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Vserver アカウントのモニタリングとレポート作成について

Vserverアカウントのモニタリングとレポート作成につい
て
Cisco UCS Director に、NetApp Vserver アカウントのそれぞれに含まれるすべてのマネージド コン
ポーネントが表示されます。
モニタリングできるコンポーネント
各コンポーネントをモニタして、それらの作成、削除、変更などのタスクを実行できます。 次の
コンポーネントが NetApp Vserver アカウントでモニタされます。
• ボリューム
• ボリューム LIF の関連付け
• LUN
• QTree
• クォータ
• イニシエータ グループ
• イニシエータ
• CIFS 共有
• DNS
• IP ホスト名
• エクスポート ルール
• エクスポート ポリシー
• ポートセット
• WWPN エイリアス

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 Vserver アカウントを含むポッドを選択し、そのアカウントを選択しま
す。

ステップ 3

[ボリューム（Volumes）] タブをクリックします。
Vserver アカウントで利用できる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。
操作

説明

更新（Refresh）

現在のページを更新します。

お気に入り（Favorite）

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。

作成（Create）

NetApp Vserver アカウントでボリュームを作成
します。

[マルチスナップショットの作成（Create
Multi-Snapshot）]

ボリュームのマルチスナップショットを作成し
ます。
マルチスナップショットを作成するには、[マル
チボリュームスナップショットの作成（Create
Multi-Volume Snapshot）] ダイアログボックスで
以下の手順を実行します。
1 [ボリューム名（Volume Names）] フィール
ドで、[選択（Select）] をクリックし、選択
するボリュームのチェック ボックスをオン
にします。
2 [スナップショット名（Snapshot Name）]
フィールドに、スナップショットの名前を
入力します。
3 [送信（Submit）] をクリックします。

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。
操作

説明

変更（Modify）

既存のボリュームを更新します。

削除（Delete）

ボリュームを削除します。
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操作

説明

オンライン（Online）

ボリュームをオンライン状態に移行します。

オフライン

ボリュームをオフライン状態に移行します。

サイズ変更（Resize）

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（New Size）] 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。

[ボリュームの複製（Clone Volume）]

ボリュームを複製します。
[クラスタボリュームの複製（Clone Cluster
Volume）] ダイアログボックスで、ボリューム
名を入力し、親スナップショットを選択しま
す。

[移動（Move）]

選択された集約にボリュームを移動します。

[マウント（Mount）]

指定されたジャンクション パスにボリュームを
マウントします。 ジャンクション パスは / で始
める必要があり、/で終わることができません。

[マウント解除（Unmount）]

ボリュームをマウント解除します。

[重複排除有効（Enable Dedupe）]

ボリューム上のデータ重複除去を有効にして、
重複したエントリを削除します。
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Vserver 内のボリュームの作成
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, （2 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

[ボリュームの作成（Create 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。
名前

説明

[ボリュームタイプ（Volume Type）] ドロップ
ダウンリスト

ボリュームのタイプを選択します。

[ボリューム名（Volume Name）] フィールド

ボリュームの名前。

[ボリュームサイズ（Volume Size）] フィールド 作成するボリュームのサイズ。
[集約名（Aggregate Name）] ドロップダウンリ リストから集約を選択します。
スト
[ボリュームの状態（Volume State）] ドロップ
ダウンリスト

ボリュームの状態を選択します。

[ボリュームサイズの単位（Volume Size Units）] [MB]、[GB]、または [TB] としてボリューム サ
ドロップダウンリスト
イズを選択します。
[容量保証（Space Guarantee）] ドロップダウン リストから保証された容量を選択します。
リスト
[セキュリティスタイル（Security Style）] ドロッ セキュリティ スタイルを選択します。
プダウンリスト
[スナップショットのサイズ（Snapshot Size）]
フィールド

