: 
60
Time until a failover starts after a failure is detected on the heartbeat 
LAN: 60
Time until a failover starts after a link-down error is detected: 60
Resource group start policy if an error occurs with a resource: 
ignore_resource_error

2. clctlコマンドを実行して，フェールオーバーまたはフェールバック時の処理時間のタイムア

ウト値を変更します。

$ sudo clctl -s 45 -e 45

3. clctlコマンドを実行して，タイムアウト値が正しく変更されたことを確認します。

$ sudo clctl
Timeout value for the processing to start the resource group during 
failover: 45
Timeout value for the processing to stop the resource group during failover: 
45
Time until a failover starts after a failure is detected on the heartbeat 
LAN: 60
Time until a failover starts after a link-down error is detected: 60
Resource group start policy if an error occurs with a resource: 
ignore_resource_error

4. クラスタ内のもう一方のノードで手順 3.を実行します。

3.4 ノード上の OS の制御
この節では，ノード上の OS を制御する方法について説明します。
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3.4.1 ノード上の OS を停止する

nasshutdownコマンドで，ノード上の OS を停止する手順を説明します。

各手順の実行例は，node0という名称のノードの OS を停止することを想定しています。

1. ndstatusコマンドを実行して，ノードの状態を確認します。

Node statusに INACTIVEまたは UNKNOWNと表示されていることを確認します。

$ sudo ndstatus node0

--Node Status--
node 0(D710000031)
Node name       : node0
Node status     : INACTIVE

2. nasshutdownコマンドを実行して，ノード上の OS を停止します。

OS の停止を確認するメッセージが出力されます。yを入力してください。

$ sudo nasshutdown
KAQM25413-Q Do you want to stop the OS? (y/n) y

3.4.2 ノード上の OS を再起動する

nasrebootコマンドで，ノード上の OS を再起動する手順を説明します。

各手順の実行例は，node0という名称のノードの OS を再起動することを想定しています。

1. ndstatusコマンドを実行して，ノードの状態を確認します。

Node statusに INACTIVEまたは UNKNOWNと表示されていることを確認します。

$ sudo ndstatus node0

--Node Status--
node 0(D710000031)
Node name       : node0
Node status     : INACTIVE

2. nasrebootコマンドを実行して，ノード上の OS を再起動します。

OS の再起動を確認するメッセージが出力されます。yを入力してください。

$ sudo nasreboot
KAQM25414-Q Do you want to restart the OS? (y/n) y

3.4.3 クラスタ内のもう一方のノードの OS を起動する

nasbootコマンドで，ログインしているノードからクラスタ内のもう一方のノードの OS を起動す

る手順を説明します。

1. peerstatusコマンドを実行して，もう一方のノードのハードウェア本体の電源が切れている

ことを確認します。

OFFと表示されていることを確認します。

$ sudo peerstatus
OFF

2. nasbootコマンドを実行して，クラスタ内のもう一方のノードの OS を起動します。

$ sudo nasboot

3. peerstatusコマンドを実行して，ノードの状態を確認します。
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BOOT COMPLETEと表示されていることを確認します。OS 起動後は，OFF，STOP，BOOT
START，BOOT COMPLETEの順にノードの状態が変化します。OFF，STOPまたは BOOT START
と表示されている場合は，しばらく待ってから再度確認します。

$ sudo peerstatus
BOOT COMPLETE

注意：

ノードの OS が正常に起動したかどうかは GUI でも確認できます。ただし，GUI の場合は

リフレッシュ処理を実行し，表示されている内容を 新情報に更新する必要があります。

3.5 サービスの管理
この節では，サービスを管理する方法について説明します。

3.5.1 サービスを停止する

svctlコマンドで，サービスを停止する手順を説明します。

なお，停止するサービスを利用しているクライアントに対して，ファイル共有へのアクセスを停止

するよう依頼しておく必要があります。

各手順の実行例は，CIFS サービスを停止することを想定しています。

1. svstatusコマンドを実行して，CIFS サービスの動作状態を確認します。

Statusに Running，Down，Failoverまたは Offlineと表示されていることを確認します。

$ sudo svstatus -s cifs
Service name : CIFS
Status       : Running
Information  : -

2. svctlコマンドを実行して，CIFS サービスを停止します。

CIFS サービスの停止を確認するメッセージが出力されます。yを入力してください。

$ sudo svctl -s cifs --stop
KAQM16130-Q Are you sure you want to stop the specified service? (y/n) y

3. svstatusコマンドを実行して，CIFS サービスが停止したことを確認します。

Statusに Stoppedと表示されていることを確認します。

$ sudo svstatus -s cifs
Service name : CIFS
Status       : Stopped
Information  : -

3.5.2 サービスを起動する

svctlコマンドで，サービスを起動する手順を説明します。

各手順の実行例は，CIFS サービスを起動することを想定しています。

1. svstatusコマンドを実行して，CIFS サービスの動作状態を確認します。

Statusに Stoppedと表示されていることを確認します。

$ sudo svstatus -s cifs
Service name : CIFS
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Status       : Stopped
Information  : -

2. svctlコマンドを実行して，CIFS サービスを起動します。

$ sudo svctl -s cifs --start

3. svstatusコマンドを実行して，CIFS サービスが起動したことを確認します。

Statusに Runningと表示されていることを確認します。

$ sudo svstatus -s cifs
Service name : CIFS
Status       : Running
Information  : -

3.5.3 サービスを再起動する

svctlコマンドで，サービスを再起動する手順を説明します。

なお，再起動するサービスを利用しているクライアントに対して，ファイル共有へのアクセスを停

止するよう依頼しておく必要があります。

各手順の実行例は，CIFS サービスを再起動することを想定しています。

1. svctlコマンドを実行して，CIFS サービスを再起動します。

CIFS サービスの再起動を確認するメッセージが出力されます。yを入力してください。

$ sudo svctl -s cifs --restart
KAQM16131-Q Are you sure you want to restart the specified service? (y/n) y

2. svstatusコマンドを実行して，CIFS サービスが起動したことを確認します。

Statusに Runningと表示されていることを確認します。

$ sudo svstatus -s cifs
Service name : CIFS
Status       : Running
Information  : -

3.5.4 サービスの自動起動設定を切り替える

svstartupsetコマンドで，サービスの自動起動設定を切り替える手順を説明します。

1. svstartuplistコマンドを実行して，CIFS サービスの自動起動設定を確認します。

Automatic startupに Offと表示されていることを確認します。

$ sudo svstartuplist -s cifs
Service name      : CIFS
Automatic startup : Off

2. svstartupsetコマンドを実行して，CIFS サービスの自動起動設定を切り替えます。

$ sudo svstartupset -s cifs --on
KAQM16189-I An automatic start setting for a service on this node was 
changed. Confirm that the setting is consistent in the cluster.

3. svstartuplistコマンドを実行して，CIFS サービスの自動起動設定が切り替わったことを確

認します。

Automatic startupに Onと表示されていることを確認します。
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$ sudo svstartuplist -s cifs
Service name      : CIFS
Automatic startup : On

4. クラスタ内のもう一方のノードで手順 1.～3 を実行します。

3.5.5 FTP サービスの構成を変更する

ftpsetコマンドで，FTP サービスの構成を変更する手順を説明します。

各手順の実行例は，FXP 機能を有効にすることを想定しています。

1. ftpgetコマンドを実行して，現在の FTP サービスの構成を確認します。

FXPに Offと表示されていることを確認します。

$ sudo ftpget
FXP : Off

2. ftpsetコマンドを実行して，FXP 機能を有効にします。

$ sudo ftpset --fxp on

3. ftpgetコマンドを実行して，FTP サービスの構成が変更されたことを確認します。

FXPに Onと表示されていることを確認します。

$ sudo ftpget
FXP : On
KAQM16169-I The configuration for the FTP service has been modified. Restart 
the FTP service. Rebooting the OS will not apply the changes.

4. FTP サービスを再起動します。

5. クラスタ内のもう一方のノードで手順 1.～4.を実行します。

3.6 システムの設定
この節では，システムを設定する方法について説明します。

インターフェースを管理する前に：

システム管理者は，インターフェースを管理する前に，次のことを確認してください。

• 変更対象のインターフェースを利用して HVFP/HDI にアクセスしているクライアントに対し

て，事前に変更内容を通知する必要があります。

• インターフェースを変更すると，仮想 IP アドレスを変更していなくても，対象のインター

フェースからの通信やサービスが一時的に利用できなくなります。また，IPv4，IPv6 を同時に

使用しているインターフェースでは，どちらか一方の IP アドレスを変更した場合，通信やサー

ビスが一時的に利用できなくなります。

• 両ノードの OS が起動していて，クラスタが正常に起動または停止していることを確認してくだ

さい。Virtual Server が作成されている場合は，すべての Virtual Server が正常に稼働または

停止していることを確認してください。

• データポートのインターフェースを管理する場合は，事前に次の操作が必要です。

起動しているリソースグループまたは Virtual Server の仮想 IP アドレスを追加・変更するとき

対象のポートがリンクアップしていることを確認してください。

656 コマンド操作手順

コマンドリファレンス



起動しているリソースグループまたは Virtual Server の仮想 IP アドレスが設定されているイ

ンターフェースの，固有 IP アドレスを変更するとき

対象のポートがリンクアップしていることを確認してください。

リソースグループの仮想 IP アドレスを追加・変更・削除するとき

両ノードのリソースグループが正常に起動または停止していることを確認してください。

リソースグループの仮想 IP アドレスが設定されているインターフェースの，固有 IP アドレス

を変更するとき

両ノードのリソースグループが正常に起動または停止していることを確認してください。

固有 IP アドレス，ネットマスクまたは MTU 値を変更するとき

両ノードのリソースグループを停止する必要があります。また，対象のインターフェース

を使用しているすべての Virtual Server を停止する必要があります。

• 管理ポートのインターフェースの固有 IP アドレスを編集する場合は，事前に両ノードのリソー

スグループおよびクラスタを停止する必要があります。

インターフェースの編集が完了したら，停止したクラスタおよびリソースグループを起動してく

ださい。

リソースグループを停止する方法については「3.3.5 リソースグループを停止する」，リソースグ

ループを起動する方法については「3.3.6 リソースグループを起動する」を参照してください。

クラスタを停止する方法については「3.3.1 クラスタを停止する」，クラスタを起動する方法につ

いては「3.3.2 クラスタを起動する」を参照してください。

• 起動しているリソースグループの仮想 IP アドレスが 0 個になっても，CIFS サービスは停止し

ませんが，CIFS アクセスはできなくなります。CIFS アクセスをするには，仮想 IP アドレスを

設定してください。

• インターフェースの MTU 値を設定して Jumbo Frame パケットを使用する場合，周辺機器やク

ライアントが Jumbo Frame パケットに対応しているか確認してから，MTU 値を設定してくだ

さい。

• MTU 値を変更したら，変更した MTU 値に合わせて，周辺機器やクライアントの MTU 値を変

更してください。周辺機器やクライアントの MTU 値の変更方法については，機器の取扱説明書

やクライアントで使用しているシステムのドキュメントを参照してください。

なお，リソースグループまたは Virtual Server が起動している状態で MTU 値を変更すると，

接続先のスイッチの設定を変更する際に，すべてのポートが一時的にリンクダウンすることがあ

ります。リソースグループまたは Virtual Server が起動している状態で MTU 値を変更する場

合は，事前に両ノードのリソースグループまたはすべての Virtual Server の監視を除外し，設

定を変更してから監視を再開してください。リソースグループの監視を除外する方法について

は「3.3.8 リソースグループの監視を除外する」，リソースグループの監視を再開する方法につい

ては「3.3.9 リソースグループの監視を再開する」を参照してください。また，すべての Virtual
Server の監視を除外する方法については，「3.19.7 すべての Virtual Server の監視を除外する」

を参照してください。

• ほかのインターフェースで直前まで使用されていた IP アドレスを設定した場合，外部の機器

（ルーターやほかのサーバ）の ARP キャッシュが更新されるまで，通信ができなくなる場合が

あります。

• 接続に使用している管理ポートまたはデータポートの IP アドレスを変更すると，コマンドが正

常に実行されたあとに SSH 接続が切断されます。変更後の IP アドレスで再度接続してくださ

い。また，変更前の IP アドレスでは接続できなくなるため，IP アドレスを変更する際には十分

な注意が必要です。
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3.6.1 インターフェースを追加する

ifaddコマンドで，データポートに対してインターフェースを追加する手順を説明します。

各手順の実行例は，データポート（eth12）に次の条件でインターフェースを追加することを想定

しています。

• 固有 IP アドレスは 10.200.100.1 と 10.200.100.2 とする

• 仮想 IP アドレスは 10.200.100.3 と 10.200.100.4 とする

• ネットマスクは 255.255.255.0 とする

• MTU 値は 2,000 とする

1. iflistコマンドを実行して，現在のインターフェースの構成を確認します。

対象となるインターフェースの名称の横に(Not used)と表示されていることを確認します。

$ sudo iflist -v
Interface        : eth12(Not used)

Interface        : eth13(Not used)

Interface        : eth14(Not used)

Interface        : eth15(Not used)

Interface        : mng0
node 0(D79RMPBX)
 [IPv4]
 Fixed IP addr   : 192.168.3.100
 Service IP addr : 192.168.3.101
 Netmask         : 255.255.0.0
node 1(DJ8RMPBX)
 [IPv4]
 Fixed IP addr   : 192.168.3.110
 Service IP addr : 192.168.3.111
 Netmask         : 255.255.0.0
MTU              : 1500

2. ifaddコマンドを実行して，インターフェースを追加します。

$ sudo ifadd -a 10.200.100.1:10.200.100.2 -s 10.200.100.3:10.200.100.4 -n 
255.255.255.0 -m 2000 eth12

3. iflistコマンドを実行して，インターフェースが正しく追加されたことを確認します。

$ sudo iflist eth12
Interface        : eth12
node 0(D79RMPBX)
 [IPv4]
 Fixed IP addr   : 10.200.100.1
 Service IP addr : 10.200.100.3
 Netmask         : 255.255.255.0
node 1(DJ8RMPBX)
 [IPv4]
 Fixed IP addr   : 10.200.100.2
 Service IP addr : 10.200.100.4
 Netmask         : 255.255.255.0
MTU              : 2000

3.6.2 インターフェースを編集する

ifeditコマンドで，データポートや管理ポートに設定されたインターフェースを変更する手順を

説明します。

管理サーバとの接続で使用しているデータポートの固有 IP アドレスを変更する場合は，管理サーバ

を管理ポートまたは別のデータポートに接続し直してから，IP アドレスを変更してください。
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各手順の実行例は，データポート（eth12）のインターフェースを次の条件に変更することを想定

しています。

• 固有 IP アドレスを 172.19.23.31 と 172.19.23.32 に変更する

• 仮想 IP アドレスを 172.19.23.33 と 172.19.23.34 に変更する

• MTU 値を 9,216 に変更する

1. iflistコマンドを実行して，変更するインターフェースの情報を確認します。

$ sudo iflist eth12
Interface        : eth12
node 0(D79RMPBX)
 [IPv4]
 Fixed IP addr   : 10.200.100.1
 Service IP addr : 10.200.100.3
 Netmask         : 255.255.255.0
node 1(DJ8RMPBX)
 [IPv4]
 Fixed IP addr   : 10.200.100.2
 Service IP addr : 10.200.100.4
 Netmask         : 255.255.255.0
MTU              : 2000

2. ifeditコマンドを実行して，インターフェースを変更します。

$ sudo ifedit -a 172.19.23.31:172.19.23.32 -s 172.19.23.33:172.19.23.34 -m 
9216 eth12

注意：

SSH 接続に使用しているインターフェースの情報を変更した場合は，ifeditコマンドを

実行した時点で，接続が切断されます。再度，SSH でログインして以降の操作を実行して

ください。

3. iflistコマンドを実行して，インターフェースが正しく変更されたことを確認します。

$ sudo iflist eth12
Interface        : eth12
node 0(D79RMPBX)
 [IPv4]
 Fixed IP addr   : 172.19.23.31
 Service IP addr : 172.19.23.33
 Netmask         : 255.255.255.0
node 1(DJ8RMPBX)
 [IPv4]
 Fixed IP addr   : 172.19.23.32
 Service IP addr : 172.19.23.34
 Netmask         : 255.255.255.0
MTU              : 9216

なお，管理サーバとの接続で使用しているデータポートの固有 IP アドレスを変更した場合は，GUI
の［ノード編集］ダイアログで変更後の IP アドレスを登録し直してください。

また，MTU 値を変更した場合はクライアントから pingコマンドなどを利用して， 大の MTU 値

でノードとの通信ができることを確認してください。

MTU 値が正しく設定されているにもかかわらずクライアントがノードと通信できない場合，周辺機

器やクライアントに問題があるおそれがあります。周辺機器およびクライアントの設定を確認して

ください。

3.6.3 ルーティングの情報を追加する

routeaddコマンドで，管理ポートまたはデータポートのインターフェースに対してルーティング

の情報を追加する手順を説明します。
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同一クラスタ内には同じルーティング情報が設定されます。IPv4，v6 合わせて，クラスタ当たり

512 個以内になるように設定してください。

各手順の実行例は，データポート（eth12）に次の条件でルーティングの情報を追加することを想

定しています。

• ルーティングのあて先は 172.16.3.0 とする

• ネットマスクは 255.255.255.0 とする

• ゲートウェイは 172.16.3.1 とする

1. routelistコマンドを実行して，現在のルーティングの情報を確認します。

$ sudo routelist
[IPv4]
Target          Netmask         Gateway         Method Type    MSS   Iface
default         0.0.0.0         192.168.3.1     Allow  default -     mng0

2. routeaddコマンドを実行して，ルーティングの情報を追加します。

$ sudo routeadd -t net -d 172.16.3.0 -n 255.255.255.0 -g 172.16.3.1 eth12

3. routelistコマンドを実行して，ルーティングの情報が正しく追加されたことを確認します。

$ sudo routelist
[IPv4]
Target          Netmask         Gateway         Method Type    MSS   Iface
172.16.3.0      255.255.255.0   172.16.3.1      Allow  net     -     eth12
default         0.0.0.0         192.168.3.1     Allow  default -     mng0

3.6.4 リバースパスフィルタリングの設定を変更する

routefilterctlコマンドで，リバースパスフィルタリングの設定を変更する手順を説明します。

各手順の実行例は，リバースパスフィルタリング機能を有効から無効に変更することを想定してい

ます。

1. routefilterctlコマンドを実行して，現在のリバースパスフィルタリングの設定を確認しま

す。

$ sudo routefilterctl
On

2. routefilterctlコマンドを実行して，リバースパスフィルタリング機能を無効にします。

$ sudo routefilterctl --off

3. routefilterctlコマンドを実行して，リバースパスフィルタリングの設定が変更されたこと

を確認します。

$ sudo routefilterctl
Off

3.6.5 BMC ポートのインターフェースを編集する

bmcctlコマンドで，BMC ポートのインターフェースを設定する手順を説明します。

各手順の実行例は，BMC ポート（bmc0）のインターフェースを次の条件で設定することを想定し

ています。

• 固有 IP アドレスは 172.19.23.31 と 172.19.23.32 とする

• ネットマスクは 255.255.255.0 とする
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1. bmcctlコマンドを実行して，BMC ポートのインターフェースを設定します。

$ sudo bmcctl -a 172.19.23.31:172.19.23.32 -n 255.255.255.0

2. bmcctlコマンドを実行して，BMC ポートのインターフェースが正しく設定されたことを確認

します。

$ sudo bmcctl
Interface        : bmc0
node 0(D710000031)
 Fixed IP addr   : 172.19.23.31
 Netmask         : 255.255.255.0
 Gateway         : 0.0.0.0
node 1(D710000035)
 Fixed IP addr   : 172.19.23.32
 Netmask         : 255.255.255.0
 Gateway         : 0.0.0.0

3.6.6 保守ポートのインターフェースを編集する

pmctlコマンドで，保守ポートのインターフェースを設定する手順を説明します。

各手順の実行例は，保守ポート（pm0）のインターフェースの固有 IP アドレスを 172.23.211.31 と

172.23.211.32 に設定することを想定しています。なお，ネットマスクは固定で，255.255.255.0 を

使用します。

1. pmctlコマンドを実行して，保守ポートのインターフェースを設定します。

$ sudo pmctl -a 172.23.211.31 -n 255.255.255.0 pm0

2. pmctlコマンドを実行して，保守ポートのインターフェースが正しく設定されたことを確認し

ます。

$ sudo pmctl -p v4
Interface        : pm0
 [IPv4]
 Fixed IP addr   : 172.23.211.31
 Netmask         : 255.255.255.0

3. もう一方のノードにログインします。

4. pmctlコマンドを実行して，保守ポートのインターフェースを設定します。

$ sudo pmctl -a 172.23.211.32 -n 255.255.255.0 pm0

5. pmctlコマンドを実行して，保守ポートのインターフェースが正しく設定されたことを確認し

ます。

$ sudo pmctl
Interface        : pm0
 [IPv4]
 Fixed IP addr   : 172.23.211.32
 Netmask         : 255.255.255.0

3.6.7 ネットワークの設定情報を参照する

nasnetstatコマンドで，ネットワークの設定情報を参照する手順を説明します。

各手順の実行例は，すべてのネットワークインターフェースの状態を参照することを想定していま

す。

1. nasnetstatコマンドを実行して，ネットワーク設定の状態を確認します。
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表示された情報は，ログファイルの先頭に追記され，蓄積されます。ファイルサイズが 1MB を

超えた場合，超過した分だけ，ログファイルの末尾に記載された情報が削除されます。

$ sudo nasnetstat -i
Kernel Interface table
Iface   MTU Met   RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR    TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR 
Flg
49-04-tap  1500 0       176      0      0 0           171      0      1      
0 BMRU
49-05-tap  1500 0         8      0      0 0           749      0      2      
0 BMRU
agr0       9000 0  404357751      0      0 0      124192563      0      
0      0 BMPmRU
agr0-br    9000 0  218938495      0      0 0      124127221      0      
0      0 BMRU
agr0-br:0  9000 0       - no statistics available -                        
BMRU
eth12      1500 0         0      0      0 0             0      0      0      
0 BMU
eth13      1500 0         0      0      0 0             0      0      0      
0 BMU
eth14      1500 0         0      0      0 0             0      0      0      
0 BMU
eth15      1500 0    241636      0      0 0          8147      0      0      
0 BMPRU
eth16      9000 0  106634677      0      0 0      30325494      0      
0      0 BMsRU
eth17      9000 0  102402784      0      0 0      29671240      0      
0      0 BMsRU
eth18      9000 0  100621296      0      0 0      32322717      0      
0      0 BMsRU
eth19      9000 0  94698994      0      0 0      31873112      0      0      
0 BMsRU
eth15-br   1500 0    240578      0      0 0          7956      0      0      
0 BMRU
eth15-br:0  1500 0       - no statistics available -                        
BMRU
hb0        1500 0   2426789      0      0 0       2427610      0      0      
0 BMRU
hb0-br     1500 0     15690      0      0 0         15197      0      0      
0 BMRU
lo        16436 0   7753309      0      0 0       7753309      0      0      
0 LRU
mng0       1500 0   5405874      0      0 0       4212525      0      0      
0 BMPRU
mng0-br    1500 0   5368029      0      0 0       4212517      0      0      
0 BMRU
mng0-br:0  1500 0       - no statistics available -                        
BMRU
pm0        1500 0         0      0      0 0             0      0      0      
0 BMU

2. ［Check for Errors］ダイアログの［List of RAS Information］ページ（［Batch-download］表

示）で，ログファイルを取得します。

nasnetstatコマンドを実行したときに出力されるログファイルを保存したい場合に必要な操

作です。全ログデータをダウンロードしてログファイルを取得します。ログファイルの取得方

法については，「トラブルシューティングガイド」を参照してください。

注意：

eraselogコマンドでログファイルを削除することもできます。

$ sudo eraselog

3.6.8 指定したホストとの接続状態を確認する

naspingコマンドで，ログインしたノードと指定したホストとの接続を確認する手順を説明しま

す。

各手順の実行例は，host01という名称のホストとの接続を確認することを想定しています。
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1. naspingコマンドを実行して，指定したホストとの接続状態を確認します。

表示された情報は，ログファイルの先頭に追記され，蓄積されます。ログファイルのサイズが

1MB を超えた場合，超過した分だけ，ログファイルの末尾に記載された情報が削除されます。

$ sudo nasping host01
PING host01 (10.213.89.211) 56(84) bytes of data.
64 bytes from host01 (10.213.89.211): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.373 ms
64 bytes from host01 (10.213.89.211): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.402 ms
64 bytes from host01 (10.213.89.211): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.272 ms
64 bytes from host01 (10.213.89.211): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.249 ms
64 bytes from host01 (10.213.89.211): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.418 ms
64 bytes from host01 (10.213.89.211): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.331 ms
64 bytes from host01 (10.213.89.211): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.252 ms
64 bytes from host01 (10.213.89.211): icmp_seq=8 ttl=64 time=0.483 ms
64 bytes from host01 (10.213.89.211): icmp_seq=9 ttl=64 time=0.402 ms
64 bytes from host01 (10.213.89.211): icmp_seq=10 ttl=64 time=0.264 ms

--- host01 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9007ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.249/0.344/0.483/0.081 ms

2. ［Check for Errors］ダイアログの［List of RAS Information］ページ（［Batch-download］表

示）で，ログファイルおよびパケットのダンプファイルを取得します。

naspingコマンドを実行したときに出力されるログファイルを保存したい場合に必要な操作で

す。全ログデータをダウンロードしてログファイルを取得します。ログファイルの取得方法に

ついては，「トラブルシューティングガイド」を参照してください。

注意：

eraselogコマンドでログファイルを削除することもできます。

$ sudo eraselog

3.6.9 指定したホストに到達するまでの経路を参照する

nastracerouteコマンドで，ログインしたノードから指定したホストに到達するまでの経路を参

照する手順を説明します。

各手順の実行例は，host01という名称のホストに到達するまでの経路を，IP アドレスだけで表示

することを想定しています。

1. nastracerouteコマンドを実行して，指定したホストに到達するまでの経路の情報を確認し

ます。

表示された情報は，ログファイルの先頭に追記され，蓄積されます。ログファイルのサイズが

1MB を超えた場合，超過した分だけ，ログファイルの末尾に記載された情報が削除されます。

$ sudo nastraceroute -n host01
traceroute to host01 (10.213.89.211), 30 hops max, 40 byte packets
 1  10.213.89.211  0.333 ms  0.328 ms  0.325 ms

2. ［Check for Errors］ダイアログの［List of RAS Information］ページ（［Batch-download］表

示）で，ログファイルおよびパケットのダンプファイルを取得します。

nastracerouteコマンドを実行したときに出力されるログファイルを保存したい場合に必要

な操作です。全ログデータをダウンロードしてログファイルを取得します。ログファイルの取

得方法については，「トラブルシューティングガイド」を参照してください。

注意：

eraselogコマンドでログファイルを削除することもできます。

$ sudo eraselog
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3.6.10 IP アドレスと MAC アドレスの対応を確認する

nasipneighコマンドで，IP アドレスと MAC アドレスの対応を確認する手順を説明します。

1. nasipneighコマンドを実行して，IP アドレスと MAC アドレスの対応を確認します。

表示された情報は，ログファイルの先頭に追記され，蓄積されます。ログファイルのサイズが

1MB を超えた場合，超過した分だけ，ログファイルの末尾に記載された情報が削除されます。

$ sudo nasipneigh
10.213.89.209 dev mng0-br lladdr 6c:f0:49:5d:cc:31 REACHABLE
10.0.1.25 dev hb0 lladdr 6c:f0:49:5d:c5:70 REACHABLE
10.213.88.10 dev mng0-br lladdr 00:09:41:6a:aa:80 DELAY
10.213.89.211 dev mng0-br lladdr 00:15:17:dd:f3:27 REACHABLE

2. ［Check for Errors］ダイアログの［List of RAS Information］ページ（［Batch-download］表

示）で，ログファイルおよびパケットのダンプファイルを取得します。

nasipneighコマンドを実行したときに出力されるログファイルを保存したい場合に必要な操

作です。全ログデータをダウンロードしてログファイルを取得します。ログファイルの取得方

法については，「トラブルシューティングガイド」を参照してください。

注意：

eraselogコマンドでログファイルを削除することもできます。

$ sudo eraselog

3.6.11 FC パスの状態を Online に切り替える

fponlineコマンドで，FC パスの状態を Online に切り替える手順を説明します。

各手順の実行例は，path000-0002-0Aを Offline 状態から Online 状態に切り替えることを想定し

ています。

1. fpstatusコマンドを実行して，現在の FC パスの状態を確認します。

Statusに Offlineと表示されていることを確認します。

FC パスが Online 状態または Offline 状態のどちらでもない場合は，「トラブルシューティング

ガイド」を参照して FC パスの状態を回復してください。

$ sudo fpstatus path000-0002-0A
Path            Target    HostPort HostPortWWN      ArrayPort 
ArrayPortWWN     Status
path000-0002-0A N0-T000   fc0002   10000000c9951dec 0A        
50060e801046ed00 Offline

2. fponlineコマンドを実行して，FC パスの状態を切り替えます。

$ sudo fponline path000-0002-0A

3. fpstatusコマンドを実行して，FC パスの状態が切り替わったことを確認します。

Statusに Onlineと表示されていることを確認します。

$ sudo fpstatus path000-0002-0A
Path            Target    HostPort HostPortWWN      ArrayPort 
ArrayPortWWN     Status
path000-0002-0A N0-T000   fc0002   10000000c9951dec 0A        
50060e801046ed00 Online

3.6.12 FC パスの状態の Online への自動切り替え設定を変更する

fpctlコマンドで，FC パスの障害が回復した際に，FC パスの状態の Online への自動切り替え設

定を変更する手順を説明します。
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各手順の実行例は，FC パスが自動的に Online 状態に切り替わるよう設定することを想定していま

す。

1. fpctlコマンドを実行して，現在の設定内容を確認します。

Offと表示されていることを確認します。

$ sudo fpctl -e auto-online
Off

2. fpctlコマンドを実行して，設定を変更します。

$ sudo fpctl -e auto-online --on

3. fpctlコマンドを実行して，設定内容が変更されたことを確認します。

Onと表示されていることを確認します。

$ sudo fpctl -e auto-online
On

4. クラスタ内のもう一方のノードで手順 1.～3.を実行します。

3.6.13 ロードバランス機能の設定を変更する

fpctlコマンドで，ロードバランス機能の設定を管理する手順を説明します。

各手順の実行例は，ロードバランス機能を使用するよう設定すること，および FC パスを切り替え

るアルゴリズムとして拡張ラウンドロビン方式を使用するよう設定することを想定しています。

1. fpctlコマンドを実行して，現在の設定内容を確認します。

On(extended lio)と表示されていることを確認します。

$ sudo fpctl -e load-balance
On(extended lio)

2. fpctlコマンドを実行して，設定を変更します。

$ sudo fpctl -e load-balance --on --type exrr

3. fpctlコマンドを実行して，設定内容が変更されたことを確認します。

On(extended round-robin)と表示されていることを確認します。

$ sudo fpctl -e load-balance
On(extended round-robin)

4. クラスタ内のもう一方のノードで手順 1.～3.を実行します。

3.6.14 ユーザー LUN への LDEV 番号の自動割り当て設定を変更する

lumapctlコマンドで，ユーザー LUN への LDEV 番号の自動割り当て設定を変更する手順を説明

します。

各手順の実行例は，ストレージシステム側の LDEV 番号が，ユーザー LUN に自動的に割り当てら

れる設定（通常運用モード）から自動的に割り当てられない設定（保守モード）に変更することを

想定しています。

1. lumapctlコマンドを実行して，現在の設定内容を確認します。

Offと表示されていることを確認します。

$ sudo lumapctl -t m
Off
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2. lumapctlコマンドを実行して，設定を変更します。

$ sudo lumapctl -t m --on

3. lumapctlコマンドを実行して，設定が変更されたことを確認します。

Onと表示されていることを確認します。

$ sudo lumapctl -t m
On

3.6.15 ユーザー LUN に LDEV 番号を割り当てる

lumapaddコマンドで，ストレージシステム側の LDEV 番号をユーザー LUN に割り当てる手順を

説明します。

各手順の実行例は，モデルが AMSでシリアル番号が 83018368の LDEV 番号 1を，ユーザー

LUN03に割り当てることを想定しています。

1. lumapctlコマンドを実行して，保守モードになっていることを確認します。

Onと表示されていることを確認します。

$ sudo lumapctl -t m
On

2. lumaplistコマンドを実行して，ユーザー LUN の情報を確認します。

$ sudo lumaplist -a
LUN   Target    Model      serial   LDEV(   hex)   type            size
 00   N0-T002   AMS      83016764      1(  0001)   SATA        20.000GB
 01   N0-T002   AMS      83016764      2(  0002)   SATA        20.000GB
 02   N0-T002   AMS      83016764      3(  0003)   SATA        20.000GB
 03   -         -               -      -(     -)   -                  -
 04   N0-T000   AMS      83018368      2(  0002)   SATA        20.000GB
 05   N0-T000   AMS      83018368      3(  0003)   SATA        20.000GB
 06   N0-T000   AMS      83018368      4(  0004)   SATA        20.000GB
...

