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SUSE 12.
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 と NetApp ONTAP を
使用する
Linux Unified Host Utilities のインストール
NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32
ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください
必要なものを確認します。
Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリテ
ィを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポ
ートが設定に関する情報を収集できるようになります。
現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリ
ティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。
1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロード
します "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。
「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット
このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされま
す。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマン
ドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返
します。
次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/
device
host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)
lun-pathname filename
adapter protocol size
Product
------------------------------------------------------------------------data_vserver
/vol/vol1/lun1
/dev/sdb
host16
FCP
120.0g cDOT
data_vserver
/vol/vol1/lun1
/dev/sdc
host15
FCP
120.0g cDOT
data_vserver
/vol/vol2/lun2
/dev/sdd
host16
FCP
120.0g cDOT
data_vserver
/vol/vol2/lun2
/dev/sde
host15
FCP
120.0g cDOT
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SAN ブート中です
SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp
Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート
BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。
手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。
複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。
3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にしま
す。
HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 の場合、 /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要があります
が、ファイルに特定の変更を加える必要はありません。SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 は、 ONTAP
LUN を認識して適切に管理するために必要なすべての設定でコンパイルされます。
「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA
および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。
オール SAN アレイ構成
All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化さ
れています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。
次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1 sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1 sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
|- 1:0:9:1 sdc 8:32 active ready running
`- 2:0:9:1 sde 8:64 active ready running

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ
障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。
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Non-ASA の設定
ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「ア
クティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先
度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されてい
ないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。
次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対す
る正しい出力を表示します。

#multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ
障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 OS は、 ONTAP LUN を認識し、すべての設定パラメータを正しく自
動的に設定するようにコンパイルされています。マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」フ
ァイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイト
ファイルを作成できます
このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「
multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。
不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。
「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特
定します。
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blacklist {
wwid <DevId>
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
}
この例では '`d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです
手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

blacklist {
wwid
360030057024d0730239134810c0cb833
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
}

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認し
てください次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホ
ストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、
ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、
ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解し
たうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。
パラメータ

設定

detect_prio

はい。

DEV_DETION_TMO

" 無限 "

フェイルバック

即時

fast_io_fail_TMO

5.

の機能

"2 pg_init_retries 50"

flush_on_last_del

はい。

hardware_handler

0

パスの再試行なし

キュー
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パラメータ

設定

path_checker です

" tur "

path_grouping_policy

「 group_by_prio 」

path_selector

"service-time 0"

polling _interval （ポーリング間隔）

5.

Prio

ONTAP

プロダクト

LUN. *

retain_attached _hw_handler

はい。

RR_weight を指定します

" 均一 "

ユーザーフレンドリ名

いいえ

ベンダー

ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf フ
ァイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続さ
れた他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用
にパラメータを修正できます。

defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
}
devices {
device {
vendor "NETAPP "
product "LUN.*"
no_path_retry queue
path_checker tur
}
}

既知の問題および制限
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NetApp バグ ID

タイトル

説明

"1284293"

ストレージフェイルオー
バー処理中に、 QLogic
QLE2562 8GB FC HBA を
搭載した SLES12 SP5 で
カーネルの停止が発生し
ます

QLogic QLE2562 ファイ "1157966"
バチャネル（ FC ）ホス
トバスアダプタ（ HBA ）
を搭載した SLES12 SP5
カーネルで、ストレージ
フェイルオーバー処理中
にカーネルが停止しま
す。カーネルが中断する
と SLES12 SP5 が再起動
し、アプリケーションが
停止します。kdump メカ
ニズムが有効になってい
る場合、カーネルが停止
すると、 /var/crash/ ディ
レクトリにある vmcore
ファイルが生成されま
す。vmcore ファイルをチ
ェックして、停止の原因
を特定します。QLogic
QLE2562 HBA イベント
を使用したストレージフ
ェイルオーバーは、「
thread_Info ：
8affffedf723c2c0 」モジュ
ールに影響します。次の
文字列を検索して、
vmcore ファイルでこのイ
ベントを探します。
"[thread _Info:
ffff8aedf723c2c0]"カーネ
ルが停止したら、ホスト
OS をリブートしてリカバ
リできるようにします。
次に、アプリケーション
を再起動します。

