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モニタリングとレポートの概要
Cisco UCS Directorに、NetApp ONTAPアカウントを管理するNetApp OnCommandアカウント内の
すべてのマネージドコンポーネントと検出済みコンポーネントが表示されます。これらのコン

ポーネントはハードウェアまたはソフトウェアです。また、コンポーネントを追加したり、コン
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ポーネントをセットアップしたり、検出または追加されたコンポーネントごとのレポートを表示

したりすることもできます。

モニタできるコンポーネント

NetApp OnCommandアカウント内のコンポーネントを以下に示します。

•ファイラ

• VM

•集約

•ボリューム

• Qtree

•クォータ

• LUN

•ディスク

•イニシエータグループ

•イニシエータ

•ライセンス

• SnapMirror

• vFiler

• IPスペース

•インターフェイス

• FCアダプタ

• NFSエクスポート

• CIFS共有

ディスクについて
ディスクは集約内にまとめてグループ分けされます。集約はそれに関連付けられたボリュームに

ストレージを提供します。

[ディスク（Disks）]タブをクリックすると、そのアカウントで使用可能なすべてのディスクが表
示されます。ディスクを選択して [詳細の表示（ViewDetails）]をクリックすると、ディスクの要
約の詳細が表示されます。
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ファイラの管理
NetAppファブリック接続ストレージ（FAS）とも呼ばれる NetAppファイラは、エンタープライ
ズクラスのストレージエリアネットワーク（SAN）内だけでなく、ネットワークで接続されたス
トレージアプライアンス内でも機能します。また、NFS、CIFS、FTP、TFTP、HTTPなどのファ
イルベースのプロトコルを使用できます。ファイラは、ファイバチャネル（FC）、FibreChannel
overEthernet（FCoE）、iSCSIなどのブロックベースのプロトコルを介してデータを供給すること
もできます。 NetAppファイラは、大規模ディスクアレイに物理ストレージを実装します。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[物理（Physical）] > [ストレージ（Storage）]を選択します。

ステップ 2 左側のペインで、NetApp OnCommandアカウントを含むポッドを選択します。

ステップ 3 [ストレージアカウント（Storage Accounts）]タブをクリックします。
ポッドに追加されたアカウントが表示されます。

ステップ 4 NetApp OnCommandアカウントをクリックし、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。
次のタブが表示されます。

説明操作

アカウントで使用可能なファイラを表示しま

す。

[ファイラ（Filers）]

ファイラ対応レポートを表示します。[アセスメント]

アカウントに対して定義されたタスクを表示し

ます。システムタスクの管理方法については、

『Cisco UCS Director Administration Guide』を参
照してください。

[システムのタスク（System Tasks）]

ステップ 5 [ファイラ（Filers）]タブをクリックします。
または、ポッドを展開して、アカウント内のファイラのリストを表示する NetApp OnCommandア
カウントを選択できます。

ファイラを選択すると、次のアクションが表示されます。

説明操作

選択したコンポーネントの現在のステータスに

関する情報を表示します。ウィンドウ内のタブ

をクリックすれば、そのコンポーネントの詳細

を表示できます。

[詳細の表示]
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説明操作

過去に保存した永続的なコンフィギュレーショ

ンと新しく生成された永続的なコンフィギュ

レーションの間で検出された変更の数を表示し

ます。

[ネットワーク設定の持続（Persist Network
Configuration）]

ホストアドレス解決のためにリモートシステ

ムの IPアドレスと名前を更新できるようにし
ます。

[ホストの追加（Add Hosts）]

ステップ 6 ファイラをクリックし、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。
[ストレージファイラ（Storage Filer）]ウィンドウに、選択したファイラに関する情報が表示され
ます。ウィンドウ内のタブをクリックすると、ファイラコンポーネントの詳細が表示されます。

仮想マシンの管理

手順

ステップ 1 メニューバーで、[物理（Physical）] > [ストレージ（Storage）]を選択します。

ステップ 2 左側のペインで、NetAppOncommandアカウントを含むポッドを選択し、NetAppOncommandアカ
ウントを選択します。

ステップ 3 ファイラをクリックし、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。

ステップ 4 [VM（VMs）]タブをクリックします。
ファイラで使用可能な VMが表示されます。 [VM（VMs）]タブでは、次のアクションを実行で
きます。

説明操作

現在のページを更新します。更新（Refresh）

最も頻繁にアクセスするページが表示される

[お気に入り（Favorites）]タブにこのページを
追加します。

お気に入り（Favorite）

VMを選択すると、次の追加アクションが表示されます。
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説明操作

VMの要約とサービス要求詳細を表示します。詳細の表示

VMのスタックビューを表示します。[スタックビュー（Stack View）]

VMのクレデンシャルを表示します。

VMの作成中にアクセス許可が付与さ
れた場合は、特定のグループ/管理者
ユーザの詳細が表示されます。アク

セスが提供されなかった場合は、「ア

クセスが拒否されました（Access
denied）」というメッセージが表示さ
れます。

（注）

[VMクレデンシャルにアクセス（Access VM
Credentials）]

次のアクセススキームのいずれかを通してVM
クライアントを起動します。

• Webアクセス（Web Access）

•リモートデスクトップ

• VMRCコンソール

VMの作成時にアクセスの起動も定義
できます。権限が付与された場合

は、上記オプションのいずれかを使

用して VMを起動できます。

（注）

[VMクライアントの起動（Launch VM Client）]
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説明操作

ユーザグループとユーザに VMを割り当てま
す。

ユーザグループとユーザにVMを割り当てるに
は、次のフィールドに値を入力します。

• [VM名（VMName）]フィールド：表示専
用。 VMの名前。

• [ユーザグループ（User Group）]ドロップ
ダウンリスト：VMを割り当てるユーザグ
ループを選択します。

仮想データセンター（VDC）が
有効になっているグループだけ

を選択できます。

（注）

• [ユーザに割り当て（Assign to Users）]
チェックボックス：ユーザに VMを割り
当てる場合に、このチェックボックスを

オンにします。 [ユーザに割り当て（Assign
toUsers）]チェックボックスをオンにする
と表示される [ユーザ（User）]ドロップダ
ウンリストからユーザを選択します。

