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目的 

この学習ガイドは、Pure Storage FlashArrayアーキテクトプロフェッショナル試
験、試験番号FAP_001の準備を支援することを目的としています。

対象者

この独学ガイドは、独学で学びたい人や、実際にPure Storage FlashArrayアーキ
テクトプロフェッショナル試験を受ける前にアクティビティを見直したい人を対象
としています。このガイドは、Pure Storage製品を使用したトレーニングや実習の
代わりに使用することを意図していません。

この学習ガイドを最大限に活用する方法：この学習ガイドには、利用者にとって
使いやすい形式でPure Storage FlashArrayアーキテクトプロフェッショナル 
試験に関する主なトピックがまとめられています。このガイドは、試験の目的に 
しっかりと編成されていますが、試験に関する潜在的な質問がすべてカバーされ
ているわけではなく、実際に試験に合格することは保証されません。このガイド
は、FlashArrayの概念と管理をカバーした当社の無料のオンライントレーニング
や対面式トレーニングと併用されることをお薦めします。

Pure Storage認定に向けた学習の課程でこのガイドがお役に立てば幸いです。 
また、お客様からのご意見をお待ちしておりますので、 
certification@purestorage.com まで電子メールをお送りください。

PURE STORAGE 認定
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FLASHARRAYのアーキテクチャー
FlashArrayコントローラーには、Purity//FAソフトウェアを実行し、受信データをバッファに格納し、ストレージシェ
ルフ、他のコントローラー、およびホストにインターフェース接続するプロセッサーとメモリーの複合体が含まれま
す。FlashArrayコントローラーはステートレスです。つまり、FlashArrayに格納されているデータに関連するメタデータ
はすべてストレージシェルフ自体に含まれます。このため、アレイのコントローラーはいつでもデータの損失なく置き
換えられます。

FlashArrayに格納されているデータは、連続的に再編成されます。これにより、物理ストレージの使用率を向上させ、
ホストによる上書きまたは削除に取って代わられたデータが占有していたストレージを回収します。

IOがファブリックを横断してアクティブ/アクティブ構成のPure Storageコントローラーに到達した後、このIOはDRAM

にバッファーされてから、コントローラーの外部の2つのNVRAMデバイスにステージングされます。この処理が完了
した後、データは現在完全に永続化されているため、データが安全であることを検証するために書き込み確認がホ
ストに返信されます。電源のバックアップやスタンバイ電源の供給は必要ありません。

• 完全にステートレスのコントローラー: 移動中の構成情報およびデータはすべて、冗長なNVRAMデバイスに
格納されます。とは言うものの、1つのコントローラー、あるいは両方のコントローラーさえ失う可能性があり
ます。この場合、数分以内にこれらを交換してバックアップして稼働させることができます。コントローラー内の
DRAMに格納されている状態は、システムがバックアップされたときにNVRAM内のデータから再生できます。 
シンプルかつ簡単であり、お客様が管理したり心配したりする必要はありません。

• 効率化テクノロジーのためのステージング：NVRAMを使用すると、データがFlashModuleに書き込まれる前
に、重複排除、圧縮、パターン除去、およびシンプロビジョニングが可能になるため、フラッシュメディアの寿命が
伸びます。

• SSDから離れたバッファー書き込み

• 電源のバックアップまたはスタンバイ電源供給の必要なし

PURE STORAGE 認定
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DirectFlash™は、洗練された(ただし、技術的に難しい)アプローチを採用しています。SSDを使用する代わりに、物理
NANDフラッシュを使用し、これを高速ネットワーキングと接続し(高度なFlashBlade™の場合はNVMe over PCIe)、 
フラッシュがスマートストレージソフトウェアと直接対話できるようにします。

DirectFlashモジュールは、非常にシンプルなハードウェアの一部で、その唯一の働きは、超並列型NVMeパイプを介
してフラッシュの大規模プールをFlashArrayに接続することです。この時点から、DirectFlashソフトウェアがその真価
を発揮します。このソフトウェアは、フラッシュプール全体にわたってグローバルにSSDで行われていたフラッシュ管
理を対象としたあらゆるインテリジェンスを実現します。

ここでのアーキテクチャー上のメリットは、並列処理により、コントローラー内の各プロセッサーの各コアが
DirectFlashモジュールごとに専用のキューを持つことが可能になることです。ちなみに、当社の従来のSSDベースの
フラッシュモジュールでは、キューの深さを8に設定できます。このため、DirectFlashモジュールは並列処理で32倍の
向上を実現できます。並列処理以上に重要なのが、DFMに対するIOが予測可能になることです。これは、ビットアドレ
ス指定が可能であり、各フラッシュブロックに対するアクセス時間が一貫しているため、フラッシュの待ち時間の推測
作業が不要になります。

また、DFMは100%のプロビジョニングが可能です。つまり、PurityとDirectFlashソフトウェアからはシステム内のフラ
ッシュが100%「見えます」。従来のコンシューマーSSDは～8%のオーバープロビジョニングが設定されており、パフォ
ーマンスエンタープライズSASおよびNVMe SSDは最大50%のオーバープロビジョニングが可能です。または、ただ
単にフラッシュをシステムから見えないようにします。この100%のプロビジョニングとDirectFlashソフトウェアの、より
効率的なグローバルフラッシュ管理を組み合わせることで、DFMは、同じRAWフラッシュから14～36%より高い実効
容量を提供できます。

当社の新しいDirectFlashシェルフの基盤はNVMe over Fabricsです。FlashArray//Xシャーシで使用されていたもの
とまったく同じDirectFlashモジュールが、DirectFlashシェルフでも使用されています。DirectFlashシェルフは、50Gb/

secを超えるイーサネット上で動作するRoCEを介してFlashArray//Xに接続します。当社の新しいDirectFlashシェルフ
コントローラーは、(PCIeを介して) NVMe over FabricsとNVMeの間の変換を行います。この変換は、コマンドと応答
が全体にわたってNVMe内で行われるため、シンプルです。シェルフコントローラーは、データの移動をRoCEハード 
ウェアにオフロードします。当社のソフトウェアは、ロックレスかつマルチコアの高度なアーキテクチャーを使用して
構築されているため非常に効率的であり、コンテキストスイッチなしでポーリングモードで動作します。