ボリュームによって使用されるパーセンテージ
としてのスナップショット サイズ。

[エクスポートポリシー（Export Policy）] ドロッ エクスポート ポリシーを選択します。
プダウンリスト
[スナップショットポリシー（Snapshot Policy）] [選択（Select）] をクリックし、ボリュームのス
フィールド
ナップショット ポリシーを選択します。
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ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ボリューム LIF の関連付けの管理
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、NetApp Vserver アカウントを含むポッドを選択し、そのアカウントを選択しま
す。

ステップ 3

[ボリュームLIFの関連付け（Volume LIF Association）] タブをクリックします。
Vserver アカウントで使用可能なボリュームに関連付けられている LIF が表示されます。 [ボリュー
ムLIFの関連付け（Volume LIF Association）] タブでは、次のアクションを実行できます。
操作

説明

更新（Refresh）

現在のページを更新します。

お気に入り（Favorite）

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。

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。

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 Vserver アカウントを含むポッドを選択し、NetApp Vserver アカウントを
選択します。

ステップ 3

[LUN（LUNs）] タブをクリックします。
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Vserver 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。
操作

説明

更新（Refresh）

現在のページを更新します。

お気に入り（Favorite）

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。

作成（Create）

NetApp Vserver アカウントで LUN を作成しま
す。

LUN を選択すると、次の追加アクションが表示されます。
操作

説明

削除（Delete）

LUN を削除します。 LUN の強制削除を許可す
る場合は、[LUNの破棄（Destroy LUN）] ダイ
アログボックスで [強制（Force）] チェック ボッ
クスをオンにします。

サイズ変更（Resize）

ボリューム内の 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サイズ（LUN Size）] フィールド：LUN
の必要なサイズ。
2 [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。
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操作

説明

複製

同じボリューム内のターゲット LUN にソース
LUN を複製します。 LUN の複製処理を非同期
的に開始します。
LUN を複製するには、次のフィールドに値を入
力します。
1 [LUN名（LUN Name）] フィールド：表示専
用。 LUN の名前。
2 [スナップショット複製（Snapshot Clone）]
チェック ボックス：スナップショットから
LUN を複製する場合に、このチェック ボッ
クスをオンにします。
3 [新しいLUN名（New LUN Name）] フィール
ド：新しい LUN の名前。

[オフライン/オンライン（Offline/Online）]

LUN をオンラインまたはオフライン状態に移行
します。

[iGroupのマッピング（Map iGroup）]

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イニシエー
タ グループ（iGroup）を選択します。 LUN ID
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。
そうしなかった場合は、LUN ID が自動的に生
成されます。

[iGroupのマップ解除（Unmap iGroup）]

確認後に、選択された LUN から iGroup をマッ
プ解除します。

[スペース予約の切り替え（Toggle Space
Reservation）]

選択された LUN のスペース予約設定を有効ま
たは無効にします。

詳細の表示

LUN の要約を表示します。
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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, （6 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。
名前

説明

[ボリュームの選択（Select Volume）] ドロップ LUN が属しているボリュームを選択します。
ダウンリスト
[LUN名（LUN Name）] フィールド

LUN の名前。

[サイズ（Size）] フィールド

作成する LUN に必要なサイズ。

[サイズの単位（Size Units）] ドロップダウンリ [MB]、[GB]、または [TB] としてボリューム サ
スト
イズを選択します。
[OSタイプ（OS Type）] ドロップダウンリスト リストからオペレーティング システムのタイプ
を選択します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

Qtree の管理
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。
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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 Vserver アカウントを含むポッドを選択し、NetApp Vserver アカウントを
選択します。

ステップ 3

[QTree（QTrees）] タブをクリックします。
Vserver アカウントで利用できる Qtree が表示されます。 [QTree（QTrees）] タブでは、次のアク
ションを実行できます。
操作

説明

更新（Refresh）

現在のページを更新します。

お気に入り（Favorite）

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。

[QTreeの作成（Create QTree）]