• [vDC]ドロップダウンリスト：リストから
vDCを選択します。

• [カテゴリ（Category）]ドロップダウンリ
スト：VMを分類する必要のあるカテゴリ
を選択します。

• [VMユーザラベル（VM User Label）]
フィールド：VMユーザのラベル。

• [プロビジョニング時間の設定（Set
Provision Time）]チェックボックス：VM
をプロビジョニングする必要のある時間を

設定する場合に、このチェックボックス

をオンにします。 [プロビジョニング時間
の設定（SetProvisionTime）]チェックボッ
クスをオンにすると表示される[プロビジョ
ニング日時（ProvisionDate/Time）]フィー
ルドで日付と時刻を設定します。

• [コメント（Comments）]フィールド：コ
メント（ある場合）。

[VMの割り当て（Assign VM）]
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説明操作

VMを設定するためのリース時間を設定します。[リース時間の設定（Configure Lease Time）]

VMのサイズを変更します。

VMのサイズを変更するには、次のフィールド
に値を入力します。

1 [VM名（VM Name）]フィールド：表示専
用。 VMの名前。

2 [現在の割り当てCPU（Current Allocated
CPU）]フィールド：表示専用。VMに割り
当てられた CPUの現在のサイズ。

3 [現在の割り当てメモリ(GB)（Current
Allocated Memory (GB)）]フィールド：表示
専用。 VMの現在の割り当てメモリ。

4 [新しいCPU数（NewCPUCount）]ドロップ
ダウンリスト：VMの新しい CPUサイズを
選択します。

5 [新しいメモリ（NewMemory）]ドロップダ
ウンリスト：VMの新しいメモリサイズを
選択します。

[VMのサイズ変更（Resize VM）]

VMをオンにします。

VMをオンにするには、次のフィールドに値を
入力します。

1 [VM名（VM Name）]フィールド：表示専
用。 VMの名前。

2 [タスク（Task）]フィールド：表示専用。
VMに適用されるタスク。

3 [コメント（Comments）]フィールド：コメ
ント（ある場合）。

4 [アクションのスケジュール設定（Schedule
Action）]ペイン：[今すぐ実行（Execute
Now）]または [あとで実行（ExecuteLater）]
を選択して、今すぐまたはあとで VMをオ
ンにします。

VMをオンにしたら、VMレベルイ
ンベントリ収集を実行して、更新さ

れた IPアドレスを取得します。

（注）

[電源オン（Power ON）]
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説明操作

VMをオフにします。

VMをオフにするには、次のフィールドに値を
入力します。

1 [VM名（VM Name）]フィールド：表示専
用。 VMの名前。

2 [タスク（Task）]フィールド：表示専用。
VMに適用されるタスク。

3 [コメント（Comments）]フィールド：コメ
ント（ある場合）。

4 [アクションのスケジュール設定（Schedule
Action）]ペイン：[今すぐ実行（Execute
Now）]または [あとで実行（ExecuteLater）]
を選択して、今すぐまたはあとで VMをオ
フにします。

[電源オフ（Power OFF）]

VLAN の作成
1つのレイヤ 2ネットワークを分割して、パケットが 1つ以上のルータを経由してその間しか通
過できないように相互に分離された複数のブロードキャストドメインを作成できます。このドメ

インは VLANと呼ばれます。

手順

ステップ 1 [ストレージファイラ（Storage Filer）]ウィンドウに移動します。
[ストレージファイラ（Storage Filer）]ウィンドウに移動する方法については、ファイラの管理,
（3ページ）を参照してください。

ステップ 2 [インターフェイス（Interfaces）]タブをクリックします。
CiscoUCSDirectorに、ファイラで使用可能なVLANインターフェイスのリストが表示されます。

ステップ 3 [VLANの作成（Create VLAN）]をクリックします。

ステップ 4 [VLANの作成（Create vLAN）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

物理インターフェイスとインターフェイスグループの両方が

表示されたインターフェイスのリストからネットワークイン

ターフェイスを選択します。

[インターフェイスを選択（Select
Interface）]ドロップダウンリスト
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説明名前

VLANの ID。

VLAN IDは 0～ 4094の範囲にする必要がありま
す。

（注）

[vLAN ID]フィールド

ステップ 5 [作成（Create）]をクリックします。

ステップ 6 VLANをクリックして、次のアクションを実行します。

説明名前

VLANのサービス要求詳細を表示します。[詳細の表示（View Details）]ド
ロップダウンリスト

確認後に、選択された VLANを削除します。[削除（Delete）]フィールド

次の作業

IPスペースによって、ファイラユニットが参加可能な個別の IPアドレス空間が定義されるVLAN
に IPスペースを割り当てます。

IP スペースの管理
IPスペースは vFilerユニットが参加可能な個別の IPアドレス空間を定義します。 IPスペースに
対して定義された IPアドレスは、その IPスペースにしか適用できません。 IPスペースごとに個
別のルーティングテーブルが維持されます。 IPスペース横断トラフィックはルーティングされま
せん。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[物理（Physical）] > [ストレージ（Storage）]を選択します。

ステップ 2 左側のペインで、NetApp OnCommandアカウントを含むポッドを選択して、アカウント内のファ
イラのリストを表示します。

ステップ 3 ファイラをクリックし、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。
Cisco UCS Directorに、選択されたファイラに関する情報が表示されます。ファイラコンポーネ
ントに関する詳細については、ウィンドウでタブをクリックします。

ステップ 4 [IPスペース（IP Spaces）]タブをクリックします。
Cisco UCS Directorに、ファイラで使用可能な IPスペースのリストが表示されます。 [IPスペース
（IP Spaces）]タブでは、次のアクションを実行できます。

Cisco UCS Director NetApp 管理ガイド、リリース 5.3    
9

OnCommand アカウントのモニタリングとレポート作成
IP スペースの管理



説明操作

現在のページを更新します。更新（Refresh）

最も頻繁にアクセスするページが表示される

[お気に入り（Favorites）]タブにこのページを
追加します。

お気に入り（Favorite）

ファイラで IPスペースを作成します。作成（Create）

IPスペースを選択すると、次の追加アクションが表示されます。

説明操作

IPスペースのサービス要求詳細を表示します。詳細の表示

確認後に、選択された IPスペースを削除しま
す。

削除（Delete）

VLANに IPスペースを割り当てます。割り当て（Assign）

IP スペースの作成
VLANインターフェイスがファイラに追加されていることを確認します。

手順

ステップ 1 [ストレージファイラ（Storage Filer）]ウィンドウに移動します。
[ストレージファイラ（StorageFiler）]ウィンドウに移動する方法については、IPスペースの管理,
（9ページ）を参照してください。