RAID-HAは、修正不能な読み取りエラーやデバイス障害が原因であるデータの損失を防止するためのFlashArrayの
動的マルチレベルスキームです。RAID-HAは、読み取りエラーの回復の影響を最小限に抑え、格納済データの性質や
アレイ内の状態に基づいて保護パラメーターを自動的に調整します。

注力分野
• FlashArrayを構成するコンポーネントを確認する
• ステートレスコントローラーからのメタデータへの影響を理解する
• バックグラウンドのグルーミングプロセスを理解する
• 書き込みIOの処理方法を理解する
• NVRAMがIO書き込みで果たす役割を特定する
• DirectFlashのハードウェアとソフトウェアの設計原理を理解する
• DirectFlashセルフによって使用されるプロトコルを理解する
• FlashArrayがデータの可用性を保護する方法を確認する

PURE STORAGE 認定
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学習リソース
• Purityの信頼性

GUI

分析

デフォルトでは、Purity//FAには、アレイ全体のパフォーマンスの詳細が表示されます。特定のボリュームのパフォー 
マンスの詳細を分析するには、パフォーマンス[Performance]ページの上部にあるボリューム[Volumes]サブタブをク
リックし、ドロップダウンリストからボリューム[Volumes]を選択し、分析するボリュームを選択します。特定のボリュー
ムグループ内のボリュームのパフォーマンスの詳細を分析するには、パフォーマンス[Performance]ページの上部にあ
るボリューム[Volumes]サブタブをクリックし、ドロップダウンリストからボリュームグループ[Volume Groups]を選択し、
分析するボリュームグループを選択します。一度に最大5つのボリュームおよびボリュームグループを分析できます。

すべてクリア[Clear All]をクリックして選択内容をクリアし、すべてのボリュームのパフォーマンス詳細を再表示します。
分析[Analysis] > パフォーマンス[Performance]ページには、待ち時間[Latency]、IOPS、および帯域幅[Bandwidth]グラフ
が含まれています。各パフォーマンスページのポイントインタイムのポップアップには、以下の値が表示されます。

待ち時間 

待ち時間[Latency]グラフには、様々な操作の平均待ち時間が表示されます。

• SAN - イニシエーターとアレイの間でデータを転送するために必要な平均時間(ミリ秒単位)。SAN時間は、読み
取りや書き込みなどの1つのI/Oタイプのグラフでのみ表示されます。

• 読み取り待ち時間(R) [Read Latency (R)] - 読み取り操作時の到着から完了までの平均時間(ミリ秒単位)。

• 書き込み待ち時間(W) [Write Latency (W)] - 書き込み操作時の到着から完了までの平均時間(ミリ秒単位)。

• ミラー化書き込み待ち時間(MW) [Mirrored Write Latency (MW)] - 書き込み操作時の到着から完了までの平均
時間(ミリ秒単位)。ホストからボリュームのポッドまでの書き込み、および同時にレプリケートするリモートアレ
イからボリュームのポッドまでの書き込みの合計を表します。

• キューの深さ[Queue Depth] - すべてのボリュームを対象としてキューに入れられた平均のI/O要求の数。

IOPS

IOPS (Input/output Operations Per Second [入出力操作毎秒])チャートには、アレイによって1秒当たり処理されるI/O

要求が表示されます。この指標は、要求ごとに転送されるデータの量の多寡とは関係なく、1秒当たりの要求の数を 
合計します。

• 読み取りIOPS (R) [Read IOPS (R)] - 1秒当たりに処理される読み取り要求の数。

• 書き込みIOPS (W) [Write IOPS (W)] - 1秒当たりに処理される書き込み要求の数。

• ミラー化書き込みIOPS (MW) [Mirrored Write IOPS (MW)] - 1秒当たりに処理される書き込み要求の数。ホスト 
からボリュームのポッドまでの書き込みと、同時にレプリケートするリモートアレイからボリュームのポッドまでの 
書き込みの合計を表します。

PURE STORAGE 認定
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帯域幅
帯域幅[Bandwidth]グラフには、すべてのファイルシステムとやり取りされる1秒当たりのバイト数が表示されます。 
ストレージネットワークを介して転送された内容が正確に反映されるように、データは、アレイに格納されている縮
小形式ではなく、拡張形式で合計されます。これらの数にメタデータの帯域幅は含まれません。

• 読み取り帯域幅(R) [Read Bandwidth (R)] - 1秒当たりに読み取られるバイトの数。

• 書き込み帯域幅(W) [Write Bandwidth (W)] - 1秒当たりに書き込まれるバイトの数。

• ミラー化書き込み帯域幅(MW) [Mirrored Write Bandwidth (MW)] - 1秒当たりに書き込まれるバイトの数。ホスト
からボリュームのポッドまでの書き込みと、同時にレプリケートするリモートアレイからボリュームのポッドまで
の書き込みの合計を表します。

容量

アレイ容量[Array Capacity]グラフには、アレイ上の使用可能な物理ストレージの量、およびデータとメタデータによ
って占有されるストレージの量が表示されます。データポイントの変動は、ボリュームによって消費される物理ストレ
ージの変化を表します。

アレイ容量[Array Capacity]グラフでは、ポイントインタイムのポップアップに以下の指標が表示されます。

• 空スペース[Empty Space]：割り当て可能な未使用のスペース。

• システム[System]：内部アレイのメタデータによって占有されている物理スペース。

• 共有スペース[Shared Space]：重複排除済データによって占有されている物理スペース。つまり、このスペース
は、データの重複排除の結果として他のボリュームやスナップショットと共有されています。

• スナップショット[Snapshots]：1 つ以上のスナップショットに一意のデータによって占有されている物理スペース。

• ボリューム[Volumes]：アレイのメタデータやスナップショットを除く、ボリューム間で共有されていないボリューム
データによって占有されている物理スペース。