3. lumapaddコマンドを実行して，ユーザー LUN に LDEV 番号を割り当てます。

$ sudo lumapadd -m AMS -s 83018368 03=1

4. lumaplistコマンドを実行して，ユーザー LUN に割り当てられたことを確認します。

$ sudo lumaplist -n 03
LUN   Target    Model      serial   LDEV(   hex)   type            size
 03   N0-T000   AMS      83018368      1(  0001)   SATA        20.000GB

3.6.16 NTP サーバを設定する

timesetコマンドで，NTP サーバを設定する手順を説明します。

各手順の実行例は，IP アドレスが 10.208.193.53 の NTP サーバを設定することを想定しています。

1. timesetコマンドを実行して，NTP サーバを設定します。

$ sudo timeset -s 10.208.193.53
KAQM05153-Q If you change the node time, you must then restart the OS on 
both nodes. Do you want to continue? (y/n) y

2. timegetコマンドを実行して，NTP サーバが正しく設定されたことを確認します。

$ sudo timeget -s
NTP server : 10.208.193.53
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3. クラスタ内の両ノードの OS を再起動します。

ノード上の OS を再起動する方法については，「3.4.2 ノード上の OS を再起動する」を参照して

ください。

4. 設定した NTP サーバと正しく時刻同期されたことを確認します。

［Check for Errors］ダイアログの［List of RAS Information］ページ（［List of messages］表

示）でシステムメッセージに KAQM05154-I が出力されていることを確認します。

システムメッセージを確認する方法については，「ユーザーズガイド」を参照してください。

3.6.17 ノードの時刻を設定する

timesetコマンドで，ノードの時刻を設定する手順を説明します。

各手順の実行例は，ノードに 2011/02/13 11:40 の時刻を設定することを想定しています。

1. 時刻を設定するノードを停止します。

ノードを停止する方法については，「3.3.3 ノードを停止する」を参照してください。

2. 時刻を設定するノードで timesetコマンドを実行して，時刻を設定します。

$ sudo timeset 201102131140
KAQM05153-Q If you change the node time, you must then restart the OS on 
both nodes. Do you want to continue? (y/n) y

3. timegetコマンドを実行して，時刻が正しく設定されたかを確認します。

$ sudo timeget
Sun Feb 13 11:40:12 JST 2011

4. 停止したノードの OS を再起動します。

ノード上の OS を再起動する方法については，「3.4.2 ノード上の OS を再起動する」を参照して

ください。

OS が起動するまでに約 5 分掛かります。

5. NTP サーバを設定している場合は，OS の再起動が完了したあと，NTP サーバと正しく時刻が

同期されたことを確認するために，［Check for Errors］ダイアログの［List of RAS
Information］ページ（［List of messages］表示）でシステムメッセージに KAQM05154-I が出

力されていることを確認します。

システムメッセージを確認する方法については，「ユーザーズガイド」を参照してください。

6. 停止したノードを起動します。

ノードを起動する方法については，「3.3.4 ノードを起動する」を参照してください。

7. リソースグループをフェールバックします。Virtual Server を使用している場合は，Virtual
Server をフェールバックします。

リソースグループをフェールバックする方法については，「3.3.7 リソースグループの実行ノード

を変更する」を参照してください。

Virtual Server をフェールバックする方法については，「3.19.6 Virtual Server の稼働ノードを

変更する」を参照してください。

8. クラスタ内のもう一方のノードで手順 1.～7.を実行します。

3.6.18 SSH ログイン時に表示されるメッセージを変更する

welcomemsgchangeコマンドで，SSH ログイン時に表示されるメッセージを変更する手順を説明

します。

各手順の実行例は，デフォルトメッセージを指定したメッセージに変更することを想定しています。
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1. welcomemsgchangeコマンドを実行して，現在のメッセージを確認します。

$ sudo welcomemsgchange
 Warning Notice!

 This is a {Company Name Here} computer system, which may be accessed and 
used only for authorized {Company Name Here} business by authorized 
personnel. Unauthorized access or use of this computer system may subject 
violators to criminal, civil, and/or administrative action.

 All information on this computer system may be intercepted, recorded, read, 
copied, and disclosed by and to authorized personnel for official purposes, 
including criminal investigations. Such information includes sensitive data 
encrypted to comply with confidentiality and privacy requirements. Access or 
use of this computer system by any person, whether authorized or 
unauthorized, constitutes consent to these terms. There is no right of 
privacy in this system.

2. welcomemsgchangeコマンドを実行して，メッセージを変更します。

$ sudo welcomemsgchange -m 'Warning Notice!
> This is a Hitachi computer system, which may be accessed and used only for 
authorized Hitachi business by authorized personnel. Unauthorized access or 
use of this computer system may subject violators to criminal, civil, and/or 
administrative action.'

3. ノードまたは Virtual Server からログアウトし，再度ログインします。

4. welcomemsgchangeコマンドを実行して，メッセージが変更されたことを確認します。

$ sudo welcomemsgchange
Warning Notice!
This is a Hitachi computer system, which may be accessed and used only for 
authorized Hitachi business by authorized personnel. Unauthorized access or 
use of this computer system may subject violators to criminal, civil, and/or 
administrative action.

3.7 リアルタイムスキャン機能の管理
この節では，リアルタイムスキャン機能を管理する方法について説明します。

3.7.1 使用するスキャンソフトを登録する

avascanenginesetコマンドで，使用するスキャンソフトを登録する手順を説明します。

手順の実行例は，Symantec 社のスキャンソフトを登録することを想定しています。

1. avascanenginesetコマンドを実行して，Symantec 社のスキャンソフトを登録します。

$ sudo avascanengineset SPE
KAQV30072-Q If a different scanning software is chosen, the scan conditions 
will be re-initialized and the scan server information will be deleted.
Are you sure you want to change the scanning software? (y/n) y

2. avaservicestatusコマンドを実行して，Symantec 社のスキャンソフトが登録されたことを

確認します。

$ sudo avaservicestatus
ScanEngine    : SPE/SSE
RealTimeScan    : Stopped
List of Scanner Servers
---------------------------------------------------

3. クラスタ内のもう一方のノードで手順 1.～2.を実行します。
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3.7.2 スキャンサーバの情報を登録する

avaserveraddコマンドで，スキャンサーバの情報を登録する手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件でスキャンサーバの情報を登録することを想定しています。

• スキャンサーバ名は scanserverとする

• スキャンサーバのポート番号は 1024とする

1. avaserveraddコマンドを実行して，スキャンサーバの情報を登録します。

$ sudo avaserveradd scanserver:1024

2. avaservicestatusコマンドを実行して，スキャンサーバの情報が登録されたことを確認しま

す。

$ sudo avaservicestatus
ScanEngine    : SPE/SSE
RealTimeScan    : Stopped
List of Scanner Servers
---------------------------------------------------
scanserver    1024    -

3. クラスタ内のもう一方のノードで手順 1.～2.を実行します。

3.7.3 スキャン条件を設定する

avaconfeditコマンドで，スキャン条件を設定する手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件でスキャン条件を設定することを想定しています。

• CIFS クライアントがファイルを更新した際にスキャンを実施する

• スキャンサーバの状態を確認するためのポーリング間隔を 900 秒にする

1. avaconfeditコマンドを実行して，スキャン条件を設定します。

$ sudo avaconfedit --set AccessType:W,PollingInterval:900

2. avaconfeditコマンドを実行して，スキャン条件が設定されたことを確認します。

$ sudo avaconfedit --list ALL
AccessType    : W
ScanType    : ALL
EnableLimitSize : ENABLE
LimitSize (MB)    : 2047
OverSizeAccess    : ENABLE
InfectedAction    : DELETE
Notify    : DISABLE
NotifyType    : OFF
NotifyTime    : 05:00
ScanWorm    : DISABLE
ScanStub    : ENABLE
Timeout (s)    : 30
ScanTimeout (s)    : 60
StubScanTimeout (s)    : 900
Retry    : 1
ScanningFailsProcedure    : ALLOW
PollingInterval (s)    : 900
ScanCacheSize (MB)    : 8
StatInfo    : OFF

3. クラスタ内のもう一方のノードで手順 1.～2.を実行します。

3.7.4 リアルタイムスキャンサービスを有効にする

avaservicestartコマンドで，リアルタイムスキャンサービスを有効にする手順を説明します。
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1. avaservicestartコマンドを実行して，リアルタイムスキャンサービスを有効にします。

リアルタイムスキャンサービスを有効にするかどうかを確認するメッセージが出力されます。

yを入力してください。

$ sudo avaservicestart
KAQV30071-I Real-time scanning was not performed for the clients connected 
to the current CIFS share.
Restart the CIFS service, or ask the clients to reconnect to the CIFS 
service.

2. avaservicestatusコマンドを実行して，リアルタイムスキャンサービスが有効になったこと

を確認します。

RealTimeScanに Runningと表示されていることを確認します。

$ sudo avaservicestatus
ScanEngine    : SPE/SSE
RealTimeScan    : Running
List of Scanner Servers
---------------------------------------------------
scanserver    1024    Normal

3. クラスタ内のもう一方のノードで手順 1.～2.を実行します。

3.8 ローカルユーザー・グループの管理
この節では，ユーザー情報やグループ情報を管理する方法について説明します。

3.8.1 ユーザーを登録する

usraddコマンドで，ユーザーを登録する手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件でユーザーを登録することを想定しています。

• ユーザー名は user03とする

• ユーザー ID は 1003とする

• 主として所属するグループの名称は unit03（グループ ID：3000）とする

• パスワードは passwordとする

• コメントとして SubLeaderを設定する

• CIFS 共有を利用する

1. usrlistコマンドを実行して，現在のユーザーの登録状況を参照します。

登録するユーザー名やユーザー ID が使用されていないことを確認します。

$ sudo usrlist
List of users:
The number of users(1)
User name : user01
UID       : 1001
GID       : 1000
Comment   : Leader

The number of users(2)
User name : user02
...

2. usraddコマンドを実行して，ユーザーを登録します。

$ sudo usradd -u 1003 -g unit03 -p password -c "SubLeader" -C user03

3. usrlistコマンドを実行して，ユーザーが正しく登録されたことを確認します。
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$ sudo usrlist user03
List of users:
The number of users(1)
User name : user03
UID       : 1003
GID       : 3000
Comment   : SubLeader

3.8.2 ユーザーを一括登録する

usraddコマンドで，ユーザーを一括登録する手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件でユーザーを一括登録することを想定しています。

• CSV ファイルは，UNIX マシンで作成する

• CSV ファイルのファイル名は useradd100.csvとする

• 実行結果ファイルのファイル名は result_adduser.txtとする

• ユーザーを登録するノードのホスト名は，fshost01とする

• バージョン 2 の SSH プロトコルを使用する

1. 一括登録用の CSV ファイルを作成します。

CSV ファイルの形式については，「B.1 ユーザー一括登録・削除用の CSV ファイルの形式」を

参照してください。

2. scpコマンドで，作成した CSV ファイルを/home/nasrootディレクトリの直下に転送しま

す。

$ scp /home/admin/useradd100.csv nasroot@fshost01:useradd100.csv

注意：

SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）の直下にすでに存在するディ

レクトリやファイルの名称は，CSV ファイルのファイル名には使用できません。

3. SSH を使用して対象のノードにログインします。

$ ssh -2 nasroot@fshost01

4. usraddコマンドを実行して，ユーザーを一括登録します。

$ sudo usradd -F useradd100.csv -o result_adduser.txt

5. UNIX マシンで scpコマンドを使用して，/home/nasrootディレクトリから実行結果ファイ

ルをダウンロードして，ユーザーが正しく登録されたことを確認します。

result_adduser.txtファイル内のすべての実行区分に#Completedと表示されていること

を確認します。実行結果ファイルの形式については，「B.2 ユーザー一括登録・削除時の実行結

果ファイルの形式」を参照してください。

$ scp nasroot@fshost01:result_adduser.txt /home/admin/result_adduser.txt

6. usrlistコマンドを実行して，ユーザーが正しく登録されたことを確認します。

$ sudo usrlist
List of users:
The number of users(1)
User name : user01
UID       : 1001
GID       : 1000
Comment   : Leader
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The number of users(2)
User name : user02
...

7. rmfileコマンドを実行して，CSV ファイルおよび実行結果ファイルを削除します。

$ sudo rmfile useradd100.csv
KAQM16173-Q Do you want to delete the specified file? (y/n) y
$ sudo rmfile result_adduser.txt
KAQM16173-Q Do you want to delete the specified file? (y/n) y

注意：

意図しないファイルを誤って転送してしまった場合も同様に削除してください。

3.8.3 グループを登録する

grpaddコマンドで，グループを登録する手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件でグループを登録することを想定しています。

• グループ名は unit03とする

• グループ ID は 3000とする

• CIFS 共有の ACL 機能を利用する

1. grplistコマンドを実行して，現在のグループの登録状況を参照します。

登録するグループ名やグループ ID が使用されていないことを確認します。

$ sudo grplist
List of groups:
The number of groups(1)
Group name : unit01
GID        : 1000

The number of groups(2)
Group name : unit02
...

2. grpaddコマンドを実行して，グループを登録します。

$ sudo grpadd -g 3000 -C unit03

3. grplistコマンドを実行して，グループが正しく登録されたことを確認します。

$ sudo grplist unit03
List of groups:
The number of groups(1)
Group name : unit03
GID        : 3000

3.8.4 グループを一括登録する

grpaddコマンドで，グループを一括登録する手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件でグループを一括登録することを想定しています。

• CSV ファイルは，UNIX マシンで作成する

• CSV ファイルのファイル名は groupadd100.csvとする

• 実行結果ファイルのファイル名は result_addgroup.txtとする

• グループを登録するノードのホスト名は，fshost01とする

• バージョン 2 の SSH プロトコルを使用する
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1. 一括登録用の CSV ファイルを作成します。

CSV ファイルの形式については，「B.3 グループ一括登録・削除用の CSV ファイルの形式」を

参照してください。

2. scpコマンドで，作成した CSV ファイルを/home/nasrootディレクトリの直下に転送しま

す。

$ scp /home/admin/groupadd100.csv nasroot@fshost01:groupadd100.csv

注意：

SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）の直下にすでに存在するディ

レクトリやファイルの名称は，CSV ファイルのファイル名には使用できません。

3. SSH を使用して対象のノードにログインします。

$ ssh -2 nasroot@fshost01

4. grpaddコマンドを実行して，グループを一括登録します。

$ sudo grpadd -F groupadd100.csv -o result_addgroup.txt

5. UNIX マシンで scpコマンドを使用して，/home/nasrootディレクトリから実行結果ファイ

ルをダウンロードして，グループが正しく登録されたことを確認します。

result_addgroup.txtファイル内のすべての実行区分に#Completedと表示されているこ

とを確認します。実行結果ファイルの形式については，「B.4 グループ一括登録・削除時の実行

結果ファイルの形式」を参照してください。

$ scp nasroot@fshost01:result_addgroup.txt /home/admin/result_addgroup.txt

6. grplistコマンドを実行して，グループが正しく登録されたことを確認します。

$ sudo grplist
List of groups:
The number of groups(1)
Group name : unit01
GID        : 1000

The number of groups(2)
Group name : unit02
...

7. rmfileコマンドを実行して，CSV ファイルおよび実行結果ファイルを削除します。

$ sudo rmfile groupadd100.csv
KAQM16173-Q Do you want to delete the specified file? (y/n) y
$ sudo rmfile result_addgroup.txt
KAQM16173-Q Do you want to delete the specified file? (y/n) y

注意：

意図しないファイルを誤って転送してしまった場合も同様に削除してください。

3.9 ファイルシステムの管理
この節では，ファイルシステムを管理する方法について説明します。

ファイルシステムを操作する前に：

File Services Manager では，複数のデバイスファイルからファイルシステムを構築できます。複数

のデバイスファイルを使用する場合，ボリュームマネージャーを利用します。File Services
Manager では，ボリュームマネージャーとして LVM を使用します。
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システム管理者は，用途やドライブの特性などを十分に考慮して，ファイルシステムを構築してく

ださい。ファイルシステムを構築する際の考え方については，「システム構成ガイド」を参照してく

ださい。

3.9.1 ファイルシステムを構築する

fscreateコマンドで，ファイルシステムを構築する手順を説明します。 大で 1PB（デバイス

ファイルの総容量）のファイルシステムを構築できます。

各手順の実行例は，ファイルシステムを次の条件で構築することを想定しています。

• ファイルシステム名は filesystem01とする

• デバイスファイルは，/dev/enas/lu0A，/dev/enas/lu0Bおよび/dev/enas/lu0Cを使用

する

• ファイルシステムの ACL タイプは Advanced ACL タイプとする

1. lulistコマンドを実行して，使用するデバイスファイルの情報を確認します。

$ sudo lulist -v
Device files for use:
 /dev/enas/lu0A FC/SAS 20.000GB - N0-T003 AMS 85011261 -
 /dev/enas/lu0B FC/SAS 20.000GB - N0-T003 AMS 85011261 -
 /dev/enas/lu0C FC/SAS 20.000GB - N0-T003 AMS 85011261 -
 /dev/enas/lu0D FC/SAS 20.000GB - N0-T003 AMS 85011261 -
 /dev/enas/lu0E FC/SAS 20.000GB - N0-T003 AMS 85011261 -
...

2. fscreateコマンドを実行して，ファイルシステムを構築します。

$ sudo fscreate -t advanced filesystem01 lu0A,lu0B,lu0C

3. fslistコマンドを実行して，ファイルシステムが正しく構築されたことを確認します。

$ sudo fslist -m -t filesystem01
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem01
 Total disk capacity(GB) : 60.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu0A lu0B lu0C
 Block used(GB)          :
 Block free(GB)          :
 I-node used             :
 I-node free             :
 Volume manager          : use
 Mount status            : --
 Quota                   : --
 ACL type                : Advanced ACL
 Model                   : AMS
 Serial number           : 85011261

なお，ファイルシステムを構築しても，自動的にマウントされません。構築したファイルシステム

を fsmountコマンドでマウントする必要があります。

3.9.2 ファイルシステムをマウントする

fsmountコマンドで，ファイルシステムをマウントする手順を説明します。

ファイルシステムは次のマウントポイントディレクトリにマウントされます。

/mnt/＜ファイルシステム名＞

HVFP/HDI では，ファイルシステムサービスを提供しているリソースグループがフェールオーバー

したり，サービスが再起動したりした場合でも，マウント状態を維持できます。マウント状態を維

持することで，ファイルシステムへの常時アクセスを可能にします。
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なお，差分スナップショットは，syncmountコマンドでマウントします。HFRR ペアのセカンダ

リーファイルシステムは，ruspairdisableコマンドで HFRR ペアを無効化したあと，fsmount
コマンドでマウントします。

各手順の実行例は，filesystem01という名称のファイルシステムを次の条件でマウントすること

を想定しています。

• 書き込みを許可する

• Quota 機能を有効にする

1. fslistコマンドを実行して，対象のファイルシステムのマウント状態を確認します。

Mount statusに--と表示されていることを確認します。

$ sudo fslist filesystem01
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem01
 Total disk capacity(GB) : 30.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu0A lu0B lu0C
 Block used(GB)          :
 Block free(GB)          :
 I-node used             :
 I-node free             :
 Volume manager          : use
 Mount status            : --
 Quota                   : --

2. fsmountコマンドを実行して，ファイルシステムをマウントします。

$ sudo fsmount -w -q on filesystem01

3. fslistコマンドを実行して，対象のファイルシステムが正しくマウントされたことを確認しま

す。

$ sudo fslist filesystem01
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem01
...
 Block used(GB)          : 0.000
 Block free(GB)          : 29.891
 I-node used             : 8
 I-node free             : 31358968
...
 Mount status            : rw
 Quota                   : on

3.9.3 ファイルシステムをアンマウントする

fsumountコマンドで，ファイルシステムをアンマウントする手順を説明します。

ファイルシステムをアンマウントする前に必要な作業は次のとおりです。

• NFS 共有および CIFS 共有をすべて削除してください。

NFS 共有および CIFS 共有を削除しないでファイルシステムをアンマウントしようとした場合

は，エラーとなります。NFS 共有は nfsdeleteコマンド，CIFS 共有は cifsdeleteコマン

ドで削除できます。

• アンマウントするファイルシステムのサービスを利用しているクライアントに，サービスが停止

されることを通知してください。

ファイルシステムをアンマウントすると，アンマウントを実行したファイルシステムでのサービ

スが停止されます。

コマンド操作手順 675

コマンドリファレンス



• Backup Restore を運用している場合は，NDMP サーバとバックアップサーバ，NDMP サーバ

とメディアサーバの接続状態を確認して，バックアップ・リストアが実行中でないことを確認し

てください。

バックアップ・リストアの実行中にファイルシステムをアンマウントした場合，バックアップ・

リストアがエラー終了します。NDMP サーバとバックアップサーバ，NDMP サーバとメディア

サーバの接続状態は，ndmpcontrolコマンドで確認できます。

各手順の実行例は，filesystem01という名称のファイルシステムをアンマウントすることを想定

しています。

1. fslistコマンドを実行して，対象のファイルシステムのマウント状態を確認します。

Mount statusに rwまたは roと表示されていることを確認します。

$ sudo fslist filesystem01
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem01
 Total disk capacity(GB) : 30.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu0A lu0B lu0C
 Block used(GB)          : 0.000
 Block free(GB)          : 29.891
 I-node used             : 8
 I-node free             : 31358968
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on

2. fsumountコマンドを実行して，ファイルシステムをアンマウントします。

$ sudo fsumount filesystem01

3. fslistコマンドを実行して，対象のファイルシステムが正しくアンマウントされたこと確認し

ます。

Mount statusに--と表示されていることを確認します。

$ sudo fslist filesystem01
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem01
...
 Block used(GB)          :
 Block free(GB)          :
 I-node used             :
 I-node free             :
...
 Mount status            : --
 Quota                   : --

3.9.4 ファイルシステムを拡張する

fsexpandコマンドで，ボリュームマネージャーを利用して構築されたファイルシステムを拡張す

る手順を説明します。拡張後のファイルシステムの容量（デバイスファイルの総容量）が 1PB 以下

になるようにしてください。作成時のファイルシステムの容量と拡張できるファイルシステムの容

量の関係については，「表 2-163 作成時のファイルシステムの容量と拡張できるファイルシステムの

容量の関係」を参照してください。

ファイルスナップショット機能で運用しているファイルシステムは，差分格納デバイスの状態また

は空き容量によっては拡張できない場合があります。ファイルシステムの拡張に必要な差分格納デ

バイスの状態および空き容量については，「システム構成ガイド」を参照してください。

Hitachi File Remote Replicator で運用しているファイルシステムは，ruspairdisableコマンド

で HFRR ペアを無効化したあと，fsexpandコマンドで拡張してください。
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ファイルシステムが Backup Restore のボリュームレプリケーション連携機能で運用されている場

合は，ファイルシステムを拡張したあとに，ペアを再構成してください。各機能の運用方法の詳細

については，「エンタープライズアレイ機能連携ユーザーズガイド」または「ミッドレンジアレイ機

能連携ユーザーズガイド」を参照してください。

各手順の実行例は，ファイルシステムを次の条件で拡張することを想定しています。

• ファイルシステム名は filesystem01とする

• デバイスファイルは，/dev/enas/lu06と/dev/enas/lu07を使用する

1. lulistコマンドを実行して，使用するデバイスファイルの情報を確認します。

$ sudo lulist -v
Device files for use:
 /dev/enas/lu06 FC/SAS 20.000GB - N0-T003 AMS 85011261 -
 /dev/enas/lu07 FC/SAS 20.000GB - N0-T003 AMS 85011261 -
 /dev/enas/lu0D FC/SAS 20.000GB - N0-T003 AMS 85011261 -
 /dev/enas/lu0E FC/SAS 20.000GB - N0-T003 AMS 85011261 -
 /dev/enas/lu0F FC/SAS 20.000GB - N0-T003 AMS 85011261 -
...

2. fslistコマンドを実行して，現在のファイルシステムの情報を確認します。

Volume managerに useと表示されていることを確認します。

$ sudo fslist -m filesystem01
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem01
 Total disk capacity(GB) : 60.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu0A lu0B lu0C
 Block used(GB)          : 0.004
 Block free(GB)          : 59.872
 I-node used             : 8
 I-node free             : 62816248
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on
 Model                   : AMS
 Serial number           : 85011261

3. fsexpandコマンドを実行して，ファイルシステムを拡張します。

$ sudo fsexpand filesystem01 lu06,lu07

4. fslistコマンドを実行して，ファイルシステムが正しく拡張されたことを確認します。

$ sudo fslist filesystem01
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem01
 Total disk capacity(GB) : 100.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu06 lu07 lu0A lu0B lu0C
 Block used(GB)          : 0.004
 Block free(GB)          : 99.810
 I-node used             : 8
 I-node free             : 104693752
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on

3.9.5 ファイルシステムの設定を変更する

fseditコマンドで，ファイルシステムの設定を変更する手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件でファイルシステムの設定を変更することを想定しています。

• WORM 対応ファイルシステムとする
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• ファイルシステム名は filesystem05とする

• 大リテンション期間を 1 年から 30 年（10,950 日）に変更する

• 小リテンション期間を 0 分から 30 分に変更する

1. fslistコマンドを実行して，設定を変更するファイルシステムの情報を確認します。

Mount statusに rwと表示されていることを確認します。

$ sudo fslist -w filesystem05
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem05(WORM)
 Total disk capacity(GB) : 10.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu12
 Block used(GB)          : 0.004
 Block free(GB)          : 9.954
 I-node used             : 8
 I-node free             : 10452984
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on
 Max retention           : 365-0-0
 Min retention           : 0-0-0
 Auto commit             : off
 Auto commit period      : --
 Default retention       : --

2. fseditコマンドを実行して，ファイルシステムの設定を変更します。

$ sudo fsedit -w -M 10950-0-0 -m 0-0-30 filesystem05

3. fslistコマンドを実行して，ファイルシステムの設定が変更されたことを確認します。

$ sudo fslist -w filesystem05
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem05(WORM)
 Total disk capacity(GB) : 10.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu12
 Block used(GB)          : 0.004
 Block free(GB)          : 9.954
 I-node used             : 8
 I-node free             : 10452984
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on
 Max retention           : 10950-0-0
 Min retention           : 0-0-30
 Auto commit             : off
 Auto commit period      : --
 Default retention       : --

3.9.6 ファイルシステム使用量に関する警告が通知されるよう設定する

fsfullmsgコマンドまたは fsctlコマンドで，ファイルシステムの使用量が閾値を超えた際に，

警告が通知されるよう設定する手順を説明します。初期導入時は，使用量が警告閾値を超えると，

警告が通知されるよう設定されています。

各手順の実行例は，次のどちらかの場合に警告が通知されるよう設定することを想定しています。

• ファイルシステム（filesystem02）のブロック使用量が 50GB を超えたとき

• ファイルシステム（filesystem02）の inode 使用量が 50,000 個を超えたとき

1. fslistコマンドを実行して，対象のファイルシステムが書き込みを許可する設定でマウントさ

れていることを確認します。

Mount statusに rwと表示されていることを確認します。
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$ sudo fslist filesystem02
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem02
 Total disk capacity(GB) : 835.211
 Device status           : normal
 Device files            : lu02 lu0C lu0E lu10
 Block used(GB)          : 0.196
 Block free(GB)          : 834.772
 I-node used             : 9
 I-node free             : 875659255
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on

2. fsfullmsgコマンドまたは fsctlコマンドを実行して，警告通知に関する設定内容を確認し

ます。

ファイルシステム名のあとに Offと表示されていることを確認します。

$ sudo fsfullmsg filesystem02
 filesystem02     Off(0,0)

$ sudo fsctl -m filesystem02
 filesystem02     Off(0,0)

3. fsfullmsgコマンドまたは fsctlコマンドを実行して，警告が通知されるよう設定します。

$ sudo fsfullmsg -s -o blimit=50G,ilimit=50000 filesystem02
BlockLimit=50GB, InodeLimit=50000 (filesystem02)

$ sudo fsctl -m -s -o blimit=50G,ilimit=50000 filesystem02
BlockLimit=50GB, InodeLimit=50000 (filesystem02)

4. fsfullmsgコマンドまたは fsctlコマンドを実行して，正しく設定されたことを確認します。

ファイルシステム名のあとに Onと表示されていることを確認します。

$ sudo fsfullmsg filesystem02
 filesystem02     On(50G,50000)

$ sudo fsctl -m filesystem02
 filesystem02     On(50G,50000)

3.9.7 ファイルシステム閉塞時に自動的にフェールオーバーするよう設定す
る

fsautofoコマンドまたは fsctlコマンドで，ファイルシステム閉塞時に自動的にフェールオー

バーする設定に変更する手順を説明します。初期導入時は，ファイルシステムが閉塞したときに自

動的にフェールオーバーするよう設定されています。

各手順の実行例は，filesystem02という名称のファイルシステムが閉塞した際に自動的にフェー

ルオーバーするよう設定することを想定しています。

1. fslistコマンドを実行して，対象のファイルシステムが書き込みを許可する設定でマウントさ

れていることを確認します。

Mount statusに rwと表示されていることを確認します。

$ sudo fslist filesystem02
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem02
 Total disk capacity(GB) : 835.211
 Device status           : normal
 Device files            : lu02 lu0C lu0E lu10
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 Block used(GB)          : 0.196
 Block free(GB)          : 834.772
 I-node used             : 9
 I-node free             : 875659255
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on

2. fsautofoコマンドまたは fsctlコマンドを実行して，自動フェールオーバーに関する設定内

容を確認します。

ファイルシステム名のあとに Offと表示されていることを確認します。

$ sudo fsautofo filesystem02
 filesystem02     Off

$ sudo fsctl -f filesystem02
 filesystem02     Off

3. fsautofoコマンドまたは fsctlコマンドを実行して，自動的にフェールオーバーするよう設

定します。

$ sudo fsautofo -s filesystem02

$ sudo fsctl -f -s filesystem02

4. fsautofoコマンドまたは fsctlコマンドを実行して，正しく設定されたことを確認します。

ファイルシステム名のあとに Onと表示されていることを確認します。

$ sudo fsautofo filesystem02
 filesystem02     On

$ sudo fsctl -f filesystem02
 filesystem02     On

3.9.8 ファイルの作成日時が記録されるよう設定を変更する

fsctlコマンドで，既存のファイルシステムに対して，ファイルの作成日時が記録されるよう設定

を変更する手順を説明します。

注意：

作成日時を記録しない設定にしたファイルシステムでは，CIFS クライアントがファイルの属

性を参照した際， 終アクセス日時（atime）， 終更新日時（ctime）および 終編集日時

（mtime）のうち，いちばん古い日時が作成日時として表示されます。なお，作成日時を記録

する設定にしても，NFS クライアントからは作成日時を参照できません。

各手順の実行例は，filesystem02という名称のファイルシステムの設定を変更することを想定し

ています。

1. fslistコマンドを実行して，対象のファイルシステムが書き込みを許可する設定でマウントさ

れていることを確認します。

Mount statusに rwと表示されていることを確認します。

$ sudo fslist filesystem02
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem02
 Total disk capacity(GB) : 835.211
 Device status           : normal
 Device files            : lu02 lu0C lu0E lu10
 Block used(GB)          : 0.196
 Block free(GB)          : 834.772
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 I-node used             : 9
 I-node free             : 875659255
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on

2. fsctlコマンドを実行して，ファイルの作成日時に関する設定内容を確認します。

ファイルシステム名のあとに Offと表示されていることを確認します。

$ sudo fsctl -c -o create_time filesystem02
 filesystem02     Off

3. fsctlコマンドを実行して，ファイルの作成日時が記録される設定に変更します。

$ sudo fsctl -c -s -o create_time filesystem02

4. fsctlコマンドを実行して，正しく設定されたことを確認します。

ファイルシステム名のあとに Onと表示されていることを確認します。

$ sudo fsctl -c -o create_time filesystem02
 filesystem02     On

5. 必要に応じて，fsctlコマンドを実行して，既存のファイルにも作成日時を設定します。

終アクセス日時（atime）， 終更新日時（ctime）および 終編集日時（mtime）のうち，い

ちばん古い日時が作成日時として設定されます。100,000 ファイル存在するファイルシステム

またはディレクトリに対して実行すると，処理が完了するまでに約 1 分掛かります。

$ sudo fsctl -c -x filesystem02
filesystem02: Wait ............. Success

3.10 NFS 共有の管理
この節では，NFS 共有を管理する方法について説明します。

3.10.1 NFS 共有を作成する

nfscreateコマンドで，NFS 共有を作成する手順を説明します。なお，1 クラスタ当たり 大 256
個の NFS 共有を作成できます。

Advanced ACL タイプのファイルシステムに NFS 共有を作成した場合のアクセス制御は，クライ

アント側から参照できるパーミッションではなく，設定された ACL に従います。このため，NFS
共有だけを使用する場合は，Classic ACL タイプのファイルシステムを使用することを推奨します。

また，Advanced ACL タイプのファイルシステムを使用する場合でも，同様の理由で，NFS 共有を

作成するディレクトリには継承 ACE を設定しないことを推奨します。

NFS 共有を作成する途中で障害が発生した場合は，作成前の状態に戻ります。また，NFS 共有を

作成したあとでフェールオーバーしたり，再起動したりした場合でも，設定した情報は変更されま

せん。

なお，NFS 共有を作成したファイルシステムに差分スナップショットの自動作成スケジュールを設

定し，差分スナップショットに自動的にファイル共有を作成して運用する場合，ファイルシステム

に設定された NFS 共有の属性で，差分スナップショットに NFS 共有が作成されます。差分スナッ

プショットの運用方法も考慮して，NFS 共有を作成してください。

各手順の実行例は，次の条件で NFS 共有を作成することを想定しています。
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• 共有ディレクトリとして，/mnt/filesystem01/unit01ディレクトリを新たに作成する

（オーナー：sys01，所有グループ：unit01）
• /mnt/filesystem01/unit01ディレクトリは host01にだけ公開する

1. fslistコマンドを実行して，共有ディレクトリを作成するファイルシステムがマウントされて

いることを確認します。

新たに作成した共有ディレクトリに NFS 共有を作成する場合，または書き込みを許可する設定

で NFS 共有を作成する場合は，Mount statusに rwと表示されていることを確認します。

$ sudo fslist -t filesystem01
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem01
 Total disk capacity(GB) : 30.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu0A lu0B lu0C
 Block used(GB)          : 0.000
 Block free(GB)          : 29.891
 I-node used             : 8
 I-node free             : 31358968
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on
 ACL type                : Classic ACL

2. dircreateコマンドを実行して，公開用のディレクトリを作成します。

共有ディレクトリを新たに作成する場合に必要な操作です。

$ sudo dircreate -u sys01 -g unit01 /mnt/filesystem01/unit01

3. dirlistコマンドを実行して，共有ディレクトリが正しく作成されたことを確認します。

共有ディレクトリを新たに作成した場合に必要な操作です。

$ sudo dirlist -d /mnt/filesystem01/unit01
0755 sys01            unit01           /mnt/filesystem01/unit01

4. nfscreateコマンドを実行して，NFS 共有を作成します。

$ sudo nfscreate -d /mnt/filesystem01/unit01 -H host01

5. nfslistコマンドを実行して，正しく NFS 共有が作成されたことを確認します。

$ sudo nfslist -d /mnt/filesystem01/unit01
List of File Shares:
The number of NFS share(1)
    Shared directory                          : /mnt/filesystem01/unit01
        Public destination host/network       : host01
        Permission mode / Synchronous writing : rw_sync
        Anonymous mapping                     : root_only
        Anonymous UID                         : 65534
        Anonymous GID                         : 65534
        Transmission port restriction         : do_not_perform
        Subtree check                         : do_not_perform
        Access check with lock request        : do_not_perform

3.10.2 NFS 共有の情報を編集する

nfseditコマンドで，NFS 共有の情報を編集する手順を説明します。

なお，NFS 共有を作成したファイルシステムに差分スナップショットの自動作成スケジュールを設

定し，差分スナップショットに自動的にファイル共有を作成して運用する場合，ファイルシステム

に設定された NFS 共有の属性で，差分スナップショットに NFS 共有が作成されます。差分スナッ

プショットの運用方法も考慮して，NFS 共有の情報を編集してください。

各手順の実行例は，次の条件で NFS 共有の情報を編集することを想定しています。
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• /mnt/filesystem01/unit01ディレクトリに，host01を公開先として，書き込みを許可す

る設定で NFS 共有が作成されている

• /mnt/filesystem01/unit01ディレクトリの NFS 共有を，書き込みを許可しない設定に変

更する

1. nfslistコマンドを実行して，現在の NFS 共有の情報を確認します。

$ sudo nfslist -d /mnt/filesystem01/unit01
List of File Shares:
The number of NFS share(1)
    Shared directory                          : /mnt/filesystem01/unit01
        Public destination host/network       : host01
        Permission mode / Synchronous writing : rw_sync
        Anonymous mapping                     : root_only
        Anonymous UID                         : 65534
        Anonymous GID                         : 65534
        Transmission port restriction         : do_not_perform
        Subtree check                         : do_not_perform
        Access check with lock request        : do_not_perform

2. nfseditコマンドを実行して，NFS 共有の情報を編集します。

$ sudo nfsedit -d /mnt/filesystem01/unit01 -H host01 -p ro

3. nfslistコマンドを実行して，NFS 共有の情報が変更されたことを確認します。

$ sudo nfslist -d /mnt/filesystem01/unit01
List of File Shares:
The number of NFS share(1)
    Shared directory                          : /mnt/filesystem01/unit01
        Public destination host/network       : host01
        Permission mode / Synchronous writing : ro
...