ステップ 2 [IPスペース（IP Spaces）]タブをクリックします。
Cisco UCS Directorに、ファイラで使用可能な IPスペースのリストが表示されます。

ステップ 3 [作成（Create）]をクリックします。
[IPスペースの作成（Create IP Space）]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [IPスペース名（IP Space Name）]フィールドに、IPスペース名を入力します。

ステップ 5 [作成（Create）]をクリックします。
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次の作業

VLANに IPスペースを割り当てます。

VLAN インターフェイスへの IP スペースの割り当て

はじめる前に

VLANインターフェイスがファイラに追加されていることを確認します。

手順

ステップ 1 [ストレージファイラ（Storage Filer）]ウィンドウに移動します。
[ストレージファイラ（Storage Filer）]ウィンドウに移動する方法については、ファイラの管理,
（3ページ）を参照してください。

ステップ 2 [IPスペース（IP Spaces）]タブをクリックします。
Cisco UCS Directorに、ファイラで使用可能な IPスペースのリストが表示されます。

ステップ 3 VLANインターフェイスを割り当てる IPスペースの行をクリックします。

ステップ 4 [割り当て]をクリックします。
[vLANへのIPスペースの割り当て（Assign IP Space to a vLAN）]ダイアログボックスが表示されま
す。

ステップ 5 [VLANインターフェイスの選択（Select VLAN Interface）]ドロップダウンリストから、VLANイ
ンターフェイスを選択します。

ステップ 6 [割り当て]をクリックします。

vFiler の管理
vFilerは、物理コントローラ内で個別の仮想ファイラインスタンスを作成するONTAP 7モード仮
想コンテナです。 vFilerを使用すれば、単一のストレージシステムのストレージとネットワーク
リソースを分割することによって、ネットワーク上の複数のストレージシステムとして表示でき

ます。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[物理（Physical）] > [ストレージ（Storage）]を選択します。

ステップ 2 左側のペインで、NetApp OnCommandアカウントを含むポッドを選択して、アカウント内のファ
イラのリストを表示します。

ステップ 3 ファイラの行をクリックし、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。
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Cisco UCS Directorに、選択されたファイラに関する情報が表示されます。ファイラコンポーネ
ントに関する詳細については、ウィンドウでタブをクリックします。

ステップ 4 [vFiler（vFilers）]タブをクリックします。
アカウントで使用可能な vFilerが表示されます。 [vFiler]タブでは、次のアクションを実行できま
す。

説明操作

現在のページを更新します。更新（Refresh）

最も頻繁にアクセスするページが表示される

[お気に入り（Favorites）]タブにこのページを
追加します。

お気に入り（Favorite）

NetApp OnCommandアカウントで vFilerを作成
します。

作成（Create）

vFilerを選択すると、次の追加アクションが表示されます。

説明操作

vFilerをセットアップします。セットアップ（Setup）

CIFSサーバを vFiler用にセットアップします。[CIFSの設定（Setup CIFS）]

vFiler用に設定されたCIFSサービスを停止しま
す。

[CIFSの停止（Stop CIFS）]

vFilerを削除します。削除（Delete）
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説明操作

vFilerのストレージ要約を表示します。次の
vfilerコンポーネントに関する詳細については、
ウィンドウでタブをクリックします。

• VM

•ボリューム

• LUN

• Qtree

•クォータ

•イニシエータグループ

•イニシエータ

• SnapMirror

• NFSエクスポート

• CIFS共有

•サービスリクエストの詳細

[サービスリクエストの詳細（Service
Request Details）]タブは、サービス要
求の一部になっているファイラのすべ

てのコンポーネントで使用できます。

このタブに表示されるコンポーネント

は、集約、ボリューム、LUN、IPス
ペース、イニシエータグループ、

vFiler、OnCommandデータセット、お
よびOnCommandグループです。 [サー
ビスリクエストの詳細（ServiceRequest
Details）]タブには、選択されたスト
レージデバイスまたはコンポーネン

トの状態を変更したサービス要求の

IDと変更内容が表示されます。実行
されたワークフロー内のタスクに含ま

れるストレージデバイスまたはコン

ポーネントはサービス要求の IDに基
づいて追跡されます。

（注）

詳細の表示

グループに vFilerを割り当てます。[グループ割り当て（Assign Group）]

vFilerにホストを追加します。[ホストの追加（Add Hosts）]
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説明操作

vFilerにタグを追加したり、割り当てられたタ
グを編集したり、vFilerグループからタグを削
除したりします。

タグの作成時にタグ付け可能なエン

ティティと一緒に物理ストレージや

ネットワークデバイスとして割り当

てられたタグが表示されます。タブ

ライブラリの詳細については、『Cisco
UCS Director Administration Guide』を
参照してください。

（注）

[タグの管理（Manage Tag）]

vFilerにタグを追加します。

タグの作成時にタグ付け可能なエン

ティティと一緒に物理ストレージや

ネットワークデバイスとして割り当

てられたタグが表示されます。タブ

ライブラリの詳細については、『Cisco
UCS Director Administration Guide』を
参照してください。

（注）

[タグの追加（Add Tags）]

vFilerからタグを削除します。

タグの作成時にタグ付け可能なエン

ティティと一緒に物理ストレージや

ネットワークデバイスとして割り当

てられたタグが表示されます。タブ

ライブラリの詳細については、『Cisco
UCS Director Administration Guide』を
参照してください。

（注）

[タグの削除（Delete Tags）]

vFiler の作成

はじめる前に

IPスペースを作成して VLANに割り当てます。

手順

ステップ 1 [vFiler]タブに移動します。
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[vFiler]タブに移動する方法については、vFilerの管理, （11ページ）を参照してください。

ステップ 2 [作成（Create）]をクリックします。

ステップ 3 [vFilerの作成（Create vFiler）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

vfilerで複数の IPアドレス空間（ipspace）の設定を制御する
IPスペースを選択します。

[IPスペース名の選択（Select IP
Space Name）]ドロップダウンリ
スト

この vFilerに割り当てる一意の名前。[vFiler名（vFilerName）]フィール
ド

vFilerの IPアドレス。[IPアドレス]フィールド

ストレージユニットを選択します。[ストレージユニットの選択
（Select StorageUnit）]フィールド

ステップ 4 [作成（Create）]をクリックします。

vFiler のセットアップ

手順

ステップ 1 [vFiler]タブに移動します。
[vFiler]タブに移動する方法については、vFilerの管理, （11ページ）を参照してください。

ステップ 2 vfilerをクリックし、[セットアップ（Setup）]をクリックします。

ステップ 3 [vFilerのセットアップ（Setup vFiler）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力しま
す。