• 使用済[Used]：ボリューム、スナップショット、共有スペース、およびシステムデータによって占有されている物理
ストレージスペース。

• 使用可能容量[Usable Capacity]：アレイ上で使用可能な物理スペースの合計。

• データ削減[Data Reduction]：ボリューム内のマップ済セクターと、データの圧縮と重複排除後にデータが占有
する物理スペースの量の比率。データ削減比率には、シンプロビジョニングによる節約は含まれません。

ホスト容量[Host Capacity]グラフには、選択したすべてのボリュームのプロビジョニング済サイズが表示されます。 
ホスト容量[Host Capacity]グラフでは、ポイントインタイムのポップアップに以下の指標が表示されます。

• プロビジョニング済[Provisioned]：すべてのボリュームのプロビジョニング済サイズの合計。ホストにレポートされ
たストレージ容量を表します。設定[Settings] > システム[System]ページでは、FlashArrayアレイの一般属性を 
表示および管理します。

注力分野

• GUIの分析セクションで提供される詳細を特定する

• 待ち時間、IOP、帯域幅、および容量について追跡される指標を特定する PURE STORAGE 認定
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データ削減
容量効率化テクノロジーにより、ストレージボリューム内の「未使用」の容量を回避または解放し、他のボリュームが
使用できるようにすることにより、ストレージの効率を上げます。容量効率化テクノロジーの例には、シンプロビジョ
ニング、ゼロ検出、およびアンマップなどがあります。容量効率化テクノロジーの結果は、GUIに示されるデータ削減
数には含まれません。

データ削減テクノロジーにより、データの実際のサイズを削減します。たとえば、5対1のデータ削減率によって10TBの
データを2TBに削減できます。データ削減テクノロジーの例には、重複排除、圧縮、パターン除去、ディープ削減(ガー
ベッジコレクション中に実行)、およびコピー削減(クローンとxCopyコマンド用であり、スナップショット用ではありま
せん)などがあります。データ削減の結果、2つの重要なメリットが得られます。つまり、より少ない量の物理容量で使用
可能な容量のニーズに対応できるため、使用可能なGBに対する費用を抑えるとともに、フラッシュへの書き込みIOを
削減してフラッシュの寿命を最大限に高めることができます。パフォーマンステストの目標は、生産性作業負荷をでき
るだけ近い値で見積もることにあります。削減不可能データを使用した合成作業負荷によるパフォーマンステストで
は、削減可能作業負荷の場合より最大85%少ないIOPSが示される可能性があります。当社のお客様との経験による
と、Pure Storage FlashArrayによってほぼすべてのデータセットと作業負荷を削減可能であることが分かっています。

パターン除去
パターン除去では、ゼロの連続を含め、繰り返し現れる2進数のパターンを検出し、除去します。容量の節約に加え
て、パターン削除により、重複排除スキャナーと圧縮エンジンによって処理されるデータのボリュームを削減します。
このソフトウェアでは、ゼロで埋められたセクターが、トリミングされているかのように扱われ、これらのセクターに対
してスペースが割り当てられません。

重複排除
512Bアライン、可変ブロック(4K～32K)による、効率性に優れたインライン重複排除を提供します。Purity//FAは、受信 
した各セクターのハッシュ値を計算し、同じハッシュ値を持つ別のセクターがアレイ内に格納されているかどうかを確
認しようとします。格納されている場合、そのセクターが読み込まれ、エイリアシングが行われる可能性を回避するた
めに、受信したセクターと比較されます。受信したセクターを冗長的に格納する代わりに、Purity//FAは、単一のデー 
タ表現に対する追加の参照を格納します。Purity//FAは、データをグローバルに(アレイ全体にわたって)重複排除しま
す。これにより、同一のセクターがアレイ内に格納されたときに、このセクターは、関連付けられているボリュームとは
関係なく、重複排除の候補となります。フラッシュでは、固定ブロックのアーキテクチャーでは見落とされる重複まで削
除します。したがって、重複のないデータブロックのみが保存されます。そのうえ、このような容量節約のための調整 
は一切必要ありません。

圧縮

インライン圧縮によってデータを削減し、元の形式よりも容量の使用量を減らすことができます。追加のみの書き込み
レイアウトと可変アドレスの使用により、圧縮を最適化します。これにより、固定ブロックアーキテクチャーに見られる
ような無駄な容量の発生を防いでいます。ディープ削減との相乗効果により、2倍～4倍のデータ削減を可能にしてい
ます。また、圧縮はデータベースにおけるデータ削減の主要な手段です。

PURE STORAGE 認定



ディープ削減
Purity Reduceでは、インライン圧縮の実行だけに留まらず、後処理でより高度な圧縮アルゴリズムを適用することによ
り、インラインで圧縮されたデータの節約効果を高めます。他社の大半のオールフラッシュ製品では複数の圧縮アルゴ
リズムを使用していないため、このレベルの節約はまったく不可能です。

コピー削減
FlashArrayにおけるデータのコピーに関わるのはメタデータのみです。Purityは、データ削減エンジンを活用し、スナッ
プショット、クローン、レプリケーション、xCopyコマンドの、予め重複排除されたコピーを即座に提供します。

注力分野

• FlashArrayでデータ削減テクノロジーが使用される方法を理解する

• データ削減追跡にどのような容量効率化テクノロジーが使用されているかを把握する

• FlashArrayで使用されるデータ削減のコンポーネントを特定する

学習リソース
• Purityの信頼性

パフォーマンス要因
待ち時間グラフには、キューの深さ[Queue Depth]があります。キューの深さは、キューに入れられたSCSIコマンドの
保留処理の数として定義されています。これより緩やかなもう1つの定義は、保留中のIO要求の数です。キューの深さ
は、SANのパス、イニシエーターOS、HBA、SANスイッチ、およびアレイなどの複数のポイントに沿って管理されます。 
キューの深さは、それ自体が非常に役に立つわけではなく、状況を理解する上で役に立ちます。しかし、キューが深いと
いうことは、システムがビジー状態にあることを単純に示している可能性があります。キューの深さが大まかに100を超
えると、Pureアレイでは、より多くのコマンドがキューに入れられるため、待ち時間が長くなります。