3.10.3 NFS 共有の情報をバックアップする

nfsbackupコマンドで，NFS 共有の情報をファイルシステム単位でバックアップする手順を説明

します。なお，バックアップした NFS 共有の情報は nfsrestoreコマンドでリストアできます。

各手順の実行例は，次の条件で NFS 共有の情報をバックアップすることを想定しています。

• 対象のファイルシステムは，filesystem01とする

• 情報定義ファイルの名称は，filesystem01_nfsshares.xmlとする

1. nfslistコマンドを実行して，現在の NFS 共有の情報を確認します。

$ sudo nfslist -O m,s
List of File Shares:
The number of NFS share(1)
    Shared directory                          : /mnt/filesystem01/unit01
        Public destination host/network       : host01
        Permission mode / Synchronous writing : rw_sync
        Anonymous mapping                     : root_only
        Anonymous UID                         : 65534
        Anonymous GID                         : 65534
        Transmission port restriction         : do_not_perform
        Subtree check                         : do_not_perform
        Access check with lock request        : do_not_perform
        Maximum rwsize(KB)                    : --
        Security flavor                       : sys

The number of NFS share(2)
    Shared directory                          : /mnt/filesystem01/unit02
        Public destination host/network       : host02
...

2. nfsbackupコマンドを実行して，NFS 共有の情報をバックアップします。
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$ sudo nfsbackup filesystem01 filesystem01_nfsshares.xml

3. --listオプションを指定して nfsrestoreコマンドを実行し，情報定義ファイルの内容を確

認します。

$ sudo nfsrestore --list filesystem01_nfsshares.xml
Backup date and time: 2009-04-13T10:04:26+0900
List of Backed-up File Shares:
The number of NFS share(1)
    Shared directory                          : /mnt/filesystem01/unit01
        Public destination host/network       : host01
        Permission mode / Synchronous writing : rw_sync
        Anonymous mapping                     : root_only
        Anonymous UID                         : 65534
        Anonymous GID                         : 65534
        Transmission port restriction         : do_not_perform
        Subtree check                         : do_not_perform
        Access check with lock request        : do_not_perform
        Maximum rwsize(KB)                    : --
        Security flavor                       : sys

The number of NFS share(2)
    Shared directory                          : /mnt/filesystem01/unit02
        Public destination host/network       : host02
...

注意：

バックアップしたあと，すぐにリストアしない場合は，リモートホストから scpコマンドを使

用して，/home/nasrootディレクトリの情報定義ファイルをリモートホストに転送し保管し

てください。

scp nasroot@＜ノードのホスト名＞:＜情報定義ファイル名＞ ＜保管するファイルのパス＞

また，リモートホストに転送したあと，rmfileコマンドを実行して，/home/nasrootディ

レクトリの情報定義ファイルを削除してください。

sudo rmfile ＜情報定義ファイル名＞

3.10.4 NFS 共有の情報をリストアする

nfsrestoreコマンドで，NFS 共有の情報をリストアする手順を説明します。リストア先のファイ

ルシステムを事前にマウントしておく必要があります。nfsbackupコマンドでバックアップした

情報定義ファイルを基に，NFS 共有の情報をリストアします。

各手順の実行例は，次の条件で NFS 共有の情報をリストアすることを想定しています。

• 対象のファイルシステムは，filesystem01とする

• 対象の情報定義ファイルは，filesystem01_nfsshares.xmlとする

1. --listオプションを指定して nfsrestoreコマンドを実行し，情報定義ファイルの内容を確

認します。

$ sudo nfsrestore --list filesystem01_nfsshares.xml
Backup date and time: 2009-04-13T10:04:26+0900
List of Backed-up File Shares:
The number of NFS share(1)
    Shared directory                          : /mnt/filesystem01/unit01
        Public destination host/network       : host01
        Permission mode / Synchronous writing : rw_sync
        Anonymous mapping                     : root_only
        Anonymous UID                         : 65534
        Anonymous GID                         : 65534
        Transmission port restriction         : do_not_perform
        Subtree check                         : do_not_perform
        Access check with lock request        : do_not_perform
        Maximum rwsize(KB)                    : --
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        Security flavor                       : sys

The number of NFS share(2)
    Shared directory                          : /mnt/filesystem01/unit02
        Public destination host/network       : host02
...

2. 対象のファイルシステムがマウントされていない場合は，fsmountコマンドを実行してマウン

トします。

$ sudo fsmount -w filesystem01

3. nfsrestoreコマンドを実行して，NFS 共有の情報をリストアします。

$ sudo nfsrestore filesystem01_nfsshares.xml

4. nfslistコマンドを実行して，NFS 共有の情報が正しくリストアされたことを確認します。

$ sudo nfslist -O m,s
List of File Shares:
The number of NFS share(1)
    Shared directory                          : /mnt/filesystem01/unit01
        Public destination host/network       : host01
        Permission mode / Synchronous writing : rw_sync
        Anonymous mapping                     : root_only
        Anonymous UID                         : 65534
        Anonymous GID                         : 65534
        Transmission port restriction         : do_not_perform
        Subtree check                         : do_not_perform
        Access check with lock request        : do_not_perform
        Maximum rwsize(KB)                    : --
        Security flavor                       : sys

The number of NFS share(2)
    Shared directory                          : /mnt/filesystem01/unit02
        Public destination host/network       : host02
...

5. rmfileコマンドを実行して，情報定義ファイルを削除します。

$ sudo rmfile filesystem01_nfsshares.xml
KAQM16173-Q Do you want to delete the specified file? (y/n) y

3.10.5 Kerberos 認証用キータブファイルを追加する

nfskeytabaddコマンドで，Kerberos 認証用のキータブファイルを追加する手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件で Kerberos 認証用のキータブファイルを追加することを想定してい

ます。

• Kerberos 認証用のキータブファイルの名称は nfs.keytabとする

• Kerberos 認証用のキータブファイルを登録するノードのホスト名は，fshost01とする

• バージョン 2 の SSH プロトコルを使用する

1. scpコマンドで，Kerberos 認証用のキータブファイルを SSH 用アカウントのホームディレク

トリ（/home/nasroot）の直下に転送します。

$ scp /tmp/nfs.keytab nasroot@fshost01:
nfs.keytab                                    100%  166     0.2KB/s   00:00

注意：

SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）の直下にすでに存在するディ

レクトリやファイルの名称は，Kerberos 認証用のキータブファイルの名称には使用できま

せん。
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2. SSH を使用して対象のノードにログインします。

$ ssh -2 nasroot@fshost01

3. nfskeytabaddコマンドを実行して，Kerberos 認証用のキータブファイルを追加します。

Kerberos 認証用のキータブファイルが追加され，/home/nasrootディレクトリから指定した

Kerberos 認証用のキータブファイルが削除されます。

追加した Kerberos 認証用のキータブファイルの内容が表示されていることを確認します。

$ sudo nfskeytabadd -i /home/nasroot/nfs.keytab
Keytab name: FILE:/etc/krb5.keytab
KVNO Principal
---- 
--------------------------------------------------------------------------
   3 nfs/node0.ad2003.skyu1.local@AD2003.SKYU1.LOCAL
   3 nfs/node1.ad2003.skyu1.local@AD2003.SKYU1.LOCAL

3.11 CIFS 共有の管理
この節では，CIFS 共有を管理する方法について説明します。

なお，システム管理者は，同一の共有ディレクトリに対して複数の CIFS 共有を作成することで，

共有ディレクトリに複数の CIFS 共有名を割り当てることができます。共有ディレクトリに複数の

CIFS 共有名を割り当てる運用をする場合は，次のことを確認してください。

• CIFS 共有を作成または変更する際には，コマンドを使用することを推奨します。

• GUI では，対象の共有ディレクトリに対して 初に作成された CIFS 共有の情報だけが表示さ

れます。

3.11.1 CIFS 共有を作成する

cifscreateコマンドで，CIFS 共有を作成する手順を説明します。

CIFS 共有数の上限は，CIFS サービスの構成定義で，CIFS 共有の設定を自動的にリロードして

CIFS クライアント環境に反映させるように設定しているかどうかで異なります。CIFS 共有の設

定を自動リロードする場合はクラスタ当たり 256 個まで，自動リロードしない場合はクラスタ当た

り 7,500 個まで作成できます。

CIFS 共有を作成したファイルシステムに差分スナップショットの自動作成スケジュールを設定し，

差分スナップショットに自動的にファイル共有を作成して運用する場合は，ファイルシステムに設

定された CIFS 共有の属性で，差分スナップショットに CIFS 共有が作成されます。差分スナップ

ショットの運用方法も考慮して，CIFS 共有を作成してください。

注意：

新たに共有ディレクトリ作成する場合，Classic ACL タイプのファイルシステムと Advanced
ACL タイプのファイルシステムでは，共有ディレクトリに設定される情報が異なります。

Advanced ACL タイプのファイルシステムでは，dircreateコマンドで指定したパーミッ

ションモードに従って ACL 情報が付与されます。付与された ACL 情報については，

dirgetaclコマンドで確認してください。また，ACL 情報を変更する場合は，dirsetacl
コマンドを使用してください。

Classic ACL タイプのファイルシステムでは，パーミッションモードだけが設定され，ACL 情

報は設定されません。

各手順の実行例は，次の条件で CIFS 共有を作成することを想定しています。
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• 共有ディレクトリとして，/mnt/filesystem04/unit20ディレクトリを新たに作成する

（オーナー：sys02，所有グループ：unit10）
• ユーザー（user00）の書き込みを禁止する

• CIFS 共有名は unit20とする

1. fslistコマンドを実行して，共有ディレクトリを作成するファイルシステムがマウントされて

いることを確認します。

新たに作成した共有ディレクトリに CIFS 共有を作成する場合，または書き込みを許可する設定

で CIFS 共有を作成する場合は，Mount statusに rwと表示されていることを確認します。

$ sudo fslist -t filesystem04
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem04
 Total disk capacity(GB) : 80.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu02 lu03 lu04 lu05
 Block used(GB)          : 0.000
 Block free(GB)          : 79.960
 I-node used             : 8
 I-node free             : 83886072
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on
 ACL type                : Advanced ACL

2. dircreateコマンドを実行して，共有ディレクトリを作成します。

共有ディレクトリを新たに作成する場合に必要な操作です。新たにディレクトリを作成した場

合，デフォルトでは 0755 のモードでディレクトリが作成されます。CIFS 共有への書き込みを

許可するユーザーを制限する場合は，CIFS 共有の全情報が反映されるまでの間に，未設定の

ユーザーが CIFS 共有にデータを書き込むおそれがあります。そのため，オーナー以外の書き込

み権限を制限する設定で共有ディレクトリを作成し，CIFS 共有を作成したあと，改めて共有

ディレクトリに書き込み権限を設定する運用をお勧めします。

$ sudo dircreate -u sys02 -g unit10 -m 700 /mnt/filesystem04/unit20

3. dirlistコマンドを実行して，共有ディレクトリが正しく作成されたことを確認します。

共有ディレクトリを新たに作成した場合に必要な操作です。

$ sudo dirlist -d /mnt/filesystem04/unit20
0700 sys02            unit10           /mnt/filesystem04/unit20

4. cifscreateコマンドを実行して，CIFS 共有を作成します。

$ sudo cifscreate -x unit20 -d /mnt/filesystem04/unit20 -D add:user00

5. cifslistコマンドを実行して，CIFS 共有が作成されたことを確認します。

$ sudo cifslist -x unit20 -v
List of File Shares:
The number of CIFS share(1)
  Name of file share            : unit20
  Shared directory              : /mnt/filesystem04/unit20
  Use ACL                       : use
  Server specification          : --
  Comment for file share        :
  Permission mode               : rw
  Browse permission             : permit
  File access permissions       : --
  Directory access permissions  : --
  Write disallowed users        : user00
  Write disallowed groups       : --
  Write allowed users           : --
  Write allowed groups          : --

6. direditコマンドを実行して，共有ディレクトリの属性を変更します。
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$ sudo diredit -m 777 /mnt/filesystem04/unit20

7. dirlistコマンドを実行して，共有ディレクトリの属性が変更されたことを確認します。

$ sudo dirlist -d /mnt/filesystem04/unit20
0777 sys02            unit10           /mnt/filesystem04/unit20

3.11.2 CIFS 共有の情報を編集する

cifseditコマンドで，CIFS 共有の情報を編集する手順を説明します。

CIFS 共有を作成したファイルシステムに差分スナップショットの自動作成スケジュールを設定し，

差分スナップショットに自動的にファイル共有を作成して運用する場合は，ファイルシステムに設

定された CIFS 共有の属性で，差分スナップショットに CIFS 共有が作成されます。差分スナップ

ショットの運用方法も考慮して，CIFS 共有の情報を編集してください。

各手順の実行例は，次の条件で CIFS 共有の情報を編集することを想定しています。

• CIFS 共有（unit20）の属性を変更する

• CIFS 共有にコメントを設定する

1. cifslistコマンドを実行して，現在の CIFS 共有の情報を確認します。

$ sudo cifslist -x unit20
List of File Shares:
The number of CIFS share(1)
  Name of file share            : unit20
  Shared directory              : /mnt/filesystem04/unit20
  Use ACL                       : use
  Server specification          : --
  Comment for file share        :
  Permission mode               : rw
  Browse permission             : permit
  File access permissions       : --
  Directory access permissions  : --

2. cifseditコマンドを実行して，CIFS 共有の情報を編集します。

$ sudo cifsedit -x unit20 -c "cifs comment"

3. cifslistコマンドを実行して，CIFS 共有の情報が変更されたことを確認します。

$ sudo cifslist -x unit20
List of File Shares:
The number of CIFS share(1)
  Name of file share            : unit20
...
  Comment for file share        : cifs comment
...

3.11.3 CIFS 共有の情報をバックアップする

cifsbackupコマンドで，CIFS 共有の情報をファイルシステム単位でバックアップする手順を説

明します。なお，バックアップした CIFS 共有の情報は cifsrestoreコマンドでリストアできま

す。

各手順の実行例は，次の条件で CIFS 共有の情報をバックアップすることを想定しています。

• 対象のファイルシステムは，filesystem01とする

• 情報定義ファイルの名称は，filesystem01_cifsshares.xmlとする

1. cifslistコマンドを実行して，現在の CIFS 共有の情報を確認します。
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$ sudo cifslist -v -O all
List of File Shares:
The number of CIFS share(1)
  Name of file share            : unit20
  Shared directory              : /mnt/filesystem01/unit20
  Use ACL                       : use
  Server specification          : --
  Comment for file share        :
  Permission mode               : rw
  Browse permission             : permit
  File access permissions       : rw,rw,rw
  Directory access permissions  : rw,rw,rw
  Write disallowed users        : usr00
  Write disallowed groups       : --
  Write allowed users           : --
  Write allowed groups          : --
  Guest account access          : default
  Disk synchronization policy   : default
  CIFS client cache             : default
  File timestamp changeable     : default
  Home directory                : do_not_use
  CIFS access log (success)     : none
  CIFS access log (failure)     : none
  ACL type                      : Classic ACL
  Client access policy          : parallel
  Volume Shadow Copy Service    : default
  Read-only cache for conflicts : default
  Access Based Enumeration      : default
  Offline attribute             : do_not_use

The number of CIFS share(2)
  Name of file share            : unit21
  Shared directory              : /mnt/filesystem01/unit21
...

2. cifsbackupコマンドを実行して，CIFS 共有の情報をバックアップします。

$ sudo cifsbackup filesystem01 filesystem01_cifsshares.xml

3. --listオプションを指定して cifsrestoreコマンドを実行し，情報定義ファイルの内容を確

認します。

$ sudo cifsrestore --list filesystem01_cifsshares.xml
Backup date and time: 2012-01-26T11:39:34+0900
List of Backed-up File Shares:
The number of CIFS share(1)
  Name of file share            : unit20
  Shared directory              : /mnt/filesystem01/unit20
  Use ACL                       : use
  Server specification          : --
  Comment for file share        :
  Permission mode               : rw
  Browse permission             : permit
  File access permissions       : rw,rw,rw
  Directory access permissions  : rw,rw,rw
  Write disallowed users        : usr00
  Guest account access          : default
  Disk synchronization policy   : default
  CIFS client cache             : default
  File timestamp changeable     : default
  Home directory                : do_not_use
  CIFS access log (success)     : none
  CIFS access log (failure)     : none
  Client access policy          : parallel
  Volume Shadow Copy Service    : default
  Read-only cache for conflicts : default
  Access Based Enumeration      : default
  Offline attribute             : do_not_use

The number of CIFS share(2)
  Name of file share            : unit21
  Shared directory              : /mnt/filesystem01/unit21
...

注意：
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バックアップしたあと，すぐにリストアしない場合は，リモートホストから scpコマンドを使

用して，/home/nasrootディレクトリの情報定義ファイルをリモートホストに転送し保管し

てください。

scp nasroot@＜ノードのホスト名＞:＜情報定義ファイル名＞ ＜保管するファイルのパス＞

また，リモートホストに転送したあと，rmfileコマンドを実行して，/home/nasrootディ

レクトリの情報定義ファイルを削除してください。

sudo rmfile ＜情報定義ファイル名＞

3.11.4 CIFS 共有の情報をリストアする

cifsrestoreコマンドで，CIFS 共有の情報をリストアする手順を説明します。リストア先のファ

イルシステムを事前にマウントしておく必要があります。cifsbackupコマンドでバックアップ

した情報定義ファイルを基に，CIFS 共有の情報をリストアします。

各手順の実行例は，次の条件で CIFS 共有の情報をリストアすることを想定しています。

• 対象のファイルシステムは，filesystem01とする

• 対象の情報定義ファイルは，filesystem01_cifsshares.xmlとする

1. --listオプションを指定して cifsrestoreコマンドを実行し，情報定義ファイルの内容を確

認します。

$ sudo cifsrestore --list filesystem01_cifsshares.xml
Backup date and time: 2012-01-26T11:39:34+9000
List of Backed-up File Shares:
The number of CIFS share(1)
  Name of file share            : unit20
  Shared directory              : /mnt/filesystem01/unit20
  Use ACL                       : use
  Server specification          : --
  Comment for file share        :
  Permission mode               : rw
  Browse permission             : permit
  File access permissions       : rw,rw,rw
  Directory access permissions  : rw,rw,rw
  Write disallowed users        : usr00
  Guest account access          : default
  Disk synchronization policy   : default
  CIFS client cache             : default
  File timestamp changeable     : default
  Home directory                : do_not_use
  CIFS access log (success)     : none
  CIFS access log (failure)     : none
  Client access policy          : parallel
  Volume Shadow Copy Service    : default
  Read-only cache for conflicts : default
  Access Based Enumeration      : default
  Offline attribute             : do_not_use

The number of CIFS share(2)
  Name of file share            : unit21
  Shared directory              : /mnt/filesystem01/unit21
...

2. 対象のファイルシステムがマウントされていない場合は，fsmountコマンドを実行してマウン

トします。

$ sudo fsmount -w filesystem01

3. cifsrestoreコマンドを実行して，CIFS 共有の情報をリストアします。

$ sudo cifsrestore filesystem01_cifsshares.xml

4. cifslistコマンドを実行して，CIFS 共有の情報が正しくリストアされたことを確認します。
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$ sudo cifslist -v -O all
List of File Shares:
The number of CIFS share(1)
  Name of file share            : unit20
  Shared directory              : /mnt/filesystem01/unit20
  Use ACL                       : use
  Server specification          : --
  Comment for file share        :
  Permission mode               : rw
  Browse permission             : permit
  File access permissions       : rw,rw,rw
  Directory access permissions  : rw,rw,rw
  Write disallowed users        : usr00
  Write disallowed groups       : --
  Write allowed users           : --
  Write allowed groups          : --
  Guest account access          : default
  Disk synchronization policy   : default
  CIFS client cache             : default
  File timestamp changeable     : default
  Home directory                : do_not_use
  CIFS access log (success)     : none
  CIFS access log (failure)     : none
  ACL type                      : Classic ACL
  Client access policy          : parallel
  Volume Shadow Copy Service    : default
  Read-only cache for conflicts : default
  Access Based Enumeration      : default
  Offline attribute             : do_not_use

The number of CIFS share(2)
  Name of file share            : unit21
  Shared directory              : /mnt/filesystem01/unit21
...

5. rmfileコマンドを実行して，情報定義ファイルを削除します。

$ sudo rmfile filesystem01_cifsshares.xml
KAQM16173-Q Do you want to delete the specified file? (y/n) y

3.11.5 CIFS アクセスログの退避先を設定する

cifslogctlコマンドで，CIFS アクセスログの退避先を設定する手順を説明します。退避先を設

定すると，CIFS アクセスログのローテーションを契機に，以下の名称でファイルシステム上に退避

されます。

cifsaccesslog_＜ノードのホスト名＞_＜ YYYYMMDD＞_＜ hhmmss＞.log

退避先のディレクトリに同じ名称のファイルが存在した場合は上書きされます。CIFS アクセスロ

グに出力される情報については，「システム構成ガイド」を参照してください。

なお，退避された CIFS アクセスログがファイルシステムの容量を圧迫しないよう，ファイルシス

テムの使用量が閾値を超えた場合には警告が通知されるように設定しておくことをお勧めします。

警告が通知されるよう設定する方法については，「3.9.6 ファイルシステム使用量に関する警告が通

知されるよう設定する」を参照してください。

各手順の実行例は，Advanced ACL タイプのファイルシステム内に/mnt/filesystem04/
cifslogディレクトリを新たに作成し，そこに CIFS アクセスログを退避することを想定していま

す。

1. fslistコマンドを実行して，CIFS アクセスログの退避先のファイルシステムがマウントされ

ていることを確認します。

Mount statusに rwと表示されていることを確認します。

$ sudo fslist -t filesystem04
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem04
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 Total disk capacity(GB) : 40.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu0C lu0D lu0E lu0F
 Block used(GB)          : 0.000
 Block free(GB)          : 39.855
 I-node used             : 8
 I-node free             : 41811960
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on
 ACL type                : Advanced ACL

2. dircreateコマンドを実行して，CIFS アクセスログの退避先のディレクトリを作成します。

退避先のディレクトリを新たに作成する場合に必要な操作です。ディレクトリのオーナーとグ

ループには rootを指定します。また，オーナー，所有グループおよびその他に対するモードに

は「700」を設定します。

$ sudo dircreate -u root -g root -m 700 /mnt/filesystem04/cifslog

3. dirlistコマンドを実行して，ディレクトリが正しく作成されたことを確認します。

ディレクトリを新たに作成した場合に必要な操作です。

$ sudo dirlist -d /mnt/filesystem04/cifslog
0700 root             root             /mnt/filesystem04/cifslog

4. Advanced ACL タイプのファイルシステムの場合は，dirsetaclコマンドを実行して，ディレ

クトリに ACL を設定します。

rootユーザーにだけアクセスを許可するように設定します。

$ sudo dirsetacl -t advanced --allow root:u:a:a:f /mnt/filesystem04/cifslog

5. Advanced ACL タイプのファイルシステムの場合は，dirgetaclコマンドを実行して，ディレ

クトリに設定された ACL を確認します。

$ sudo dirgetacl /mnt/filesystem04/cifslog
/mnt/filesystem04/cifslog
root:u:a:a:ALLOW:f

6. cifscreateコマンドを実行して，作成したディレクトリに CIFS 共有を作成します。

CIFS アクセスログの退避先のディレクトリの共有名が CIFS クライアント環境に表示されな

いように設定します（-bオプション）。

$ sudo cifscreate -x cifslog -d /mnt/filesystem04/cifslog -b do_not_permit

7. cifslistコマンドを実行して，CIFS 共有が作成されたことを確認します。

$ sudo cifslist -x cifslog
List of File Shares:
The number of CIFS share(1)
  Name of file share            : cifslog
  Shared directory              : /mnt/filesystem04/cifslog
  Use ACL                       : use
  Server specification          : --
  Comment for file share        :
  Permission mode               : rw
  Browse permission             : do_not_permit
  File access permissions       : --
  Directory access permissions  : --

8. cifslogctlコマンドを実行して，現在の CIFS アクセスログの退避先を確認します。

$ sudo cifslogctl --display
Directory for saving : Unsetting

9. cifslogctlコマンドを実行して，CIFS アクセスログの退避先を設定します。
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$ sudo cifslogctl --setdir /mnt/filesystem04/cifslog

10. cifslogctlコマンドを実行して，CIFS アクセスログの退避先が正しく設定されたことを確認

します。

$ sudo cifslogctl --display
Directory for saving : /mnt/filesystem04/cifslog

3.11.6 新の CIFS アクセスログを退避する

cifslogctlコマンドで， 新の CIFS アクセスログを退避する手順を説明します。

各手順の実行例は，CIFS アクセスログの退避先（/mnt/filesystem04/cifslog）が設定されて

いることを想定しています。

1. cifslogctlコマンドを実行して，現在の CIFS アクセスログの退避先の設定を確認します。

$ sudo cifslogctl --display
Directory for saving : /mnt/filesystem04/cifslog

2. cifslogctlコマンドを実行して， 新の CIFS アクセスログを退避します。

$ sudo cifslogctl --save

3.12 ACL の管理
この節では，共有ディレクトリの ACL を管理する方法について説明します。

3.12.1 ACL を設定する（Advanced ACL タイプのファイルシステムの場
合）

dirsetaclコマンドで，Advanced ACL タイプのファイルシステムに作成した共有ディレクトリ

に対して，ACL を設定する手順を説明します。

1 ディレクトリの ACE は，700 個以内になるようにしてください。

各手順の実行例は，/mnt/filesystem04/unit20ディレクトリに次の条件で ACL を設定するこ

とを想定しています。

• ユーザー（user01）に「フルコントロール」の権限を与え，適用先は「このフォルダのみ」と

する

• グループ（Everyone）に「フォルダの一覧/データの読み取り」と「属性の読み取り」の権限

を与える

◦ 適用先は「このフォルダ，サブフォルダおよびファイル」とする

◦ 継承範囲は「このフォルダの下位にあるすべてのフォルダおよびファイル」とする

1. fslistコマンドを実行して，次のことを確認します。

◦ Mount statusに rwと表示されていること

◦ ACL typeに Advanced ACLと表示されていること

$ sudo fslist -t filesystem04
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem04
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 Total disk capacity(GB) : 80.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu7B lu7C lu7D lu7E
 Block used(GB)          : 0.256
 Block free(GB)          : 79.744
 I-node used             : 5
 I-node free             : 83623931
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on
 ACL type                : Advanced ACL

2. dirsetaclコマンドを実行して，ACL を設定します。

$ sudo dirsetacl -t advanced --allow user01:u:o:o:f --allow 
Everyone:g:a:a:r::a /mnt/filesystem04/unit20

3. dirgetaclコマンドを実行して，ACL がディレクトリに正しく設定されたことを確認します。

$ sudo dirgetacl /mnt/filesystem04/unit20
/mnt/filesystem04/unit20
user01:u:o:o:ALLOW:f
Everyone:g:a:a:ALLOW:r::a

3.12.2 ACL を設定する（Classic ACL タイプのファイルシステムの場合）

dirsetaclコマンドで，Classic ACL タイプのファイルシステムに作成した共有ディレクトリに対

して，ACL を設定する手順を説明します。

1 ディレクトリの ACE は，128 個以内（アクセス ACL，デフォルト ACL はそれぞれ 64 個まで）

になるようにしてください。

ACL の設定は，上位のディレクトリから下位のサブディレクトリやファイルへは伝播されません。

共有ディレクトリ以下のサブディレクトリやファイルに ACL を設定する場合，CIFS クライアント

で行ってください。

なお，ACL が設定されたディレクトリに対して CIFS 共有を作成する場合，ACL を利用しない設定

にすると，ACL の権限は有効ですが，CIFS クライアントでは ACL 情報の参照および ACL の設定

ができなくなります。

各手順の実行例は，/mnt/filesystem02/unit10ディレクトリに次の条件で ACL を設定するこ

とを想定しています。

• ユーザー（user01）に読み取り権限および書き込み権限を与える

• グループ（unit02）に読み取り権限を与える

1. fslistコマンドを実行して，次のことを確認します。

◦ Mount statusに rwと表示されていること

◦ ACL typeに Classic ACLと表示されていること

$ sudo fslist -t filesystem02
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem02
 Total disk capacity(GB) : 80.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu7B lu7C lu7D lu7E
 Block used(GB)          : 0.256
 Block free(GB)          : 79.744
 I-node used             : 5
 I-node free             : 83623931
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
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 Quota                   : on
 ACL type                : Classic ACL

2. dirsetaclコマンドを実行して，ACL を設定します。

$ sudo dirsetacl -m u:user01:rw,g:unit02:r /mnt/filesystem02/unit10

3. dirgetaclコマンドを実行して，ACL がディレクトリに正しく設定されたことを確認します。

$ sudo dirgetacl /mnt/filesystem02/unit10/
# file: /mnt/filesystem02/unit10
# owner: sys02
# group: unit10
user::rwx
user:user01:rw-
group::rwx
group:unit02:r--
mask::rwx
other::rwx