説明名前

表示専用。 vFilerの名前を表示します。[vFiler名（vFilerName）]フィール
ド

vFilerのルートパスワード。[ルートパスワード（Root
Password）]フィールド

vFilerのサブネットマスク。[サブネットマスク]フィールド
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説明名前

VLANインターフェイスを選択します。[インターフェイス名（Interface
Name）]ドロップダウンリスト

VLAN ID。[VLAN ID]フィールド

[選択（Select）]をクリックし、vFilerでサポートされるプロ
トコルのいずれかまたはすべてを選択します。

• NFS

• CIFS

• iSCSI

[プロトコル（Protocols）]フィー
ルド

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。

vFiler 用の CIFS サーバのセットアップ

手順

ステップ 1 [vFiler]タブに移動します。
[vFiler]タブに移動する方法については、vFilerの管理, （11ページ）を参照してください。

ステップ 2 vfilerをクリックし、[CIFSの設定（Setup CIFS）]をクリックします。

ステップ 3 [CIFSの設定（Setup CIFS）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

表示専用。 vFilerの名前を表示します。[vFiler名（vFilerName）]フィール
ド

認証スタイルとして [Active Directory]を選択します。認証ス
タイルによって、クライアントが CIFSサーバに接続すると
きに認証される方式が決まります。

[認証（Authentication）]ドロップ
ダウンリスト

セキュリティスタイルとして、[NTFS]または [マルチプロト
コル（Multiprotocol）]を選択します。セキュリティスタイ
ルによって、CIFSサービスがマルチプロトコルアクセスを
サポートするかどうかが決まります。

[セキュリティスタイル（Security
Style）]ドロップダウンリスト
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説明名前

CIFSサーバが参加するドメインの名前。これは cifsdomain
や cifs.domain.comなどの NetBIOSまたは完全修飾ドメイン
名にすることができます。

[DNSドメイン名（DNS Domain
Name）]フィールド

[DNSドメイン名（DNSDomain Name）]フィールドで指定さ
れたドメインに CIFSサーバを追加することができるドメイ
ンユーザの名前。

[ログインユーザ（Login User）]
フィールド

ログインユーザのパスワード。[ログインパスワード（Login
Password）]フィールド

CIFSサービスがメンバーになる組織単位の識別名。デフォ
ルトで、ファイラは「CN=Computers」組織単位に参加しま
す。

[組織単位（Organization Unit）]
フィールド

CIFSサービスがメンバーになるサイトの名前。[サイト名（SiteName）]フィール
ド

vFilerのルートパスワード。[vFilerルートパスワード（vFiler
Root Password）]フィールド

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。
この設定が完了すると、CIFSサービスが自動的に開始します。 CIFSサービスを停止するには、
[CIFSの停止（Stop CIFS）]をクリックします。

グループへの vFiler の割り当て

手順

ステップ 1 [vFiler]タブに移動します。
[vFiler]タブに移動する方法については、vFilerの管理, （11ページ）を参照してください。

ステップ 2 グループを割り当てる vFilerをクリックし、[グループ割り当て（Assign Group）]をクリックしま
す。

ステップ 3 [グループの選択（Select Group）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
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説明名前

ユーザに vFilerを割り当てる場合に、このチェックボックス
をオンにします。 [ユーザに割り当て（Assign to Users）]
チェックボックスをオンにすると表示される[ユーザ（User）]
ドロップダウンリストから vFilerを割り当てる必要のある
ユーザを選択します。

[ユーザに割り当て（Assign to
Users）]チェックボックス

vFilerを割り当てる必要のあるグループを選択します。[名前（Name）]ドロップダウンリ
スト

割り当てるグループのラベル。[ラベル]フィールド

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。

集約の管理
集約は、RAIDレベルミラーリングを利用するかどうかによって、1プレックスまたは 2プレック
スのコレクションになります。プレックスは、1つ以上のファイルシステムボリュームにスト
レージを提供する 1つ以上の RAIDグループのコレクションです。集約がミラー化されていない
場合は、単一のプレックスで構成されます。

集約はプレックスと RAIDグループを管理するために使用されます。これは、これらのエンティ
ティが集約の一部としてしか存在しないためです。既存の RAIDグループにディスクを追加する
ことによって、または、新しい RAIDグループを追加することによって、集約内の使用可能なス
ペースを増やすことができます。集約にディスクを追加した後、ディスクを取り外して記憶域を

削減するには、集約を削除する必要があります。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[物理（Physical）] > [ストレージ（Storage）]を選択します。

ステップ 2 左側のペインで、NetApp OnCommandアカウントを含むポッドを選択して、アカウント内のファ
イラのリストを表示します。

ステップ 3 ファイラをクリックし、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。
Cisco UCS Directorに、選択されたファイラに関する情報が表示されます。ファイラコンポーネ
ントに関する詳細については、ウィンドウでタブをクリックします。

ステップ 4 [集約（Aggregates）]タブをクリックします。
アカウントで使用可能な集約が表示されます。 [集約（Aggregate）]タブでは、次のアクションを
実行できます。
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説明操作

現在のページを更新します。更新（Refresh）

最も頻繁にアクセスするページが表示される

[お気に入り（Favorites）]タブにこのページを
追加します。

お気に入り（Favorite）

NetAppOnCommandアカウントで集約を作成し
ます。

作成（Create）

集約を選択すると、次の追加アクションが表示されます。

説明操作

既存の集約を削除します。削除（Delete）

集約をオンライン状態に移行します。オンライン（Online）

集約をオフライン状態に移行します。オフライン

集約にディスクを追加します。[ディスクの追加（Add Disk）]

集約にタグを追加したり、割り当てられたタグ

を編集したり、集約グループからタグを削除し

たりします。

タグ付け可能なエンティティが物理

ストレージおよびNetApp集約として
割り当てられたタグが表示されます。

タブライブラリの詳細については、

『Cisco UCS Director Administration
Guide』を参照してください。

（注）

[タグの管理（Manage Tag）]

集約にタグを追加します。

タグ付け可能なエンティティが物理

ストレージおよびNetApp集約として
割り当てられたタグが表示されます。

タブライブラリの詳細については、

『Cisco UCS Director Administration
Guide』を参照してください。

（注）

[タグの追加（Add Tags）]
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説明操作

集約からタグを削除します。

タグ付け可能なエンティティが物理

ストレージおよびNetApp集約として
割り当てられたタグが表示されます。

タブライブラリの詳細については、

『Cisco UCS Director Administration
Guide』を参照してください。

（注）

[タグの削除（Delete Tags）]