IOPSグラフでは、平均IOサイズ[Avg IO Size]がレポートされます。これは「平均」のIOサイズであることに留意してくだ
さい。ボリュームが3つある場合、平均には何かしらの意味があるかもしれません。100以上のボリュームがある場合、
移動平均として参照すればより役に立ちます。通常、小さいIOより大きいIOの方が書き込み時間が長くなります。8KBの
IOは短時間に書き込むことができますが、1MBのIOは明らかに書き出しに時間がかかります。たとえば、SQL Serverは
デフォルトでは、バックアップ操作と回復操作を実行するために特大サイズのIO (通常は1MB)を使用します。これらの 
操作は、QoSを活用していない限り、アレイ上の他の操作のIO待ち時間に悪影響を及ぼします。

帯域幅は特に重要です。帯域幅は、ジョブを実行するのに要する時間を測定する1つの手段です。ディスクベースのアレイ
上で完了するのに60分かかるジョブがある場合、フラッシュをアップグレードすると、このジョブの処理時間が急激に 
短縮されます。時間が短縮されることは、より多くの帯域幅を使用できることを意味します。帯域幅は健全性を確認する
指標なのです。ユーザーがVDI環境の待ち時間について苦情を訴えている場合は、帯域幅を確認してください。負荷が 
大きい場合、帯域幅が非常に重要な役割を果たします。場合によっては、待ち時間が長くなる(そして、キューが深くなる)

可能性があります。帯域幅が大きいことは、他のすべての指標の数値が大きくなることを意味する場合があるため、帯域
幅は常にアレイの一般ステータスとして確認する必要があります。

注力分野

• キューの深さ、平均IOサイズ、帯域幅がパフォーマンスに及ぼす影響を理解する
9PURE STORAGE 認定

https://www.purestorage.com/products/purity/purity-reduce.html


アレイのサイズ変更および物理仕様

 

学習リソース
• 容量のサイズ変更

• パフォーマンス分析

ACTIVECLUSTERの同期レプリケーション
当社では、FlashArrayを管理する管理者が、FlashArrayがActiveClusterに参加しているかどうかに関係なく、以前と同 
じ方法でFlashArrayの管理をそのまま続けることを求めていました。この目的のために、ボリュームの作成、スナップ 
ショットの作成、クローンの作成、非同期レプリケーションの管理、およびNFSとクラウドに対するスナップショットのオフ 
ロードの管理などの管理作業をすべて、お客様がボリュームを単一のアレイで管理しているかボリュームを
ActiveClusterで管理しているかとは関係なく、同じ方法で実行しています。当社はただ単に、管理モデルに新しい1つの
コマンドとしてpurepodコマンドを導入することにより、ActiveClusterの構成を実現しました。

ACTIVECLUSTERの構成は、4つの簡単なステップで実行できます。そのうち3つは、FlashArrayの管理者であれば誰
でもすでに慣れ親しんだものと同じコマンドです。

10PURE STORAGE 認定

https://support.purestorage.com/Sales/Sales_Tools_and_Processes/Sizing_-_FlashArray%2F%2F%2F%2FM_Capacity_Decoder_Ring
https://support.purestorage.com/FlashArray/PurityFA/Performance/Assessing_Latency_Issues


ステップ1：2つのFlashArrayの接続 - 2つのアレイを接続するのは、非同期レプリケーションの場合と同じ方法で
ActiveClusterを実行するためです。当社では、ただ単に新しい接続タイプ「同期レプリケーション」を導入しました。 
レプリケーション用として特大のフレーム(MTUサイズ9000)がサポートされています。特大のフレームを使用する場合、
アレイ間のネットワークデバイスが特大のMTUサイズをサポートできるよう構成されていることを確認してください。
アレイを相互接続するには、ポート443および8117に接続する必要があります。ポート443および8117は、接続操作と
切断操作に使用されます。レプリケーションデータの転送には、ポート8117のみが使用されます。

ステップ2：ポッドの作成および拡張 - ポッドにより、2つのアレイ上で同時に同期的に存在する一連のオブジェクト 
を定義し、あたかも各オブジェクトの拡張インスタンスが1つのみ存在しているかのように見えるようにします。これによ
り、ポッド内のオブジェクトを2つのエンティティではなく1つのエンティティとしながらも、いずれかのアレイから管理でき
るようになります。ポッドには、ボリューム、スナップショット、クローン、保護グループ(スナップショットのスケジュール
や同期レプリケーション用)のほか、どのホストにどのボリュームが接続されているか、パフォーマンス統計、セキュリ 
ティ監査ログ情報などの他の構成情報を含めることができます。ポッドは一貫性グループとして機能するため、同じ 
ポッド内の複数のボリュームの書き込み順序の一貫性が保たれます。ActiveClusterにはポッドが必要です。

ステップ3：ボリュームの作成 – ただ単にポッド名を目標名の先頭に付加し、これらを::で分けます。このこと
は、pod1::vol1形式の完全ボリューム名を単純に使用することにより、FlashArray上のオブジェクトを管理するスクリ
プトやRESTコールが同じように機能することを意味します。また、管理者は、既存のボリュームを(100%無停止の)ポ
ッドに移動してから、2つのFlashArray間でこのポッドを拡張することもできます。既存のボリュームをActiveCluster

用として構成する場合、2つのアレイ間のデータの初期ベースラインコピーを実行するために、当社の非同期レプリ
ケーションテクノロジーがバックグラウンドで使用されます。当社の非同期レプリケーションエンジンはデータ削減を
認識できます。つまり、当社では、arrayAからarrayBにデータを転送する際に圧縮とデータの重複排除を保持します。

ステップ4：ホストの接続 - ホストは、相互に接続でき、両方のアレイ上の同じボリューム上で読み取りと書き込みを
行うことができます。

ActiveClusterでは、優先アレイ設定を使用して、ホストが最大限可能なパフォーマンスを実現できるようにします。 
このために、そのアレイを優先するホストには最適化されたパスを公開し、そのアレイを優先しないホストには最適化
されていないパスを公開します。これにより、ホストは、ラウンドロビン（Round Robin、RR)または最も浅いキュー(Least 

Queue Depth、LQD)のいずれかのホストのパス選択ポリシーに応じて、最適化されたパス全体にわたってIOを配分 
します。ホストは、最適化されたパスが使用可能である限り、アレイに対するフロントエンドIOに最適化されていない 
パスを使用することはありません。