Bugzilla ID

リリースノート
ASM ミラーリング
ASM ミラーリングでは、 ASM が問題を認識して代替の障害グループに切り替えるために、 Linux マルチパ
ス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用され
ます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部の
サイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供し
ています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

NetApp ONTAP で SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 を
使用する方法
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Linux Unified Host Utilities のインストール
NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32
ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください
必要なものを確認します。
Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリテ
ィを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポ
ートが設定に関する情報を収集できるようになります。
現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリ
ティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。
1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロード
します "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。
「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット
このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされま
す。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマン
ドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返
します。
次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/
device
host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)
lun-pathname filename
adapter protocol size
Product
------------------------------------------------------------------------data_vserver
/vol/vol1/lun1
/dev/sdb
host16
FCP
120.0g cDOT
data_vserver
/vol/vol1/lun1
/dev/sdc
host15
FCP
120.0g cDOT
data_vserver
/vol/vol2/lun2
/dev/sdd
host16
FCP
120.0g cDOT
data_vserver
/vol/vol2/lun2
/dev/sde
host15
FCP
120.0g cDOT

SAN ブート中です
SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp
Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート
BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。
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手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。
複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。
3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にしま
す。
HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 の場合は、 /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要があります
が、ファイルに特定の変更を加える必要はありません。SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 は、 ONTAP
LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定でコンパイルされています。
「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA
および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。
オール SAN アレイ構成
All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化さ
れています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。
次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1 sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1 sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
|- 1:0:9:1 sdc 8:32 active ready running
`- 2:0:9:1 sde 8:64 active ready running

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ
障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。
Non-ASA の設定
ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「ア
クティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先
度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されてい
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ないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。
次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対す
る正しい出力を表示します。

#multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ
障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 OS は、 ONTAP LUN を認識し、すべての構成パラメータを自動的に
正しく設定するようにコンパイルされました。マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファ
イルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトフ
ァイルを作成できます
このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「
multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。
不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。
「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特
定します。

blacklist {
wwid <DevId>
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
}
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この例では '`d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです
手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

blacklist {
wwid
360030057024d0730239134810c0cb833
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
}

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認し
てください次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホ
ストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、
ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、
ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解し
たうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。
パラメータ

設定

detect_prio

はい。

DEV_DETION_TMO

" 無限 "

フェイルバック

即時

fast_io_fail_TMO

5.

の機能

"2 pg_init_retries 50"

flush_on_last_del

はい。

hardware_handler

0

パスの再試行なし

キュー

path_checker です

" tur "

path_grouping_policy

「 group_by_prio 」

path_selector

"service-time 0"

polling _interval （ポーリング間隔）

5.

Prio

ONTAP

プロダクト

LUN. *
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パラメータ

設定

retain_attached _hw_handler

はい。

RR_weight を指定します

" 均一 "

ユーザーフレンドリ名

いいえ

ベンダー

ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf フ
ァイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続さ
れた他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用
にパラメータを修正できます。

defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
}
devices {
device {
vendor "NETAPP "
product "LUN.*"
no_path_retry queue
path_checker tur
}
}

既知の問題および制限
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 では、既知の問題はありません。

リリースノート
ASM ミラーリング
ASM ミラーリングでは、 ASM が問題を認識して代替の障害グループに切り替えるために、 Linux マルチパ
ス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用され
ます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部の
サイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供し
ています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。

NetApp ONTAP での SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3
の使用
Linux Unified Host Utilities のインストール
NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32
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ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください
必要なものを確認します。
Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリテ
ィを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポ
ートが設定に関する情報を収集できるようになります。
現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリ
ティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。
1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロード
します "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。
「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット
このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされま
す。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマン
ドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返
します。
次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/
device
host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)
lun-pathname filename
adapter protocol size
Product
------------------------------------------------------------------------data_vserver
/vol/vol1/lun1
/dev/sdb
host16
FCP
120.0g cDOT
data_vserver
/vol/vol1/lun1
/dev/sdc
host15
FCP
120.0g cDOT
data_vserver
/vol/vol2/lun2
/dev/sdd
host16
FCP
120.0g cDOT
data_vserver
/vol/vol2/lun2
/dev/sde
host15
FCP
120.0g cDOT