イニシエータグループの管理
イニシエータグループ（igroup）はLUNにアクセス可能なイニシエータを示します。ストレージ
システム上の LUNをイニシエータグループにマップすると、そのグループ内のすべてのイニシ
エータにその LUNへのアクセスが許可されます。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[物理（Physical）] > [ストレージ（Storage）]を選択します。

ステップ 2 左側のペインで、NetApp OnCommandアカウントを含むポッドを選択して、アカウント内のファ
イラのリストを表示します。

ステップ 3 ファイラをクリックし、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。
Cisco UCS Directorに、選択されたファイラに関する情報が表示されます。ファイラコンポーネ
ントに関する詳細については、ウィンドウでタブをクリックします。

ステップ 4 [イニシエータグループ（Initiator Groups）]タブをクリックします。
Cisco UCS Directorに、アカウントで使用可能なイニシエータグループが表示されます。 [イニシ
エータグループ（Initiator Groups）]タブでは、次のアクションを実行できます。

説明操作

現在のページを更新します。更新（Refresh）

最も頻繁にアクセスするページが表示される

[お気に入り（Favorites）]タブにこのページを
追加します。

お気に入り（Favorite）

NetAppOnCommandアカウントでイニシエータ
グループを作成します。

作成（Create）
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イニシエータグループを選択すると、次の追加アクションが表示されます。

説明操作

選択されたイニシエータグループのサービス要

求詳細を表示します。

詳細の表示

イニシエータグループを削除します。削除（Delete）

非対称論理ユニットアクセス（ALUA）プロト
コルを有効にして、ストレージシステムとホス

ト間の最適なパスを識別できるようにします。

[ALUA]

イニシエータグループの作成

手順

ステップ 1 [イニシエータグループ（Initiator Groups）]タブに移動します。
[イニシエータグループ（InitiatorGroups）]タブに移動する方法については、イニシエータグルー
プの管理, （20ページ）を参照してください。

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 3 [イニシエータグループの作成（Create Initiator Group）]ダイアログボックスで、次のフィールド
に値を入力します。

説明名前

このイニシエータグループに割り当てる一意の名前。[イニシエータグループ名（Initiator
Group Name）]

次のいずれかとしてイニシエータグループのタイプを選択し

ます。

• iSCSI

• FCP

[グループタイプ（Group Type）]
ドロップダウンリスト

グループ内のイニシエータの OSタイプを選択します。[OSタイプ（OS Type）]ドロップ
ダウンリスト

新しく作成された igroupにバインドする現在のポートセット
の名前。

[ポートセット（Portset）]フィー
ルド
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ステップ 4 [作成（Create）]をクリックします。

イニシエータの管理
NetApp SAN環境では、ホストがイニシエータで、ストレージアプライアンスが LUNと呼ばれる
ストレージターゲットデバイスを備えたターゲットです。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[物理（Physical）] > [ストレージ（Storage）]を選択します。

ステップ 2 左側のペインで、NetApp OnCommandアカウントを含むポッドを選択して、アカウント内のファ
イラのリストを表示します。

ステップ 3 ファイラをクリックし、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。
Cisco UCS Directorに、選択されたファイラに関する情報が表示されます。ファイラコンポーネ
ントに関する詳細については、ウィンドウでタブをクリックします。

ステップ 4 [イニシエータ（Initiators）]タブをクリックします。
アカウントで使用可能なイニシエータが表示されます。 [イニシエータ（Initiators）]タブでは、
次のアクションを実行できます。

説明操作

現在のページを更新します。更新（Refresh）

最も頻繁にアクセスするページが表示される

[お気に入り（Favorites）]タブにこのページを
追加します。

お気に入り（Favorite）

NetAppOnCommandアカウントにイニシエータ
を追加します。

追加（Add）

イニシエータを選択すると、[削除（Delete）]オプションが表示されます。 [削除（Delete）]オプ
ションはイニシエータを削除するために使用します。
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イニシエータの追加

イニシエータは、イニシエータグループの一部です。イニシエータグループにイニシエータを

追加できます。

手順

ステップ 1 [イニシエータ（Initiators）]タブに移動します。
[イニシエータ（Initiators）]タブに移動する方法については、イニシエータの管理, （22ページ）
を参照してください。

ステップ 2 [作成（Create）]をクリックします。

ステップ 3 [イニシエータの作成（Create Initiator）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力しま
す。

説明名前

イニシエータを追加するイニシエータグループを選択しま

す。

[イニシエータグループ名（Initiator
Group Name）]ドロップダウンリ
スト

このイニシエータに割り当てる一意の名前。[イニシエータ名（InitiatorName）]
フィールド

イニシエータを強制的に追加する場合に、このチェックボッ

クスをオンにします。

[強制（Force）]チェックボック
ス

ステップ 4 [作成（Create）]をクリックします。

LUN の管理
論理ユニット番号（LUN）は、ファイバチャネルや iSCSIなどの SCSIプロトコルまたは同様の
プロトコルによってアドレス指定されるデバイスである論理ユニットを識別するために使用され

ます。 LUNは、ストレージエリアネットワーク（SAN）経由で共有されたブロックストレージ
アレイの管理で中心的役割を果たします。
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手順

ステップ 1 メニューバーで、[物理（Physical）] > [ストレージ（Storage）]を選択します。

ステップ 2 左側のペインで、NetAppOncommandアカウントを含むポッドを選択し、NetAppOncommandアカ
ウントを選択します。

ステップ 3 ファイラをクリックし、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。

ステップ 4 [LUN（LUNs）]タブをクリックします。
ボリュームで使用可能な LUNが表示されます。 [LUN（LUNs）]タブでは、次のアクションを実
行できます。

説明操作

現在のページを更新します。更新（Refresh）

最も頻繁にアクセスするページが表示される

[お気に入り（Favorites）]タブにこのページを
追加します。

お気に入り（Favorite）

NetApp Oncommandアカウントで LUNを作成
します。

作成（Create）

LUNを選択すると、次の追加アクションが表示されます。

説明操作

LUNの要約とサービス要求詳細を表示します。詳細の表示

データストアへの LUNの接続を表示します。
CiscoUCSDirectorは、4種類の表示モード（[階
層（Hierarchical）]、[同心（Concentric）]、[円
形（Circular）]、および [強制の実行（Force
Directed）]）を提供します。選択した表示モー
ドに応じて、項目のスペース設定、距離、半