Pure Storageソリューションは、統合されたクラウドベースのメディエーターを使用することにより、これを自動的に
実現します。Pure1® Cloud Mediatorには、以下の2つの主な機能があります。

両方のアレイがアレイ間で同期せずに別個にデータへのアクセスを許可するスプリットブレイン状態を阻止します。
レプリケーションリンクが停止したときに同期的にレプリケートされたボリュームにどちらのアレイがIOを処理し続
けるか決定します。Pure1 Cloud Mediatorには、一般的なボーターコンポーネントまたはウィットネスコンポーネント
にはない以下のメリットがあります。

SAAS操作のメリット
任意のSaaSソリューションと同様、運用メンテナンスの複雑さが解消されます。たとえば、オンサイトでインストール
するもの、保守するハードウェアやソフトウェア、HA用として構成およびサポートするもの、そしてセキュリティパッチの
更新などもすべてありません。

第3のサイトへの自動的な移行
Pure1 Cloud Mediatorは本質的に、2つのアレイのいずれかからも切り離された障害ドメイン内にあります。
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自動構成
ActiveCluster用として構成されたアレイは、自動的にPure1 Cloud Mediatorに接続され、これを使用します。

間違い設定なし
構成は自動的にデフォルト設定されるため、メディエーターが間違って構成されるリスクがありません。

ヒューマンインタラクションなし
アクティブ/アクティブ構成の同期レプリケーションソリューションで発生する膨大な数の問題のうち、特に偶発的なス
プリットブレインに関連する問題は、人為ミスに関連しています。人間の介在しない自動化されたメディエーターによ
り、諸要素からオペレーターのエラーが排除されます。

受動的な仲介
通常の操作では、 メディエーターに継続的にアクセスする必要はありません。メディエーターの可用性はアレイによ
って監視されます。ただし、アレイとメディエーターの間の接続が途切れた場合は、レプリケーションリンクがアクティ
ブである限り、アレイはデータを同期的にレプリケートおよび処理し続けます。また、OVFファイルとして配布されて
VMとして導入されたオンプレミスのメディエーターを使用して、ActiveCluster用のフェイルオーバーの仲介を行うこ
ともできます。フェイルオーバー作業は、Pure1 Cloud Mediatorを使用している場合とまったく同じです。フェイルオー
バーの実行時には、オンプレミスのメディエーターがただ単にPure1 Cloud Mediatorの役割を引き受けます。

透過的フェイルオーバーの仕組み
アレイがレプリケーション相互接続を介して互いに通信できなくなった場合、両方のアレイが一時的にI/Oを停止し、
メディエーターに接触することにより、同期レプリケートされたポッドごとにどちらのアレイをアクティブのままにでき
るかを確認します。最初にメディエーターに接触したアレイが、同期的にレプリケートされたポッドをオンラインのま
ま維持できます。2番目にメディエーターに接触したアレイは、スプリットブレインを阻止するために、同期的にレプリ
ケートされたボリュームに対するI/Oの提供を停止する必要があります。操作全体が標準のホストI/Oタイムアウト内
で行われることにより、アプリケーションが一時停止を超えて停止せずに、I/Oを再開できるようにします。

注力分野

• ActiveClusterを有効化および構成するために必要なステップを理解する

• ActiveCluster構成を形成するコンポーネントを特定する

• Pure1 Cloud Mediatorの目的を理解する

学習リソース
• ActiveCluster – すべてを対象とした簡易拡張クラスタリング

• FlashRecoverのレプリケーション構成およびベストプラクティスガイド

• Purityのレプリケーション要件および相互運用性マトリクス

• FlashArrayの同期レプリケーションの技術レポート170101
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https://blog.purestorage.com/activecluster-simple-stretch-clustering/
https://support.purestorage.com/FlashArray/PurityFA/Protect/Replication/FlashRecover_Replication_Configuration_and_Best_Practices_Guide
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https://support.purestorage.com/FlashArray/PurityFA/FlashArray_Technical_Reports/FlashArray_Technical_Reports/Synchronous_Replication_for_FlashArrays_TR-170101
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QoS

常時オンのQoS

Purityは、受信I/Oを継続的に監視します。これにより、サブミリ秒単位で予測可能なパフォーマンスを実現するのに 
アレイが「ビジーすぎ」かどうかを判定し、公正な取り分よりも多いリソースを消費しているボリュームを自動的に検
出してその作業負荷を抑制し、他のすべての作業負荷におけるパフォーマンスの低下を回避できます。

パフォーマンスクラス
パフォーマンスクラスは、常時オンのQoSの上位に構築され、特定のボリュームまたは作業負荷/テナントに対して
パフォーマンスクラス(ゴールド/シルバー/ブロンズ)を指定する機会を提供します。このアプローチにより、システムが
100%の利用率に近づいたときに、作業負荷を統合し、アプリケーションにパフォーマンスを割り当てることが可能に
なります。この実装は、アプリケーションを統合し、一部のアプリケーションをミッションクリティカルとしてタグ付ける
上で理想的です。これにより、システムのパフォーマンスが競合した際に、重要性の低いアプリケーションを抑制でき
るようになります。

パフォーマンス制限
パフォーマンス制限により、ボリューム単位または作業負荷/テナント単位でスループット制限が課されます。これは、
特定の作業負荷が抑制される前に消費できる最大パフォーマンスを決定する厳しい制限です。

制限をパフォーマンスクラスと併用することにより、サービスプロバイダが最小、最大、およびバースト要件を満たす
ためのカタログを作成できる興味深いユースケースが使用可能になります。パフォーマンスクラスにより、システムが
パフォーマンスの飽和状態に達した(およびゴールドクラスのパフォーマンス需要を満たすために重要性の低い作業
負荷が十分存在する)場合は、より上位クラスの相互関係の最小要件を確実に満たし、システムがパフォーマンスの
飽和状態に達していない場合は、すべての作業負荷がバーストすることを許可します。このユースケースの場合、バー
ストのピーク値を表すよう制限を構成できます。