3.13 ファイルシステムごとの Quota の管理
この節では，ファイルシステムごとの Quota を管理する方法について説明します。

Quota を管理する上での注意事項については，「システム構成ガイド」を参照してください。

3.13.1 ファイルシステムごとにユーザーに対して Quota を設定する

quotasetコマンドで，ファイルシステムごとにユーザーに対して，Quota を設定する手順を説明

します。

各手順の実行例は，次の条件で Quota を設定することを想定しています。

• 対象のファイルシステムは，filesystem02とする

• 対象のユーザーは，sys02とする

• ブロック容量のソフトリミットを 1GB に，ハードリミットを 2GB に設定する

1. fslistコマンドを実行して，対象のファイルシステムが Quota 機能を有効にした状態でマウ

ントされていることを確認します。

Quotaに onと表示されていることを確認します。

$ sudo fslist filesystem02
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem02
 Total disk capacity(GB) : 40.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu00 lu01 lu02 lu03
 Block used(GB)          : 0.004
 Block free(GB)          : 39.860
 I-node used             : 8
 I-node free             : 41811960
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on

2. quotasetコマンドを実行して，ユーザーに対して Quota を設定します。

$ sudo quotaset -u sys02 -b 1G,2G filesystem02

3. quotagetコマンドを実行して，ユーザーに対する Quota が正しく設定されたことを確認しま

す。
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$ sudo quotaget -u sys02 filesystem02
List of Quota Information of File System(filesystem02):
The number of quota information(1)
User name : sys02
UID       : 2002
Block      Used capacity : 0MB(0MB)
           Soft limit    : 1GB(1024MB)
           Hard limit    : 2GB(2048MB)
           Grace period  : -
i-node     Used count    : 0
           Soft limit    : 0
           Hard limit    : 0
           Grace period  : -

3.13.2 ファイルシステムごとにグループに対して Quota を設定する

quotasetコマンドで，ファイルシステムごとにグループに対して Quota を設定する手順を説明し

ます。

各手順の実行例は，次の条件で Quota を設定することを想定しています。

• 対象のファイルシステムは，filesystem02とする

• 対象のグループは，unit10とする

• ブロック容量のソフトリミットを 15GB に，ハードリミットを 20GB に設定する

1. fslistコマンドを実行して，対象のファイルシステムが Quota 機能を有効にした状態でマウ

ントされていることを確認します。

Quotaに onと表示されていることを確認します。

$ sudo fslist filesystem02
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem02
 Total disk capacity(GB) : 40.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu00 lu01 lu02 lu03
 Block used(GB)          : 0.004
 Block free(GB)          : 39.860
 I-node used             : 8
 I-node free             : 41811960
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on

2. quotasetコマンドを実行して，グループに対して Quota を設定します。

$ sudo quotaset -g unit10 -b 15G,20G filesystem02

3. quotagetコマンドを実行して，グループに対して Quota が正しく設定されたことを確認しま

す。

$ sudo quotaget -g unit10 filesystem02
List of Quota Information of File System(filesystem02):
The number of quota information(1)
Group name : unit10
GID        : 1010
Block      Used capacity : 0MB(0MB)
           Soft limit    : 15GB(15360MB)
           Hard limit    : 20GB(20480MB)
           Grace period  : -
i-node     Used count    : 0
           Soft limit    : 0
           Hard limit    : 0
           Grace period  : -
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3.13.3 ファイルシステムに対してデフォルト Quota を設定する

quotasetコマンドで，ファイルシステムに対してデフォルト Quota を設定する手順を説明しま

す。

各手順の実行例は，filesystem02という名称のファイルシステムに，ブロック容量のソフトリ

ミットが 1GB，ハードリミットが 2GB であるデフォルト Quota を設定することを想定していま

す。

1. fslistコマンドを実行して，対象のファイルシステムが Quota 機能を有効にした状態でマウ

ントされていることを確認します。

Quotaに onと表示されていることを確認します。

$ sudo fslist filesystem02
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem02
 Total disk capacity(GB) : 40.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu00 lu01 lu02 lu03
 Block used(GB)          : 0.004
 Block free(GB)          : 39.860
 I-node used             : 8
 I-node free             : 41811960
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on

2. quotasetコマンドを実行して，デフォルト Quota を設定します。

$ sudo quotaset -d -b 1g,2g filesystem02

3. quotagetコマンドを実行して，デフォルト Quota が正しく設定されたことを確認します。

$ sudo quotaget -d filesystem02
Default Quota Information of File System(filesystem02):
Block      Soft limit(default) : 1GB(1024MB)
           Hard limit(default) : 2GB(2048MB)
i-node     Soft limit(default) : 0
           Hard limit(default) : 0

3.13.4 ファイルシステムに対して Quota の猶予期間を設定する

quotasetコマンドで，ファイルシステムに対して Quota の猶予期間を設定する手順を説明しま

す。

猶予期間はファイルシステムごとに設定します。設定した猶予期間は，ファイルシステムを利用す

るすべてのユーザーとグループに適用されます。

また，inode 数またはブロック容量がソフトリミットを超え，猶予期間に入っているユーザーまた

はグループに対しては，猶予期間を変更しても変更内容は反映されません。

各手順の実行例は，filesystem02という名称のファイルシステムに対して，Quota のブロック容

量の猶予期間を 10 日に設定することを想定しています。

1. fslistコマンドを実行して，対象のファイルシステムが Quota 機能を有効にした状態でマウ

ントされていることを確認します。

Quotaに onと表示されていることを確認します。

$ sudo fslist filesystem02
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem02
 Total disk capacity(GB) : 40.000
 Device status           : normal
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 Device files            : lu00 lu01 lu02 lu03
 Block used(GB)          : 0.004
 Block free(GB)          : 39.860
 I-node used             : 8
 I-node free             : 41811960
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on

2. quotasetコマンドを実行して，Quota の猶予期間を設定します。

$ sudo quotaset -t -b 10 filesystem02

3. quotagetコマンドを実行して，Quota の猶予期間が正しく設定されたことを確認します。

$ sudo quotaget -t filesystem02
Grace Period Information of File System(filesystem02):
Block grace period  : 10 days
i-node grace period : 7 days

3.13.5 ファイルシステムに対して Quota の監視方法を設定する

quotasetコマンドで，ファイルシステムに対して Quota の監視方法を設定する手順を説明しま

す。

各手順の実行例は，filesystem02という名称のファイルシステムに対して Quota の監視方法を

次の条件で設定することを想定しています。

• 04 時 30 分に監視する

• ソフトリミットや猶予期間を超過したユーザーまたはグループを検知した場合は，サマリー情報

を SNMP トラップで通知する

1. fslistコマンドを実行して，対象のファイルシステムが Quota 機能を有効にした状態でマウ

ントされていることを確認します。

Quotaに onと表示されていることを確認します。

$ sudo fslist filesystem02
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem02
 Total disk capacity(GB) : 40.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu00 lu01 lu02 lu03
 Block used(GB)          : 0.004
 Block free(GB)          : 39.860
 I-node used             : 8
 I-node free             : 41811960
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on

2. quotasetコマンドを実行して，ファイルシステムに対して Quota の監視方法を設定します。

$ sudo quotaset -m -s 0430 -n summary filesystem02

3. quotagetコマンドを実行して，ファイルシステムに対して Quota の監視方法が正しく設定さ

れたことを確認します。

$ sudo quotaget -m filesystem02
Monitoring Time of File System(filesystem02):
SNMP notification mode : Use a summary notification
04:30
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3.14 サブツリー Quota の管理
この節では，サブツリー Quota を管理する方法について説明します。

3.14.1 ディレクトリに対して Quota を設定する

stquotasetコマンドで，ディレクトリに対して Quota を設定する手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件で Quota を設定することを想定しています。

• 共有ディレクトリとして，/mnt/filesystem03/dir01ディレクトリを新たに作成し，Quota
を設定する（オーナー：sys05，所有グループ：unit15）

• ブロック容量のソフトリミットを 18GB に，ハードリミットを 20GB に設定する

1. fslistコマンドを実行して，対象のファイルシステムが Quota 機能を有効にした状態でマウ

ントされていることを確認します。

Quotaに onと表示されていることを確認します。

$ sudo fslist filesystem03
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem03
 Total disk capacity(GB) : 835.211
 Device status           : normal
 Device files            : lu02 lu0C lu0E lu10
 Block used(GB)          : 0.437
 Block free(GB)          : 834.530
 I-node used             : 10
 I-node free             : 875659254
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on

2. dircreateコマンドを実行して，共有ディレクトリを作成します。

$ sudo dircreate -u sys05 -g unit15 /mnt/filesystem03/dir01

3. dirlistコマンドを実行して，共有ディレクトリが正しく作成されたことを確認します。

$ sudo dirlist -d /mnt/filesystem03/dir01
0755 sys05            unit15           /mnt/filesystem03/dir01

4. stquotasetコマンドを実行して，共有ディレクトリに対して Quota を設定します。

$ sudo stquotaset -b 18G -B 20G filesystem03/dir01

5. stquotaコマンドを実行して，共有ディレクトリに対して Quota が正しく設定されたことを確

認します。

$ sudo stquota filesystem03
*** Report for subtree quotas on file system filesystem03
                Block limits                       i-node limits
Directory       Used    Soft    Hard  Grace        Used    Soft    Hard  
Grace
-----------------------------------------------------------------------------
---
dir01     --       0     18G     20G                  1       0       0

3.14.2 ディレクトリごとにユーザーに対して Quota を設定する

stquotasetコマンドで，ディレクトリごとにユーザーに対して Quota を設定する手順を説明しま

す。

各手順の実行例は，次の条件でユーザーの Quota を設定することを想定しています。
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• 対象のディレクトリは，/mnt/filesystem03/dir01/dir02とする

• 対象のユーザーは，sys03と sys04とする

• ブロック容量のソフトリミットを 900MB に，ハードリミットを 1GB に設定する

1. fslistコマンドを実行して，対象のファイルシステムが Quota 機能を有効にした状態でマウ

ントされていることを確認します。

Quotaに onと表示されていることを確認します。

$ sudo fslist filesystem03
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem03
 Total disk capacity(GB) : 100.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu11
 Block used(GB)          : 0.004
 Block free(GB)          : 99.915
 I-node used             : 13
 I-node free             : 104824819
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on

2. stquotasetコマンドを実行して，ユーザーに対して Quota を設定します。

$ sudo stquotaset -u -b 900M -B 1G filesystem03/dir01/dir02 sys03 sys04

3. stquotaコマンドまたは stquotalistコマンドを実行して，ユーザーに対して Quota が正し

く設定されたことを確認します。

$ sudo stquota -u filesystem03 sys03 sys04
*** Report for subtree user quotas on file system filesystem03
*** User: sys03
                Block limits                       i-node limits
Directory       Used    Soft    Hard  Grace        Used    Soft    Hard  
Grace
-----------------------------------------------------------------------------
---
dir01/dir02
          --       0    900M    1.0G                  0       0       0

*** User: sys04
                Block limits                       i-node limits
Directory       Used    Soft    Hard  Grace        Used    Soft    Hard  
Grace
-----------------------------------------------------------------------------
---
dir01/dir02
          --       0    900M    1.0G                  0       0       0

$ sudo stquotalist -u filesystem03/dir01/dir02
*** Report for subtree user quotas on directory filesystem03/dir01/dir02
                Block limits                       i-node limits
User            Used    Soft    Hard  Grace        Used    Soft    Hard  
Grace
-----------------------------------------------------------------------------
---
sys03     --       0    900M    1.0G                  0       0       0
sys04     --       0    900M    1.0G                  0       0       0

3.14.3 ディレクトリごとにグループに対して Quota を設定する

stquotasetコマンドで，ディレクトリごとにグループに対して Quota を設定する手順を説明しま

す。

各手順の実行例は，次の条件でグループの Quota を設定することを想定しています。

• 対象のディレクトリは，/mnt/filesystem03/dir01/dir02/dir03とする
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• 対象のグループは，unit20と unit21とする

• ブロック容量のソフトリミットを 9GB に，ハードリミットを 10GB に設定する

1. fslistコマンドを実行して，対象のファイルシステムが Quota 機能を有効にした状態でマウ

ントされていることを確認します。

Quotaに onと表示されていることを確認します。

$ sudo fslist filesystem03
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem03
 Total disk capacity(GB) : 100.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu11
 Block used(GB)          : 0.004
 Block free(GB)          : 99.915
 I-node used             : 13
 I-node free             : 104824819
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on

2. stquotasetコマンドを実行して，グループに対して Quota を設定します。

$ sudo stquotaset -g -b 9G -B 10G filesystem03/dir01/dir02/dir03 unit20 
unit21

3. stquotaコマンドまたは stquotalistコマンドを実行して，グループに対して Quota が正し

く設定されたことを確認します。

$ sudo stquota -g filesystem03 unit20 unit21
*** Report for subtree group quotas on file system filesystem03
*** Group: unit20
                Block limits                       i-node limits
Directory       Used    Soft    Hard  Grace        Used    Soft    Hard  
Grace
-----------------------------------------------------------------------------
---
dir01/dir02/dir03
          --       0    9.0G     10G                  0       0       0

*** Group: unit21
                Block limits                       i-node limits
Directory       Used    Soft    Hard  Grace        Used    Soft    Hard  
Grace
-----------------------------------------------------------------------------
---
dir01/dir02/dir03
          --       0    9.0G     10G                  0       0       0

$ sudo stquotalist -g filesystem03/dir01/dir02/dir03
*** Report for subtree group quotas on directory filesystem03/dir01/dir02/
dir03
                Block limits                       i-node limits
Group           Used    Soft    Hard  Grace        Used    Soft    Hard  
Grace
-----------------------------------------------------------------------------
---
unit20    --       0    9.0G     10G                  0       0       0
unit21    --       0    9.0G     10G                  0       0       0

3.14.4 ディレクトリに対してデフォルト Quota を設定する

stquotasetコマンドで，ディレクトリに対してデフォルト Quota を設定する手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件でデフォルト Quota を設定することを想定しています。

• 対象のディレクトリは，/mnt/filesystem03/dir01/dir02/dir03とする

• ブロック容量のソフトリミットを 700MB に，ハードリミットを 750MB に設定する
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1. fslistコマンドを実行して，対象のファイルシステムが Quota 機能を有効にした状態でマウ

ントされていることを確認します。

Quotaに onと表示されていることを確認します。

$ sudo fslist filesystem03
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem03
 Total disk capacity(GB) : 100.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu11
 Block used(GB)          : 0.004
 Block free(GB)          : 99.915
 I-node used             : 14
 I-node free             : 104824818
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on

2. stquotasetコマンドを実行して，デフォルト Quota を設定します。

$ sudo stquotaset -d -b 700M -B 750M filesystem03/dir01/dir02/dir03

3. stquotaコマンドを実行して，デフォルト Quota が正しく設定されたことを確認します。

$ sudo stquota -d filesystem03
*** Report for subtree user quotas on file system filesystem03
                Default block limits    Default i-node limits
Directory               Soft    Hard    Soft    Hard
-----------------------------------------------------------------------------
---
dir01/dir02/dir03       700M    750M       0       0

3.14.5 既存のディレクトリに対して Quota を適用する

stquotasetコマンドで，既存のディレクトリに Quota を適用する手順を説明します。Quota を適

用した場合，対象のディレクトリ以下の inode 使用量およびブロック使用量が，Quota の使用量と

して計上されます。

各手順の実行例は，次の条件で Quota を適用することを想定しています。

• Quota を適用する既存のディレクトリの名称は，/mnt/filesystem00/dir01/dir02とする

• ブロック容量のソフトリミットを 18GB に，ハードリミットを 20GB に設定する

1. stquotasetコマンドを実行して，対象のディレクトリの容量を設定します。

$ sudo stquotaset -b 18G -B 20G filesystem00/dir01/dir02

2. stquotasetコマンドを実行して，既存のディレクトリに Quota を適用します。

対象のディレクトリ以下の inode 使用量およびブロック使用量が，Quota の使用量として計上

されます。100,000 ファイル存在するディレクトリに対して実行すると，処理が完了するまでに

約 30 秒掛かります。

$ sudo stquotaset -x filesystem00/dir01/dir02
filesystem00/dir01/dir02: Wait ............. Success

3. stquotaコマンドを実行して，既存のディレクトリに Quota が適用されたことを確認します。

$ sudo stquota filesystem00
*** Report for subtree quotas on file system filesystem00
                Block limits                       i-node limits
Directory       Used    Soft    Hard  Grace        Used    Soft    Hard  
Grace
-----------------------------------------------------------------------------
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---
dir01/dir02
          --    3.7M     18G     20G             100002       0       0

3.14.6 ディレクトリに対して Quota の猶予期間を設定する

stquotasetコマンドで，ディレクトリに対して Quota の猶予期間を設定する手順を説明します。

サブツリー Quota の猶予期間には，ディレクトリ用，ユーザー用およびグループ用の 3 種類があり

ます。ユーザー用の猶予期間は，ディレクトリを利用する全ユーザーに適用されます。グループ用

の猶予期間は，ディレクトリを利用する全グループに適用されます。個々のユーザーまたはグルー

プに異なる猶予期間を設定することはできません。

また，inode 数またはブロック容量がソフトリミットを超え，猶予期間に入っているユーザーまた

はグループに対しては，猶予期間を変更しても変更内容は反映されません。

各手順の実行例は，次の条件で猶予期間を設定することを想定しています。

• 対象のディレクトリは，/mnt/filesystem03/dir01/dir02とする

• ユーザー用の猶予期間を設定する

• ブロック容量の猶予期間を 10 日に設定する

1. fslistコマンドを実行して，対象のファイルシステムが Quota 機能を有効にした状態でマウ

ントされていることを確認します。

Quotaに onと表示されていることを確認します。

$ sudo fslist filesystem03
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem03
 Total disk capacity(GB) : 100.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu11
 Block used(GB)          : 0.004
 Block free(GB)          : 99.915
 I-node used             : 10
 I-node free             : 104824822
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on

2. stquotasetコマンドを実行して，Quota の猶予期間を設定します。

$ sudo stquotaset -t -u -b 10 filesystem03/dir01/dir02

3. stquotaコマンドを実行して，Quota の猶予期間が正しく設定されたことを確認します。

$ sudo stquota -t -u filesystem03
*** Report for subtree user quotas on file system filesystem03
Directory                Block grace time    i-node grace time
-----------------------------------------------------------------------------
---
dir01/dir02                        10days                7days

3.14.7 ディレクトリごとに Quota の監視方法を設定する

stquotasetコマンドで，ディレクトリごとに Quota の監視方法を設定する手順を説明します。

サブツリー Quota の監視方法は，ファイルシステム単位またはディレクトリ単位に設定できます。

ファイルシステム単位に設定した場合，マウントポイント直下のサブツリー Quota が設定されてい

るすべてのディレクトリを監視します。
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各手順の実行例は，次の条件で監視方法を設定することを想定しています。

• 対象のディレクトリは，/mnt/filesystem03/dir01/dir02とする

• 01 時 05 分および 13 時 15 分に監視する

1. fslistコマンドを実行して，対象のファイルシステムが Quota 機能を有効にした状態でマウ

ントされていることを確認します。

Quotaに onと表示されていることを確認します。

$ sudo fslist filesystem03
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : filesystem03
 Total disk capacity(GB) : 100.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu11
 Block used(GB)          : 0.004
 Block free(GB)          : 99.915
 I-node used             : 13
 I-node free             : 104824819
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on

2. stquotaコマンドを実行して，対象のディレクトリに対して Quota が設定されていることを確

認します。

$ sudo stquota filesystem03
*** Report for subtree quotas on file system filesystem03
                Block limits                       i-node limits
Directory       Used    Soft    Hard  Grace        Used    Soft    Hard  
Grace
-----------------------------------------------------------------------------
---
dir01/dir02
          --       0     18G     20G                  1       0       0

3. stquotasetコマンドを実行して，ディレクトリに対して Quota の監視方法を設定します。

$ sudo stquotaset -m -s 0105,1315 -n individual filesystem03/dir01/dir02

4. stquotaコマンドを実行して，ディレクトリに対して Quota の監視方法が正しく設定されたこ

とを確認します。

$ sudo stquota -m filesystem03
*** Report for the monitoring start time on file system filesystem03
*** Settings for the file system
KAQG91214-I There is no item to display.
*** Settings for the directory dir01/dir02
SNMP notification mode : Use individual notifications
SNMP notification time : 01:05
                         13:15

3.15 システム設定情報の管理
この節では，システム設定情報を管理する方法について説明します。

共有 LU の保存には約 3 分，1 つの OS ディスクの保存には約 1 分掛かります。

また，ノードに負荷が掛かっている場合，ノードの負荷を少なくするために，システム LU の保存

処理がタイムアウトによって停止されるおそれがあります。この場合，ノードの負荷が低減し，安

定したあとで，再度システム LU の保存処理を実行してください。また，システム LU の定時保存

を行う場合は，ノードの負荷が低い日時に保存処理が実行されるようスケジュールを設定してくだ

さい。
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システム LU を保存する前に：

クラスタの状態が ACTIVE，かつ両ノードのリソースグループの状態が Online/No errorまたは

Offline/No errorになっていることを確認してください。

システム設定情報ファイルを SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/home/nasroot）の直下

に出力する場合は，システム設定情報ファイルが/home/nasrootディレクトリに存在しないこと

を確認してください。

システム設定情報ファイルをファイルシステムの共有ディレクトリに出力する場合は，手動保存ま

たは定時保存を実行するノードに対して，ファイルシステムが読み書きできる状態でマウントされ

ている必要があります。また，システム設定情報ファイルを出力する共有ディレクトリおよびファ

イル共有は，システム管理者だけがアクセスできるよう作成しておくことを推奨します。

なお，Hitachi File Remote Replicator を利用している場合は，プライマリーサイトとセカンダリー

サイトの両方で，システム LU を保存するタイミングを合わせてください。

3.15.1 システム LU を保存しシステム設定情報ファイルをホームディレク
トリに出力する

syslusaveコマンドで，システム LU を保存し，システム設定情報ファイルを SSH 用アカウント

のホームディレクトリ（/home/nasroot）の直下に出力する手順を説明します。

この手順を実行する前に，「3.15 システム設定情報の管理」の「システム LU を保存する前に：」

の内容を確認してください。

各手順の実行例は，システム設定情報ファイルの名称を sysbk_FC-GW4230NC0-
T108000063_20110911_0638.tgzとしてシステム LU を保存することを想定しています。

1. syslusavestatusコマンドを実行して，システム LU の保存状態を確認します。

Cluster management LU save statusの Save statusおよび OS disk save
statusの両ノードの Save statusに Normalと表示されていることを確認します。

$ sudo syslusavestatus
Setting save status
Transfer all system settings : 2011/09/11 05:45
Download all system settings : 2011/09/11 06:24

Cluster management LU save status
 Save status    : Normal
 Last save date : 2011/09/11 06:25

OS disk save status
 node 0(DT108000063)
 Save status    : Normal
 Last save date : 2011/09/11 06:24

 node 1(DT108000064)
 Save status    : Normal
 Last save date : 2011/09/11 06:24

2. syslusaveコマンドを実行して，システム設定情報ファイルを SSH 用アカウントのホーム

ディレクトリ（/home/nasroot）の直下に保存します。

$ sudo syslusave -o
KAQM13128-I The settings were successfully saved. Transfer the settings file 
to an external location, and then erase the file stored in the system. 
(output file = sysbk_FC-GW4230NC0-T108000063_20110911_0638.tgz)

3. syslusavestatusコマンドを実行して，システム LU が正しく保存されたことを確認します。

Cluster management LU save statusの Save statusおよび OS disk save
statusの両ノードの Save statusに Normalと表示されていることを確認します。また，

Download all system settingsの日時が更新されていることを確認します。
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$ sudo syslusavestatus
Setting save status
Transfer all system settings : 2011/09/11 05:45
Download all system settings : 2011/09/11 06:38

Cluster management LU save status
 Save status    : Normal
 Last save date : 2011/09/11 06:40

OS disk save status
 node 0(DT108000063)
 Save status    : Normal
 Last save date : 2011/09/11 06:39

 node 1(DT108000064)
 Save status    : Normal
 Last save date : 2011/09/11 06:39

4. リモートホストから scpコマンドを使用して，システム設定情報ファイルを/home/nasroot
ディレクトリからリモートホストへ転送します。

$ scp nasroot@fshost01:sysbk_FC-GW4230NC0-
T108000063_20110911_0638.tgz .sysbk_FC-GW4230NC0-T10800
sysbk_FC-GW4230NC0-
T108000063_20110911_0638.tgz                                     100%  695KB 
694.7KB/s   00:00

5. rmfileコマンドを実行して，/home/nasrootディレクトリからシステム設定情報ファイルを

削除します。

$ sudo rmfile sysbk_FC-GW4230NC0-T108000063_20110911_0638.tgz
KAQM16173-Q Do you want to delete the specified file? (y/n) y

3.15.2 システム LU を保存しシステム設定情報ファイルをファイルシステ
ムに出力する

syslusaveコマンドで，システム LU を保存し，システム設定情報ファイルをファイルシステムの

共有ディレクトリに出力する手順を説明します。

この手順を実行する前に，「3.15 システム設定情報の管理」の「システム LU を保存する前に：」

の内容を確認してください。

各手順の実行例は，次の条件でシステム LU を保存することを想定しています。

• システム設定情報ファイルを出力する共有ディレクトリは/mnt/filesystem01/backupと

する

• システム設定情報ファイルの名称は sysbk_FC-GW4230NC0-
T108000063_20110911_1223.tgzとする

1. syslusavestatusコマンドを実行して，システム LU の保存状態を確認します。

Cluster management LU save statusの Save statusおよび OS disk save
statusの両ノードの Save statusに Normalと表示されていることを確認します。

$ sudo syslusavestatus
Setting save status
Transfer all system settings : 2011/09/11 05:45
Download all system settings : 2011/09/11 06:38

Cluster management LU save status
 Save status    : Normal
 Last save date : 2011/09/11 06:40

OS disk save status
 node 0(DT108000063)
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 Save status    : Normal
 Last save date : 2011/09/11 06:39

 node 1(DT108000064)
 Save status    : Normal
 Last save date : 2011/09/11 06:39

2. syslusaveコマンドを実行して，システム設定情報ファイルをファイルシステムの共有ディレ

クトリに保存します。

$ sudo syslusave -d /mnt/filesystem01/backup
KAQM13128-I The settings were successfully saved. Transfer the settings file 
to an external location, and then erase the file stored in the system. 
(output file = sysbk_FC-GW4230NC0-T108000063_20110911_1223.tgz)

3. syslusavestatusコマンドを実行して，システム LU が正しく保存されたことを確認します。

Cluster management LU save statusの Save statusおよび OS disk save
statusの両ノードの Save statusに Normalと表示されていることを確認します。また，

Download all system settingsの日時が更新されていることを確認します。

$ sudo syslusavestatus
Setting save status
Transfer all system settings : 2011/09/11 05:45
Download all system settings : 2011/09/11 12:23

Cluster management LU save status
 Save status    : Normal
 Last save date : 2011/09/11 12:25

OS disk save status
 node 0(DT108000063)
 Save status    : Normal
 Last save date : 2011/09/11 12:23

 node 1(DT108000064)
 Save status    : Normal
 Last save date : 2011/09/11 12:23

4. ファイル共有のクライアントが提供するコマンドを使用して，システム設定情報ファイルをファ

イルシステム以外の場所へ転送します。

5. ファイル共有のクライアントが提供するコマンドを使用して，共有ディレクトリのシステム設定

情報ファイルを削除します。

3.15.3 システム LU の定時保存の設定を変更する

sysluschedulesetコマンドで，システム LU の定時保存の設定を変更する手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件で定時保存の設定を変更することを想定しています。

• 毎週，日曜～火曜の 12 時 30 分にシステム LU を保存するよう定時保存の周期を変更する

• システム設定情報ファイルを出力するディレクトリは/mnt/FS01/dirとする

1. sysluschedulegetコマンドを実行して，システム LU の定時保存の設定を参照します。

$ sudo sysluscheduleget
Schedule settings for saving all system settings
Schedule setting status : On
Schedule interval       : Daily
Schedule time           : 00:07
Output setting          : -

2. sysluschedulesetコマンドを実行して，システム LU の定時保存の設定を変更します。

$ sudo sysluscheduleset -S W-Sun,Mon,Tue-1230 -d /mnt/FS01/dir
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3. sysluschedulegetコマンドを実行して，システム LU の定時保存の設定が変更されたことを

確認します。

$ sudo sysluscheduleget
Schedule settings for saving all system settings
Schedule setting status : On
Schedule interval       : Weekly
                          Day of week : Sun,Mon,Tue
Schedule time           : 12:30
Output setting          : /mnt/FS01/dir

3.15.4 システム LU を回復する

syslurestoreコマンドで，システム LU を回復する手順を説明します。システム LU を回復する

方法の詳細については，「トラブルシューティングガイド」を参照してください。

なお，HCP 上に保存したシステム設定情報ファイルを使用してシステム LU を回復する方法につい

ては，「2.242 syslurestore（システム LU の回復）」の使用例を参照してください。

各手順の実行例は，次の条件でシステム LU を回復することを想定しています。

• システム LU は一括で回復する

• システム設定情報ファイルをリモートホストから SSH 用アカウントのホームディレクトリ（/
home/nasroot）の直下へ転送する

• システム設定情報ファイルの名称は sysbk_FC-GW79RMPBX_20101117_1330.tgzとする

1. リモートホストから scpコマンドを使用して，システム設定情報ファイルをリモートホストか

ら/home/nasrootディレクトリの直下へ転送します。

$ scp sysbk_FC-GW79RMPBX_20101117_1330.tgz nasroot@fshost01:/home/nasroot
sysbk_FC-
GW79RMPBX_20101117_1330.tgz                                               
100%  518KB 517.7KB/s   00:00

2. SSH を使用して対象のノードにログインします。

$ ssh -2 nasroot@fshost01

3. syslurestoreコマンドを実行して，システム LU を回復します。

システム LU の回復を確認するメッセージが出力されます。yを入力してください。

$ sudo syslurestore -f sysbk_FC-GW79RMPBX_20101117_1330.tgz
KAQM13133-Q Processing might take a while. Do you want to restore the system 
settings by using the specified file (saved date and time = 2010/11/17 
13:30)? (y/n)y

4. rmfileコマンドを実行して，システム設定情報ファイルを削除します。

$ sudo rmfile sysbk_FC-GW79RMPBX_20101117_1330.tgz
KAQM16173-Q Do you want to delete the specified file? (y/n) y

3.16 HCP 連携の設定
この節では，HCP と連携するために設定する方法について説明します。

3.16.1 マイグレーション先の HCP の情報を変更する

archcpsetコマンドで，マイグレーション先の HCP の情報を変更する手順を説明します。
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各手順の実行例は，次の条件でマイグレーション先の HCP の情報を変更することを想定していま

す。

• 対話形式で指定する

• HCP のホスト名（Fully Qualified Domain Name）は hcp.example.comとし，変更しない

• レプリカ HCP のホスト名（Fully Qualified Domain Name）は未設定とし，

hcp.example2.comに設定する

• HCP のテナントは名は tenant01とし，tenant02に変更する

• 変更後のテナント内のすべてのネームスペースにアクセスできるデータアクセスアカウント

（ユーザー名：user02）を指定し，変更するユーザーに合わせてパスワードも変更する

1. archcpgetコマンドを実行して，現在登録している HCP の情報を確認します。

$ sudo archcpget
HCP host name         : hcp.example.com
Replica HCP host name :
HCP tenant name       : tenant01
HCP account user      : user01

2. archcpsetコマンドを実行して，マイグレーション先の HCP の情報を変更します。

各項目に変更後の値を入力します。変更しない項目（ホスト名）も入力します。

$ sudo archcpset
HCP host name : hcp.example.com
Replica HCP host name (If replica HCP is not used, simply press the [Enter] 
key.) : hcp.example2.com
HCP tenant name : tenant02
HCP account user : user02
HCP account password :
confirm password :

注意：

HCP account passwordおよび confirm passwordに入力した文字列は表示されま

せん。

3. archcpgetコマンドを実行して，マイグレーション先の HCP の情報が変更されたことを確認

します。

$ sudo archcpget
HCP host name         : hcp.example.com
Replica HCP host name : hcp.example2.com
HCP tenant name       : tenant02
HCP account user      : user02

3.16.2 HCP との通信の設定を変更する

arcsslctlコマンドで，HCP との通信の設定を変更する手順を説明します。

各手順の実行例は，HTTPS を使用しないよう変更することを想定しています。

1. arcsslctlコマンドを実行して，現在の HCP との通信の設定を確認します。

$ sudo arcsslctl
Protocol setting: HTTPS

2. arcsslctlコマンドを実行して，HCP との通信に HTTPS を使用しないよう設定を変更しま

す。

$ sudo arcsslctl --disable

3. arcsslctlコマンドを実行して，HCP との通信の設定が変更されたことを確認します。
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$ sudo arcsslctl
Protocol setting: HTTP

3.16.3 プロキシサーバの情報を変更する

arcproxysetコマンドで，プロキシサーバの情報を変更する手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件でプロキシサーバの情報を変更することを想定しています。