径、厳密性、および強制距離を調整できます。

[接続の表示（View Connectivity）]

LUNをオンラインまたはオフライン状態に移行
します。

[オン/オフ（On/Off）]
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説明操作

LUNを既存のイニシエータグループの 1つに
マップします。 [イニシエータグループ（Initiator
Group）]ドロップダウンリストから iGroupを
選択します。LUNIDを指定する場合は、[LUN
IDの指定（Specify LUN ID）]チェックボック
スをオンにします。指定しなかった場合は、

LUN IDが自動的に生成されます。

[iGroupのマッピング（Map iGroup）]

確認後に、選択された LUNから iGroupをマッ
プ解除します。

[iGroupのマップ解除（Unmap iGroup）]

LUNのサイズを変更します。

LUNのサイズを変更するには、次のフィールド
に値を入力します。

1 [LUN名（LUNName）]フィールド：表示専
用。 LUNの名前。

2 [現在のLUNサイズ（Current LUN Size）]
フィールド：表示専用。 LUNの現在のサイ
ズ。

3 [新しいサイズ（New Size）]フィールド：
LUNの必要なサイズ。

4 [サイズの単位（Size Units）]ドロップダウ
ンリスト：[MB]、[GB]、または [TB]から
LUNのサイズを選択します。

サイズ変更（Resize）

LUNの名前を変更します。[移動（Move）]

別の宛先内の LUNを複製します。複製

LUN IDを変更します。[IDの変更（Modify ID）]

LUNを削除します。削除（Delete）
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LUN の作成

手順

ステップ 1 [LUN（LUNs）]タブに移動します。
[LUN（LUNs）]タブに移動する方法については、LUNの管理, （23ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 2 [作成（Create）]をクリックします。

ステップ 3 [LUNの作成（Create LUN）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

LUNを追加するボリュームを選択します。[ボリュームの選択（Select Volume）]ドロップ
ダウンリスト

LUNの名前。[LUN名（LUN Name）]フィールド

作成する LUNのサイズ。[LUNサイズ（LUN Size）]フィールド

[MB]、[GB]、または [TB]としてボリュームサ
イズを選択します。

[サイズの単位（Size Unit）]ドロップダウンリ
スト

リストから OSタイプを選択します。[OSタイプ（OS Type）]ドロップダウンリスト

デフォルトで、LUNに予約スペースが割り当て
られます。スペース使用率を手動で管理し、ス

ペースを予約せずに LUNを作成する場合に、
このチェックボックスをオンにします。

[容量予約（Space Reserve）]チェックボックス

ステップ 4 [作成（Create）]をクリックします。

ボリュームの管理
ボリュームは、NFSマウントを介して UNIXホストにまたは CIFS共有を介してWindowsホスト
にエクスポートするときに構造がユーザに認識される論理ファイルシステムです。ボリュームは

最も包括的な論理コンテナです。ファイルとディレクトリ、Qtree、およびLUNを保存できます。
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手順

ステップ 1 メニューバーで、[物理（Physical）] > [ストレージ（Storage）]を選択します。

ステップ 2 左側のペインで、NetApp OnCommandアカウントを含むポッドを選択して、アカウント内のファ
イラのリストを表示します。

ステップ 3 ファイラの行をクリックし、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。
Cisco UCS Directorに、選択されたファイラに関する情報が表示されます。ファイラコンポーネ
ントに関する詳細については、ウィンドウでタブをクリックします。

ステップ 4 [ボリューム（Volumes）]タブをクリックします。
アカウントで使用可能なボリュームが表示されます。 [ボリューム（Volumes）]タブでは、次の
アクションを実行できます。

説明操作

現在のページを更新します。更新（Refresh）

最も頻繁にアクセスするページが表示される

[お気に入り（Favorites）]タブにこのページを
追加します。

お気に入り（Favorite）

NetAppOnCommandアカウントでボリュームを
作成します。

作成（Create）

ボリュームを選択すると、次の追加アクションが表示されます。

説明操作

ボリュームの要約を表示します。次のボリュー

ムコンポーネントに関する詳細については、

ウィンドウでタブをクリックします。

• Qtree

• LUN

•スナップショット

•サービスリクエストの詳細

詳細の表示

ボリュームを削除します。削除（Delete）
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説明操作

既存のボリュームのサイズを変更します。

ボリュームのサイズを変更するには、次の

フィールドに値を入力します。

1 [ボリューム名（Volume Name）]フィール
ド：表示専用。ボリュームの名前。

2 [現在のボリュームサイズ（Current Volume
Size）]：表示専用。 GB単位の現在のボ
リュームのサイズ。

3 [新しいサイズ（NewSize）]フィールド：ボ
リュームの必要なサイズ。

4 [サイズの単位（Size Units）]ドロップダウ
ンリスト：[MB]、[GB]、または [TB]からボ
リュームのサイズを選択します。

5 [ファイルシステムサイズの固定（FileSystem
Size Fixed）]チェックボックス：ファイル
システムサイズを固定する場合に、この

チェックボックスをオンにします。

サイズ変更（Resize）

ボリュームをオフライン状態に移行します。オフライン

ボリュームをオンライン状態に移行します。オンライン（Online）

ボリュームのデータ重複除去を有効にします。[重複除去オン（Dedup On）]

ボリュームのデータ重複除去を無効にします。[重複除去オフ（Dedup Off）]
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説明操作

NFSを介してボリュームをファイルとしてエク
スポートします。

ボリュームをエクスポートするには、次の

フィールドに値を入力します。

1 [実際のパス（Actual Path）]フィールド：表
示専用。選択されたボリュームの実際のパ

ス。

2 [エクスポートパス（Export Path）]フィール
ド：UNIX環境でボリュームをマウントすべ
きパス。

3 [読み取り/書き込みホスト（Read-Write
Hosts）]フィールド：ボリュームへの読み取
り/書き込みアクセス権が付与されたホスト
のカンマ区切りリスト。

4 [ルートホスト（Root Hosts）]フィールド：
ボリュームへのルートアクセス権が付与さ

れたホストのカンマ区切りリスト。

5 [セキュリティ（Security）]ドロップダウン
リスト：このエクスポートに適用可能なセ

キュリティを選択します。

6 [NFSエクスポートルールの持続（PersistsNFS
Export Rule）]チェックボックス：NFSエク
スポートルールを維持する場合に、この

チェックボックスをオンにします。

[NFSエクスポート（NFS Export）]
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説明操作