Vserver アカウントで Qtree を作成します。

QTree を選択すると、次の追加アクションが表示されます。
操作

説明

名前の変更（Rename）

Qtree の名前を変更します。

変更（Modify）

Qtree の oplock とセキュリティ スタイルを更新
します。

削除（Delete）

確認後に QTree を削除します。

QTree の作成
手順
ステップ 1

[QTree（QTrees）] タブに移動します。
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[QTree（QTrees）] タブに移動する方法については、Qtree の管理, （9 ページ）を参照してくだ
さい。
ステップ 2

[QTreeの作成（Create QTree）] をクリックします。

ステップ 3

[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) [ボリューム名（Volume Name）] フィールドで、[選択（Select）] をクリックして Qtree を作成
するボリュームを選択します。
b) [Qtree名（Qtree Name）] フィールドに、QTree の名前を入力します。
c) [送信（Submit）] をクリックします。

クォータの管理
クォータは、特定のユーザまたはグループが消費できるディスク領域とファイル数を制限します。
またクォータは、qtree で使用される合計領域および合計ファイル数や、qtree 内のユーザおよびグ
ループの使用率を制限できます。

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 Vserver アカウントを含むポッドを選択し、NetApp Vserver アカウントを
選択します。

ステップ 3

[クォータ（Quotas）] タブをクリックします。
Vserver アカウントで利用できるクォータが表示されます。 [クォータ（Quotas）] タブでは、次の
アクションを実行できます。
操作

説明

更新（Refresh）

現在のページを更新します。

お気に入り（Favorite）

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。

[クォータの作成（Create Quota）]

Vserver アカウントで qtree 用のクォータを作成
します。

クォータを選択すると、次の追加アクションが表示されます。
操作

説明

[クォータの削除（Remove Quota）]

確認後に、qtree のクォータを削除します。
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操作

説明

[クォータの変更（Modify Quota）]

qtree のクォータを更新します。

クォータの作成
手順
ステップ 1

[クォータ（Quotas）] タブに移動します。
[クォータ（Quotas）] タブに移動する方法については、クォータの管理, （11 ページ）を参照し
てください。

ステップ 2

[クォータの作成（Create Quota）] をクリックします。

ステップ 3

[クォータの作成（Create Quota）] 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。
名前

説明

[Qtree名（Qtree Name）] フィールド

[選択（Select）] をクリックし、クォータを作成
する必要がある Qtree を選択します。

[クォータタイプ（Quota Type）] 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。

[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の値。

[ファイルのハード制限（Files Hard Limit）]
フィールド

クォータ内のファイルの最大数。

[しきい値(GB)（Threshold (GB)）] フィールド

GB 単位のディスク容量値のしきい値制限。

[ディスク容量のソフト制限(GB)（Disk Space
Soft Limit (GB)）] フィールド

GB 単位の最大ファイル数のソフト クォータ。

[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のソフト制限。

Cisco UCS Director NetApp 管理ガイド、リリース 5.3
12

Vserver アカウントのモニタリングとレポート作成
イニシエータ グループの管理

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、どのホストがストレージ システム上の指定された LUN にア
クセスできるかを指定します。 イニシエータ グループはプロトコル固有です。

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 Vserver アカウントを含むポッドを選択し、NetApp Vserver アカウントを
選択します。

ステップ 3

[イニシエータグループ（Initiator Groups）] 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 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。
操作

説明

更新（Refresh）

現在のページを更新します。

お気に入り（Favorite）

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。

作成（Create）

イニシエータ グループを作成します。

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。
操作

説明

削除（Delete）

イニシエータ グループを削除します。

名前の変更（Rename）

イニシエータ グループの名前を変更します。

[ポートセットのバインド（Bind Portset）]

iGroup にバインドするポート セットを選択しま
す。

[ポートセットのアンバインド（Unbind Portset）] iGroup からアンバインドするポート セットを選
択します。
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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（Initiator Groups）] 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, （13 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。
名前