• 対話形式で指定する

• プロキシサーバのホスト名は proxy.example.comとし，変更しない

• プロキシサーバで使用するポート番号を 8081に変更する

• プロキシサーバでの認証に使用するユーザー名を user02に変更し，変更するユーザーに合わ

せてパスワードも変更する

1. arcproxygetコマンドを実行して，現在のプロキシサーバの情報を確認します。

$ sudo arcproxyget
Proxy host         : proxy.example.com
Proxy port         : 8080
Proxy account user : user01

2. arcproxysetコマンドを実行して，プロキシサーバの情報を変更します。

各項目に変更後の値を入力します。変更しない項目（ホスト名）は入力しません。

$ sudo arcproxyset
host: 
port: 8081
user-name: user02
password:
confirm password:

注意：

passwordおよび confirm passwordに入力した文字列は表示されません。

3. arcproxygetコマンドを実行して，プロキシサーバの情報が変更されたことを確認します。

$ sudo arcproxyget
Proxy host         : proxy.example.com
Proxy port         : 8081
Proxy account user : user02

3.16.4 スタブ化の閾値を変更する

arcreplimitsetコマンドで，現在のスタブ化の閾値を変更する手順を説明します。スタブ化の閾

値とは，スタブ化が開始される閾値（ファイルシステムの残容量）のことです。

各手順の実行例は，次の条件で閾値を変更することを想定しています。

• ファイルシステム名は FS_1とする

• スタブ化の閾値を 100GBに変更する

1. arcreplimitgetコマンドを実行して，スタブ化の閾値を確認します。

$ sudo arcreplimitget --file-system FS_1
Replication limit rest size : 10%

2. arcreplimitsetコマンドを実行して，スタブ化の閾値を変更します。
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$ sudo arcreplimitset --rest-size 100g --file-system FS_1

3. arcreplimitgetコマンドを実行して，スタブ化の閾値が変更されたことを確認します。

$ sudo arcreplimitget --file-system FS_1
Replication limit rest size : 100GB

3.17 ほかのファイルサーバからのインポートの管理
この節では，ほかのファイルサーバで使用しているデータを，HVFP/HDI にインポートする方法に

ついて説明します。

インポート方法の詳細については，「システム構成ガイド」を参照してください。

3.17.1 ほかのファイルサーバのインポート定義情報を追加する

datamigrateconfaddコマンドで，ほかのファイルサーバのインポート定義情報を追加する手順

を説明します。

各手順の実行例は，次の条件でインポート定義情報を追加することを想定しています。

• インポート元のファイルサーバのホスト名は hostとする

• インポート元のファイルサーバの CIFS 共有名は shareとする

• HVFP/HDI のディレクトリパスは/mnt/fs01/shareとする

• インポート元のファイルサーバのユーザー名は user01とする

• インポート元のファイルサーバのパスワードは pass01とする

1. datamigrateconflistコマンドを実行して，ほかのファイルサーバのインポート定義情報を

確認します。

$ sudo datamigrateconflist
List of CIFS Migration Definitions

2. datamigrateconfaddコマンドを実行して，ほかのファイルサーバのインポート定義情報を

追加します。

$ sudo datamigrateconfadd --source "host\share" --destination /mnt/fs01/share 
--user user01 --password pass01

3. datamigrateconflistコマンドを実行して，ほかのファイルサーバのインポート定義情報が

追加されたことを確認します。

$ sudo datamigrateconflist --source "host\share"
List of CIFS Migration Definitions
CIFS migration definition number (1)
 Migration-source host name      : host
 Migration-source share name     : share
 User name                       : user01
 Migration-destination directory : /mnt/fs01/share
 File share migration status     : not execute

3.17.2 ほかのファイルサーバからインポートを開始する

datamigratestartコマンドで，ほかのファイルサーバから HVFP/HDI へデータのインポートを

開始する手順を説明します。
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1. datamigratestartコマンドを実行して，ほかのファイルサーバから HVFP/HDI へデータの

インポートを開始します。

$ sudo datamigratestart --source "host\share"

3.18 マイグレーションまたはインポートに関する設定の
管理

この節では，HVFP/HDI から HCP へのデータのマイグレーション，または，ほかのファイルサー

バから HVFP/HDI へのインポートに関する設定を管理する方法について説明します。

3.18.1 マイグレーションまたはインポートに関する設定を変更する

arcconfeditコマンドで，HVFP/HDI から HCP へのデータのマイグレーション，または，ほか

のファイルサーバから HVFP/HDI へのインポートに関する設定を変更する手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件で HCP へのデータのマイグレーションに関する設定を変更すること

を想定しています。

• HCP へのデータマイグレーション用のスレッドプール

◦ 大スレッド数を 60 に変更する

◦ 小スレッド数を 20 に変更する

• HCP へのデータマイグレーション用以外のスレッドプール

◦ 大スレッド数を 50 とし，変更しない

◦ 小スレッド数を 20 とし，変更しない

• HCP との通信のリトライ回数の上限値を 5 回に変更する

• HCP への転送速度は 0 バイト/秒とし，変更しない

• HCP との通信のタイムアウト時間を 10,000 秒に変更する

• HCP との接続のタイムアウト時間を 500 秒に変更する

• HCP への転送速度の下限値を 12,000 バイト/秒に変更する

• HCP への転送速度の監視期間を 300 秒に変更する

• HCP との通信で HTTP メッセージを圧縮するように変更する

• HCP へのデータマイグレーション時のリトライ回数の上限値を 10 回に変更する

• HCP へのデータマイグレーション時のリトライ間隔を 20 秒に変更する

1. arcconflistコマンドを実行して現在の設定を確認します。

$ sudo arcconflist
Thread configuration
  Thread pool               : archive
    Thread max              : 30
    Thread min              : 10
  Thread pool               : other
    Thread max              : 50
    Thread min              : 20
HCP communication configuration
  Retry max                 : 1
  Transfer speed(byte/s)    : 0
  Timeout(s)                : 10800
  Connect timeout(s)        : 300
  Low speed(byte/s)         : 11650
  Low speed time(s)         : 180
  Compression               : disable
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Migration configuration
  Update retry max          : 5
  Update retry interval(s)  : 10
File Server communication configuration
  Retry max                 : 1
  Timeout(s)                : 300

2. arcconfeditコマンドを実行して設定を変更します。

$ sudo arcconfedit --thread-min 20 --thread-max 60 --thread-pool archive --
retry-max 5 --comm-timeout 10000 --conn-timeout 500 --low-speed 12000 --low-
speed-time 300 --comm-compression enable --update-retry-max 10 --update-
retry-interval 20

3. arcconflistコマンドを実行して設定が変更されたことを確認します。

$ sudo arcconflist
Thread configuration
  Thread pool               : archive
    Thread max              : 60
    Thread min              : 20
  Thread pool               : other
    Thread max              : 50
    Thread min              : 20
HCP communication configuration
  Retry max                 : 5
  Transfer speed(byte/s)    : 0
  Timeout(s)                : 10000
  Connect timeout(s)        : 500
  Low speed(byte/s)         : 12000
  Low speed time(s)         : 300
  Compression               : enable
Migration configuration
  Update retry max          : 10
  Update retry interval(s)  : 20
File Server communication configuration
  Retry max                 : 1
  Timeout(s)                : 300

3.19 Virtual Server の管理
この節では，Virtual Server を管理する方法について説明します。

3.19.1 ログインしている Virtual Server の情報を参照する

vnasinfoコマンドで，ログインしている Virtual Server の情報を参照する手順を説明します。

1. vnasinfoコマンドを実行して，Virtual Server の情報を参照します。

$ sudo vnasinfo
ID                       : 32
Name                     : vserver1
Status                   : Online/No error

3.19.2 Virtual Server を作成する

vnascreateコマンドで，Virtual Server を作成する手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件で Virtual Server を作成することを想定しています。

• Virtual Server 名は vserver1とする

• デフォルト起動ノードは node0とする

• Virtual Server OS LU としてユーザー LU（lu03）を割り当てる
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• 管理 IP アドレスは 10.208.136.188 とし，eth12 に割り当てて，監視対象とする

1. ndstatusコマンドを実行して，ノードの状態を確認します。

両ノードの Node statusに UPと表示されていることを確認します。

$ sudo ndstatus

--Node Status--
node 0(D9Q67NBX)
Node name       : node0
Node status     : UP

node 1(DBQ67NBX)
Node name       : node1
Node status     : UP

2. lulistコマンドを実行して，使用するユーザー LU の情報を確認します。

$ sudo lulist -t
Device files for use:
/dev/enas/lu00 SATA 50.000GB N1-T000
/dev/enas/lu03 SATA 50.000GB N1-T000
/dev/enas/lu04 SATA 50.000GB N1-T000
/dev/enas/lu05 SATA 50.000GB N1-T000
/dev/enas/lu0B SATA 10.000GB N1-T000
...

3. vnascreateコマンドを実行して，Virtual Server を作成します。

$ sudo vnascreate --ifmon --if eth12 vserver1 node0 lu03 10.208.136.188

4. vnaslistコマンドを実行して，Virtual Server が正しく作成されたことを確認します。

$ sudo vnaslist --ip --lu vserver1
ID                       : 32
Name                     : vserver1
Status                   : Offline/No error
Monitor                  : -
Startup Node             : node0
Active Node              :
Interface                : eth12
  IPv4 address           : 10.208.136.188
  IPv6 address           : -
Virtual Server OS LU     : lu03
Virtual Server User LUs  :

3.19.3 Virtual Server を起動する

vnasstartコマンドで，Virtual Server を起動する手順を説明します。

各手順の実行例は，vserver1という名称の Virtual Server を起動することを想定しています。

1. ndstatusコマンドを実行して，ノードの状態を確認します。

ログインしているノードの Node statusに UPと表示されていることを確認します。

$ sudo ndstatus node0

--Node Status--
node 0(D9Q67NBX)
Node name       : node0
Node status     : UP

2. vnaslistコマンドを実行して，Virtual Server の状態を確認します。

Statusに Offline/No errorと表示されていることを確認します。

$ sudo vnaslist vnm02
ID                       : 32

714 コマンド操作手順

コマンドリファレンス



Name                     : vserver1
Status                   : Offline/No error
Monitor                  : -
Startup Node             : node0
Active Node              :

3. vnasstartコマンドを実行して，Virtual Server を起動します。

$ sudo vnasstart vserver1
KAQM34072-I Processing might take a while.

4. vnaslistコマンドを実行して，Virtual Server が起動したことを確認します。

Statusに Online/No errorと表示されていることを確認します。

$ sudo vnaslist vserver1
ID                       : 32
Name                     : vserver1
Status                   : Online/No error
Monitor                  : On
Startup Node             : node0
Active Node              : node0

3.19.4 Virtual Server を再起動する

vnasrestartコマンドで，Virtual Server を再起動する手順を説明します。

各手順の実行例は，vserver1という名称の Virtual Server を再起動することを想定しています。

1. ndstatusコマンドを実行して，ノードの状態を確認します。

ログインしているノードの Node statusに UPと表示されていることを確認します。

$ sudo ndstatus node0

--Node Status--
node 0(D9Q67NBX)
Node name       : node0
Node status     : UP

2. vnaslistコマンドを実行して，Virtual Server の状態を確認します。

Virtual Server の Statusに Offline/No error，Online/No errorまたは Partial
online/No errorと表示されていることを確認します。

$ sudo vnaslist vserver1
ID                       : 32
Name                     : vserver1
Status                   : Online/No error
Monitor                  : On
Startup Node             : node0
Active Node              : node0

3. vnasrestartコマンドを実行して，Virtual Server を再起動します。

Virtual Server の再起動を確認するメッセージが出力されます。yを入力してください。

$ sudo vnasrestart vnm01
KAQM34055-Q Processing might take a while. During this processing, services 
cannot be used. Are you sure you want to restart the specified virtual 
server? (y/n)  y

4. vnaslistコマンドを実行して，Virtual Server が再起動したことを確認します。

Statusに Online/No errorと表示されていることを確認します。

$ sudo vnaslist vserver1
ID                       : 32
Name                     : vserver1
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Status                   : Online/No error
Monitor                  : On
Startup Node             : node0
Active Node              : node0

3.19.5 Virtual Server の情報を編集する

vnaseditコマンドで，Virtual Server の情報を編集する手順を説明します。

各手順の実行例は，Virtual Server のデフォルト起動ノードを node0から node1に変更すること

を想定しています。

1. ndstatusコマンドを実行して，ノードの状態を確認します。

両ノードの Node statusに UPと表示されていることを確認します。

$ sudo ndstatus

--Node Status--
node 0(D9Q67NBX)
Node name       : node0
Node status     : UP

node 1(DBQ67NBX)
Node name       : node1
Node status     : UP

2. vnaslistコマンドを実行して，Virtual Server の状態を確認します。

Statusに Offline/No error，Online/No errorまたは Partial online/No error
と表示されていることを確認します。

$ sudo vnaslist vserver1
ID                       : 32
Name                     : vserver1
Status                   : Online/No error
Monitor                  : On
Startup Node             : node0
Active Node              : node0

3. vnaseditコマンドを実行して，デフォルト起動ノードを変更します。

$ sudo vnasedit -t startup-node node1 vserver1

4. vnaslistコマンドを実行して，デフォルト起動ノードが変更されたことを確認します。

$ sudo vnaslist vserver1
ID                       : 32
Name                     : vserver1
Status                   : Online/No error
Monitor                  : On
Startup Node             : node1
Active Node              : node0

3.19.6 Virtual Server の稼働ノードを変更する

vnasmoveコマンドで，Virtual Server の稼働ノードを変更する手順を説明します。

各手順の実行例は，vserver1という名称の Virtual Server の稼働ノードを node0から node1に

変更することを想定しています。

1. ndstatusコマンドを実行して，ノードの状態を確認します。

両ノードの Node statusに UPと表示されていることを確認します。

$ sudo ndstatus
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--Node Status--
node 0(D9Q67NBX)
Node name       : node0
Node status     : UP

node 1(DBQ67NBX)
Node name       : node1
Node status     : UP

2. vnaslistコマンドを実行して，Virtual Server の状態を確認します。

Statusに Online/No errorまたは Partial online/No errorと表示されていること

を確認します。

$ sudo vnaslist vserver1
ID                       : 32
Name                     : vserver1
Status                   : Online/No error
Monitor                  : On
Startup Node             : node0
Active Node              : node0

3. vnasmoveコマンドを実行して，Virtual Server の稼働ノードを変更します。

稼働ノードの変更を確認するメッセージが出力されます。yを入力してください。

$ sudo vnasmove node1 vserver1
KAQM34056-Q Processing might take a while. During this processing, services 
cannot be used. Are you sure you want to change the active node of the 
specified virtual server? (y/n)  y

4. vnaslistコマンドを実行して，Virtual Server の稼働ノードが変更されたことを確認します。

$ sudo vnaslist vserver1
ID                       : 32
Name                     : vserver1
Status                   : Online/No error
Monitor                  : On
Startup Node             : node0
Active Node              : node1

3.19.7 すべての Virtual Server の監視を除外する

vnasmonコマンドで，クラスタ内のすべての Virtual Server を一括して監視対象から除外する手順

を説明します。

各手順の実行例は，vserver1という名称の Virtual Server の監視を除外することを想定していま

す。

ここでは，クラスタ内のすべての Virtual Server を一括して監視対象から除外する手順を説明しま

す。

1. ndstatusコマンドを実行して，ノードの状態を確認します。

ログインしているノードの Node statusに UPと表示されていることを確認します。

$ sudo ndstatus node0

--Node Status--
node 0(D9Q67NBX)
Node name       : node0
Node status     : UP

2. vnaslistコマンドを実行して，すべての Virtual Server の状態を確認します。

Statusに Online/No error，Partial online/No errorまたは Offline/No error
と表示されていることを確認します。
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$ sudo vnaslist
ID                       : 32
Name                     : vserver1
Status                   : Online/No error
Monitor                  : On
Startup Node             : node0
Active Node              : node0

ID                       : 35
Name                     : vserver2
Status                   : Offline/No error
Monitor                  : -
Startup Node             : node0
Active Node              :

ID                       : 34
Name                     : vserver3
Status                   : Online/No error
Monitor                  : On
Startup Node             : node1
Active Node              : node1

ID                       : 36
Name                     : vserver4
Status                   : Online/No error
Monitor                  : On
Startup Node             : node1
Active Node              : node1

3. vnasmonコマンドを実行して，Virtual Server を一括して監視対象から除外します。

状態が Offline/No errorの Virtual Server に対しては，監視を除外しません。

$ sudo vnasmon --all --off

4. vnaslistコマンドを実行して，対象の Virtual Server が監視対象から除外されたことを確認

します。

Monitorに Offと表示されていることを確認します。

$ sudo vnaslist
ID                       : 32
Name                     : vserver1
Status                   : Online/No error
Monitor                  : Off
Startup Node             : node0
Active Node              : node0

ID                       : 35
Name                     : vserver2
Status                   : Offline/No error
Monitor                  : -
Startup Node             : node0
Active Node              :

ID                       : 34
Name                     : vserver3
Status                   : Online/No error
Monitor                  : Off
Startup Node             : node1
Active Node              : node1

ID                       : 36
Name                     : vserver4
Status                   : Online/No error
Monitor                  : Off
Startup Node             : node1
Active Node              : node1

3.19.8 Virtual Server の監視を再開する

vnasmonコマンドで，Virtual Server の監視を再開する手順を説明します。
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各手順の実行例は，vserver1という名称の Virtual Server の監視を再開することを想定していま

す。

1. ndstatusコマンドを実行して，ノードの状態を確認します。

ログインしているノードの Node statusに UPと表示されていることを確認します。

$ sudo ndstatus node0

--Node Status--
node 0(D9Q67NBX)
Node name       : node0
Node status     : UP

2. vnaslistコマンドを実行して，監視を再開する Virtual Server の状態を確認します。

Statusに Online/No errorまたは Partial online/No errorと表示されていること

を確認します。

$ sudo vnaslist vserver1
ID                       : 32
Name                     : vserver1
Status                   : Online/No error
Monitor                  : Off
Startup Node             : node0
Active Node              : node0

3. vnasmonコマンドを実行して，Virtual Server の監視を再開します。

$ sudo vnasmon --on vserver1

4. vnaslistコマンドを実行して，Virtual Server の監視が再開されたことを確認します。

Monitorに Onと表示されていることを確認します。

$ sudo vnaslist vserver1
ID                       : 32
Name                     : vserver1
Status                   : Online/No error
Monitor                  : On
Startup Node             : node0
Active Node              : node0

3.19.9 Virtual Server に仮想 IP アドレスを割り当てる

vnasifassignコマンドで，Virtual Server に仮想 IP アドレスを割り当てる手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件で Virtual Server に IP アドレスを割り当てることを想定しています。

• Virtual Server 名は vserver1とする

• インターフェースのポート名は eth13とする

• 仮想 IP アドレスは 172.19.233.33 とする

1. ndstatusコマンドを実行して，ノードの状態を確認します。

両ノードの Node statusに UPと表示されていることを確認します。

$ sudo ndstatus

--Node Status--
node 0(D9Q67NBX)
Node name       : node0
Node status     : UP

node 1(DBQ67NBX)
Node name       : node1
Node status     : UP

2. vnaslistコマンドを実行して，Virtual Server の状態を確認します。
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対象の Virtual Server の Statusに Offline/No error，Online/No errorまたは

Partial online/No errorと表示されていることを確認します。

$ sudo vnaslist vserver1
ID                       : 32
Name                     : vserver1
Status                   : Online/No error
Monitor                  : On
Startup Node             : node0
Active Node              : node0

3. vnasifassignコマンドを実行して，Virtual Server に仮想 IP アドレスを割り当てます。

$ sudo vnasifassign 172.19.233.33 eth13 vserver1

4. vnaslistコマンドを実行して，Virtual Server に仮想 IP アドレスが正しく割り当てられたこ

とを確認します。

$ sudo vnaslist --ip vserver1
ID                       : 32
Name                     : vserver1
Status                   : Online/No error
Monitor                  : On
Startup Node             : node0
Active Node              : node0
Interface                : eth12
  IPv4 address           : 10.208.136.188
  IPv6 address           : -
Interface                : eth13
  IPv4 address           : 172.19.233.33
  IPv6 address           : -

3.19.10 Virtual Server にユーザー LU を割り当てる

vnasluassignコマンドで，ユーザー LU を Virtual Server に割り当てる手順を説明します。

各手順の実行例は，ユーザー LU（lu3Fおよび lu40）を vserver1という名称の Virtual Server
に割り当てることを想定しています。

1. ndstatusコマンドを実行して，ノードの状態を確認します。

ログインしているノードの Node statusに UPと表示されていることを確認します。

$ sudo ndstatus node0

--Node Status--
node 0(D9Q67NBX)
Node name       : node0
Node status     : UP

2. vnaslistコマンドを実行して，Virtual Server の状態を確認します。

Statusに Offline/No error，Online/No errorまたは Partial online/No error
と表示されていることを確認します。

$ sudo vnaslist --lu vnm01
ID                       : 32
Name                     : vserver1
Status                   : Online/No error
Monitor                  : On
Startup Node             : node0
Active Node              : node0
Virtual Server OS LU     : lu03
Virtual Server User LUs  : lu32 lu33 lu34

3. lulistコマンドを実行して，使用するユーザー LU の情報を確認します。
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$ sudo lulist -t
Device files for use:
 /dev/enas/lu00 SATA 200.000GB N1-T000
 /dev/enas/lu03 SATA 200.000GB N1-T000
 /dev/enas/lu04 SATA 200.000GB N1-T000
 /dev/enas/lu05 SATA 200.000GB N1-T000
 /dev/enas/lu0B SATA 10.000GB N1-T000
...

4. vnasluassignコマンドを実行して，Virtual Server にユーザー LU を割り当てます。

$ sudo vnasluassign lu3F,lu40 vserver1

5. vnaslistコマンドを実行して，Virtual Server にユーザー LU が正しく割り当てられたことを

確認します。

$ sudo vnaslist --lu vnm01
ID                       : 32
Name                     : vserver1
Status                   : Online/No error
Monitor                  : On
Startup Node             : node0
Active Node              : node0
Virtual Server OS LU     : lu03
Virtual Server User LUs  : lu32 lu33 lu34 lu3F lu40

3.20 差分スナップショットの運用
この節では，差分スナップショットを運用する方法について説明します。

3.20.1 差分格納デバイスを設定する

システム管理者は，差分スナップショットの運用を始める前に，差分スナップショットの運用方法

を考慮して差分格納デバイスを設定します。

ここでは，syncstartコマンドを使用して差分格納デバイスを設定する手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件を想定しています。

• 差分格納デバイスの設定元のファイルシステムは fs01とする

• fs01のデータは HCP にマイグレートされない

• 差分格納デバイスに使用するデバイスファイルは lu02および lu03とする

• 差分スナップショットの予約世代数を 62 に設定する

• 警告閾値を 75%に設定する

• あふれ防止動作を行わないよう設定する

• 差分格納デバイスのあふれ時の動作を，ファイルシステムの使用を制限するよう設定する

1. 差分格納デバイスに使用する容量と，確保する差分スナップショットの 大数（予約世代数）を

決定します。

差分格納デバイスに必要な容量の算出方法については，「システム構成ガイド」を参照してくだ

さい。

2. fslistコマンドを実行して，差分格納デバイスの設定元のファイルシステムの状態を確認しま

す。

次のことを確認します。

◦ File system(used by)にファイルシステム名以外何も表示されていない
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◦ Device statusに normalが表示されている

◦ Volume managerに useが表示されている

$ sudo fslist fs01
List of File Systems:
The number of file systems(1)
 File system(used by)    : fs01
 Total disk capacity(GB) : 10.000
 Device status           : normal
 Device files            : lu01
 Block used(GB)          : 0.004
 Block free(GB)          : 9.954
 I-node used             : 8
 I-node free             : 10452984
 Volume manager          : use
 Mount status            : rw
 Quota                   : on

3. lulistコマンドを実行して，差分格納デバイスに使用するデバイスファイルの情報を確認しま

す。

$ sudo lulist -t -m
Device files for use:
 /dev/enas/lu02 FC/SAS 10.000GB N1-T000 AMS 85011261
 /dev/enas/lu03 FC/SAS 10.000GB N1-T000 AMS 85011261
 /dev/enas/lu04 FC/SAS 10.000GB N1-T000 AMS 85011261
 /dev/enas/lu05 FC/SAS 10.000GB N1-T000 AMS 85011261
 /dev/enas/lu06 FC/SAS 10.000GB N1-T000 AMS 85011261
 /dev/enas/lu07 FC/SAS 10.000GB N1-T000 AMS 85011261
 /dev/enas/lu08 FC/SAS 10.000GB N1-T000 AMS 85011261
 /dev/enas/lu09 FC/SAS 10.000GB N1-T000 AMS 85011261
...

4. syncstartコマンドを実行して，差分格納デバイスを設定します。

$ sudo syncstart -g 62 -w 75 fs01 lu02,lu03

5. synclistコマンドを実行して，差分格納デバイスが設定されたことを確認します。

差分格納デバイスの設定処理が正常終了していれば，次のように設定情報が表示されます。

$ sudo synclist -w -x -o -l fs01
Jan 14 08:48:40 KAQS11000-I The synclist command execution has started.
***  Differential-data storage device information  ***
** Original file system name : fs01 **
Status: available
Total size: 99.94GB
Reserved snapshots: 62
Used size: 24.00MB (0.02%)
Warning threshold: 74.95GB (75%)
Preventive action: none
Action threshold: none
Overflow action: block
Differential-data snapshot(s):
Device file(s):
  /dev/enas/lu02
  /dev/enas/lu03
Mount point information:
Jan 14 08:48:40 KAQS11001-I The synclist command has finished.

3.20.2 自動作成スケジュールを設定する

システム管理者は，差分格納デバイスを設定したあとに，必要に応じて差分スナップショットを自

動的に作成，マウントおよび公開するスケジュールを設定します。

ここでは，syncautosetコマンドを使用して自動作成スケジュールを設定する手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件を想定しています。

• 差分格納デバイスの設定元のファイルシステムは fs01とする
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• 自動作成した差分スナップショットを 14 世代確保する

• 近 7 世代をマウントし，ファイルシステムの共有内に公開する

• マウントポイントの識別子を fs01にする

• 毎日 2:00 および毎月末の 21:00 に差分スナップショットを作成する

1. syncautolistコマンドを実行して，自動作成スケジュールの設定を確認します。

$ sudo syncautolist fs01
Feb 10 05:40:53 KAQS11000-I The syncautolist command execution has started.
***  Automatic creation schedules of differential-data snapshots  ***
** Original file system name : fs01 **
Schedule settings: --
Maximum number of creations: --
Currently created snaps: --
Mount settings: --
Identifier: --
Maximum number of mounts: --
Currently mounted snaps: --
File share settings: --
List of valid schedules:
List of invalid schedules:
Feb 10 05:40:53 KAQS11001-I The syncautolist command has finished.

2. syncautosetコマンドを実行して，自動作成スケジュールを設定します。

$ sudo syncautoset -f fs01 -c 14 -a on -i fs01 -m 7 -b visible -s D-0200,M-
E-2100

3. syncautolistコマンドを実行して，設定したスケジュールを確認します。

$ sudo syncautolist fs01
Feb 10 05:41:52 KAQS11000-I The syncautolist command execution has started.
***  Automatic creation schedules of differential-data snapshots  ***
** Original file system name : fs01 **
Schedule settings: on
Maximum number of creations: 14
Currently created snaps: 0
Mount settings: on
Identifier: fs01
Maximum number of mounts: 7
Currently mounted snaps: 0
File share settings: visible
List of valid schedules:
  D-0200
  M-E-2100
List of invalid schedules:
Feb 10 05:41:52 KAQS11001-I The syncautolist command has finished.

なお，継続して自動作成スケジュールを運用していく際には，定期的に差分スナップショットの

数と差分格納デバイスの使用量を確認してください。

3.20.3 差分スナップショットを作成する

システム管理者は，クライアントがファイルシステムのデータを誤って編集・削除した場合に備え

て，定期的にファイルシステムの差分スナップショットを作成します。

1 つ目の差分スナップショットを作成すると，ファイルシステムに対して更新要求があるたびに，

更新前のデータが差分格納デバイスに退避されるようになります。そのため，定期的に synclist
コマンドを実行して，差分格納デバイスの容量が不足しないように監視します。

ここでは，syncaddコマンドを使用して差分スナップショットを作成する手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件を想定しています。

• 差分格納デバイスの設定元のファイルシステムは fs01とする

• 作成する差分スナップショットの名称は ss01とする
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1. synclistコマンドを実行して，差分格納デバイスの状態を確認します。

次のことを確認します。

◦ Statusに availableが表示されている

◦ Differential-data snapshot(s)に表示されている差分スナップショットの数が

Reserved snapshotsよりも少ない

◦ 差分格納デバイスに十分な空き容量がある（Used sizeを確認する）

$ sudo synclist -l fs01
Feb 10 05:42:13 KAQS11000-I The synclist command execution has started.
***  Differential-data storage device information  ***
** Original file system name : fs01 **
Status: available
Total size: 19.94GB
Reserved snapshots: 62
Used size: 87.94MB (0.43%)
Differential-data snapshot(s):
Device file(s):
  /dev/enas/lu01
  /dev/enas/lu02
Mount point information:
Feb 10 05:42:14 KAQS11001-I The synclist command has finished.

2. syncaddコマンドを実行して，差分スナップショットを作成します。

$ sudo syncadd fs01 ss01

3. synclistコマンドを実行して，差分スナップショットが作成されたことを確認します。

差分スナップショットの作成のバックグラウンド処理が正常終了していれば，Statusに

availableが表示されます。

$ sudo synclist fs01 ss01
Feb 10 05:42:58 KAQS11000-I The synclist command execution has started.
***  Differential-data storage device information  ***
** Original file system name : fs01 **
Status: available
Total size: 19.94GB
Reserved snapshots: 62
Used size: 93.00MB (0.46%)
Differential-data snapshot:
  ss01 5.06MB(0.02%) Wed Feb 10 05:42:45 2010
Device file(s):
  /dev/enas/lu01
  /dev/enas/lu02
Mount point information:
Feb 10 05:43:00 KAQS11001-I The synclist command has finished.

なお，継続して差分スナップショットを作成していく際には，定期的に差分スナップショットの

数と差分格納デバイスの使用量を確認してください。

3.20.4 差分スナップショットをマウントしてクライアントに公開する

システム管理者は，クライアントからの依頼に応じて，差分スナップショットをマウントし，NFS
共有または CIFS 共有を作成します。NFS 共有または CIFS 共有を作成することで，クライアント

は差分スナップショットに読み取り専用でアクセスできます。クライアントがデータ回復などの作

業を完了したら，差分スナップショットの NFS 共有または CIFS 共有を削除し，アンマウントしま

す。

ここでは，syncmountコマンドを使用して差分スナップショットをクライアントに公開する手順を

説明します。

各手順の実行例は，次の条件を想定しています。

• ファイルシステム（fs01）の差分スナップショット（ss01）を/mnt/snapshot1ディレクト

リにマウントし，NFS 共有および CIFS 共有を作成する
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• NFS 共有の公開先は host01とする

• CIFS 共有の共有名は CIFS_SNAPとする

1. syncmountコマンドを実行して，差分スナップショットをマウントします。

クライアントが必要としているデータが存在する差分スナップショットをマウントします。

$ sudo syncmount fs01 ss01 snapshot1

2. synclistコマンドを実行して，差分スナップショットがマウントされたことを確認します。

差分スナップショットのマウント処理が正常終了していれば，Mount point information
にマウントポイントが表示されます。

$ sudo synclist fs01 ss01
Feb 11 01:06:08 KAQS11000-I The synclist command execution has started.
***  Differential-data storage device information  ***
** Original file system name : fs01 **
Status: available
Total size: 19.94GB
Reserved snapshots: 124
Used size: 98.06MB (0.48%)
Differential-data snapshot:
  ss01 10.12MB(0.05%) Thu Feb 11 00:56:56 2010
Device file(s):
  /dev/enas/lu01
  /dev/enas/lu02
Mount point information:
  ss01  /mnt/snapshot1
Feb 11 01:06:09 KAQS11001-I The synclist command has finished.