注力分野

• QoSのパフォーマンスクラスを特定する

• スループット制限を設定する方法を理解する

学習リソース
• QoSのFAQ

PURE STORAGE 認定

https://support.purestorage.com/FlashArray/PurityFA/Performance/Quality_of_Service_-_QOS/QoS_FAQ
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PURITY

PURITY SECURE

FlashArray用のPurityは、GDPRなどのデータ保護およびプライバシー規制を含むコンプライアンス規制向けの効率
的なテクノロジープラットフォームを提供し、NIAP/コモンクライテリア認証を獲得しています。データセキュリティは、
常時オンのFIPS 140-2によって認証されたAES-256の保存データ暗号化、KMIP統合、およびアレイのスマートカード
ベースのインスタントロック用の高速データロックによって実現されます。

PURITY RUN

FlashArrayでVM、コンテナー、またはカスタムアプリケーションを実行できるようになりました。Windowsファイルサー
ビスは、Purity Run上に構築された最初のデータサービスで、FlashArrayにSMBのサポートを追加します。エコシステ
ムのパートナーとお客様は、カスタムアプリケーション用としてPurity Runを利用できます。

RBAC

役割ベースのアクセス制御には、外部ディレクトリサービスで外部アカウントの使用が必要です。RBACは、アレイ上 
の以下の権限グループ(役割)に対応するディレクトリ内のグループを構成してから、ディレクトリ内のこれらのグループ
にユーザーを割り当てることによって実現されます。

アレイ管理グループ：アレイ管理ユーザーは、ストレージ管理ユーザーのすべての権限に加えて、アレイ全体にわた
る変更を実行する能力を有しています。つまり、アレイ管理ユーザーは、すべてのFlashArray操作を実行できます。

ストレージ管理グループ：ストレージ管理グループは、読み取り専用ユーザーのすべての権限に加えて、ボリュー 
ム、ホスト、およびホストグループの管理などのストレージ操作に関するコマンドを実行する能力を有しています。スト
レージ管理グループは、グローバル構成とシステム構成を処理する操作を実行することはできません。

読み取り専用グループ：読み取り専用ユーザーには、アレイの状態を伝達するコマンドを実行する読み取り専用権
限があります。読み取り専用ユーザーは、アレイの状態を変更することはできません。

注力分野

• Purityの様々なセキュリティ機能を特定する

• Purity Runのユースケースを理解する

• 役割ベースのアクセス制御を使用して構成可能なグループタイプを特定する

学習リソース
• Purityの機能

• REST AP

• 役割ベースのアクセス制御

PURE STORAGE 認定

https://www.purestorage.com/products/purity.html
https://support.purestorage.com/FlashArray/PurityFA/Purity_FA_REST_API/Reference/REST_API_-_Quick_Setup_Guide
https://support.purestorage.com/FlashArray/PurityFA/Directory_Services/Role_Based_Access_Controls_RBAC_Command_Access_List
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FLASHARRAY構成

ボリューム
FlashArrayでは、RAIDグループなどのドライブ指向の概念を解消し、ディスクアレイでは一般的なドライブなしですま
せます。Purity//FAは、アレイ内のすべてのフラッシュモジュールのストレージ容量全体を単一の同種のプールとして
扱います。このプールから、管理者によって作成されたボリュームにホストがデータを書き込む場合のみ、ストレージ
を割り当てます。したがって、FlashArrayボリュームを作成するために必要なのは、管理に関わる操作や表示に使用
されるボリューム名と、プロビジョニングされたサイズのみです。

1. ストレージ[Storage] > ボリューム[Volumes]を選択します。

2. ボリューム[Volumes]パネルで、メニューアイコンをクリックし、作成[Create]を選択します。ボリュームの作成
[Create Volume]ダイアログボックスが表示されます。

3. コンテナ[Container]フィールドで、ボリュームの作成先のルートロケーション、ポッド、またはボリュームグルー
プを選択します。

4. 名前[Name]フィールドで、新しいボリュームの名前を入力します。

5. プロビジョニング済サイズ[Provisioned Size]フィールドで、プロビジョニング済(仮想)サイズ数値とサイズ単
位を指定します。ボリュームサイズは、1メガバイトと4ペタバイトの間である必要があります。プロビジョニング
済サイズはホストにレポートされます。

6. 作成[Create]をクリックします。

ボリュームを作成すると、アレイに永続的データ構造が作成されますが、物理ストレージは割り当てられません。 
Purity//FAが物理ストレージを割り当てるのは、ホストがデータを書き込む場合のみです。したがって、ボリュームの作
成はほぼ瞬時に行われます。ボリュームに実際にデータが書き込まれるまでは、ボリュームで物理ストレージが消費
されることはありません。このため、ボリュームの作成がアレイの物理ストレージの消費に直接影響を及ぼすことは
ありません。既存のボリュームの

サイズを変更し、ホストによって認識されるボリュームの仮想容量を変更します。ボリュームサイズの変更は、接続さ
れているホストから即時見えるようになります。ボリュームサイズを縮小する(切り捨てる)と、Purity//FAはボリューム
の取消スナップショットを自動的に撮ります。取消スナップショットは24時間の根絶保留期間に入り、この期間が過ぎ
るとスナップショットは破棄されます。24時間の保留期間中は、破棄済ボリューム[Destroyed Volumes]フォルダーを
介して取消スナップショットを表示、回復、または永続的に根絶できます。切り捨てたボリュームのサイズを上げても、
ボリュームが最初に切り捨てられたときに失われたデータは回復されません。ボリュームを

コピーし、新しいボリュームを作成するか、既存のボリュームを上書きします。ボリュームをコピーした後、新しい 
ボリュームまたは上書きされたボリュームのソースが元のボリュームの名前に設定されます。 
ボリュームが必要なくなったら

破棄します。ボリュームを破棄すると、Purity//FAはボリュームの取消スナップショットを自動的に撮ります。取消スナ
ップショットは24時間の根絶保留期間に入ります。24時間の保留期間中は、破棄済ボリューム[Destroyed Volumes]

フォルダーを介して取消スナップショットを表示、回復、または永続的に根絶できます。ボリュームを完全に根絶する

PURE STORAGE 認定
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と、ボリューム内のデータが完全に削除され、このデータによって占有されていたストレージスペースをPurity//FAが
回収できるようになります。24時間の保留期間が過ぎると、取消スナップショットは完全に根絶され、回復できなくな
ります。