説明

[イニシエータグループ名（Initiator Group
Name）] フィールド

イニシエータ グループの名前。

[グループタイプ（Group Type）] ドロップダウ イニシエータ グループ タイプとして [ISCSI] ま
ンリスト
たは [FCP] を選択します。
[OSタイプ（OS Type）] ドロップダウンリスト リストからオペレーティング システムのタイプ
を選択します。
[ポートセット名（Portset Name）] フィールド

ステップ 4

[選択（Select）] をクリックし、テーブルから
ポート セットを選択します。

[送信（Submit）] をクリックします。

イニシエータの管理
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、NetApp Vserver アカウントを含むポッドを選択し、NetApp Vserver アカウントを
選択します。

ステップ 3

[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。
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操作

説明

更新（Refresh）

現在のページを更新します。

お気に入り（Favorite）

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。

作成（Create）

イニシエータ グループにイニシエータを追加し
ます。

イニシエータを選択すると、次の追加アクションが表示されます。
操作

説明

削除（Delete）

イニシエータを削除します。 イニシエータを強
制的に削除する場合は、[強制（Force）] チェッ
ク ボックスをオンにします。
（注）

イニシエータ グループの LUN マップ
が存在する場合は、イニシエータを
削除できません。

イニシエータの追加
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, （14 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。
名前

説明

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

イニシエータを作成するイニシエータ グループ
を選択します。

[イニシエータ名（Initiator Name）] フィールド イニシエータの名前。
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名前

説明

[WWPNエイリアス（WWPN alias）] フィールド [選択（Select）] をクリックし、イニシエータの
WWPN エイリアスのチェック 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

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。

[送信（Submit）] をクリックします。

CIFS 共有の管理
CIFS プロトコルは、Microsoft オペレーティング システムのリモート ファイル操作（ネットワー
クドライブのマッピング）、閲覧（ネットワークネイバーフッドアイコン経由）、認証（Windows
NT と Windows 2000）、およびリモート プリンタ サービスで使用されます。 ネイティブな Microsoft
ネットワーキングのコアが CIFS サービスを中心に構築されます。

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 Vserver アカウントを含むポッドを選択し、NetApp Vserver アカウントを
選択します。

ステップ 3

[CIFS共有（CIFS Shares）] タブをクリックします。
Vserver で使用可能な CIFS 共有が表示されます。 [CIFS共有（CIFS Shares）] タブでは、次のアク
ションを実行できます。
操作

説明

更新（Refresh）

現在のページを更新します。

お気に入り（Favorite）

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。

作成（Create）

NetApp Vserver アカウントで CIFS 共有を作成
します。

CIFS 共有を選択すると、次の追加アクションが表示されます。
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操作

説明

削除（Delete）

CIFS 共有を削除します。

変更（Modify）

CIFS 共有のボリューム パスとコメントを更新
します。

[共有アクセスの設定（Set Share Access）]

CIFS 共有アクセスを作成します。
CIFS 共有アクセスを作成するには、次のフィー
ルドに値を入力します。
1 [権限（Permission）] ドロップダウンリスト：
リストからアクセス権限のレベルを選択し
ます。
2 [ユーザまたはグループ（User or Group）]
フィールド：権限が列挙されたユーザまた
はグループ名。
3 [コメント（Comment）] フィールド：コメン
ト（ある場合）。

[共有アクセスの削除（Delete Share Access）]

CIFS 共有アクセスを削除します。

[共有アクセスの変更（Modify Share Access）]

CIFS 共有にアクセスするための権限を更新しま
す。

CIFS 共有の作成
手順
ステップ 1

[CIFS共有（CIFS Share）] タブに移動します。
[CIFS共有（CIFS Share）] タブに移動する方法については、CIFS 共有の管理, （16 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

[CIFS共有の作成（Create CIFS Share）] 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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名前

説明

[ボリューム名（Volume Name）] ドロップダウ CIFS 共有を作成するボリュームを選択します。
ンリスト
[共有名（Share Name）] フィールド