3. nfscreateコマンドおよび cifscreateコマンドを実行して，差分スナップショットに NFS
共有および CIFS 共有を作成します。

NFS 共有を作成する場合は，共有ディレクトリや公開先などを指定します。CIFS 共有を作成す

る場合は，CIFS 共有名や共有ディレクトリなどを指定します。

NFS の場合

$ sudo nfscreate -d /mnt/snapshot1 -H host01

CIFS の場合

$ sudo cifscreate -x CIFS_SNAP -d /mnt/snapshot1

4. nfslistコマンドまたは cifslistコマンドを実行して，差分スナップショットに NFS 共有

および CIFS 共有が作成されたことを確認します。

NFS の場合

$ sudo nfslist -d /mnt/snapshot1
List of File Shares:
The number of NFS share(1)
    Shared directory                          : /mnt/snapshot1
        Public destination host/network       : host01
        Permission mode / Synchronous writing : rw_sync
        Anonymous mapping                     : root_only
        Anonymous UID                         : 65534
        Anonymous GID                         : 65534
        Transmission port restriction         : do_not_perform
        Subtree check                         : do_not_perform
        Access check with lock request        : do_not_perform

CIFS の場合

$ sudo cifslist -x CIFS_SNAP
List of File Shares:
The number of CIFS share(1)
  Name of file share            : CIFS_SNAP
  Shared directory              : /mnt/snapshot1
  Use ACL                       : use
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  Server specification          : --
  Comment for file share        :
  Permission mode               : ro
  Browse permission             : permit
  File access permissions       : --
  Directory access permissions  : --

5. クライアントから作業完了の連絡を受けたら，nfsdeleteコマンドおよび cifsdeleteコマ

ンドを実行して，公開した差分スナップショットに作成された NFS 共有および CIFS 共有を削

除します。

NFS 共有および CIFS 共有を削除する前に，クライアントのマシンで差分スナップショットを

アンマウントしておく必要があります。

NFS の場合

$ sudo nfsdelete -d /mnt/snapshot1 -a

CIFS の場合

$ sudo cifsdelete -x CIFS_SNAP

6. nfslistコマンドおよび cifslistコマンドを実行して，差分スナップショットに作成された

NFS 共有および CIFS 共有が削除されたことを確認します。

7. syncumountコマンドを実行して，公開した差分スナップショットをアンマウントします。

$ sudo syncumount snapshot1

8. synclistコマンドを実行して，差分スナップショットがアンマウントされたことを確認しま

す。

差分スナップショットのアンマウント処理が正常終了していれば，Mount point
informationに何も表示されません。

$ sudo synclist fs01 ss01
...
** Original file system name : fs01 **
...
Mount point information:
Feb 11 01:09:09 KAQS11001-I The synclist command has finished.

3.20.5 差分格納デバイスの設定を変更する

ファイルシステムへの更新データ量や運用状況に合わせて，差分格納デバイスの設定を変更できま

す。

ここでは，syncconfigコマンドを使用して差分格納デバイスの警告閾値，あふれ防止動作および

動作閾値を変更する手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件を想定しています。

• 差分格納デバイスの設定元のファイルシステムは fs01とする

• 警告閾値を 85%に変更する

• あふれ防止動作を，作成日付が も新しい差分スナップショットから順に削除するよう変更する

• 動作閾値を 95%に変更する

1. synclistコマンドを実行して，現在の設定を確認します。

次の項目を確認します。

◦ Warning thresholdに表示された警告閾値

◦ Preventive actionに表示されたあふれ防止動作
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◦ Action thresholdに表示された動作閾値

$ sudo synclist -w -x -l fs01
Feb 10 06:07:16 KAQS11000-I The synclist command execution has started.
***  Differential-data storage device information  ***
** Original file system name : fs01 **
Status: available
Total size: 19.94GB
Reserved snapshots: 62
Used size: 103.12MB (0.51%)
Warning threshold: 14.95GB (75%)
Preventive action: delete (oldest first)
Action threshold: 16.95GB (85%)
Differential-data snapshot(s):
  ss01 10.12MB(0.05%) Wed Feb 10 05:55:24 2010
  ss02 5.06MB(0.02%) Wed Feb 10 06:04:02 2010
Device file(s):
  /dev/enas/lu01
  /dev/enas/lu02
Mount point information:
Feb 10 06:07:17 KAQS11001-I The synclist command has finished.

2. syncconfigコマンドを実行して，設定を変更します。

$ sudo syncconfig -w 85 -x del_new -X 95 fs01

3. synclistコマンドを実行して，設定が変更されたことを確認します。

次の項目を確認します。

◦ 変更した警告閾値が Warning thresholdに表示されていること

◦ 変更したあふれ防止動作が Preventive actionに表示されていること

◦ 変更した動作閾値が Action thresholdに表示されていること

$ sudo synclist -w -x -l fs01
...
** Original file system name : fs01 **
...
Warning threshold: 16.95GB (85%)
Preventive action: delete (newest first)
Action threshold: 18.94GB (95%)
...

3.20.6 差分格納デバイスを拡張する

差分格納デバイスの容量が不足しそうな場合には，不要な差分スナップショットを削除する以外に，

差分格納デバイスを拡張することもできます。差分格納デバイスを設定した際の見積もりに比べ

て，ファイルシステムへのデータ更新量が多くなった場合には，差分格納デバイスの容量を見直し

てください。

ここでは，syncexpandコマンドを使用して差分格納デバイスを拡張する手順を説明します。

各手順の実行例は，fs01というファイルシステムの差分格納デバイスに，lu03というデバイス

ファイルを追加することを想定しています。

1. lulistコマンドを実行して，差分格納デバイスに追加するデバイスファイルの情報を確認しま

す。

$ sudo lulist -t -m
Device files for use:
 /dev/enas/lu03 FC/SAS 10.000GB N0-T001 AMS 85011261
 /dev/enas/lu04 FC/SAS 10.000GB N0-T001 AMS 85011261
 /dev/enas/lu05 FC/SAS 10.000GB N0-T001 AMS 85011261
 /dev/enas/lu06 FC/SAS 10.000GB N0-T001 AMS 85011261
 /dev/enas/lu07 FC/SAS 10.000GB N0-T001 AMS 85011261
...

2. syncexpandコマンドを実行して，差分格納デバイスを拡張します。
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$ sudo syncexpand fs01 lu03

3. synclistコマンドを実行して，差分格納デバイスが拡張されたことを確認します。

Total sizeに拡張後の容量が表示されていることを確認します。

$ sudo synclist -l fs01
Feb 10 06:10:08 KAQS11000-I The synclist command execution has started.
***  Differential-data storage device information  ***
** Original file system name : fs01 **
Status: available
Total size: 29.91GB
Reserved snapshots: 62
Used size: 103.12MB (0.34%)
Differential-data snapshot(s):
  ss01 10.12MB(0.03%) Wed Feb 10 05:55:24 2010
  ss02 5.06MB(0.02%) Wed Feb 10 06:04:02 2010
Device file(s):
  /dev/enas/lu01
  /dev/enas/lu02
  /dev/enas/lu03
Mount point information:
Feb 10 06:10:09 KAQS11001-I The synclist command has finished.

3.20.7 差分格納デバイスを解除する

システム管理者は，差分スナップショットを使用してファイルシステムのデータをバックアップす

る必要がなくなったときに，不要な差分格納デバイスを解除できます。

ここでは，syncstopコマンドを使用して差分格納デバイスを解除する手順を説明します。

各手順の実行例は，次の条件を想定しています。

• 解除しようとしている差分格納デバイスの，設定元のファイルシステム（fs01）には，差分ス

ナップショット（ss01）が 1 個作成されている

• ss01は/mnt/snapshot1ディレクトリにマウントされている

• /mnt/snapshot1ディレクトリには，NFS 共有および CIFS 共有が 1 個ずつ作成されている

• NFS 共有の公開先は host01とする

• CIFS 共有の共有名は CIFS_SNAPとする

1. nfslistコマンドおよび cifslistコマンドを実行して，差分スナップショットに NFS 共有

または CIFS 共有が作成されているか確認します。

NFS の場合

$ sudo nfslist -d /mnt/snapshot1
List of File Shares:
The number of NFS share(1)
    Shared directory                          : /mnt/snapshot1
        Public destination host/network       : host01
        Permission mode / Synchronous writing : rw_sync
        Anonymous mapping                     : root_only
        Anonymous UID                         : 65534
        Anonymous GID                         : 65534
        Transmission port restriction         : do_not_perform
        Subtree check                         : do_not_perform
        Access check with lock request        : do_not_perform

CIFS の場合

$ sudo cifslist -x CIFS_SNAP
List of File Shares:
The number of CIFS share(1)
  Name of file share            : CIFS_SNAP
  Shared directory              : /mnt/snapshot1
  Use ACL                       : use
  Server specification          : --
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  Comment for file share        :
  Permission mode               : ro
  Browse permission             : permit
  File access permissions       : --
  Directory access permissions  : --

2. nfsdeleteコマンドまたは cifsdeleteコマンドを実行して，差分格納デバイスの設定元の

ファイルシステムの全差分スナップショットに作成された NFS 共有および CIFS 共有を削除し

ます。

NFS 共有および CIFS 共有を削除する前に，クライアントのマシンで差分スナップショットを

アンマウントしておく必要があります。

NFS の場合

$ sudo nfsdelete -d /mnt/snapshot1 -a

CIFS の場合

$ sudo cifsdelete -x CIFS_SNAP

3. nfslistコマンドおよび cifslistコマンドを実行して，差分スナップショットに作成された

NFS 共有および CIFS 共有が，すべて削除されたことを確認します。

4. syncumountコマンドを実行して，差分格納デバイスの設定元のファイルシステムに対するす

べての差分スナップショットをアンマウントします。

$ sudo syncumount snapshot1

5. synclistコマンドを実行して，差分格納デバイスの設定元のファイルシステムに対するすべ

ての差分スナップショットがアンマウントされたことを確認します。

差分スナップショットのアンマウント処理が正常終了していれば，Mount point
informationに何も表示されません。

$ sudo synclist -l fs01
Feb 11 01:20:33 KAQS11000-I The synclist command execution has started.
***  Differential-data storage device information  ***
** Original file system name : fs01 **
Status: available
Total size: 19.94GB
Reserved snapshots: 62
Used size: 98.06MB (0.48%)
Differential-data snapshot(s):
  ss01 10.12MB(0.05%) Thu Feb 11 00:56:56 2010
Device file(s):
  /dev/enas/lu01
  /dev/enas/lu02
Mount point information:
Feb 11 01:20:35 KAQS11001-I The synclist command has finished.

6. syncstopコマンドを実行して，差分格納デバイスを解除します。

$ sudo syncstop fs01

7. synclistコマンドを実行して，差分格納デバイスが解除されたことを確認します。

3.21 NDMP サーバの管理
この節では，NDMP サーバを管理する方法について説明します。

3.21.1 NDMP サーバを制御する

ここでは，ndmpcontrolコマンドを使用して NDMP サーバを制御する手順を説明します。
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各手順の実行例は，停止している NDMP サーバを起動することを想定しています。

1. ndmpcontrolコマンドを実行して，NDMP サーバを起動できる状態かどうか確認します。

allowrequestに Sが表示されていれば，NDMP サーバを起動できます。

$ sudo ndmpcontrol -l
Aug 14 11:26:15 KAQB11500-I ndmpcontrol command execution has started.
Aug 14 11:26:15 KAQB12201-I Operating statuses of NDMP servers:
NDMPsvrstatus allowrequest pid   connectstatus
-----------------------------------------------
stopped       L,S,F,H            disconnected
Aug 14 11:26:15 KAQB11501-I ndmpcontrol command has finished.

2. ndmpcontrolコマンドを実行して，NDMP サーバを起動します。

$ sudo ndmpcontrol -s

3. ndmpcontrolコマンドを実行して，NDMP サーバが起動していることを確認します。

NDMPsvrstatusに runningが表示されていることを確認します。

$ sudo ndmpcontrol -l
...
NDMPsvrstatus allowrequest pid   connectstatus
-----------------------------------------------
running       L,R,Q,F,H     1381 disconnected
...

3.21.2 NDMP サーバのパスワードを変更する

ここでは，ndmppasswdコマンドを使用して NDMP サーバのパスワードを変更する手順を説明し

ます。

各手順の実行例は，クラスタ内の両ノードの NDMP サーバに同じパスワードを設定することを想

定しています。

1. ndmppasswdコマンドを実行して，NDMP サーバのパスワードを変更します。

対話形式で実行した場合には，各項目を入力するためのプロンプトが表示されるため，各項目に

文字列を入力します。

$ sudo ndmppasswd
Jan 12 02:07:18 KAQB11502-Q Enter the value of the displayed parameter name, 
and then press 'Enter'. 
userid=root
oldpasswd=
newpasswd=
confirmpasswd=
Jan 12 02:07:43 KAQB11500-I ndmppasswd command execution has started. 
Jan 12 02:07:43 KAQB11705-W Items are applied only to the logged-in node. If 
necessary, log in to each node on the cluster and check each setup. 
Jan 12 02:07:43 KAQB11501-I ndmppasswd command has finished.

2. クラスタ内の別のノードにログインし直して，手順 1.を実行します。

Virtual Server 上でコマンドを実行する場合は，この手順は不要です。

3. バックアップ管理ソフトウェアで，NDMP サーバに関する設定を変更します。

作業の概要については，HVFP/HDI に添付されている Backup Restore の補足資料を参照して

ください。

3.21.3 NDMP サーバの設定情報を変更する

システこム管理者は，ndmpconfigコマンドを使用して，NDMP サーバの設定情報を変更できま

す。
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こでは，NDMP サーバのタイムアウト値を変更する手順を説明します。各手順の実行例は，次の条

件を想定しています。

• タイムアウト値を初期設定の 480 分から 720 分に変更する。

• クラスタ内の両ノードの NDMP サーバに同じ値（720 分）を設定する。

NDMP サーバのタイムアウト情報を変更する手順を次に示します。

1. ndmpconfigコマンドを実行して，現在のタイムアウト値を確認します。

server_timeoutの表示内容を確認します。

$ sudo ndmpconfig -l server_timeout
Aug 14 11:32:38 KAQB11500-I ndmpconfig command execution has started.
Aug 14 11:32:38 KAQB12216-I NDMP server time-out information:
    server_timeout 480
Aug 14 11:32:38 KAQB11501-I ndmpconfig command has finished.

2. ndmpcontrolコマンドを実行して，次のことを確認します。

◦ NDMP サーバが正常に稼働していること

NDMPsvrstatusに runningが表示されていることを確認します。

◦ バックアップまたはリストアが実行中でないこと

connectstatusに disconnectedが表示されていることを確認します。

$ sudo ndmpcontrol -l
Aug 14 11:34:05 KAQB11500-I ndmpcontrol command execution has started.
Aug 14 11:34:06 KAQB12201-I Operating statuses of NDMP servers:
NDMPsvrstatus allowrequest pid   connectstatus
-----------------------------------------------
running       L,R,Q,F,H     1381 disconnected
Aug 14 11:34:06 KAQB11501-I ndmpcontrol command has finished.

3. ndmpconfigコマンドを実行して，NDMP サーバのタイムアウト情報を変更します。

NDMP サーバのタイムアウト情報を変更すると，NDMP サーバは自動的に再起動します。

$ sudo ndmpconfig -m server_timeout 720

4. ndmpconfigコマンドを実行して，タイムアウト値が正しく変更されたことを確認します。

設定したタイムアウト値が server_timeoutに表示されていることを確認します。

$ sudo ndmpconfig -l server_timeout
...
    server_timeout 720
...

5. クラスタ内の別のノードにログインし直して，手順 1.～4.を実行します。

Virtual Server 上でコマンドを実行する場合は，この手順は不要です。

3.21.4 オフラインバックアップの中断条件を変更する

システム管理者は，ndmpfsconfigコマンドを使用して，オフラインバックアップの中断条件を変

更できます。

ここでは，オフラインバックアップの中断条件を変更する手順を説明します。各手順の実行例は，

次の条件を想定しています。

• ファイルシステム（FS1）のオフラインバックアップの中断条件は，オフラインバックアップ中

にファイルが変更または削除された場合にオフラインバックアップ処理を継続するよう設定さ

れている（オフラインバックアップの正確性チェックを強化していない）。
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• ファイルシステム（FS1）のオフラインバックアップの中断条件を，オフラインバックアップ中

にファイルが変更または削除された場合にオフラインバックアップ処理を中断するよう変更す

る（オフラインバックアップの正確性チェックを強化する）。

オフラインバックアップの中断条件を変更する手順を次に示します。

1. fslistコマンドを実行して，オフラインバックアップの中断条件を変更するファイルシステム

がマウントされていることを確認します。

マウントされていない場合は，対象のファイルシステムをマウントしてください。フェールオー

バーして操作しているノードから確認できない場合は，クラスタ内の別のノードで実行してくだ

さい。

$ sudo fslist -c
FS1:1.000:normal:lu4A:0.004:0.959:8:1015800:use:rw:on
FS2:1.000:normal:lu4B:0.004:0.959:8:1015800:use:rw:on
fstest:1.000:normal:lu50:::::use:--:--

2. ndmpfsconfigコマンドを実行して，設定されているオフラインバックアップの中断条件を確

認します。

Improved backup data accuracy checkに Offが表示されているため，オフラインバッ

クアップ中にファイルが変更または削除された場合，オフラインバックアップ処理を継続するよ

う設定されていることがわかります。

$ sudo ndmpfsconfig -l FS1
Mar  8 09:31:48 KAQB11500-I ndmpfsconfig command execution has started.
The number of file systems(1)
 File system                         : FS1
 Improved backup data accuracy check : Off
Mar  8 09:31:49 KAQB11501-I ndmpfsconfig command has finished.

3. ndmpfsconfigコマンドを実行して，ファイルシステム（FS1）のオフラインバックアップ中

にファイルが更新された場合にオフラインバックアップ処理を中断するよう設定を変更します。

$ sudo ndmpfsconfig -a -p accurate-check FS1
Mar  8 09:19:30 KAQB11500-I ndmpfsconfig command execution has started.
Mar  8 09:19:31 KAQB11501-I ndmpfsconfig command has finished.

4. ndmpfsconfigコマンドを実行して，オフラインバックアップの中断条件が正しく変更された

ことを確認します。

Improved backup data accuracy checkに Onが表示されていることを確認します。

$ sudo ndmpfsconfig -l FS1
Mar  8 09:20:07 KAQB11500-I ndmpfsconfig command execution has started.
The number of file systems(1)
 File system                         : FS1
 Improved backup data accuracy check : On
Mar  8 09:20:08 KAQB11501-I ndmpfsconfig command has finished.

3.22 テープドライブの管理
この節では，テープドライブを管理する方法について説明します。

3.22.1 テープドライブを一括で登録する

ここでは，ノードに SAN で接続されたテープ装置を 初に導入するときやテープ装置を交換したあ

とに，すべてのテープドライブを NDMP サーバに一括登録する手順を説明します。

1. テープ装置の設置（テープ装置の接続や FC スイッチのゾーニングの設定など）が完了している

ことを SAN 管理者に確認します。
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2. バックアップ管理ソフトウェアで，バックアップまたはリストアのジョブが，すべてのノードお

よび Virtual Server で実行されていないことを確認します。

3. -dオプションを指定して tapelistコマンドを実行し，テープドライブがノードに接続され，

かつ稼働していることを確認します。

Statusに表示される項目のうち，左側の項目（テープドライブの接続状況）が Dになっている

ことを確認します。

$ sudo tapelist -d
Jan 12 05:19:40 KAQB11500-I tapelist command execution has started.
Jan 12 05:19:40 KAQB12225-I The list of tape device information will now be 
displayed.
WWN              LUN Status Model            Type              Path
-----------------------------------------------------------------------------
-------------
500104f000944a83   0 D,D    Ultrium 3-SCSI   Sequential-Access /dev/
500104f000944a83/nst00
500104f000944a86   0 D,D    Ultrium 3-SCSI   Sequential-Access /dev/
500104f000944a86/nst00
Jan 12 05:19:40 KAQB11501-I tapelist command has finished.

4. -aオプションを指定して tapeaddコマンドを実行し，すべてのテープドライブを NDMP サー

バに登録します。

NDMP サーバにテープドライブを登録すると，NDMP サーバは自動的に再起動します。

$ sudo tapeadd –a

5. オプションを指定しないで tapelistコマンドを実行し，テープドライブの情報が NDMP サー

バに登録されたことを確認します。

Statusに表示される項目のうち，右側の項目（テープドライブの登録状況）が Aになっている

ことを確認します。

$ sudo tapelist
...
WWN              LUN Status Model            Type              Path
-----------------------------------------------------------------------------
-------------
500104f000944a83   0 -,A    Ultrium 3-SCSI   Sequential-Access /dev/
500104f000944a83/nst00
500104f000944a86   0 -,A    Ultrium 3-SCSI   Sequential-Access /dev/
500104f000944a86/nst00
...

3.22.2 テープドライブを個別に登録する

ノードに SAN で接続されたテープ装置を使用した運用の開始後にテープドライブを追加して登録

する場合や，新しく作成した Virtual Server でテープドライブを登録する場合は，テープドライブ

を個別に登録します。

ここでは，ノードに SAN で接続されたテープ装置を使用した運用を開始したあと，すでにテープド

ライブ（WWN：500104f000944a83，LUN：0）が登録されている NDMP サーバに，テープドライ

ブ（WWN：500104f000944a86，LUN：0）を個別に登録する手順を説明します。

1. バックアップ管理ソフトウェアで，バックアップまたはリストアのジョブが，すべてのノードお

よび Virtual Server で実行されていないことを確認します。

2. -Dオプションを指定して tapelistコマンドを実行し，未登録のテープドライブの情報を確認

します。

Statusに表示される項目のうち，右側の項目（テープドライブの登録状況）が Dになっている

ドライブの登録情報を確認します。

$ sudo tapelist -D
Jan 12 05:22:00 KAQB11500-I tapelist command execution has started.
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Jan 12 05:22:00 KAQB12225-I The list of tape device information will now be 
displayed.
WWN              LUN Status Model            Type              Path
-----------------------------------------------------------------------------
-------------
500104f000944a86   0 D,D    Ultrium 3-SCSI   Sequential-Access /dev/
500104f000944a86/nst00
Jan 12 05:22:00 KAQB11501-I tapelist command has finished.

3. -tオプション，WWNおよび LUNを指定して tapeaddコマンドを実行し，テープドライブを個

別に登録します。

複数のテープドライブを登録する場合は，登録するすべてのテープドライブの WWN と LUN
を指定します。

NDMP サーバにテープドライブを登録すると，NDMP サーバは自動的に再起動します。

$ sudo tapeadd -t 500104f000944a86:0

4. オプションを指定しないで tapelistコマンドを実行し，操作対象のテープドライブが登録さ

れたことを確認します。

Statusに表示される項目のうち，右側の項目（テープドライブの登録状況）が Aになっている

ことを確認します。テープドライブ（WWN：500104f000944a86，LUN：0）を登録する前にす

でに登録されていたテープドライブ（WWN：500104f000944a83，LUN：0）も表示されます。

$ sudo tapelist
...
WWN              LUN Status Model            Type              Path
-----------------------------------------------------------------------------
-------------
500104f000944a83   0 -,A    Ultrium 3-SCSI   Sequential-Access /dev/
500104f000944a83/nst00
500104f000944a86   0 -,A    Ultrium 3-SCSI   Sequential-Access /dev/
500104f000944a86/nst00
...

3.22.3 テープドライブの登録情報を有効にする

ここでは，tapeaddコマンドを使用して無効になっているテープドライブの登録情報を有効にする

手順を説明します。

1. オプションを指定しないで tapelistコマンドを実行し，無効になっているテープドライブの

登録情報を確認します。

Statusに表示される項目のうち，右側の項目（テープドライブの登録状況）が Iになっている

テープドライブの登録情報を確認します。

$ sudo tapelist
Aug 14 17:25:02 KAQB11500-I tapelist command execution has started.
Aug 14 17:25:03 KAQB12225-I The list of tape device information will now be 
displayed.
WWN              LUN Status Model            Type              Path
-----------------------------------------------------------------------------
------------------
500104f00094ad66   0 -,I    Ultrium 3-SCSI   Sequential-Access /dev/enas/
500104f00094ad66/nst00
500104f00094ad69   0 -,I    Ultrium 3-SCSI   Sequential-Access /dev/enas/
500104f00094ad69/nst00
Aug 14 17:25:03 KAQB11501-I tapelist command has finished.

2. バックアップ管理ソフトウェアで，有効にしようとしているテープドライブを使用したバック

アップまたはリストアのジョブが，すべてのノードおよび Virtual Server で実行されていない

ことを確認します。

3. -tオプション，WWNおよび LUNを指定して tapeaddコマンドを実行し，無効になっているテー

プドライブの登録情報を有効にします。

734 コマンド操作手順

コマンドリファレンス



複数のテープドライブを有効にする場合は，有効にするすべてのテープドライブの WWNと LUN
を指定します。

テープドライブの登録情報を有効にすると，NDMP サーバは自動的に再起動します。

$ sudo tapeadd -t 500104f00094ad66:0,500104f00094ad69:0

4. オプションを指定しないで tapelistコマンドを実行して，操作対象のテープドライブの登録

情報が有効になったことを確認します。

Statusに表示される項目のうち，右側の項目（テープドライブの登録状況）が Aになっている

ことを確認します。

$ sudo tapelist
...
WWN              LUN Status Model            Type              Path
-----------------------------------------------------------------------------
------------------
500104f00094ad66   0 -,A    Ultrium 3-SCSI   Sequential-Access /dev/enas/
500104f00094ad66/nst00
500104f00094ad69   0 -,A    Ultrium 3-SCSI   Sequential-Access /dev/enas/
500104f00094ad69/nst00
...

3.22.4 テープドライブの登録情報を解除する

ここでは，tapedelコマンドを使用して NDMP サーバに登録されているすべてのテープドライブ

の登録情報を解除する手順を説明します。

1. バックアップ管理ソフトウェアで，テープドライブの登録を解除します。

2. バックアップ管理ソフトウェアで，バックアップまたはリストアのジョブが，すべてのノードお

よび Virtual Server で実行されていないことを確認します。

3. オプションを指定しないで tapelistコマンドを実行し，NDMP サーバにテープドライブが登

録されているかどうかを確認します。

Statusに表示される項目のうち，右側の項目（テープドライブの登録状況）が Aになっている

ことを確認します。

$ sudo tapelist
Jan 12 05:24:33 KAQB11500-I tapelist command execution has started.
Jan 12 05:24:33 KAQB12225-I The list of tape device information will now be 
displayed.
WWN              LUN Status Model            Type              Path
-----------------------------------------------------------------------------
-------------
500104f000944a83   0 -,A    Ultrium 3-SCSI   Sequential-Access /dev/
500104f000944a83/nst00
500104f000944a86   0 -,A    Ultrium 3-SCSI   Sequential-Access /dev/
500104f000944a86/nst00
Jan 12 05:24:33 KAQB11501-I tapelist command has finished.

4. -aオプションを指定して tapedelコマンドを実行し，すべてのテープドライブの登録情報を

解除します。

テープドライブの登録情報を解除すると，NDMP サーバは自動的に再起動します。

$ sudo tapedel –a

5. -dオプションを指定して tapelistコマンドを実行して，NDMP サーバにテープドライブが

登録されていないことを確認します。

Statusに表示される項目のうち，右側の項目（テープドライブの登録状況）が Dになっている

ことを確認します。
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$ sudo tapelist -d
...
WWN              LUN Status Model            Type              Path
-----------------------------------------------------------------------------
-------------
500104f000944a83   0 D,D    Ultrium 3-SCSI   Sequential-Access /dev/
500104f000944a83/nst00
500104f000944a86   0 D,D    Ultrium 3-SCSI   Sequential-Access /dev/
500104f000944a86/nst00
...

6. SAN 管理者と連携して，FC ケーブルを外します。

テープ装置の使用を取りやめる場合や，テープ装置を交換する場合に必要な作業です。

3.23 Hitachi File Remote Replicator の運用
この節では，Hitachi File Remote Replicator を運用する方法について説明します。

3.23.1 HFRR ネットワークの疎通を確認する

システム管理者は，相手サイトの HFRR サービスと通信できることを，プライマリーとセカンダ

リーの両サイトで確認する必要があります。

相手サイトの HFRR サービスとの通信を確認するには，russvrchkコマンドを使用します。

ここでは，両サイトで相手サイトの HFRR サービスと通信できることを確認する手順について説明

します。

各手順の実行例は，次に示す条件で Hitachi File Remote Replicator を運用することを想定してい

ます。

• プライマリーサイトのホスト名は pri01である

• セカンダリーサイトのホスト名は sec01である

1. プライマリーサイトで russvrchkコマンドを実行して，相手サイトの HFRR サービスと通信

できることを確認します。

$ sudo russvrchk sec01
Oct 11 05:17:57 KAQR10001-I Execution of the russvrchk command will now 
start.
Oct 11 05:17:57 KAQR10725-I A connection to the remote site was successfully 
established.
Oct 11 05:17:57 KAQR10002-I The russvrchk command terminated normally.

2. セカンダリーサイトで russvrchkコマンドを実行して，相手サイトの HFRR サービスと通信

できることを確認します。

$ sudo russvrchk pri01
Oct 11 05:20:39 KAQR10001-I Execution of the russvrchk command will now 
start.
Oct 11 05:20:39 KAQR10725-I A connection to the remote site was successfully 
established.
Oct 11 05:20:39 KAQR10002-I The russvrchk command terminated normally.

3.23.2 ファイルシステムの使用許可を設定する

システム管理者は，相手サイトに対して HFRR ペアを組むファイルシステムの使用許可を，プライ

マリーとセカンダリーの両サイトで設定する必要があります。
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ここでは，次に示す条件で Hitachi File Remote Replicator を運用することを想定し，両サイトで

ファイルシステムの使用許可を設定する手順を説明します。

• プライマリーサイトのホスト名は pri01とし，セカンダリーサイトのホスト名は sec01とする

• プライマリーサイトのファイルシステム fspri01とセカンダリーサイトのファイルシステム

fssec01で HFRR ペアを構成する

• コピー対象にする差分スナップショットは，プライマリーサイトのファイルシステム fspri01
に対して自動作成されたすべての差分スナップショットとする

• 差分スナップショットのコピーを起動する時間帯（自動コピー起動時間帯）は 02:00～03:00 と

する

ファイルシステムの使用許可を設定するには，rusfspermitコマンドを使用します。

各手順の実行例は，次の条件を想定しています。

• プライマリーサイトでは，セカンダリーサイト sec01に，ファイルシステム fspri01の使用

を許可する

• セカンダリーサイトでは，プライマリーサイト pri01に，ファイルシステム fssec01の使用

を許可する

1. プライマリーサイトで rusfspermitコマンドを実行して，セカンダリーサイトに対してファ

イルシステムの使用を許可します。

$ sudo rusfspermit -a sec01 fspri01
Oct 11 06:45:43 KAQR10001-I Execution of the rusfspermit command will now 
start.
Oct 11 06:45:44 KAQR10002-I The rusfspermit command terminated normally.

2. プライマリーサイトで rusfspermitコマンドを実行して，セカンダリーサイトにファイルシ

ステムの使用が許可されたことを確認します。

次のことを確認します。

◦ Hostにセカンダリーサイトのホスト名が表示されていること

◦ File systemに使用を許可したファイルシステムの名称が表示されていること

$ sudo rusfspermit --ls sec01
Oct 11 06:46:56 KAQR10001-I Execution of the rusfspermit command will now 
start.
Host       : sec01
File system: fspri01
Oct 11 06:46:58 KAQR10002-I The rusfspermit command terminated normally.

3. セカンダリーサイトで rusfspermitコマンドを実行して，プライマリーサイトに対してファ

イルシステムの使用を許可します。

$ sudo rusfspermit -a pri01 fssec01
Oct 11 06:49:36 KAQR10001-I Execution of the rusfspermit command will now 
start.
Oct 11 06:49:38 KAQR10002-I The rusfspermit command terminated normally.

4. セカンダリーサイトで rusfspermitコマンドを実行して，プライマリーサイトにファイルシ

ステムの使用が許可されたことを確認します。

次のことを確認します。

◦ Hostにプライマリーサイトのホスト名が表示されていること

◦ File systemに使用を許可したファイルシステムの名称が表示されていること

$ sudo rusfspermit --ls pri01
Oct 11 06:50:41 KAQR10001-I Execution of the rusfspermit command will now 
start.
Host       : pri01
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File system: fssec01
Oct 11 06:50:43 KAQR10002-I The rusfspermit command terminated normally.

3.23.3 ファイルシステムの使用許可を解除する

システム管理者は，Hitachi File Remote Replicator での運用を終了する場合など，両サイト間での

ファイルシステムの使用許可が不要になったときに，使用許可を解除します。

ここでは，次に示す条件で Hitachi File Remote Replicator を運用することを想定し，両サイトで

ファイルシステムの使用許可を解除する手順を説明します。

• プライマリーサイトのホスト名は pri01とし，セカンダリーサイトのホスト名は sec01とする

• プライマリーサイトのファイルシステム fspri01とセカンダリーサイトのファイルシステム

fssec01で HFRR ペアを構成する

• コピー対象にする差分スナップショットは，プライマリーサイトのファイルシステム fspri01
に対して自動作成されたすべての差分スナップショットとする

• 差分スナップショットのコピーを起動する時間帯（自動コピー起動時間帯）は 02:00～03:00 と

する

ファイルシステムの使用許可を解除するには，rusfspermitコマンドを使用します。

ファイルシステムの使用許可を解除するには，HFRR ペアを解除しておく必要があります。

各手順の実行例は，次の条件を想定しています。

• プライマリーサイトでは，セカンダリーサイト sec01に対するファイルシステム fspri01の

使用許可を解除する

• セカンダリーサイトでは，プライマリーサイト pri01に対するファイルシステム fssec01の

使用許可を解除する

1. プライマリーサイトで rusfspermitコマンドを実行して，セカンダリーサイトに対してファ

イルシステムの使用許可が設定されていることを確認します。

$ sudo rusfspermit --ls sec01
Oct 11 06:53:51 KAQR10001-I Execution of the rusfspermit command will now 
start.
Host       : sec01
File system: fspri01
Oct 11 06:53:53 KAQR10002-I The rusfspermit command terminated normally.