ボリュームのスナップショットを作成します。

ボリュームのスナップショットを作成するに

は、次のフィールドに値を入力します。

1 [ボリューム名（Volume Name）]フィール
ド：表示専用。選択したボリュームの名前。

2 [スナップショット名（Snapshot Name）]
フィールド：スナップショットの名前。

3 [有効なLUN複製スナップショットである（Is
Valid LUNClone Snapshot）]チェックボック
ス：LUNクローンのすべてのバックアップ
スナップショットがロックされるように

snapvaultからスナップショットの作成が要
求された場合に、このチェックボックスを

オンにします。

4 [非同期（Async）]チェックボックス：ス
ナップショットを非同期に作成する場合に、

このチェックボックスをオンにします。

スナップショット

ボリュームに割り当てられたスナップショット

領域のサイズを変更します。ボリューム内部の

領域は、ボリューム上で取得されたスナップ

ショットに対してパーセンテージで定義できま

す。

1 [現在の予約済みスナップショット(%)
（Current Snapshot Reserved (%)）]：表示専
用。スナップショット用に予約されたボ

リューム領域の現在のパーセンテージ。

2 [新しいパーセンテージ(%)（New Percentage
(%)）]：スナップショット用に予約するボ
リューム領域のパーセンテージ。

[スナップショットのサイズ変更（Resize
Snapshot）]
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ボリュームの作成

手順

ステップ 1 [ボリューム（Volumes）]タブに移動します。
[ボリューム（Volumes）]タブに移動する方法については、ボリュームの管理, （26ページ）を
参照してください。

ステップ 2 [作成（Create）]をクリックします。

ステップ 3 [フレキシブルボリュームの作成（Create Flexible Volume）]ダイアログボックスで、次のフィール
ドに値を入力します。

説明名前

ボリュームを作成する集約を選択する場合に、

このチェックボックスをオンにします。

[集約（Aggregate）]ペイン

ボリュームで使用されるボリューム保証のタイ

プとして次のいずれかを選択します。

•ボリューム

•ファイル（File）

•なし

[容量保証（Space Guarantee）]ドロップダウン
リスト

ボリュームの名前。[ボリューム名（Volume Name）]フィールド

作成するボリュームのサイズ。[ボリュームサイズ（Volume Size）]フィールド

[MB]、[GB]、または [TB]としてボリュームサ
イズを選択します。

[サイズの単位（Size Unit）]ドロップダウンリ
スト

ボリュームによって使用されるパーセンテージ

単位のスナップショットサイズ。

[スナップショットのサイズ（Snapshot Size）]
フィールド

セキュリティスタイルをNTFSに設定する場合
に、このチェックボックスをオンにします。

[セキュリティスタイルNTFS（Security Style
NTFS）]チェックボックス

NFSエクスポートパスを自動的に作成する場合
に、このチェックボックスをオンにします。

[NFSエクスポート（NFSExport）]チェックボッ
クス

ステップ 4 [作成（Create）]をクリックします。
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SnapMirror 関係の管理
NetApp SnapMirrorソフトウェアは、エンタープライズレベルのディザスタリカバリおよびデー
タ配信ソリューションです。 SnapMirrorは LANまたはWAN接続経由で 1つ以上のネットワーク
ファイラに高速でデータをミラーリングします。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[物理（Physical）] > [ストレージ（Storage）]を選択します。

ステップ 2 左側のペインで、ポッドを展開して、アカウント内のファイラのリストを表示する NetApp
Oncommandアカウントを選択します。

ステップ 3 ファイラの行をクリックし、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。
Cisco UCS Directorに、選択されたファイラに関する情報が表示されます。ファイラコンポーネ
ントに関する詳細については、ウィンドウでタブをクリックします。

ステップ 4 [SnapMirror（SnapMirrors）]タブをクリックします。
Cisco UCS Directorに、アカウントで作成された SnapMirror関係のリストが表示されます。
[SnapMirror]タブでは、次のアクションを実行できます。

説明名前

現在のページを更新します。更新（Refresh）

最も頻繁にアクセスするページが表示される

[お気に入り（Favorites）]タブにこのページを
追加します。

お気に入り（Favorite）

新しい接続をセットアップしたり、既存の接続

を変更したりします。

接続の作成（Create Connection）

SnapMirror接続を削除します。接続の削除（Delete Connection）

送信先ボリュームにリモートファイラ（送信元

ファイラ）へのアクセスを提供します。

リモートアクセス

SnapMirrorスケジュールを作成します。スケジュール

SnapMirrorをオンにします。有効（Enable）

SnapMirrorをオフにします。無効（Disable）

SnapMirrorを選択すると、次の追加アクションが表示されます。
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説明操作

SnapMirrorインベントリを実行します。インベントリ

ステータス履歴を表示し、インベントリを編

集、削除、またはスケジュールに基づいて実行

できるようにします。

詳細の表示

SnapMirrorを初期化します。 SnapMirror関係を
初期化すると、次のアクションが表示されま

す。

• [休止（Quiesce）]：宛先への転送を一時停
止します。

• [中断（Break）]：SnapMirrorされた関係を
解消します。処理が正当かどうかまたは

処理が成功したかどうかをチェックするこ

とはできません。結果は、インベントリ

がこのタスクで収集されたあとに更新され

ます。

• [更新（Update）]：SnapMirror関係を更新
します。

初期化

SnapMirrorを削除します。削除（Delete）

SnapMirror 関係の設定

手順

ステップ 1 [SnapMirror（SnapMirrors）]タブに移動します。
[SnapMirror（SnapMirrors）]タブに移動する方法については、SnapMirror関係の管理, （32ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 2 [接続の作成（Create Connection）]をクリックします。

ステップ 3 [設定（Configure）]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
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説明名前

接続を変更する接続名を選択します。新しい接

続を作成するには、[新しい接続（New
Connection）]を選択します。

[接続名（ConnectionName）]ドロップダウンリ
スト

新しい接続を設定する場合は、このフィールド

に接続の名前を入力します。

[新しい接続名（NewConnectionName）]フィー
ルド

モードのタイプとして次のいずれかを選択しま

す。

•マルチ

•フェールオーバー

マルチモードでは、最初のアドレス

ペアが接続パスを提供します。

フェールオーバーモードでは、最初

のアドレスペアが優先接続パスを提

供します。

（注）

[モード（Mode）]ドロップダウンリスト

[アドレスペア1（Address Pair 1）]および [アド
レスペア2（Address Pair 2）]エリア内のファイ
ラ名または IPアドレスの形式の送信元アドレ
ス。