SAN ブート中です
SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp
Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート
BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。
手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
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2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。
複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。
3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にしま
す。
HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 の場合は、 /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要があります
が、ファイルに特定の変更を加える必要はありません。SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 は、 ONTAP
LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定でコンパイルされています。
「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA
および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。
オール SAN アレイ構成
All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化さ
れています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。
次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1 sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1 sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
|- 1:0:9:1 sdc 8:32 active ready running
`- 2:0:9:1 sde 8:64 active ready running

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ
障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。
Non-ASA の設定
ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「ア
クティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先
度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されてい
ないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。
次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対す
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る正しい出力を表示します。

# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ
障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 OS は、 ONTAP LUN を認識し、すべての構成パラメータを正しく自
動的に設定するようにコンパイルされています。マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」フ
ァイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイト
ファイルを作成できます
このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「
multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。
不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。
「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特
定します。

blacklist {
wwid <DevId>
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
}
この例では '`d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです
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手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

blacklist {
wwid
360030057024d0730239134810c0cb833
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
}

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認し
てください次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホ
ストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、
ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、
ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解し
たうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。
パラメータ

設定

detect_prio

はい。

DEV_DETION_TMO

" 無限 "

フェイルバック

即時

fast_io_fail_TMO

5.

の機能

"2 pg_init_retries 50"

flush_on_last_del

はい。

hardware_handler

0

パスの再試行なし

キュー

path_checker です

" tur "

path_grouping_policy

「 group_by_prio 」

path_selector

"service-time 0"

polling _interval （ポーリング間隔）

5.

Prio

ONTAP

プロダクト

LUN. *

retain_attached _hw_handler

はい。

RR_weight を指定します

" 均一 "
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パラメータ

設定

ユーザーフレンドリ名

いいえ

ベンダー

ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf フ
ァイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続さ
れた他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用
にパラメータを修正できます。

defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
}
devices {
device {
vendor "NETAPP "
product "LUN.*"
no_path_retry queue
path_checker tur
}
}

既知の問題および制限
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NetApp バグ ID

タイトル

説明

"1089555"

ストレージフェイルオー
バー処理中に、 Emulex
LPe16002 16Gb FC 搭載
の SLES12 SP3 でカーネ
ル停止が発生しました

Emulex LPe16002 HBA 搭 "1042847"
載の SLES12 SP3 では、
ストレージフェイルオー
バー処理中にカーネルが
停止することがありま
す。カーネルの中断によ
り、オペレーティングシ
ステムのリブートが求め
られ、アプリケーション
が停止します。kdump が
設定されている場合、カ
ーネルが停止すると
/var/crash/ ディレクトリ
に vmcore ファイルが生
成されます。vmcore ファ
イルで障害の原因を調査
できます。例：観察され
た場合、カーネルの中断
はモジュール「
lpfc_sLI_ringtxcmpl_put+5
1 」で確認され、 vmcore
ファイルに記録されま
す。例外 RIP ：
lpfc_sLI_ringtxcmpl_put+5
1 。ホストオペレーティ
ングシステムをリブート
し、アプリケーションを
再起動して、カーネルの
停止後にオペレーティン
グシステムをリカバリし
ます。

Bugzilla ID
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NetApp バグ ID

タイトル

説明

"1089561"

ストレージフェイルオー
バー処理中に、 Emulex
LPe32002 32Gb FC 搭載
の SLES12 SP3 でカーネ
ル停止が発生します

Emulex LPe32002 HBA 搭 "1042807"
載の SLES12 SP3 では、
ストレージフェイルオー
バー処理中にカーネルが
停止することがありま
す。カーネルの中断によ
り、オペレーティングシ
ステムのリブートが求め
られ、アプリケーション
が停止します。kdump が
設定されている場合、カ
ーネルが停止すると
/var/crash/ ディレクトリ
に vmcore ファイルが生
成されます。vmcore ファ
イルで障害の原因を調査
できます。例：観察され
たケースでは、カーネル
の中断が「
lpfc_sLI_free_hbq+76 」
モジュールで確認され、
vmcore ファイルに記録さ
れています。例外 RIP ：
lpfc_sLI_free_hbq+76 。
ホストオペレーティング
システムをリブートし、
アプリケーションを再起
動して、カーネルの停止
後にオペレーティングシ
ステムをリカバリしま
す。
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Bugzilla ID