2. プライマリーサイトで rusfspermitコマンドを実行して，セカンダリーサイトに対するファ

イルシステムの使用許可を解除します。

$ sudo rusfspermit -d sec01 fspri01
Oct 11 06:57:19 KAQR10001-I Execution of the rusfspermit command will now 
start.
Oct 11 06:57:21 KAQR10002-I The rusfspermit command terminated normally.

3. プライマリーサイトで rusfspermitコマンドを実行して，セカンダリーサイトに対するファ

イルシステムの使用許可が解除されたことを確認します。

4. セカンダリーサイトで rusfspermitコマンドを実行し，プライマリーサイトに対してファイ

ルシステムの使用許可が設定されていることを確認します。

$ sudo rusfspermit --ls pri01
Oct 11 06:58:44 KAQR10001-I Execution of the rusfspermit command will now 
start.
Host       : pri01
File system: fssec01
Oct 11 06:58:46 KAQR10002-I The rusfspermit command terminated normally.
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5. セカンダリーサイトで rusfspermitコマンドを実行して，プライマリーサイトに対するファ

イルシステムの使用許可を解除します。

$ sudo rusfspermit -d pri01 fssec01
Oct 11 06:59:35 KAQR10001-I Execution of the rusfspermit command will now 
start.
Oct 11 06:59:37 KAQR10002-I The rusfspermit command terminated normally.

6. セカンダリーサイトで rusfspermitコマンドを実行して，プライマリーサイトに対するファ

イルシステムの使用許可が解除されたことを確認します。

3.23.4 HFRR ペアを定義する

HFRR ペアを定義する手順を次に示します。各手順の実行例は，次の条件を想定しています。

• HFRR ペア名を pair01とする

• プライマリーサイトのホスト名は pri01とする

• プライマリーファイルシステムの名称は fspri01とする

• セカンダリーサイトのホスト名は sec01とする

• セカンダリーファイルシステムの名称は fssec01とする

• 両サイトの HFRR ポート番号はデフォルト値（22550）とする

• コピー対象の差分スナップショットは，pri01で fspri01に対して自動作成されたすべての差

分スナップショット auto-*とする

• 自動コピー起動時間帯は 02:00～03:00 とする

1. HFRR ペアを定義する前の準備として，次に示す条件が満たされていることを確認します。

ファイルシステムに関する条件

◦ プライマリーファイルシステムがセカンダリーファイルシステムとは別のサイトに存在す

ること

◦ セカンダリーファイルシステムの容量がプライマリーファイルシステムの容量以上である

こと

◦ セカンダリーファイルシステムがマウントされていないこと

差分スナップショットに関する条件

◦ プライマリーファイルシステムとセカンダリーファイルシステムに差分格納デバイスが設

定され，チャンクサイズが一致していること

◦ セカンダリーファイルシステムに，有効な自動作成スケジュールが設定されていないこと

◦ セカンダリーファイルシステムの差分スナップショットが存在しないこと

Hitachi File Remote Replicator に関する条件

◦ 両サイトで，ファイルシステムの使用許可が設定されていること

◦ HFRR ペアとするファイルシステムが，別の HFRR ペアで運用されていないこと

これらの条件を満たしているかどうかについては，--statusオプションを指定して

rusfspermitコマンドを実行することで確認できます。

WORM 対応ファイルシステムの HFRR ペアを定義する場合は，次に示す条件も満たされてい

ることを確認してください。

◦ 両方が WORM 対応ファイルシステムであること

一方だけが WORM 対応ファイルシステムの場合は HFRR ペアとして定義できません。
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◦ リテンション期間が残っているファイルがセカンダリーファイルシステムに存在しないこ

と

2. セカンダリーサイトで ruspairdefineコマンドを実行して HFRR ペアを定義します。

$ sudo ruspairdefine -p 'auto-*' -t 02:00-03:00 pair01 pri01:fspri01 
sec01:fssec01
Oct 11 09:37:06 KAQR10001-I Execution of the ruspairdefine command will now 
start.
Oct 11 09:37:18 KAQR10002-I The ruspairdefine command terminated normally.

3. セカンダリーサイトで ruspairlistコマンドを実行して，HFRR ペアが正しく定義されたこ

とを確認します。

$ sudo ruspairlist pair01
Oct 11 09:38:46 KAQR10001-I Execution of the ruspairlist command will now 
start.
Pair                 : pair01
Primary              : pri01:22550:fspri01
Secondary            : sec01:22550:fssec01
Pair status          : nobaseline
Last                 : --
Error status         : no error
Oct 11 09:38:46 KAQR10002-I The ruspairlist command terminated normally.

3.23.5 HFRR ペアを解除する

HFRR ペアを解除する手順を次に示します。各手順の実行例は，次の条件を想定しています。

• セカンダリーサイトで HFRR ペアを解除する

• 解除する HFRR ペアの名称は pair01である

1. プライマリーとセカンダリーの両サイトで ruspairlistコマンドを実行して，HFRR ペアの

状態を確認します。

Pair statusが cancel，copyまたは fullcopyではないことを確認します。

$ ruspairlist pair01
Oct 11 10:48:54 KAQR10001-I Execution of the ruspairlist command will now 
start.
Pair                 : pair01
Primary              : pri01:22550:fspri01
Secondary            : sec01:22550:fssec01
Pair status          : pair
Last                 : Tue Oct 11 09:48:43 2011
Error status         : no error
Oct 11 10:48:54 KAQR10002-I The ruspairlist command terminated normally.

2. ruspairdeleteコマンドを実行して HFRR ペアを解除します。

HFRR ペアの解除を実行するかどうかを確認するメッセージが出力されます。yを入力してく

ださい。

$ sudo ruspairdelete pair01
Oct 11 10:49:34 KAQR10001-I Execution of the ruspairdelete command will now 
start.
Oct 11 10:49:34 KAQR10055-Q Are you sure you want to execute this? (y/n) y
Oct 11 10:49:49 KAQR10002-I The ruspairdelete command terminated normally.

3. ruspairlistコマンドを実行して，HFRR ペアが解除されたことを確認します。

3.23.6 HFRR ペアを無効化する

HFRR ペアを無効化することで，Hitachi File Remote Replicator による運用を一時的に停止でき

ます。HFRR ペアを無効化すると，自動コピーの設定も解除されます。

HFRR ペアを無効化する手順を次に示します。各手順の実行例は，次の条件を想定しています。
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• セカンダリーサイトで HFRR ペアを無効化する

• 無効化する HFRR ペアの名称は pair01である

1. プライマリーとセカンダリーの両サイトで ruspairlistコマンドを実行して，HFRR ペアの

状態を確認します。

Pair statusが cancel，copy，fullcopyまたは nobaselineではないことを確認しま

す。

$ sudo ruspairlist pair01
Oct 12 02:52:44 KAQR10001-I Execution of the ruspairlist command will now 
start.
Pair                 : pair01
Primary              : pri01:22550:fspri01
Secondary            : sec01:22550:fssec01
Pair status          : pair
Last                 : Wed Oct 12 02:52:13 2011
Error status         : no error
Oct 12 02:52:44 KAQR10002-I The ruspairlist command terminated normally.

2. ruspairdisableコマンドを実行して HFRR ペアを無効化します。

HFRR ペアの無効化を実行するかどうかを確認するメッセージが出力されます。yを入力して

ください。

$ sudo ruspairdisable pair01
Oct 12 02:54:13 KAQR10001-I Execution of the ruspairdisable command will now 
start.
Oct 12 02:54:13 KAQR10055-Q Are you sure you want to execute this? (y/n) y
Oct 12 02:54:46 KAQR10002-I The ruspairdisable command terminated normally.

3. ruspairlistコマンドを実行して，HFRR ペアが無効化されたことを確認します。

Pair statusに disableと表示されていることを確認します。

$ sudo ruspairlist pair01
...
Pair status          : disable
...

3.23.7 HFRR ペアを順方向で有効化する

HFRR ペアを有効化すると，Hitachi File Remote Replicator の運用を再開できます。

HFRR ペアを順方向で有効化する手順を次に示します。各手順の実行例は，次の条件を想定してい

ます。

• HFRR ペア pair01を有効化する

• 自動コピーを設定する

1. セカンダリーサイトで ruspairlistコマンドを実行して，HFRR ペアの状態を確認します。

Pair statusに disableと表示されていることを確認します。

$ sudo ruspairlist pair01
Oct 12 02:55:27 KAQR10001-I Execution of the ruspairlist command will now 
start.
Pair                 : pair01
Primary              : pri01:22550:fspri01
Secondary            : sec01:22550:fssec01
Pair status          : disable
Last                 : Wed Oct 12 02:52:13 2011
Error status         : no error
Oct 12 02:55:28 KAQR10002-I The ruspairlist command terminated normally.

2. HFRR ペアの状態のほかに，次に示すような条件が満たされていることを，必要に応じて確認

します。
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◦ セカンダリーファイルシステムがマウントされていないこと

◦ 有効な自動作成スケジュールがセカンダリーファイルシステムに設定されていないこと

◦ ベースライン差分スナップショットよりも新しい差分スナップショットがセカンダリー

ファイルシステムにないこと

ファイルシステムのマウント状態は，fslistコマンドで確認してください。自動作成スケ

ジュールの設定有無は，syncautolistコマンドで確認してください。

3. セカンダリーサイトで ruspairenableコマンドを実行して HFRR ペアを有効化します。

$ sudo ruspairenable -u pair01
Oct 12 02:56:28 KAQR10001-I Execution of the ruspairenable command will now 
start.
Oct 12 02:57:31 KAQR10002-I The ruspairenable command terminated normally.

4. セカンダリーサイトで ruspairlistコマンドを実行して，HFRR ペアが有効化されたことを

確認します。

Pair statusに pairと表示されていることを確認します。

$ sudo ruspairlist pair01
...
Pair status          : pair
...

3.23.8 HFRR ペアを逆方向で有効化する

HFRR ペアを逆方向で有効化すると，プライマリーとセカンダリーのサイト関係を逆にして，

Hitachi File Remote Replicator の運用を再開できます。

WORM 対応ファイルシステムの HFRR ペアを無効化してセカンダリーファイルシステムをマウン

トした場合は，逆方向に有効化したあとコピーを実行する必要があります。

HFRR ペアを逆方向で有効化する手順を次に示します。各手順の実行例は，次の条件を想定してい

ます。

• HFRR ペア pair01を有効化する

• 自動コピーを設定する

1. セカンダリーサイトで ruspairlistコマンドを実行して，HFRR ペアの状態を確認します。

Pair statusに disableと表示されていることを確認します。

$ sudo ruspairlist pair01
Oct 12 03:00:26 KAQR10001-I Execution of the ruspairlist command will now 
start.
Pair                 : pair01
Primary              : pri01:22550:fspri01
Secondary            : sec01:22550:fssec01
Pair status          : disable
Last                 : Wed Oct 12 02:52:13 2011
Error status         : no error
Oct 12 03:00:26 KAQR10002-I The ruspairlist command terminated normally.

2. HFRR ペアの状態のほかに，次に示すような条件が満たされていることを，必要に応じて確認

します。

◦ 新たにセカンダリーファイルシステムになるファイルシステムがマウントされていないこ

と

WORM 対応ファイルシステムの場合は，HFRR ペアを構成する両方のファイルシステムが

マウントされていないことを確認してください。

◦ 新たにセカンダリーファイルシステムになるファイルシステムに対して，有効な自動作成ス

ケジュールが設定されていないこと
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ファイルシステムのマウント状態は，fslistコマンドで確認してください。自動作成スケ

ジュールの設定有無は，syncautolistコマンドで確認してください。

3. セカンダリーサイトで ruspairenableコマンドを実行して HFRR ペアを有効化します。

$ sudo ruspairenable --reverse -u pair01
Oct 12 04:17:25 KAQR10001-I Execution of the ruspairenable command will now 
start.
Oct 12 04:17:58 KAQR10002-I The ruspairenable command terminated normally.

4. セカンダリーサイトで ruspairlistコマンドを実行して，HFRR ペアが有効化されたことを

確認します。

次のことを確認します。

◦ Primaryと Secondaryに表示されるホスト名とファイルシステム名が，手順 1.と逆に

なっていること

◦ Pair statusに pairと表示されていること

$ sudo ruspairlist pair01
...
Primary              : sec01:22550:fssec01
Secondary            : pri01:22550:fspri01
Pair status          : pair
...

3.23.9 差分スナップショットを手動でコピーする

システム管理者は，ruscopyコマンドを使用して差分スナップショットを手動でコピーできます。

なお，HFRR ペアの状態を確認するには，ruspairlistコマンドを使用します。

手動でコピーを実行する手順を次に示します。各手順の実行例は次の条件を想定しています。

• プライマリーファイルシステムは fspri01で，セカンダリーファイルシステムは fssec01と

する

• HFRR ペア名は pair01とする

• 差分コピーを実行する

• HFRR ペアの定義時に設定した差分スナップショットをコピーする（コピー実行時にコピー対

象の差分スナップショットを指定しない）

1. synclistコマンドを実行して，差分スナップショットの作成状況を確認します。

1 回目のコピー（全コピー）を実行する場合

プライマリーサイトでは，差分スナップショットが 1 つ以上作成されていることを確認し

ます。また，セカンダリーサイトでは，差分スナップショットが存在しないことを確認し

ます。

2 回目以降のコピー（差分コピー）を実行する場合

コピー対象にする差分スナップショットが，ベースライン差分スナップショットよりも新

しいことを確認します。

$ sudo synclist -u -l fspri01
Oct 12 02:50:15 KAQS11000-I The synclist command execution has started.
***  Differential-data storage device information  ***
** Original file system name : fspri01 **
Status: available
Total size: 9.97GB
Reserved snapshots: 124
Used size: 56.00MB (0.55%)
Used by: HFRR

コマンド操作手順 743

コマンドリファレンス



Differential-data snapshot(s):
  auto-D1110120215 16.00MB(0.16%) Wed Oct 12 02:15:02 2011  baseline
  auto-D1110120230 16.00MB(0.16%) Wed Oct 12 02:30:02 2011
Device file(s):
  /dev/enas/lu01
Mount point information:
Oct 12 02:50:16 KAQS11001-I The synclist command has finished.

2. セカンダリーサイトで ruspairlistコマンドを実行して，HFRR ペアの状態を確認します。

1 回目のコピー（全コピー）を実行する場合

Pair statusに nobaselineと表示されていることを確認します。

2 回目以降のコピー（差分コピー）を実行する場合

Pair statusに pairと表示されていることを確認します。

$ sudo ruspairlist pair01
Oct 12 02:51:18 KAQR10001-I Execution of the ruspairlist command will now 
start.
Pair                 : pair01
Primary              : pri01:22550:fspri01
Secondary            : sec01:22550:fssec01
Pair status          : pair
Last                 : Wed Oct 12 02:20:50 2011
Error status         : no error
Oct 12 02:51:18 KAQR10002-I The ruspairlist command terminated normally.

3. セカンダリーサイトで ruscopyコマンドを実行して，差分スナップショットをコピーします。

$ sudo ruscopy pair01
Oct 12 02:52:00 KAQR10001-I Execution of the ruscopy command will now start.
The differential data is being calculated. This processing might take 
several minutes.
Oct 12 02:52:07 KAQR10002-I The ruscopy command terminated normally.

注意：

ruscopyコマンドは，コピー処理を開始したらすぐに終了します。

4. しばらくしてから，セカンダリーサイトで ruspairlistコマンドを実行して，差分スナップ

ショットが正しくコピーされたことを確認します。

Pair statusに pairと表示されていることを確認します。

$ sudo ruspairlist pair01
...
Pair status          : pair
...

3.23.10 HFRR ペアの自動コピーを設定する

自動コピーを設定すると，差分コピーが定期的に自動実行されるようになります。

自動コピーを設定する手順を次に示します。各手順の実行例は，HFRR ペア pair01の自動コピー

を設定することを想定しています。

1. ruspairlistコマンドを実行して，HFRR ペアの状態を確認します。

次のことを確認します。

◦ Baselineにベースライン差分スナップショットの情報が表示されていること

◦ Auto-copyに offと表示されていること

$ sudo ruspairlist -v pair01
Oct 12 04:32:20 KAQR10001-I Execution of the ruspairlist command will now 
start.
Pair                 : pair01
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Primary              : pri01:22550:fspri01
Secondary            : sec01:22550:fssec01
Pair status          : pair
Last                 : Wed Oct 12 04:21:59 2011
Error status         : no error
Baseline             : auto-D1110120415 Wed Oct 12 04:15:03 2011
Copying              : --
Time remaining       : --
Snapshots to copy    : auto-*
Auto-copy            : off
Auto-copy time period: 02:00-03:00
Usable file systems  : --
Oct 12 04:32:21 KAQR10002-I The ruspairlist command terminated normally.

2. ruspairautoコマンドを実行して，自動コピーを設定します。

$ sudo ruspairauto pair01 on
Oct 12 04:33:10 KAQR10001-I Execution of the ruspairauto command will now 
start.
Oct 12 04:33:13 KAQR10002-I The ruspairauto command terminated normally.

3. ruspairlistコマンドを実行して，自動コピーが設定されたことを確認します。

Auto-copyに onと表示されていることを確認します。

$ sudo ruspairlist -v pair01
...
Auto-copy            : on
...

3.23.11 HFRR ペアの自動コピーの設定を解除する

自動コピーの設定を解除する手順を次に示します。各手順の実行例は，HFRR ペア pair01の自動

コピーの設定を解除することを想定しています。

1. ruspairlistコマンドを実行して，HFRR ペアの状態を確認します。

Auto-copyに onと表示されていることを確認します。

$ sudo ruspairlist -v pair01
Oct 12 04:33:56 KAQR10001-I Execution of the ruspairlist command will now 
start.
Pair                 : pair01
Primary              : pri01:22550:fspri01
Secondary            : sec01:22550:fssec01
Pair status          : pair
Last                 : Wed Oct 12 04:21:59 2011
Error status         : no error
Baseline             : auto-D1110120415 Wed Oct 12 04:15:03 2011
Copying              : --
Time remaining       : --
Snapshots to copy    : auto-*
Auto-copy            : on
Auto-copy time period: 02:00-03:00
Usable file systems  : --
Oct 12 04:33:56 KAQR10002-I The ruspairlist command terminated normally.

2. ruspairautoコマンドを実行して，自動コピーの設定を解除します。

$ sudo ruspairauto pair01 off
Oct 12 04:35:34 KAQR10001-I Execution of the ruspairauto command will now 
start.
Oct 12 04:35:37 KAQR10002-I The ruspairauto command terminated normally.

3. ruspairlistコマンドを実行して，自動コピーの設定が解除されたことを確認します。

Auto-copyに offと表示されていることを確認します。

$ sudo ruspairlist -v pair01
...
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Auto-copy            : off
...

3.23.12 差分スナップショットのコピーを取り消す

システム管理者は，ruscopycancelコマンドを使用して実行中の差分スナップショットのコピー

を取り消すことができます。

なお，HFRR ペアの状態を確認するには，ruspairlistコマンドを使用します。

コピーを取り消す手順を次に示します。各手順の実行例は，HFRR ペア pair01の差分コピーの処

理を取り消すことを想定しています。

1. ruspairlistコマンドを実行して，コピーの状態を確認します。

Pair statusに cancel，cancel-error，copy，copy-error，fullcopyまたは suspend
と表示されていることを確認します。

$ sudo ruspairlist pair01
Oct 12 04:36:09 KAQR10001-I Execution of the ruspairlist command will now 
start.
Pair                 : pair01
Primary              : pri01:22550:fspri01
Secondary            : sec01:22550:fssec01
Pair status          : copy
Last                 : Wed Oct 12 04:21:59 2011
Error status         : no error
Oct 12 04:36:09 KAQR10002-I The ruspairlist command terminated normally.

2. ruscopycancelコマンドを実行して，コピーを取り消します。

コピーの取り消しを実行するかどうかを確認するメッセージが出力されます。yを入力してく

ださい。

$ sudo ruscopycancel --cancel pair01
Oct 12 04:37:07 KAQR10001-I Execution of the ruscopycancel command will now 
start.
Oct 12 04:37:07 KAQR10055-Q Are you sure you want to execute this? (y/n) y
Oct 12 04:37:16 KAQR10002-I The ruscopycancel command terminated normally.

3. ruspairlistコマンドを実行して，コピーの取り消しが完了したことを確認します。

1 回目のコピー（全コピー）を取り消した場合

Pair statusに nobaselineと表示されていることを確認します。

2 回目以降のコピー（差分コピー）を取り消した場合

Pair statusに pairと表示されていることを確認します。

$ sudo ruspairlist pair01
...
Pair status          : pair
...

3.23.13 HFRR ペア定義情報のホスト名を変更する

システム管理者は，ホスト名またはホスト名に対応する仮想 IP アドレスを変更した場合，HFRR
ペア定義情報のホスト名または仮想 IP アドレスも変更する必要があります。

ホスト名または仮想 IP アドレスを変更するには，rushostmodifyコマンドを使用します。

HFRR ペア定義情報のホスト名または仮想 IP アドレスを変更する前に，自動コピーの設定をいっ

たん解除することをお勧めします。
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ここでは，HFRR ペア定義情報のホスト名または仮想 IP アドレスを変更する手順について説明し

ます。各手順の実行例は，プライマリーサイトのホスト名が pri01から pri101に変更になったこ

とを想定しています。

1. ホスト名または仮想 IP アドレスが変更になったサイトで ruspairlistコマンドを実行して，

HFRR ペアの状態を確認します。

すべての HFRR ペアについて，次のことを確認します。

◦ Pair statusに pairまたは nobaselineと表示されていること

◦ Error statusに no errorと表示されていること

$ sudo ruspairlist
Oct 12 04:39:34 KAQR10001-I Execution of the ruspairlist command will now 
start.
Pair                 : pair01
Primary              : pri01:22550:fspri01
Secondary            : sec01:22550:fssec01
Pair status          : pair
Last                 : Wed Oct 12 04:21:59 2011
Error status         : no error
 
Pair                 : pair02
Primary              : pri01:22550:fspri02
Secondary            : sec01:22550:fssec02
Pair status          : pair
Last                 : Wed Oct 12 04:16:50 2011
Error status         : no error
Oct 12 04:39:34 KAQR10002-I The ruspairlist command terminated normally.

2. russerviceコマンドを実行して HFRR サービスを停止します。

$ sudo russervice stop
Oct 12 04:41:10 KAQR10001-I Execution of the russervice command will now 
start.
Oct 12 04:41:11 KAQR10002-I The russervice command terminated normally.

3. russerviceコマンドを実行して HFRR サービスが停止したことを確認します。

$ sudo russervice status
Oct 12 04:42:14 KAQR10001-I Execution of the russervice command will now 
start.
Status: stopped
Oct 12 04:42:14 KAQR10002-I The russervice command terminated normally.

4. rushostmodifyコマンドを実行してホスト名を変更します。

$ sudo rushostmodify pri01 pri101
Oct 12 04:43:20 KAQR10001-I Execution of the rushostmodify command will now 
start.
Oct 12 04:43:21 KAQR10002-I The rushostmodify command terminated normally.

5. russerviceコマンドを実行して HFRR サービスを開始します。

$ sudo russervice start
Oct 12 04:43:41 KAQR10001-I Execution of the russervice command will now 
start.
Oct 12 04:43:46 KAQR10002-I The russervice command terminated normally.

6. russerviceコマンドを実行して HFRR サービスが稼働中であることを確認します。

$ sudo russervice status
Oct 12 04:44:09 KAQR10001-I Execution of the russervice command will now 
start.
Status: running
Oct 12 04:44:09 KAQR10002-I The russervice command terminated normally.

7. ruspairlistコマンドを実行して，ホスト名が変更されたこと確認します。

すべての HFRR ペアに関して，HFRR ペア定義情報のホスト名または仮想 IP アドレスが変更

されたことを確認します。
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$ sudo ruspairlist
...
Pair                 : pair01
Primary              : pri101:22550:fspri01
...
Pair                 : pair02
Primary              : pri101:22550:fspri02
...

8. ホスト名または仮想 IP アドレスが変更になったサイトと HFRR ペアを構成しているすべての

相手サイトで，手順 1.～7.を実行します。

注意：

Virtual Server の管理 IP アドレスが変更になった場合も，同様の手順で変更してください。

3.23.14 HFRR ペア定義情報のポート番号を変更する

システム管理者は，HVFP/HDI が接続されているネットワークが変更になって，HFRR ペアで使用

しているポート番号を変更することが必要になった場合，rushostmodifyコマンドを使用して

HFRR ペア定義情報のポート番号を変更します。

HFRR ペア定義情報のポート番号を変更する前に，自動コピーの設定をいったん解除することをお

勧めします。

ここでは，HFRR ペア定義情報のポート番号を変更する手順について説明します。各手順の実行例

は，プライマリーサイト pri01のポート番号が 22550から 12500になったことを想定していま

す。

1. ポート番号が変更になったサイトで ruspairlistコマンドを実行して，HFRR ペアの状態を

確認します。

すべての HFRR ペアについて，次のことを確認します。

◦ Pair statusに pairまたは nobaselineと表示されていること

◦ Error statusに no errorと表示されていること

$ sudo ruspairlist
Oct 12 04:47:20 KAQR10001-I Execution of the ruspairlist command will now 
start.
Pair                 : pair01
Primary              : pri01:22550:fspri01
Secondary            : sec01:22550:fssec01
Pair status          : pair
Last                 : Wed Oct 12 04:21:59 2011
Error status         : no error

Pair                 : pair02
Primary              : pri01:22550:fspri02
Secondary            : sec01:22550:fssec02
Pair status          : pair
Last                 : Wed Oct 12 04:16:50 2011
Error status         : no error
Oct 12 04:47:20 KAQR10002-I The ruspairlist command terminated normally.

2. russerviceコマンドを実行して HFRR サービスを停止します。

$ sudo russervice stop
Oct 12 04:51:13 KAQR10001-I Execution of the russervice command will now 
start.
Oct 12 04:51:14 KAQR10002-I The russervice command terminated normally.

3. russerviceコマンドを実行して HFRR サービスが停止したことを確認します。

$ sudo russervice status
Oct 12 04:51:34 KAQR10001-I Execution of the russervice command will now 
start.
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Status: stopped
Oct 12 04:51:34 KAQR10002-I The russervice command terminated normally.

4. rushostmodifyコマンドを実行してポート番号を変更します。

$ sudo rushostmodify pri01:22550 pri01:12500
Oct 12 04:52:26 KAQR10001-I Execution of the rushostmodify command will now 
start.
Oct 12 04:52:27 KAQR10002-I The rushostmodify command terminated normally.

5. russerviceコマンドを実行して HFRR サービスを開始します。

$ sudo russervice start
Oct 12 04:52:50 KAQR10001-I Execution of the russervice command will now 
start.
Oct 12 04:52:54 KAQR10002-I The russervice command terminated normally.

6. russerviceコマンドを実行して HFRR サービスが稼働中であることを確認します。

$ sudo russervice status
Oct 12 04:55:02 KAQR10001-I Execution of the russervice command will now 
start.
Status: running
Oct 12 04:55:02 KAQR10002-I The russervice command terminated normally.

7. ruspairlistコマンドを実行して，ポート番号が変更されたこと確認します。

プライマリーサイトが pri01のすべて HFRR ペアに関して，HFRR ペア定義情報のポート番

号が変更されたことを確認します。

$ sudo ruspairlist
...
Pair                 : pair01
Primary              : pri01:12500:fspri01
...
Pair                 : pair02
Primary              : pri01:12500:fspri02
...

8. ポート番号が変更になったサイトと HFRR ペアを構成しているすべての相手サイトで，手順 1.
～7.を実行します。

注意：

サイトが Virtual Server の場合も，同様の手順で変更してください。

3.23.15 HFRR サービスのポート番号を変更する

Hitachi File Remote Replicator がサイト間の通信で使用する HFRR サービスのポート番号のデ

フォルトは 22550 です。システム管理者は，rusportsetコマンドを使用して HFRR サービスの

ポート番号を変更できます。

なお，HFRR サービスを制御するには，russerviceコマンドを使用します。

ここでは，Hitachi File Remote Replicator で使用している HFRR サービスのポート番号を変更す

る手順について説明します。各手順の実行例は，ポート番号を 22550から 22551に変更すること

を想定しています。

1. russerviceコマンドを実行して HFRR サービスを停止します。

$ sudo russervice stop
Oct 12 04:58:49 KAQR10001-I Execution of the russervice command will now 
start.
Oct 12 04:58:50 KAQR10002-I The russervice command terminated normally.

2. russerviceコマンドを実行して HFRR サービスが停止したことを確認します。

コマンド操作手順 749

コマンドリファレンス



$ sudo russervice status
Oct 12 04:59:13 KAQR10001-I Execution of the russervice command will now 
start.
Status: stopped
Oct 12 04:59:13 KAQR10002-I The russervice command terminated normally.

3. rusportsetコマンドを実行して，現在のポート番号を確認します。

$ sudo rusportset -l
Oct 12 05:01:47 KAQR10001-I Execution of the rusportset command will now 
start.
hfrrdmn 22550/tcp
Oct 12 05:01:47 KAQR10002-I The rusportset command terminated normally.

4. rusportsetコマンドを実行して，ポート番号を変更します。

$ sudo rusportset -a 22551
Oct 12 05:02:24 KAQR10001-I Execution of the rusportset command will now 
start.
Oct 12 05:02:24 KAQR10002-I The rusportset command terminated normally.

5. rusportsetコマンドを実行して，ポート番号が変更されたことを確認します。

$ sudo rusportset -l
Oct 12 05:03:17 KAQR10001-I Execution of the rusportset command will now 
start.
hfrrdmn 22551/tcp
Oct 12 05:03:17 KAQR10002-I The rusportset command terminated normally.

6. russerviceコマンドを実行して HFRR サービスを開始します。

$ sudo russervice start
Oct 12 05:04:18 KAQR10001-I Execution of the russervice command will now 
start.
Oct 12 05:04:22 KAQR10002-I The russervice command terminated normally.

7. russerviceコマンドを実行して HFRR サービスが稼働中であることを確認します。

$ sudo russervice status
Oct 12 05:04:44 KAQR10001-I Execution of the russervice command will now 
start.
Status: running
Oct 12 05:04:44 KAQR10002-I The russervice command terminated normally.