ホスト
ホストは、ホストコンピューターのイニシエーターを特定するストレージネットワークアドレス(ファイバーチャネルの
WWN (World Wide Name [ワールドワイドネーム])またはIQN (iSCSI Qualified Name [iSCSI 修飾名]))を編成します。
ホストは、ファイバーチャネルまたはiSCSIポートを介してアレイと通信します。アレイは、ホストに関連付けられた任
意のWWNまたはIQNからポート上で受け取ったコマンドを受け入れて応答します。

以下の場合、Purity//FAはホストを作成しません。

7. 指定された名前がアレイ内の別のホストにすでに関連付けられている。

8. 指定された任意のWWNまたはIQNがアレイ内の既存のホストにすでに関連付けられている。

9. ホストの作成が同時ホストの制限を超えているか、WWNまたはIQNの作成が同時イニシエーターの制限を
超えている。

以下の場合、Purity//FAはホストを削除しません。

• 1つ以上のボリュームに対するプライベート接続がホストにある。

以下の場合、Purity//FAはホストにWWNまたはIQNを関連付けません。

• WWNまたはIQNの作成が同時イニシエーターの最大数を超えている。

• 指定されたWWNまたはIQNがアレイ内の別のホストにすでに関連付けられている ホストは、GUI (ストレージ
[Storage] > ホスト[Hosts])およびCLI (purehostコマンド)を介して構成されます。

ホストとボリュームの接続は、GUI (ストレージ[Storage] > ホスト[Hosts]およびストレージ[Storage] > ボリューム
[Volumes])と、CLI (purehgroup connect、purehost connect、およびpurevol connectコマンド)を介して実行されます。

接続[Connections]ページには、Purity//FAホストとアレイのポート間の接続の詳細が表示されます。ホスト接続[Host 

Connections]ペインには、ホストのリスト、各ホストのステータス、および各ホストに関連付けられたイニシエーター
の数が表示されます。接続ステータスは、ターゲットポートへのパスがホストにない状態を表す「なし[None]」から、す
べてのイニシエータから両方のコントローラー上のすべてのターゲットポートへのパスが同じ数だけホストにある「
冗長[Redundant]」まで及びます。

ホスト接続とターゲットポートは、GUI (健全性[Health] > 接続[Connections]を選択)と、CLI (pureport list、purehost 
list --all、およびpurevol list --allコマンド)を介して表示されます。

注力分野

• ホストとアレイのファイバーチャネル構成の要件を理解する。

• ホストとアレイ間のハンドシェイクプロセスの方法を理解する。

• アレイがホストの作成を中止する結果となる構成条件を特定する。

PURE STORAGE 認定
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• Purityがホストを削除することを阻止する条件を特定する。

• PurityがホストにWWNまたはIQNを関連付けることを阻止する条件を特定する。

• GUIを介したホストとボリュームの接続を実行する方法を特定する。

• ホスト接続ステータスを表示する方法を特定する。

• どのようなホスト接続ステータス状態が存在するのかを特定する。

サポートの可能性
アレイに対して、またはPurity//FAのハードウェアまたはソフトウェアコンポーネントの1つに対して予期しない変更が
行われた場合、アラートがトリガーされます。アラートは、重大、警告、または情報の各重大度レベルによって分類さ
れます。アラートは、GUIおよびCLIに表示されます。また、アラートはログに記録され、Phone home機能を介してPure 

Storageサポートに送信されます。さらに、アラートは、指定した電子メールアドレスに対するメッセージとして、および
SNMP (Simple Network Management Protocol [シンプルネットワークマネージメントプロトコル])ベースのトラップと
して送信し、SNMPマネージャーに通知することもできます。

PHONE HOME機能
Phone home機能は、アレイとPure Storageサポートチームの間の安全な直接リンクを提供します。このリンクを使用
して、Pure Storageサポートチームにログコンテンツとアラートメッセージを送信します。必要に応じて、HTTPS通信用
のプロキシホストを構成します。

Phone home機能は、GUI (設定[Settings] > システム[System])およびCLI (purearrayコマンド)を介して管理します。

監査証跡は、アレイの構成を変更するためにユーザーが実行したPurity//FA GUI、Purity//FA CLI、またはREST API 

の操作の時系列履歴を表します。監査証跡は、GUI (設定[Settings] > ユーザー[Users])およびCLI (puremessage 
コマンド)を介して表示されます。

リモートアシスト
リモートアシストセッションは、アレイ管理者によって制御されます。管理者は、アレイとPure Storageサポート間で安
全なチャネルを開き、技術者がアレイにログインできるようにします。管理者は、セッションステータスを確認し、いつ
でもチャネルを閉じることができます。管理上閉じられていないセッションは、48時間後に自動的に閉じられます。

リモートアシストセッションは、GUI (設定[Settings] > システム[System])およびCLI (purearray remoteassistコマン
ド)を介して開いたり閉じたりします。

インターフェース、ネットマスク、ゲートウェイIPアドレス、およびMTUを含むネットワーク接続属性を構成します。イー
サネットおよびボンドインターフェースのIPアドレスとネットマスクは、対応するネットマスクとともに明示的に設定さ
れます。DHCPモードはサポートされていません。アレイには、最低限3つのIPアドレスが構成されている必要がありま
す。具体的には、物理コントローラー管理ポートごとに1つ、およびマルチホームVIP用として1つです。

PURE STORAGE 認定
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ネットワークインターフェースおよびDNS設定は、GUI (設定[Settings] > ネットワーク[Network])およびCLI (ネット 
ワークインターフェース用のpurenetworkコマンドとDNS設定用のpurednsコマンド)を介して構成されます。イーサ
ネットインターフェースは、レプリケーション、管理、またはiSCSIの3つのサービスの1つをサポートします。