CIFS 共有の名前。

[コメント] フィールド。

コメント（ある場合）。

[共有アクセスの設定（Set Share Access）] チェッ CIFS 共有へのアクセスを可能にする場合に、こ
ク ボックス
のチェック ボックスをオンにします。

DNS の管理
Vserver アカウントのドメイン、設定されたネーム サーバ、および DNS の状態を表示できます。

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 Vserver アカウントを含むポッドを選択し、そのアカウントを選択しま
す。

ステップ 3

[DNS] タブをクリックします。
Vserver アカウントで設定された DNS が表示されます。 [DNS] タブでは、次のアクションを実行
できます。
操作

説明

更新（Refresh）

現在のページを更新します。

お気に入り（Favorite）

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。

IP ホスト名の管理
Vserver アカウントのホストの IP アドレスおよび名前を表示できます。
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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 Vserver アカウントを含むポッドを選択し、そのアカウントを選択しま
す。

ステップ 3

[IPホスト名（IP Hostname）] タブを選択します。
Vserver アカウントの Vserver 名、IP アドレス、およびホスト名が表示されます。 [IPホスト名（IP
Hostname）] タブでは、次のアクションを実行できます。
操作

説明

更新（Refresh）

現在のページを更新します。

お気に入り（Favorite）

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。

エクスポート ポリシーの管理
エクスポート ポリシーには、ボリュームへのクライアント アクセスを制御するエクスポート ルー
ルが含まれます。 エクスポート ポリシーは、クライアントがデータにアクセスできるように
Vserver 上にある必要があります。 ボリュームへのクライアント アクセスを設定するには、エク
スポート ポリシーを各ボリュームに関連付けます。
Vserver は複数エクスポート ポリシーを含むことができます。 これにより、複数のボリュームが
ある Vserver に対し次のことを行うことができます。
• Vserver 内の各ボリュームに個々のクライアント アクセス制御を行うための、Vserver の各ボ
リュームへの異なるエクスポート ポリシーの割り当て。
• 各ボリュームに対し新しいエクスポート ポリシーを作成することなく同じクライアント ア
クセス制御を行うための、Vserver の複数のボリュームへの同じエクスポート ポリシーの割
り当て。

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 Vserver アカウントを含むポッドを選択し、NetApp Vserver アカウントを
選択します。

ステップ 3

[エクスポートポリシー（Export Policies）] タブをクリックします。
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アカウントで使用可能なエクスポート ポリシーが表示されます。 [エクスポートポリシー（Export
Policies）] タブでは、次のアクションを実行できます。
操作

説明

更新（Refresh）

現在のページを更新します。

お気に入り（Favorite）

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。

作成（Create）

エクスポート ポリシーを作成します。
[エクスポートポリシーの作成（Create Export
Policy）] ダイアログボックスで、ポリシー名を
入力して、[送信（Submit）]をクリックします。

エクスポート ポリシーを選択すると、次の追加アクションが表示されます。
操作

説明

削除（Delete）

確認後にエクスポート ポリシーを削除します。

変更（Modify）

エクスポート ポリシーを更新します。

エクスポート ルールの管理
ボリュームへのクライアントアクセス要求の処理方法を決定するためにエクスポートルールを設
定できます。
クライアントへのアクセスを許可するには、少なくとも 1 つのエクスポート ルールをエクスポー
ト ポリシーに追加する必要があります。 エクスポート ポリシーに複数のルールを含めると、ルー
ルはルールインデックスに基づいて処理されます。ルールで定義されたアクセス許可は、エクス
ポート ルールで指定したクライアントの一致基準に一致するクライアントに適用されます。

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 Vserver アカウントを含むポッドを選択し、NetApp Vserver アカウントを
選択します。

ステップ 3

[エクスポートルール（Export Rules）] タブをクリックします。
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アカウントで使用可能なエクスポート ルールが表示されます。 [エクスポートルール（Export
Rules）] タブでは、次のアクションを実行できます。
操作