NetApp バグ ID

タイトル

説明

"1117248"

ストレージフェイルオー
バー処理中に、 QLogic
QLE2562 8GB FC を搭載
した SLES12SP3 でカー
ネルの中断が発生しまし
た

QLogic QLE2562 HBA を "1062496"
使用した Sles12sp3 カー
ネル（ kernel-default4.4.82-6.4.1 ）でのストレ
ージフェイルオーバー処
理中に、カーネルパニッ
クが発生してカーネルが
停止したことが確認され
ました。カーネルがパニ
ックすると、オペレーテ
ィングシステムがリブー
トし、アプリケーション
が停止します。kdump が
設定されている場合、カ
ーネルパニックにより
/var/crash/ ディレクトリ
の下に vmcore ファイル
が生成されます。カーネ
ルがパニックした場合、
vmcore ファイルを使用し
て原因の障害を把握でき
ます。例：この場合、「
blk_finish_request+289 」
モジュールでパニックが
発生しました。カーネル
停止後、 vmcore ファイ
ルに「 exception RIP ：
blk_finish_request + 289
」という文字列で記録さ
れます。ホスト OS を再
起動して、オペレーティ
ングシステムをリカバリ
できます。必要に応じ
て、アプリケーションを
再起動できます。

Bugzilla ID
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NetApp バグ ID

タイトル

説明

"1117261"

ストレージフェイルオー
バー処理中に、 Qlogic
QLE2662 16Gb FC を使
用する SLES12SP3 でカ
ーネル停止が発生するこ
とが確認されました

Qlogic QLE2662 HBA を "1062508."
使用して Sles12sp3 カー
ネル（ kernel-default4.4.82-6.3.1 ）でストレー
ジフェイルオーバーを実
行する際に、カーネルが
停止することがありま
す。これにより、オペレ
ーティングシステムのリ
ブートが要求され、アプ
リケーションが停止しま
す。kdump が設定されて
いる場合、カーネルが停
止すると /var/crash/ ディ
レクトリに vmcore ファ
イルが生成されま
す。vmcore ファイルを使
用して、障害の原因を把
握できます。例：この場
合、カーネルの停止はモ
ジュール「不明または無
効なアドレス」で確認さ
れ、文字列例外 RIP ：不
明または無効なアドレス
を使用して vmcore ファ
イルに記録されます。カ
ーネルの停止後、オペレ
ーティングシステムをリ
カバリするには、ホスト
オペレーティングシステ
ムをリブートし、必要に
応じてアプリケーション
を再起動します。
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Bugzilla ID

NetApp バグ ID

タイトル

説明

"1117274"

ストレージフェイルオー
バー処理中に、 Emulex
LPe16002 16Gb FC を使
用する SLES12SP3 でカ
ーネル停止が発生します

Emulex LPe16002 HBA を "1062514"
搭載した Sles12sp3 カー
ネル（ kernel-default4.4.87-3.1 ）でストレージ
フェイルオーバー処理を
実行すると、カーネルの
停止が発生することがあ
ります。これにより、オ
ペレーティングシステム
のリブートが要求され、
アプリケーションが停止
します。kdump が設定さ
れている場合、カーネル
が停止すると、
/var/crash/ ディレクトリ
に vmcore ファイルが生
成されます。vmcore ファ
イルを使用して、障害の
原因を把握できます。例
：この例では、モジュー
ル「
raw_spin_lock_irqsave
+30 」でカーネルの中断
が確認され、次の文字列
を使用して vmcore ファ
イルに記録されていま
す。– exception
RIP:_raw_spin_lock_irqsa
ve +30カーネルの停止
後、オペレーティングシ
ステムをリカバリするに
は、ホストオペレーティ
ングシステムをリブート
し、必要に応じてアプリ
ケーションを再起動しま
す。