注力分野

• Phone home機能の機能性と用途を理解する。

• Phone home機能を構成する場所を特定する。

• 監査証跡機能で捕捉される詳細を理解する。

• リモートアシスト機能の機能性と用途を理解する。

• リモートアシストセッションを開始する方法を特定する。

• リモートアシスト機能を構成する方法を特定する。

• リモートアシストの構成要件を特定する。

学習リソース
• FlashArrayユーザーガイド

PURE1® META

グローバルセンサーネットワーク
Pure1 Metaは、現在導入されている何千もの各Pure Storageアレイから豊富な遠隔測定データを受信します。アレイ
自体から外部までの複数のレベルのセンサーが、1日当たり1兆のデータポイントを提供します。このため、現在までに
7PBを超えるデータレイクが作成されています。

人工知能エンジン 

Pure1 Metaには、ストレージアレイのパフォーマンスデータの大規模なコレクション上に構築された機械学習の人工
知能が含まれます。データレイクに予測分析を適用することにより、White Gloveのお客様サポートエクスペリエンス
と、正確なパフォーマンス予測などの画期的な機能の両方を実現できます。

WORKLOAD PLANNER

100,000を超える作業負荷のパフォーマンスに対する可視性を備えたPure1 Metaは、何千ものパフォーマンス特性の
深い分析に基づく作業負荷プロファイルである「Workload DNA」を生成できます。継続的に改良されているこの一連
のプロファイルから、Metaはお客様に対して、お客様独自の作業負荷に関するパフォーマンスおよび容量要件に関す
る重要な情報のほか、お客様の作業負荷のうちどれが同じアレイ上で連携して優れたパフォーマンスを実現できる
かに関する助言を提供できます。

PURE STORAGE 認定
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リアルタイムスキャニング
Pure1 Metaは、豊富な遠隔測定データを継続的にスキャンすることにより、Pure Storageアレイを既知の脆弱性から
保護し、パフォーマンスに影響を及ぼす可能性があるアレイの向こう側の潜在的な問題をお客様に通知します。 
Metaはそれ以上のことを学習し、時が経つにつれてより効率的になります。

グローバルな予測インテリジェンス
Pure1 Supportは、問題を一意に予測するための一連のデータポイントである「問題のフィンガープリント」を展開しま
す。これにより、Pure1 Metaがこれらのフィンガープリントを使用して、グローバルなアレイのインストールベースを継
続的にスキャンします。適合するデータが見つかると、お客様に通知され、Pure1 Supportがチケットを自動的に開き、
問題が発生する前であっても、状況を修正します。

学習リソース
• Pure1 Metaの導入：自動運転ストレージを実現するPureのAIプラットフォーム

EVERGREEN™モデル
Evergreenサブスクリプションは、現在から将来に至るまで、追加費用なしで既存のストレージの設置面積そのまま
に、すべてのソフトウェアへのアクセスを提供します。とてもシンプルな仕組みです。Pure Storageのお客様には、ここ
数年間に当社が展開した多くの改良をすでに役立てていただいています。今後もさらにパワーアップを続けます。

タイミングの悪いときに限って大きな支出が発生する状況にうんざりしていませんか？ あるいは、老朽化したストレー
ジの所有コストが増加していませんか？ Evergreenサブスクリプションでは、予測可能な定額メンテナンス費用を提
供します。サブスクリプション料金は上昇することはなく、むしろ低下する可能性があります。サブスクリプション契約
期間内にハードウェアやソフトウェアに障害が発生した場合には、同等以上のものと交換します。

Evergreenサブスクリプションは、お客様のアレイを常に高速・無停止に保つための行き届いたサービスを提供しま
す。Pure1®クラウドのグローバルインサイトエンジンは、潜在的な問題が現実的な問題となる前に見つけて修正できる
よう、最適化されている当社の予測分析を強化します。当社のエキスパートがお客様のアレイの状況を常に把握して 
おり、アップグレードの支援をし、Sev1の問題には15分以内に対応します。また、お客様のご協力が必要な場合にも 
速やかにご連絡を差し上げます。お客様からのご連絡にはL2サポートが速やかに対応します。L1サポートを経由する 
ことや説明の繰り返しはご無用です。お客様の大切な時間や資金は無駄にしません。実際には、サブスクリプションに
マネージドサービスが含まれているようなイメージです。

一般的なサブスクリプションEvergreen Goldでは、コントローラーとフラッシュメディアの両方の刷新を含む幅広いプ
ログラムを提供しています。ストレージの再購入は不要です。Evergreen Goldには、3年毎の契約更新の際の次世代コ
ントローラーへの差替えが含まれます。Evergreen GoldのUpgrade Flexバンドルでは、一定の条件を満たす容量購入
によりFlashArrayを拡張する場合はいつでも、たとえ次世代のコントローラーでなくても、既存のコントローラーを最
新のコントローラーに置き換えるトレードインクレジットを提供しています。いずれにしても、お客様のコントローラー
は常に最新の状態を維持できます。フラッシュメディアの容量拡張については、Upgrade Flexと関連しない拡張であ
っても、より低い密度の既存のフラッシュのトレードインクレジットをご利用いただけます。その結果どうなりますか？ 

FlashArray全体を刷新する場合でも、既存のTBの再購入は不要ということになります。これこそがEvergreenです。

PURE STORAGE 認定
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学習リソース

• Evergreenの効率

• Evergreenプログラム

PURE STORAGE 認定

https://www.purestorage.com/why-pure/efficient.html
https://www.purestorage.com/why-pure/evergreen.html


Pure Storage, Inc.
Twitter：@purestorage
www.purestorage.com

650 Castro Street, Suite #260 
Mountain View, CA 94041

電話：650-290-6088
ファックス：650-625-9667

営業：sales@purestorage.com
サポート：support@purestorage.com
メディア：pr@purestorage.com

© 2018 Pure Storage, Inc. All rights reserved. 
ps_sg_fasupport-pro-employee-exam2018_04

サポート 

Pure Storage認定プログラムの詳細については、www.examslocal.comを参照してください。お問い合わせいただく
場合は、certification@purestorage.comまで電子メールをお送りください。

https://twitter.com/PureStorage?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.purestorage.com
mailto:support%40purestorage.com?subject=
mailto:pr%40purestorage.com?subject=
https://www.examslocal.com/
mailto:certification%40purestorage.com?subject=