説明

更新（Refresh）

現在のページを更新します。

お気に入り（Favorite）

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。

作成（Create）

エクスポート ルールを作成します。

エクスポート ルールを選択すると、次の追加アクションが表示されます。
操作

説明

変更（Modify）

エクスポート ルールを更新します。

削除（Delete）

確認後にエクスポート ルールを削除します。

エクスポート ルールの作成
手順
ステップ 1

[エクスポートルール（Export Rules）] タブに移動します。
[エクスポートルール（Export Rules）] タブに移動する方法については、エクスポート ルールの管
理, （20 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

[エクスポートルールの作成（Create Export Rule）] 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。
名前

説明

[ポリシー名（Policy Name）] ドロップダウンリ 新しいエクスポート ルールを追加するエクス
スト
ポート ポリシーを選択します。 エクスポート
ポリシーがすでに存在している必要がありま
す。
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名前

説明

[アクセスプロトコル（Access Protocol）] ドロッ エクスポート ルールを適用するアクセス プロ
プダウンリスト
トコルを選択します。 アクセス プロトコルの
可能な値には次のものがあります。
• [いずれか（any）]：現在または将来のアク
セス プロトコル
• [nfs]：NFS の現在または将来のバージョン
• [nfs3]：NFSv3 プロトコル
• [nfs4]：NFS V4 プロトコル
• [cifs]：CIFS プロトコル
• [flexcache]：FlexCache プロトコル
[クライアント一致仕様（Client Match Spec）]
フィールド

エクスポート ルールが適用されるクライアント
（複数可）。
次のいずれかの形式で一致を指定できます。
• ホスト名として、たとえば host1
• IPv4 アドレスとして、たとえば 10.1.12.24
• 多数のビットとして表されるサブネット
マスクを含む IPv4 アドレスとして、たと
えば 10.1.12.10/4
• ネットワーク マスクを含む IPv4 アドレス
として、たとえば 10.1.16.0/255.255.255.0
• @ 文字で始まる netgroup 名を持つ netgroup
として、たとえば @eng
• . 文字で始まるドメイン名として、 たとえ
ば .example.com
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名前

説明

[読み取り専用アクセスルール（Read Only Access ボリュームへの読み取り専用アクセスのセキュ
Rule）] ドロップダウンリスト
リティ タイプを定義するには、次のオプション
のいずれかを選択します。
• [いずれか（any）]：着信要求のセキュリ
ティ タイプに関係なく、ボリュームへの
読み取りアクセスを許可します。 着信要
求の有効なセキュリティ タイプは変わり
ません。
（注）
着信要求のセキュリティ タイプ
が AUTH_NONE 場合、読み取り
アクセスは匿名ユーザとして着
信要求に付与されます。
• [なし（none）]：着信要求のセキュリティ
タイプが読み取り専用ルールの値のリスト
に明示的にリストされていない場合、匿名
ユーザとしてボリュームへの読み取りアク
セスを許可します。 着信要求の有効なセ
キュリティ タイプはなくなります。
• [未実施（never）]：着信要求のセキュリ
ティ タイプに関係なく、ボリュームへの
いずれのアクセスも許可しません。
• [krb5]：着信要求のセキュリティ タイプが
Kerberos 5 の場合、ボリュームへの読み取
りアクセスを許可します。 着信要求の有
効なセキュリティ タイプは krb5 になりま
す。
• [ntlm]：着信要求のセキュリティ タイプが
CIFS NTLM の場合、ボリュームへの読み
取りアクセスを許可します。 着信要求の
有効なセキュリティ タイプは ntlm になり
ます。
• [sys]：着信要求のセキュリティ タイプが
AUTH_SYS の場合、ボリュームへの読み
取りアクセスを許可します。 着信要求の
有効なセキュリティ タイプは sys になりま
す。
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名前