Bugzilla ID

リリースノート
ASM ミラーリング
ASM ミラーリングでは、 ASM が問題を認識して代替の障害グループに切り替えるために、 Linux マルチパ
ス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用され
ます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部の
サイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供し
ています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。
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NetApp ONTAP で SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 を
使用している
Linux Unified Host Utilities のインストール
NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32
ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください
必要なものを確認します。
Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリテ
ィを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポ
ートが設定に関する情報を収集できるようになります。
現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリ
ティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。
1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロード
します "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。
「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット
このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされま
す。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマン
ドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返
します。
次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/
device
host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)
lun-pathname filename
adapter protocol size
Product
------------------------------------------------------------------------data_vserver
/vol/vol1/lun1
/dev/sdb
host16
FCP
120.0g cDOT
data_vserver
/vol/vol1/lun1
/dev/sdc
host15
FCP
120.0g cDOT
data_vserver
/vol/vol2/lun2
/dev/sdd
host16
FCP
120.0g cDOT
data_vserver
/vol/vol2/lun2
/dev/sde
host15
FCP
120.0g cDOT
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SAN ブート中です
SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp
Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート
BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。
手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。
複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。
3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にしま
す。
HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 では、 /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、
ファイルに特定の変更を加える必要はありません。SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 は、 ONTAP LUN
を認識して正しく管理するために必要なすべての設定でコンパイルされています。
「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA
および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。
オール SAN アレイ構成
All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化さ
れています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。
次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1 sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1 sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
|- 1:0:9:1 sdc 8:32 active ready running
`- 2:0:9:1 sde 8:64 active ready running

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ
障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

23

Non-ASA の設定
ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「ア
クティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先
度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されてい
ないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。
次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対す
る正しい出力を表示します。

# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ
障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 OS は、 ONTAP LUN を認識し、すべての設定パラメータを正しく自
動的に正しく設定するようにコンパイルされています。マルチパスデーモンを開始するには、「
multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用し
て空のゼロバイトファイルを作成できます
このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「
multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。
不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。
「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特
定します。
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blacklist {
wwid <DevId>
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
}
この例では '`d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです
手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

blacklist {
wwid
360030057024d0730239134810c0cb833
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
}

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認し
てください次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホ
ストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、
ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、
ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解し
たうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。
パラメータ

設定

detect_prio

はい。

DEV_DETION_TMO

" 無限 "

フェイルバック

即時

fast_io_fail_TMO

5.

の機能

"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"

flush_on_last_del

はい。

hardware_handler

0

path_checker です

" tur "
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パラメータ

設定

path_grouping_policy

「 group_by_prio 」

path_selector

"service-time 0"

polling _interval （ポーリング間隔）

5.

Prio

ONTAP

プロダクト

LUN. *

retain_attached _hw_handler

はい。

RR_weight を指定します

" 均一 "

ユーザーフレンドリ名

いいえ

ベンダー

ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合、「 multipath.conf 」
ファイルは「 path_checker 」および「 detect_prio 」の値を定義しますが、 ONTAP LUN と互換性はありま
せん。ホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用
して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

defaults {
path_checker readsector0
detect_prio no
}
devices {
device {
vendor "NETAPP "
product "LUN.*"
path_checker tur
detect_prio yes
}
}

既知の問題および制限
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 には既知の問題はありません。

リリースノート
ASM ミラーリング
ASM ミラーリングでは、 ASM が問題を認識して代替の障害グループに切り替えるために、 Linux マルチパ
ス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用され
ます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部の
サイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供し
ています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。
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SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 と NetApp ONTAP を
使用している
Linux Unified Host Utilities のインストール
NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32
ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください
必要なものを確認します。
Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリテ
ィを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポ
ートが設定に関する情報を収集できるようになります。
現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリ
ティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。
1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロード
します "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。
「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット
このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされま
す。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマン
ドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返
します。
次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/
device
host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)
lun-pathname filename
adapter protocol size
Product
------------------------------------------------------------------------data_vserver
/vol/vol1/lun1
/dev/sdb
host16
FCP
120.0g cDOT
data_vserver
/vol/vol1/lun1
/dev/sdc
host15
FCP
120.0g cDOT
data_vserver
/vol/vol2/lun2
/dev/sdd
host16
FCP
120.0g cDOT
data_vserver
/vol/vol2/lun2
/dev/sde
host15
FCP
120.0g cDOT
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SAN ブート中です
SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp
Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート
BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。
手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。
複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。
3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にしま
す。
HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 の場合は、 /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要があります
が、ファイルに特定の変更を加える必要はありません。SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 は、 ONTAP
LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定でコンパイルされます。
「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA
および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。
オール SAN アレイ構成
All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化さ
れています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。
次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1 sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1 sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
|- 1:0:9:1 sdc 8:32 active ready running
`- 2:0:9:1 sde 8:64 active ready running