注意：

HVFP/HDI のノード上に複数の Virtual Server が存在している場合は，各 Virtual Server で
も同様の手順で変更してください。
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A
NFS ファイルロックのプロセス ID の特定

nfslockslistコマンドで独自の ID が表示された場合にプロセス ID を特定する方法を次に示し

ます。

r A.1 nfslockslist コマンドで独自の ID が表示された場合にプロセス ID を特定する方法
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A.1 nfslockslist コマンドで独自の ID が表示された場合に
プロセス ID を特定する方法

nfslockslistコマンドを実行すると，NFS クライアントホストからのファイルロック情報が表

示されます。NFS クライアントホストが Linux カーネル 2.6.9 以降を使用している場合，プロセス

ID の代わりに独自の ID がファイルロック情報に表示されます。

ここでは，表示された独自の ID からプロセス ID を特定する手順を説明します。各手順の実行例

は，Linux カーネル 2.6.9 以降を使用している NFS クライアントホスト（ホスト名：

ClientHost1）のファイルロック情報を確認し，独自の ID（ID：「2」および「3」）に対応するプ

ロセス ID を特定することを想定して記載しています。また，リモートホストからコマンドを実行

することを想定して記載しています。

1. nfslockslistコマンドを実行して，NFS クライアントホストからのファイルロック情報を確

認します。

独自の ID に対応する inode 番号およびパスを確認します。

◦ ClientHost1の独自の ID「3」に対応する inode 番号は「142」，パスは「/mnt/nfs1/file1」
です

◦ ClientHost1の独自の ID「2」に対応する inode 番号は「143」，パスは「/mnt/nfs1/file2」
です

[ClientHost]$ ssh -2 nasroot@fshost01 'sudo nfslockslist'
1: 254:8:142 /mnt/nfs1/file1 POSIX  ADVISORY  READ  0 EOF 3 ClientHost1 
2009/12/18 16:51:57
2: 254:8:143 /mnt/nfs1/file2 POSIX  ADVISORY  READ  0 EOF 2 ClientHost1 
2009/12/18 16:48:52
3: 254:9:144 /mnt/nfs2/file3 POSIX  ADVISORY  READ  0 EOF 29812 ClientHost2 
2009/12/18 16:47:18

なお，nfslockslistコマンドの実行結果は，次の形式で表示されます。

＜番号＞: ＜メジャー番号＞:＜マイナー番号＞:＜ inode番号＞ ＜パス＞ POSIX  ADVISORY ＜
WRITEまたは READ＞ ＜ファイルロックの始端オフセット＞ ＜ファイルロックの終端オフセット＞ 
＜プロセス ID＞ ＜ホスト名または IPアドレス＞ ＜ファイルロックの取得日時またはファイルロック
の取得待ち開始日時＞

2. /proc/locksファイルの内容を確認します。

nfslockslistコマンドで表示された inode 番号と一致する/proc/locksファイル内の

inode 番号を確認します。

一致する inode 番号が一つだけの場合

nfslockslistコマンドで表示された inode 番号と一致する/proc/locksファイル内の

プロセス ID を確認します。

独自の ID「3」の inode 番号「142」と一致する/proc/locksファイル内のプロセス ID
は「20197」であることから，独自の ID「3」に対応するプロセス ID は「20197」と特定

できます。

一致する inode 番号が複数ある場合

手順 3.に進みます。

[ClientHost1]$ grep 142 /proc/locks
1: POSIX  ADVISORY  READ  20197 00:1a:142 0 0
[ClientHost1]$ grep 143 /proc/locks
3: POSIX  ADVISORY  READ  20156 00:1b:143 0 0
4: POSIX  ADVISORY  READ  20157 00:1a:143 0 0

なお，/proc/locksファイルの形式は NFS クライアントホストのプラットフォームによって

異なります。表示形式については，使用している OS のドキュメントを参照してください。
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3. nfslockslistコマンドで表示された inode 番号と一致する/proc/locksファイル内のプロ

セス ID を確認します。

inode 番号「143」と一致する/proc/locksファイル内のプロセス ID は「20156」および

「20157」です。

4. lsofコマンドを実行して，該当するプロセスで使用しているファイルを確認します。

lsofコマンドの-pオプションの引数にプロセス ID「20156」および「20157」を指定して実

行します。実行結果から HVFP/HDI の内部処理で使用するパスを導き出します。

◦ プロセス ID「20156」に対応するパスは「/mnt/nfs1/file2」です

◦ プロセス ID「20157」に対応するパスは「/mnt/nfs2/file3」です

[ClientHost1]$ lsof -p 29020,29004
COMMAND   PID   USER   FD   TYPE DEVICE    SIZE   NODE NAME
rdwr2   20156  user1    3ur  REG   0,26      20   143 
/home/usr1/testdir/file2 (os:/mnt/nfs1)
rdwr2   20157  user1    3ur  REG   0,27      20   143 
/home/usr2/testdir/file3 (os:/mnt/nfs2)

5. 独自の ID のパスと一致する実行結果のプロセス ID を確認します。

手順 1.で確認した独自の ID「2」のパス「/mnt/nfs1/file2」と一致する実行結果のプロセス ID
は「20156」であることから，独自の ID「2」に対応するプロセス ID は「20156」と特定でき

ます。
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B
ローカルユーザー・グループの一括登録・削

除

システム管理者は，ローカルユーザーまたはローカルグループを一括登録・削除できます。

r B.1 ユーザー一括登録・削除用の CSV ファイルの形式

r B.2 ユーザー一括登録・削除時の実行結果ファイルの形式

r B.3 グループ一括登録・削除用の CSV ファイルの形式

r B.4 グループ一括登録・削除時の実行結果ファイルの形式
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B.1 ユーザー一括登録・削除用の CSV ファイルの形式
ユーザーを一括登録・削除するために必要な CSV ファイルの形式について説明します。CSV ファ

イルには，登録するユーザーのパスワード情報も記述されます。ファイルの管理には十分注意して

ください。

CSV ファイルのファイル名は，255 文字以内で指定します。ファイル名に使用できる文字は英数

字，ハイフン（-）およびアンダーライン（_）です。また，ピリオド（.）も使用できますが，先

頭および末尾には指定できません。

ユーザー情報の一括登録・削除に使用する CSV ファイルに指定する情報を次の表に示します。

表 B-1 ユーザー情報の一括登録・削除に使用する CSV ファイルに指定する情報

項目 登録時 削除時 説明

実行区分 　○　 　○　 データの実行区分を指定します。

Dataと指定します。

番号記号（#）を指定するとコメント行になります。

データ区分 　○　 　○　 データの処理区分を指定します。

UA01
データを一括登録する場合に指定します。

UD01
データを一括削除する場合に指定します。

UA01および UD01は同一ファイル内で混在できません。

データの登録先 　○　 　×　 ユーザー情報の登録・反映先を指定します。

1
File Services Manager に登録します。

3
File Services Manager に登録し，CIFS 共有を利用する

ユーザーとして反映します。

ユーザー名 　○　 　○　 ユーザー名を 16 文字以内で指定します。先頭の 1 文字には英数

字を指定します。2 文字目以降に指定できる文字は英数字，ハイ

フン（-）およびアンダーライン（_）です。入力した英大文字と

英小文字は，Windows で区別されません。英大文字と英小文字に

関係なく，一意な名称を指定してください。File Services
Manager，NIS サーバまたはユーザー認証用の LDAP サーバで登

録済みのユーザー名と重複する名称は指定できません。CIFS 共

有を利用するユーザーとして追加する場合は，ACL を利用するよ

う設定されている既存のグループと重複する名称は指定できませ

ん。

また，ノード上の OS で予約されている次のユーザー名は指定で

きません。

avahi，avahi-autoipd，backup，bin，bind，daemon，
Debian-exim，enasroot，ftp，games，gdm，gnats，
haldaemon，hddsroot，hplip，hsguiroot，identd，irc，
libuuid，libvirt-qemu，list，lp，mail，messagebus，
man，nasroot，news，nobody，ntp，postgres，proftpd，
proxy，root，service，snmp，sshd，statd，sync，sys，
telnetd，uucp，vde2-net，www-data

UID 　○　 　×　 ユーザー ID を 200～2147483147 の範囲で指定します。File
Services Manager，NIS サーバまたはユーザー認証用の LDAP
サーバで登録済みのユーザー ID および 65534 は指定できませ

ん。ユーザーマッピングを使用している場合，ユーザーマッピン

グで設定した範囲内のユーザー ID も指定できません。

GID 　○　 　×　 ユーザーが主として所属するグループの ID を指定します。

パスワード 　○　 　×　 ユーザーのパスワードを 6 文字以上 20 文字以内で指定します。
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項目 登録時 削除時 説明

指定できる文字は英数字，感嘆符（!），引用符（"），番号記号

（#），ドル記号（$），パーセント（%），アンパサンド（&），アポ

ストロフィ（'），始め小括弧（(），終わり小括弧（)），アステリス

ク（*），正符号（+），コンマ（,），ハイフン（-），ピリオド（.），
斜線（/），コロン（:），セミコロン（;），始め山括弧（<），等号

（=），終わり山括弧（>），疑問符（?），単価記号（@），始め角括

弧（[），円記号（\），終わり角括弧（]），アクサンシルコンフ

レックス（^），アンダーライン（_），アクサングラーブ（`），始

め波括弧（{），縦線（|），終わり波括弧（}）および波ダッシュ

（~）です。

コメント 　△　 　×　 ユーザーに対するコメントを 32 文字以内で指定します。

指定できる文字は英数字，番号記号（#），パーセント（%），アン

パサンド（&），アポストロフィ（'），始め小括弧（(），終わり小

括弧（)），アステリスク（*），正符号（+），ハイフン（-），ピリ

オド（.），斜線（/），セミコロン（;），始め山括弧（<），終わり

山括弧（>），疑問符（?），単価記号（@），始め角括弧（[），終わ

り角括弧（]），アクサンシルコンフレックス（^），アンダーライ

ン（_），始め波括弧（{），縦線（|），終わり波括弧（}），および

波ダッシュ（~）です。また，スペースも指定できますが，文字列

の先頭および末尾には指定できません。

所属グループ 　△　 　×　 ユーザーの所属するそのほかのグループを，グループ名またはグ

ループの ID で指定します。1 ユーザー当たり 大 32 グループに

所属できます。グループ名またはグループ ID を複数指定する場

合は，コンマ（,）で区切って指定し，全体を引用符（"）で囲み

ます。

（凡例）○：必ず指定 △：必要に応じて指定 ×：指定不要

ユーザー情報を一括登録する場合の CSV ファイルの記述例を次に示します。

#実行区分，データ区分，データの登録先，ユーザー名，ユーザー ID，グループ ID，パスワード，コメント，
所属グループ
Data,UA01,3,user04,1004,1000,password,Leader,"unit01,2000"

ユーザー情報の一括削除する場合の CSV ファイルの記述例を次に示します。

#実行区分，データ区分，，ユーザー名
Data,UD01,,user04

B.2 ユーザー一括登録・削除時の実行結果ファイルの形式
システム管理者は，CSV ファイルの内容のチェック結果および一括登録・削除の処理結果を実行結

果ファイルに出力して確認できます。

CSV ファイルの内容のチェックだけを行い，すべての情報が正しい場合には，該当するユーザーの

実行区分に OKと出力されます。

#実行区分，データ区分，データの登録先，ユーザー名，ユーザー ID，グループ ID，パスワード，コメント，
所属グループ
OK,UA01,3,user04,1004,1000,password,Leader,"unit01,2000"

一括登録・削除が正常に行われた場合には，該当するユーザーの実行区分に#Completedと出力さ

れます。
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#実行区分，データ区分，データの登録先，ユーザー名，ユーザー ID，グループ ID，パスワード，コメント，
所属グループ
#Completed,UA01,3,user04,1004,1000,password,Leader,"unit01,2000"

CSV ファイルに指定したユーザー情報に誤りがあった場合には，該当するユーザーの実行区分に，

NG(＜エラー内容＞)と出力されます。

#実行区分，データ区分，データの登録先，ユーザー名，ユーザー ID，グループ ID，パスワード，コメント，
所属グループ
NG(The specified UID is already 
registered),UA01,3,user04,1004,1000,password,Leader,"unit01,2000"

CSV ファイルに指定したユーザー情報に 1 か所でも誤りがあった場合には，すべてのユーザーが登

録・削除されません。NGと出力された行をすべて修正して，再度，CSV ファイルの内容のチェッ

クおよび一括登録・削除してください。

ユーザーの一括登録・削除でエラーが発生したときのエラー内容と要因と対処を表 B-2 ユーザー一

括登録エラー時のエラー内容と要因と対処および表 B-3 ユーザー一括削除エラー時のエラー内容と

要因と対処に示します。

表 B-2 ユーザー一括登録エラー時のエラー内容と要因と対処

エラー内容 要因 対処

The group to which
the user belongs is
incorrect

所属グループとして指定されたグ

ループ名またはグループ ID に該当

するグループがありません。

所属グループとして指定した情報を見

直してください。

The comment is
invalid

コメントとして指定された内容が不

正です。使用できない文字があるか，

文字数が不正です。

コメントとして指定した情報を見直し

てください。

The data
classification value
is invalid

データ区分として指定された内容が

不正です。

データ区分として指定した情報を見直

してください。

The value for the
data registration
destination is
invalid

データの登録先として指定された内

容が不正です。

データの登録先として指定した情報を

見直してください。

The execution
classification value
is invalid

実行区分として指定された内容が不

正です。

実行区分として指定した情報を見直し

てください。

The GID value is
invalid

グループ ID として指定された内容

が不正，または指定されたグループ

ID に該当するグループが見つかりま

せん。使用できない文字があるか，範

囲外の値が指定されています。

グループ ID として指定した情報を見

直してください。

The number of
elements is invalid

CSV ファイルに指定された登録情報

の項目数が不正です。

登録情報の項目数を見直してくださ

い。

An invalid character
is specified in the
password

パスワードとして指定された内容が

不正です。使用できない文字がある

か，文字数が不正です。

パスワードとして指定した情報を見直

してください。

The UID is duplicated
in the CSV file

CSV ファイル内でユーザー ID が重

複しています。

ユーザー ID として指定した情報を見

直してください。

The user name is
duplicated in the CSV
file

CSV ファイル内でユーザー名が重複

しています。

ユーザー名として指定した情報を見直

してください。

The specified UID is
already registered

ユーザー ID として指定された ID は

すでに使用されています。

ユーザー ID として指定した情報を見

直してください。
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エラー内容 要因 対処

The specified user is
already registered

ユーザー名として指定された名称は

すでに使用されています。

ユーザー名として指定した情報を見直

してください。

The UID value is
invalid

ユーザー ID として指定された内容

が不正です。使用できない文字があ

るか，範囲外の値が指定されていま

す。

ユーザー ID として指定した情報を見

直してください。

The user name value
is invalid

ユーザー名として指定された内容が

不正です。使用できない文字がある

か，文字数が不正です。

ユーザー名として指定した情報を見直

してください。

The specified user
name is already
specified for a group
name registered in
the CIFS ACL
environment

指定されたユーザー名が，CIFS
（ACL）環境に登録されているグルー

プ名と重複しています。

別のユーザー名を入力してください。

An attempt to acquire
a locked resource
failed

内部エラーが発生しました。

• 排他リソース取得失敗（タイムア

ウト）

再度実行してください。再度エラーと

なる場合は，File Services Manager の
全ログファイルをダウンロードして，

保守員に連絡してください。ログファ

イルのダウンロード方法については，

「トラブルシューティングガイド」を参

照してください。

Registration failed 内部エラーが発生しました。

• 排他リソース取得失敗（タイムア

ウト以外の要因）

• 所属グループのグループ ID から

グループ名への変換失敗（ファイ

ル操作失敗，グループ情報なし）

• ユーザー登録（コマンド）失敗

再度実行してください。再度エラーと

なる場合は，File Services Manager の
全ログファイルをダウンロードして，

保守員に連絡してください。ログファ

イルのダウンロード方法については，

「トラブルシューティングガイド」を参

照してください。

表 B-3 ユーザー一括削除エラー時のエラー内容と要因と対処

エラー内容 要因 対処

The data
classification value
is invalid

データ区分として指定された内容が

不正です。

データ区分として指定した情報を見直

してください。

The execution
classification value
is invalid

実行区分として指定された内容が不

正です。

実行区分として指定した情報を見直し

てください。

The number of
elements is invalid

CSV ファイルに指定された削除情報

の項目数が不正です。

削除情報の項目数を見直してくださ

い。

The user name is
duplicated in the CSV
file

CSV ファイル内でユーザー名が重複

しています。

ユーザー名の指定内容を見直してくだ

さい。

The specified user
does not exist

ユーザー名として指定された名称に

該当するユーザーがありません。

ユーザー名として指定した情報を見直

してください。

The user name value
is invalid

ユーザー名として指定された内容が

不正です。使用できない文字がある

か，文字数が不正です。

ユーザー名として指定した情報を見直

してください。

An attempt to acquire
a locked resource
failed

内部エラーが発生しました。

• 排他リソース取得失敗（タイムア

ウト）

再度実行してください。再度エラーと

なる場合は，File Services Manager の
全ログファイルをダウンロードして，

保守員に連絡してください。ログファ
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エラー内容 要因 対処

イルのダウンロード方法については，

「トラブルシューティングガイド」を参

照してください。

Deletion failed 内部エラーが発生しました。

• ユーザー削除（コマンド）失敗

• 排他リソース取得失敗（タイムア

ウト以外の要因）

再度実行してください。再度エラーと

なる場合は，File Services Manager の
全ログファイルをダウンロードして，

保守員に連絡してください。ログファ

イルのダウンロード方法については，

「トラブルシューティングガイド」を参

照してください。

B.3 グループ一括登録・削除用の CSV ファイルの形式
グループを一括登録・削除するために必要な CSV ファイルの形式について説明します。

CSV ファイルのファイル名は，255 文字以内で指定します。ファイル名に使用できる文字は英数

字，ハイフン（-）およびアンダーライン（_）です。また，ピリオド（.）も使用できますが，先

頭および末尾には指定できません。

グループ情報の一括登録・削除に使用する CSV ファイルに指定する情報を次の表に示します。

表 B-4 グループ情報の一括登録・削除に使用する CSV ファイルに指定する情報

項目 登録時 削除時 説明

実行区分 　○　 　○　 データの実行区分を指定します。

Dataと指定します。

番号記号（#）を指定するとコメント行になります。

データ区分 　○　 　○　 データの処理区分を指定します。

GA01
データを一括登録する場合に指定します。

GD01
データを一括削除する場合に指定します。

GA01および GD01は同一ファイル内で混在できません。

データの登録先 　○　 　×　 グループ情報の登録・反映先を指定します。

1
File Services Manager に登録します。

3
File Services Manager に登録し，CIFS 共有の ACL 機能を

利用するグループとして反映します。

グループ名 　○　 　○　 グループ名を 16 文字以内で指定します。先頭の 1 文字には英数

字を指定します。2 文字目以降に指定できる文字は英数字，ハイ

フン（-）およびアンダーライン（_）です。入力した英大文字と

英小文字は，Windows で区別されません。英大文字と英小文字に

関係なく，一意な名称を指定してください。追加するグループに

対して ACL 機能を利用する場合は，CIFS 共有を利用するよう設

定されているユーザーと重複する名称は指定できません。

File Services Manager，NIS サーバまたはユーザー認証用の

LDAP サーバで登録済みのユーザー名と重複する名称は指定でき

ません。また，ノード上の OS で予約されている次のグループ名

は指定できません。

adm，audio，avahi，avahi-autoipd，backup，bin，bind，
cdrom，crontab，daemon，Debian-exim，dialout，dip，
disk，enasroot，fax，floppy，ftp，games，gdm，gnats，
haldaemon，hddsroot，hsguiroot，irc，kmem，kvm，
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項目 登録時 削除時 説明

libuuid，libvirt，list，lp，lpadmin，mail，man，
messagebus，mlocate，nasroot，netdev，news，nogroup，
ntp，operator，plugdev，postgres，powerdev，proxy，
root，sasl，scanner，service，shadow，src，ssh，ssl-
cert，staff，stb-admin，sudo，sys，tape，telnetd，
tty，users，utmp，uucp，vde2-net，video，voice，
winbindd_priv，www-data

GID 　○　 　×　 グループ ID を 200～2147483147 の範囲で指定します。File
Services Manager，NIS サーバまたはユーザー認証用の LDAP
サーバで登録済みのグループ ID および 65534 は指定できませ

ん。ユーザーマッピングを使用している場合，ユーザーマッピン

グで設定した範囲内のグループ ID も指定できません。

所属ユーザー 　△　 　×　 グループに所属させるユーザーをユーザー名またはユーザー ID
で指定します。File Services Manager で登録されたユーザーを

指定します。

複数のユーザーを指定する場合は，コンマ（,）で区切って指定

し，全体を引用符（"）で囲みます。

（凡例）○：必ず指定 △：必要に応じて指定 ×：指定不要

グループ情報を一括登録する場合の CSV ファイルの記述例を次に示します。

#実行区分，データ区分，データの登録先，グループ名，グループ ID，所属ユーザー
Data,GA01,3,unit04,4000,"user01,1002"

グループ情報を一括削除する場合の CSV ファイルの記述例を次に示します。

#実行区分，データ区分，，グループ名
Data,GD01,,unit04

B.4 グループ一括登録・削除時の実行結果ファイルの形式
システム管理者は，CSV ファイルの内容のチェック結果および一括登録・削除の処理結果を実行結

果ファイルに出力して確認できます。

CSV ファイルの内容のチェックだけを行い，すべての情報が正しい場合には，該当するグループの

実行区分に OKと出力されます。

#実行区分，データ区分，データの登録先，グループ名，グループ ID，所属ユーザー
OK,GA01,3,unit04,4000,"user01,1002"

一括登録・削除が正常に行われた場合には，該当するグループの実行区分に#Completedと出力さ

れます。

#実行区分，データ区分，データの登録先，グループ名，グループ ID，所属ユーザー
#Completed,GA01,3,unit04,4000,"user01,1002"

CSV ファイルに指定したグループ情報に誤りがあった場合には，該当するグループの実行区分に，

NG(＜エラー内容＞)と出力されます。

#実行区分，データ区分，データの登録先，グループ名，グループ ID，所属ユーザー
NG(The specified GID is already registered),GA01,3,unit04,4000,"user01,1002"

CSV ファイルに指定したグループ情報に 1 か所でも誤りがあった場合には，すべてのグループが登

録・削除されません。NGと出力された行をすべて修正して，再度，CSV ファイルの内容のチェッ

クおよび一括登録・削除してください。
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グループの一括登録・削除でエラーが発生したときのエラー内容と要因と対処を表 B-5 グループ一

括登録エラー時のエラー内容と要因と対処および表 B-6 グループ一括削除エラー時のエラー内容と

要因と対処に示します。

表 B-5 グループ一括登録エラー時のエラー内容と要因と対処

エラー内容 要因 対処

The user who belongs
to the group is
incorrect

所属ユーザーとして指定されたユー

ザー名またはユーザー ID に該当す

るユーザーがありません。

所属ユーザーとして指定した情報を見

直してください。

The data
classification value
is invalid

データ区分として指定された内容が

不正です。

データ区分として指定した情報を見直

してください。

The value for the
data registration
destination is
invalid

データの登録先として指定された内

容が不正です。

データの登録先として指定した情報を

見直してください。

The execution
classification value
is invalid

実行区分として指定された内容が不

正です。

実行区分として指定した情報を見直し

てください。

The GID value is
invalid

グループ ID として指定された内容

が不正です。使用できない文字があ

るか，範囲外の値が指定されていま

す。

グループ ID として指定した情報を見

直してください。

The number of
elements is invalid

CSV ファイルに指定された登録情報

の項目数が不正です。

登録情報の項目数を見直してくださ

い。

The GID is duplicated
in the CSV file

CSV ファイル内でグループ ID が重

複しています。

グループ ID として指定した情報を見

直してください。

The group name is
duplicated in the CSV
file

CSV ファイル内でグループ名が重複

しています。

グループ名として指定した情報を見直

してください。

The specified GID is
already registered

グループ ID として指定された ID は

すでに使用されています。

グループ ID として指定した情報を見

直してください。

The specified group
is already registered

グループ名として指定された名称は

すでに使用されています。

グループ名として指定した情報を見直

してください。

The group name value
is invalid

グループ名として指定された内容が

不正です。使用できない文字がある

か，文字数が不正です。

グループ名として指定した情報を見直

してください。

The specified group
name is already
specified for a user
name registered in
the CIFS environment

指定されたグループ名が，CIFS 環境

に登録されているユーザー名と重複

しています。

別のグループ名を入力してください。

An attempt to acquire
a locked resource
failed

内部エラーが発生しました。

• 排他リソース取得失敗（タイムア

ウト）

再度実行してください。再度エラーと

なる場合は，File Services Manager の
全ログファイルをダウンロードして，

保守員に連絡してください。ログファ

イルのダウンロード方法については，

「トラブルシューティングガイド」を参

照してください。

Registration failed 内部エラーが発生しました。

• 排他リソース取得失敗（タイムア

ウト以外の要因）

再度実行してください。再度エラーと

なる場合は，File Services Manager の
全ログファイルをダウンロードして，

保守員に連絡してください。ログファ

イルのダウンロード方法については，
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エラー内容 要因 対処

• 所属ユーザーのユーザー ID から

ユーザー名への変換失敗（ファイ

ル操作失敗，ユーザー情報なし）

• グループ登録（コマンド）失敗

「トラブルシューティングガイド」を参

照してください。

表 B-6 グループ一括削除エラー時のエラー内容と要因と対処

エラー内容 要因 対処

The data
classification value
is invalid

データ区分として指定された内容が

不正です。

データ区分として指定した情報を見直

してください。

The execution
classification value
is invalid

実行区分として指定された内容が不

正です。

実行区分として指定した情報を見直し

てください。

The number of
elements is invalid

CSV ファイルに指定された削除情報

の項目数が不正です。

削除情報の項目数を見直してくださ

い。

The group name is
duplicated in the CSV
file

CSV ファイル内でグループ名が重複

しています。

グループ名の指定内容を見直してくだ

さい。

The specified group
does not exist

グループ名として指定された名称に

該当するグループがありません。

グループ名として指定した情報を見直

してください。

The group name value
is invalid

グループ名として指定された内容が

不正です。使用できない文字がある

か，文字数が不正です。

グループ名として指定した情報内容を

見直してください。

The specified group
is set up as a user's
primary group

指定されたグループ名が，ユーザーが

主として所属しているグループ名と

重複しています。

削除対象のグループを主な所属グルー

プとしているユーザーを削除してから

再実行ください。

An attempt to acquire
a locked resource
failed

内部エラーが発生しました。

• 排他リソース取得失敗（タイムア

ウト）

再度実行してください。再度エラーと

なる場合は，File Services Manager の
全ログファイルをダウンロードして，

保守員に連絡してください。ログファ

イルのダウンロード方法については，

「トラブルシューティングガイド」を参

照してください。

Deletion failed 内部エラーが発生しました。

• グループ削除（コマンド）失敗

• 排他リソース取得失敗（タイムア

ウト以外の要因）

再度実行してください。再度エラーと

なる場合は，File Services Manager の
全ログファイルをダウンロードして，

保守員に連絡してください。ログファ

イルのダウンロード方法については，

「トラブルシューティングガイド」を参

照してください。
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C
ライセンス

HVFP/HDI のライセンスについて説明します。

r C.1 HVFP のライセンス（クラスタ構成の場合）

r C.2 HVFP のライセンス（シングルノード構成の場合）

r C.3 HDI のライセンス
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C.1 HVFP のライセンス（クラスタ構成の場合）
クラスタ構成の HVFP のライセンス体系を次の表に示します。

表 C-1 HVFP のライセンス（クラスタ構成の場合）

ライセンス名 説明

Hitachi Basic Operating System
File Extension

HVFP のシステムの基本的な機能を利用するためのライセンスです。

Hitachi File Remote Replicator Hitachi File Remote Replicator を使用するためのライセンス（オプショ

ン）です。

Hitachi File Remote Replicator を使用して差分スナップショットを別

のサイトに遠隔バックアップするときに必要です。

Hitachi File Retention Utility WORM 対応ファイルシステムを作成するためのライセンス（オプショ

ン）です。

WORM に対応したファイルシステムを運用するときに必要です。

Hitachi File Migrator HVFP のファイルシステムのデータを HCP にマイグレートするための

ライセンス（オプション）です。

HCP と連携して運用するときに必要です。

Hitachi File System Importer ほかのファイルサーバのデータを HVFP にインポートするためのライ

センス（オプション）です。

ほかのファイルサーバからデータをインポートするときに必要です。

Hitachi Dynamic Tiering for File ファイルシステムを階層構成で運用するためのライセンス（オプション）

です。

ファイルの種類や利用頻度に応じた 適なディスクドライブにファイル

を移動させるときに必要です。

Enterprise Storage Connection ストレージシステムに Virtual Storage Platform または Universal
Storage Platform V/VM を使用するときに必要なライセンス（オプショ

ン）です。

C.2 HVFP のライセンス（シングルノード構成の場合）
シングルノード構成の HVFP のライセンス体系を次に示します。HVFP にストレージシステムを

接続して使用しているかどうかによって，ライセンス体系が異なります。

表 C-2 HVFP のライセンス（シングルノード構成でストレージシステムを使用しない場合）

ライセンス名 説明

Hitachi Basic Operating System
File Extension for Entry

基本的な機能を利用するためのライセンスです。

このライセンスで，WORM に対応したファイルシステムを運用したり，

HCP と連携して運用したりすることもできます。

Hitachi Basic Operating System
File Extension for Entry with
Data Encryption Feature

基本的な機能およびユーザー LU の暗号化機能を利用するためのライセ

ンスです。

このライセンスで，WORM に対応したファイルシステムを運用したり，

HCP と連携して運用したりすることもできます。

Hitachi File Remote Replicator Hitachi File Remote Replicator を使用するためのライセンス（オプショ

ン）です。

Hitachi File Remote Replicator を使用して差分スナップショットを別

のサイトに遠隔バックアップするときに必要です。

Hitachi File System Importer ほかのファイルサーバのデータを HVFP にインポートするためのライ

センス（オプション）です。

ほかのファイルサーバからデータをインポートするときに必要です。
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表 C-3 HVFP のライセンス（シングルノード構成でストレージシステムを使用する場合）

ライセンス名 説明

Hitachi Basic Operating System
File Extension

基本的な機能を利用するためのライセンスです。

Hitachi File Remote Replicator Hitachi File Remote Replicator を使用するためのライセンス（オプショ

ン）です。

Hitachi File Remote Replicator を使用して差分スナップショットを別

のサイトに遠隔バックアップするときに必要です。

Hitachi File Retention Utility WORM 対応ファイルシステムを作成するためのライセンス（オプショ

ン）です。

WORM に対応したファイルシステムを運用するときに必要です。

Hitachi File Migrator HVFP のファイルシステムのデータを HCP にマイグレートするための

ライセンス（オプション）です。

HCP と連携して運用するときに必要です。

Hitachi File System Importer ほかのファイルサーバのデータを HVFP にインポートするためのライ

センス（オプション）です。

ほかのファイルサーバからデータをインポートするときに必要です。

C.3 HDI のライセンス
HDI のライセンス体系を次に示します。

表 C-4 HDI のライセンス

ライセンス名 説明

Hitachi Basic Operating System
File Extension for Entry

HDI のシステムの基本的な機能を利用するためのライセンスです。

このライセンスで，WORM に対応したファイルシステムを運用したり，

HCP と連携して運用したりすることもできます。

Hitachi Basic Operating System
File Extension for Entry with
Data Encryption Feature

HDI のシステムの基本的な機能およびユーザー LU の暗号化機能を利

用するためのライセンスです。

このライセンスで，WORM に対応したファイルシステムを運用したり，

HCP と連携して運用したりすることもできます。

Hitachi File System Importer ほかのファイルサーバのデータを HDI にインポートするためのライセ

ンス（オプション）です。

ほかのファイルサーバからデータをインポートするときに必要です。
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D
HFRR ペアの状態遷移

Hitachi File Remote Replicator では，システム管理者は HFRR ペア単位で操作を実行します。シ

ステム管理者の操作やエラーの発生などによって，HFRR ペアの状態が変わります。また，HFRR
ペアの状態によって，実行できる操作と実行できない操作があります。

r D.1 HFRR ペアの基本的な状態遷移

r D.2 HFRR ペアの状態と操作の可否
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D.1 HFRR ペアの基本的な状態遷移
HFRR ペアの基本的な状態遷移を次に示します。

図 D-1 HFRR ペアの基本的な状態遷移

D.2 HFRR ペアの状態と操作の可否
HFRR ペアの状態と操作の可否を次の表に示します。
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表 D-1 HFRR ペアの状態と操作の可否（その 1）

操作
（コマンド）

HFRR ペアの状態

cancel cancel-
error copy※1 copy-

error※1 disable fullcopy

コピーの開始・再開

（ruscopy）
　×　 　×　 　×　 　○※2　 　×　 　×　

コピーの中断

（ruscopycancel）
　×　 　×　 　○　 － 　×　 　○　

コピーの取り消し

（ruscopycancel
--cancel）

　○　 　○　 　○　 　○　 　×　 　○　

HFRR ペアの解除※3

（ruspairdelete）
　×　 　○　 　×　 　○　 　○　 　×　

HFRR ペアの無効化

（ruspairdisable）
　×　 　○　 　×　 　○※4※5　 － 　×　

HFRR ペアの有効化

（ruspairenable）
　×　 　×　 　×　 　×　 　○※6　 　×　

（凡例）

○：実行できる　×：実行できない　－：実行しても何も変わらない

注

「○」または「－」であっても，ベースライン差分スナップショットおよびコピー中の差分ス

ナップショットが両サイトで不一致な状態で実行すると，エラーになることがあります。

注※1
WORM 対応ファイルシステムの場合，次の状態になることがあります。

・copy (resync in progress)
・copy-error (resync in progress)

注※2
中断時点からコピーが再開されます。

注※3
コピーが一度も完了していない状態で実行すると，セカンダリーファイルシステムは不整合な

状態になることがあります。

注※4
コピーが一度も完了していない状態で実行するとエラーになります。

注※5
copy-error (resync in progress)の場合に実行するとエラーになります。

注※6
HFRR ペアの状態が両サイトで不一致な状態で実行すると，エラーになります。

表 D-2 HFRR ペアの状態と操作の可否（その 2）

操作
（コマンド）

HFRR ペアの状態

nobaseline pair※1 restoring restore-
error suspend※1 --

コピーの開始・再開

（ruscopy）
　○※2　 　○※3

　

　×　 　×　 　○※4　 　×　
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操作
（コマンド）

HFRR ペアの状態

nobaseline pair※1 restoring restore-
error suspend※1 --

コピーの中断

（ruscopycancel）
　×　 　×　 　×　 　×　 － 　×　

コピーの取り消し

（ruscopycancel
--cancel）

　×　 　×　 　×　 　×　 　○　 　×　

HFRR ペアの解除※5

（ruspairdelete）
　○　 　○　 　○　 　○　 　○　 　○　

HFRR ペアの無効化

（ruspairdisable）
　×　 　○※6

　

　○　 　○　 　○※6※7　 　×　

HFRR ペアの有効化

（ruspairenable）
　×　 －※8 　×　 　×　 　×　 　×　

（凡例）

○：実行できる　×：実行できない　－：実行しても何も変わらない

注

「○」または「－」であっても，ベースライン差分スナップショットおよびコピー中の差分ス

ナップショットが両サイトで不一致な状態で実行すると，エラーになることがあります。

注※1
WORM 対応ファイルシステムの場合，次の状態になることがあります。

・pair (disable required)
・pair (resync in progress)
・suspend (resync in progress)

注※2
全コピーが実行されます。

注※3
差分コピーが実行されます。

注※4
中断時点からコピーが再開されます。

注※5
コピーが一度も完了していない状態で実行すると，セカンダリーファイルシステムは不整合な

状態になることがあります。

注※6
pair (resync in progress)または suspend (resync in progress)の場合に実行

するとエラーになります。

注※7
コピーが一度も完了していない状態で実行するとエラーになります。

注※8
HFRR ペアの状態が両サイトで不一致な状態で実行すると，エラーになります。

また，pair状態の場合，ruspairenableコマンドで--reverseオプションは指定できませ

ん。
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HFRR ペアの状態は，ruspairlistコマンドで確認してください。
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