[ソースアドレス（SourceAddress）]フィールド

[アドレスペア1（Address Pair 1）]および [アド
レスペア2（Address Pair 2）]エリア内のファイ
ラ名または IPアドレスの形式の送信元アドレ
ス。

[接続先アドレス（DestinationAddress）]フィー
ルド

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。

SnapMirror のスケジューリング

手順

ステップ 1 [SnapMirror（SnapMirrors）]タブに移動します。
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[SnapMirror（SnapMirrors）]タブに移動する方法については、SnapMirror関係の管理, （32ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 2 [スケジュール（Schedules）]をクリックします。

ステップ 3 [スケジュール（Schedules）]ウィンドウで、以下の手順を実行します。
a) [スケジュール（Schedules）]ペインで [追加（Add）]アイコンをクリックします。
b) [スケジュールへのエントリの追加（AddEntry toSchedule）]ダイアログボックスで、次のフィー
ルドに値を入力します。

説明名前

[選択（Select）]をクリックし、設定するスケ
ジュールのソースロケーションを選択しま

す。

[ソースロケーション（Source Location）]
フィールド

次のオプションのいずれかを選択して、現在

のファイラまたはvfiler内の既存のボリューム
または新しいボリュームを選択します。

•既存の宛先（Existing Destination）

•新しい宛先（New Destination）

[オプションの選択（SelectOption）]ドロップ
ダウンボックス

宛先ロケーションを選択します。[宛先ロケーション（Destination Location）]ド
ロップダウンボックス

スケジュールを設定する分。可能な値は次の

とおりです。（-） =どれとも一致しない、
（1） = 1分と一致する、（1,3） = 1分または
3分と一致する、および（*） =可能なすべて
の有効値と一致する。

[分（Minutes）]フィールド

スケジュールを設定する時間。可能な値は次

のとおりです。（-）=どれとも一致しない、
（1） = 1時間と一致する、（1,3） = 1時間ま
たは 3時間と一致する、および（*）=可能な
すべての有効値と一致する。

[時間]フィールド

スケジュールを設定する日付。可能な値は次

のとおりです。（-）=どれとも一致しない、
（1） = 1日と一致する、（1,3） = 1日または
3日と一致する、（2-5） = 2、3、4、5日と一
致する、および（*）=可能なすべての有効値
と一致する。

[日付（Days of Month）]フィールド
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説明名前

スケジュールを設定する曜日。 0は日曜日を
表し、6は土曜日を表します。可能な値は次
のとおりです。（-）=どれとも一致しない、
（1） = 1（月曜日）と一致する、（1,3） = 1
（月曜日）または 3（水曜日）と一致する、
（2-5）=2、3、4、5（火曜日～金曜日）と一
致する、および（*）=可能なすべての有効値
と一致する。

[曜日（Days of Week）]フィールド

最大転送速度（KB/秒）。[最大転送率(KB)（Max Transfer Rate (KB)）]
フィールド

c) [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。

QTree の管理とクォータの作成
QTreeはパーティションの概念に似ています。また、サイズを制限するためにクォータを適用可
能なボリュームのサブセットを作成します。特殊なケースとして、QTreeをボリューム全体にす
ることができます。いつでも QTreeのサイズを変更できることから、QTreeはパーティションよ
りも柔軟です。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[物理（Physical）] > [ストレージ（Storage）]を選択します。

ステップ 2 左側のペインで、NetApp Oncommandアカウントを含むポッドを選択して、ファイラのリストを
表示します。

ステップ 3 ファイラをクリックし、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。
Cisco UCS Directorに、選択されたファイラに関する情報が表示されます。ファイラコンポーネ
ントに関する詳細については、ウィンドウでタブをクリックします。

ステップ 4 [QTree（Qtrees）]タブをクリックします。
Cisco UCS Directorに、アカウントで使用可能な Qtreeが表示されます。 [QTree]タブでは、次の
アクションを実行できます。

説明名前

現在のページを更新します。更新（Refresh）

   Cisco UCS Director NetApp 管理ガイド、リリース 5.3
36

OnCommand アカウントのモニタリングとレポート作成
QTree の管理とクォータの作成



説明名前

最も頻繁にアクセスするページが表示される

[お気に入り（Favorites）]タブにこのページを
追加します。

お気に入り（Favorite）

QTreeを選択すると、次の追加アクションが表示されます。

説明操作

QTreeを削除します。削除（Delete）

QTreeでクォータを作成します。

1 [クォータの作成（Create Quota）]ウィンド
ウで、次のフィールドに値を入力します。

• [ボリューム名（VolumeName）]フィー
ルド：表示専用。ボリュームの名前。

• [QTree名（QTreeName）]フィールド：
表示専用。 QTreeの名前。

• [ディスク容量のハード制限(GB)（Disk
Space Hard Limit (GB)）]フィールド：
GB単位の最大ディスク容量値。

• [ディスク容量のソフト制限(GB)（Disk
Space Soft Limit (GB)）]フィールド：
GB単位のソフト制限ディスク容量値。

• [ファイルのハード制限（Files Hard
Limit）]フィールド：クォータ内の最
大ファイル数。

• [ファイルのソフト制限（Files Soft
Limit）]フィールド：クォータ内のファ
イル数に対するソフト制限。

• [しきい値(GB)（Threshold (GB)）]
フィールド：GB単位のしきい値制限
ディスク容量値。

• [クォータタイプ（QuotaType）]ドロッ
プダウンリスト：ドロップダウンリス

トから [ツリー（Tree）]を選択します。

2 [作成（Create）]をクリックします。

[クォータの作成（Create Quota）]
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QTree の作成

手順

ステップ 1 [ボリューム（Volumes）]タブに移動します。
[ボリューム（Volumes）]タブに移動する方法については、ボリュームの管理, （26ページ）を
参照してください。

ステップ 2 QTreeを作成するボリュームを選択します。

ステップ 3 紫色のドロップダウンリストから、[QTreeの作成（Create QTree）]を選択します。

ステップ 4 [QTreeの作成（Create QTree）]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) 選択したボリューム名が、[ボリューム名（Volume Name）]フィールドに表示されます。
b) [Qtree名（QTree Name）]フィールドに、QTreeの名前を入力します。

ステップ 5 [作成（Create）]をクリックします。
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