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ
障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。
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Non-ASA の設定
ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「ア
クティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先
度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されてい
ないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。
次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対す
る正しい出力を表示します。

# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ
障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 OS は、 ONTAP LUN を認識し、すべての設定パラメータを正しく自
動的に正しく設定するようにコンパイルされています。マルチパスデーモンを開始するには、「
multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用し
て空のゼロバイトファイルを作成できます
このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「
multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。
不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。
「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特
定します。
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blacklist {
wwid <DevId>
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
}
この例では '`d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです
手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

blacklist {
wwid
360030057024d0730239134810c0cb833
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
}

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認し
てください次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホ
ストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、
ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、
ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解し
たうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。
パラメータ

設定

detect_prio

はい。

DEV_DETION_TMO

" 無限 "

フェイルバック

即時

fast_io_fail_TMO

5.

の機能

"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"

flush_on_last_del

はい。

hardware_handler

0

path_checker です

" tur "
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パラメータ

設定

path_grouping_policy

「 group_by_prio 」

path_selector

"service-time 0"

polling _interval （ポーリング間隔）

5.

Prio

ONTAP

プロダクト

LUN. *

retain_attached _hw_handler

はい。

RR_weight を指定します

" 均一 "

ユーザーフレンドリ名

いいえ

ベンダー

ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合、「 multipath.conf 」
ファイルは「 path_checker 」および「 detect_prio 」の値を定義しますが、 ONTAP LUN と互換性はありま
せん。ホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用
して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

defaults {
path_checker readsector0
detect_prio no
}
devices {
device {
vendor "NETAPP "
product "LUN.*"
path_checker tur
detect_prio yes
}
}

既知の問題および制限
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 には既知の問題はありません。

リリースノート
ASM ミラーリング
ASM ミラーリングでは、 ASM が問題を認識して代替の障害グループに切り替えるために、 Linux マルチパ
ス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用され
ます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部の
サイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供し
ています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。
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SUSE Linux Enterprise Server 12 と NetApp ONTAP を使用
する
Linux Unified Host Utilities のインストール
NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32
ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください
必要なものを確認します。
Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリテ
ィを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポ
ートが設定に関する情報を収集できるようになります。
現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリ
ティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。
1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロード
します "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。
「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

SAN ツールキット
このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされま
す。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマン
ドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返
します。
次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/
device
host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)
lun-pathname filename
adapter protocol size
Product
------------------------------------------------------------------------data_vserver
/vol/vol1/lun1
/dev/sdb
host16
FCP
120.0g cDOT
data_vserver
/vol/vol1/lun1
/dev/sdc
host15
FCP
120.0g cDOT
data_vserver
/vol/vol2/lun2
/dev/sdd
host16
FCP
120.0g cDOT
data_vserver
/vol/vol2/lun2
/dev/sde
host15
FCP
120.0g cDOT
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SAN ブート中です
SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp
Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート
BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。
手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。
複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。
3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にしま
す。
HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス
SUSE Linux Enterprise Server 12 の場合、 /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、フ
ァイルに特定の変更を加える必要はありません。SUSE Linux Enterprise Server 12 は、 ONTAP LUN を認識
して適切に管理するために必要なすべての設定でコンパイルされています。
「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA
および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。
オール SAN アレイ構成
All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化さ
れています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。
次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1 sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1 sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
|- 1:0:9:1 sdc 8:32 active ready running
`- 2:0:9:1 sde 8:64 active ready running