説明

[読み取り/書き込みアクセスルール（Read Write ボリュームへの読み取り/書き込みアクセスのセ
Access Rule）] ドロップダウンリスト
キュリティ タイプを定義するには、次のオプ
ションのいずれかを選択します。
• [いずれか（any）]：着信要求の有効なセ
キュリティ タイプに関係なく、ボリュー
ムへの書き込みアクセスを許可します。
• [なし（none）]：着信要求の有効なセキュ
リティ タイプがない場合、匿名ユーザと
してボリュームへの書き込みアクセスを許
可します。
（注）

着信要求の有効なセキュリティ
タイプがない場合、書き込みア
クセスは匿名ユーザとして着信
要求に付与されます。

• [未実施（never）]：着信要求の有効なセ
キュリティ タイプに関係なく、ボリュー
ムへの書き込みアクセスを許可します。
• [krb5]：着信要求の有効なセキュリティ タ
イプが Kerberos 5 の場合、ボリュームへの
書き込みアクセスを許可します。
• [ntlm]：着信要求の有効なセキュリティ タ
イプが CIFS NTLM の場合、ボリュームへ
の書き込みアクセスを許可します。
• [sys]：着信要求の有効なセキュリティ タ
イプが AUTH_SYS の場合、ボリュームへ
の書き込みアクセスを許可します。
[ルールインデックス（Rule Index）] フィールド エクスポート ポリシー内のルールの順序を指定
するエクスポート ルールのインデックス番号。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。
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Managing Snapshot Policies
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 C モード アカウントを含むポッドを選択し、NetApp C モード アカウン
トを選択します。

ステップ 3

[スナップショットポリシー（Snapshot Policies）] タブをクリックします。
アカウントで使用可能なスナップショット ポリシーが表示されます。 [スナップショットポリシー
（Snapshot Policies）] タブでは、次のアクションを実行できます
Action

Description

更新（Refresh）

現在のページを更新します。.

お気に入り（Favorite）

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）] tタブにこのページを
追加します。

作成（Create）

新しいスナップショット ポリシーを作成しま
す。

スナップショット ポリシーを選択すると、次の追加アクションが表示されます。
Action

Description

有効化/無効化

スナップショット ポリシーを有効または無効に
します。

削除（Delete）

スナップショット ポリシーを削除します。

詳細の表示

スナップショット ポリシーのスケジュールを表
示します。 また、新しいスケジュールを作成す
る、スケジュールを更新する、またはスケ
ジュールを削除するオプションが提供されま
す。
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スナップショット ポリシーの作成
手順
ステップ 1

[スナップショットポリシー（Snapshot Policies）] タブに移動します。
[スナップショットポリシー（Snapshot Policies）] タブに移動する方法については、 Managing
Snapshot Policies.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

[スナップショットポリシーの作成（Create Snapshot Policy）] 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。
Action

Description

[スナップショットポリシー名（Snapshot Policy スナップショット ポリシーの名前。
Name）]フィールド
[スケジュール（Schedule）] ドロップダウンリ
スト

ポリシーに追加する cron ジョブまたはスケ
ジュール間隔を選択します。

[カウント（Count）]フィールド

スケジュールに対して保持するスナップショッ
トの数。

[snapmirrorラベル（Snapmirror label）]フィール SnapMirror のラベル。
ド

ステップ 4

[プレフィックス（Prefix）]フィールド

作成したスナップショット名に含めるプレ
フィックス テキスト。

[有効（Is Enabled）] チェック ボックス

ポリシーを有効にする場合に、このチェック
ボックスをオンにします。

[送信（Submit）] をクリックします。 .

ポート セットの管理
ポート セットは、ファイバ チャネル（FC）ターゲット ポートのグループで構成されています。
LUN をストレージ システムのターゲット ポートのサブセットだけで使用できるようにするには、
ポート セットを igroup にバインドします。 igroup 内のホストは、ポート セットのターゲット ポー
トに接続することによってのみ LUN にアクセスできます。
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igroup がポート セットにバインドされていない場合、igroup にマッピングされている LUN はすべ
てのストレージ システム FC ターゲット ポートで使用できます。 igroup は、どのイニシエータ
LUN がエクスポートされるかを制御します。 ポート セットは、それらのイニシエータがアクセ
スできるターゲット ポートを制限します。

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 Vserver アカウントを含むポッドを選択し、NetApp Vserver アカウントを
選択します。

ステップ 3

[ポートセット（Portsets）] タブをクリックします。
アカウントで使用可能なポート セットが表示されます。 [ポートセット（Portsets）] タブでは、次
のアクションを実行できます。
操作

説明

更新（Refresh）

現在のページを更新します。

お気に入り（Favorite）

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。

作成（Create）

ポート セットを作成します。
[ポートセットの作成（Create Portset）] ダイア
ログボックスで、次の手順を実行します。
1 [ポートセット名（Portset Name）] フィール
ドに、ポートセット名を入力します。
2 [ポートセットタイプ（Portset Type）] ドロッ
プダウンリストで、ポート セット タイプと
して [ISCSI]、[FCP]、または[混合
（MIXED）] を選択します。
3 [送信（Submit）] をクリックします。

ポート セットを選択すると、次の追加アクションが表示されます。
操作

説明

[破棄（Destroy）]

確認後にポート セットを削除します。
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操作

説明

[ポートの追加（Add Port）]

ポート セットにポートを追加します。 [ポート
セットへのポートの追加（Add Port To Portset）]
ダイアログボックスで、[選択（Select）] をク
リックし、ポートを割り当てる必要がある LIF
を選択します。

[ポートの削除（Remove Port）]

ポート セットからポートを削除します。 [ポー
トセットからのポートの削除（Remove Port From
Portset）] ダイアログボックスで、ポート セッ
トから削除する必要があるポートを選択しま
す。

WWPN エイリアスの管理
ワールドワイドポート名（WWPN）は、Data ONTAP で 16 文字の 16 進値として表示される一意
な 64 ビットの ID です。 ただし、SAN の管理者は、特により大規模な SAN において、エイリア
スを代わりに使用して FC ポートをより簡単に識別できる場合があります。 WWPN に対し複数の
エイリアスを作成できますが、複数の WWPN に同じエイリアスを使用することはできません。

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 Vserver アカウントを含むポッドを選択し、NetApp Vserver アカウントを
選択します。

ステップ 3

[WWPNエイリアス（WWPN Aliases）] タブをクリックします。
アカウントで使用可能なWWPNエイリアスが表示されます。[WWPNエイリアス（WWPNAliases）]
タブでは、次のアクションを実行できます。
操作

説明

更新（Refresh）

現在のページを更新します。

お気に入り（Favorite）

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。

Cisco UCS Director NetApp 管理ガイド、リリース 5.3
28

Vserver アカウントのモニタリングとレポート作成
WWPN エイリアスの管理

操作

説明

作成（Create）

WWPN エイリアスを作成します。
[WWPNエイリアスの作成（Create WWPN
Alias）] ダイアログボックスで、次の手順を実
行します。
1 [WWPNエイリアス（WWPN Alias）] フィー
ルドに、WWPNエイリアス名を入力します。
エイリアスは最大 32 文字にすることがで
き、A ～ Z、a ～ z の文字、0 ～ 9 の数字、
ハイフン（-）、アンダースコア（_）、左波
カッコ（{）、右波カッコ（}）およびピリ
オド（.）を含むことができます。
2 [WWPN] フィールドに、FCP イニシエータ
WWPN 名を入力します。 たとえば、
00:00:00:00:00:00:00:00。
3 [送信（Submit）] をクリックします。

ポート セットを選択すると、次の追加アクションが表示されます。
操作

説明

変更（Modify）

エイリアスの WWPN を更新します。

削除（Delete）

確認後に、WWPN エイリアスを削除します。
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