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ
障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。
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Non-ASA の設定
ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「ア
クティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先
度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されてい
ないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。
次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対す
る正しい出力を表示します。

# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ
障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定
SUSE Linux Enterprise Server 12 OS は、 ONTAP LUN を認識し、すべての設定パラメータを自動的に正しく
設定するようにコンパイルされています。マルチパスデーモンを開始するには、「 multipath.conf 」ファイル
が存在している必要がありますが、「 touch /etc/multipath.conf 」コマンドを使用して空のゼロバイトファイ
ルを作成できます
このファイルを初めて作成するときに、マルチパスサービスの有効化と開始が必要になる場合があります。

# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、「
multipath.conf 」ファイルに直接何も追加する必要はありません。
不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。
「 <DevId> 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。次のコマンドを使用して WWID を特
定します。
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blacklist {
wwid <DevId>
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
}
この例では '`d`s はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです
手順

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

blacklist {
wwid
360030057024d0730239134810c0cb833
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
}

デフォルト設定を上書きする可能性のあるレガシー設定については '/etc/multipath.conf ファイルを必ず確認し
てください次の表に、 ONTAP LUN のクリティカルな「マルチパス」パラメータと必要な値を示します。ホ
ストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが上書きされた場合は、
ONTAP LUN に特に適用される「マルチパス .conf 」の後の行で修正する必要があります。そうしないと、
ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を十分に理解し
たうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。
パラメータ

設定

detect_prio

はい。

DEV_DETION_TMO

" 無限 "

フェイルバック

即時

fast_io_fail_TMO

5.

の機能

"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"

flush_on_last_del

はい。

hardware_handler

0

path_checker です

" tur "
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パラメータ

設定

path_grouping_policy

「 group_by_prio 」

path_selector

"service-time 0"

polling _interval （ポーリング間隔）

5.

Prio

ONTAP

プロダクト

LUN. *

retain_attached _hw_handler

はい。

RR_weight を指定します

" 均一 "

ユーザーフレンドリ名

いいえ

ベンダー

ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合、「 multipath.conf 」
ファイルは「 path_checker 」および「 detect_prio 」の値を定義しますが、 ONTAP LUN と互換性はありま
せん。ホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用
して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

defaults {
path_checker readsector0
detect_prio no
}
devices {
device {
vendor "NETAPP "
product "LUN.*"
path_checker tur
detect_prio yes
}
}

既知の問題および制限
NetApp バグ ID

タイトル

説明

Bugzilla ID

"873555"

scsi_dh_alua モジュール
は、ローカルブート時に
multipathd の起動時にロ
ードされません

scsi_dh_alua は、 Linux
ALUA デバイスハンドラ
モジュールです。ローカ
ルブート上では、
multipathd の起動中にロ
ードされません。このデ
バイスハンドラは、ター
ゲット側で ALUA が有効
になっている場合はロー
ドされません。

"908529"
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NetApp バグ ID

タイトル

説明

"863584"

SLES12 で DM デバイス
を作成すると、「
Conflicting device node
'/dev/mapper/360xx 」と
いうメッセージが画面に
表示されます

SLES 12 の /dev/mapper "903001"
ディレクトリにある DM
デバイスへのリンクを作
成できず、「 Conflicting
device node 」
/dev/mapper/360xx 」とい
うメッセージが表示され
る場合があります。

"847490"

マルチパスデーモンは、
SLES 12 でのパス障害を
示します

ストレージまたはファブ
リックの障害が発生した
I/O 中に、 SLES12 マル
チパスデーモンでパス障
害が発生することがあり
ます。

Bugzilla ID

"890854"

リリースノート
ASM ミラーリング
ASM ミラーリングでは、 ASM が問題を認識して代替の障害グループに切り替えるために、 Linux マルチパ
ス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP 上のほとんどの ASM 構成では、外部冗長性が使用され
ます。つまり、データ保護は外部アレイによって提供され、 ASM はデータをミラーリングしません。一部の
サイトでは、通常の冗長性を備えた ASM を使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供し
ています。を参照してください "ONTAP を基盤にした Oracle データベース" を参照してください。
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