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対象読者
このマニュアルは、Cisco UCS Director または を使用し、以下の少なくとも 1 つの分野において
責任と専門知識を持つデータセンター管理者を主に対象としています。
• サーバ管理
• ストレージ管理
• ネットワーク管理
• ネットワーク セキュリティ
• 仮想化および仮想マシン

表記法
テキストのタイプ

表示

GUI 要素

タブの見出し、領域名、フィールドのラベルのような GUI 要素は、[GUI
要素（this font）] のように示しています。
ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルのようなメイ
ン タイトルは、[メイン タイトル（this font）] のように示しています。

Cisco UCS Director EMC VNX 管理ガイド、リリース 5.5
vii

はじめに
表記法

テキストのタイプ

表示

マニュアルのタイトル マニュアルのタイトルは、イタリック体（italic）で示しています。
TUI 要素

テキストベースのユーザ インターフェイスでは、システムによって表
示されるテキストは、courier フォントで示しています。

システム出力

システムが表示するターミナル セッションおよび情報は、courier
フォントで示しています。

CLI コマンド

CLI コマンドのキーワードは、ボールド体（bold）で示しています。
CLI コマンド内の変数は、イタリック体（italic）で示しています。

（注）

注意

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

どれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲
み、縦棒で区切って示しています。

[x | y | z]

どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

string

引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。
引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま
す。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで
示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて
います。
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はじめに
関連資料

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、
ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

ワンポイント アドバイス

「時間の節約に役立つ操作」です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮でき
ます。

警告

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
This warning symbol means danger.You are in a situation that could cause bodily injury.Before you work
on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard
practices for preventing accidents.Use the statement number provided at the end of each warning to locate
its translation in the translated safety warnings that accompanied this device.
SAVE THESE INSTRUCTIONS

関連資料
『Cisco UCS Director Documentation Roadmap』
Cisco UCS Director の資料の詳細なリストについては、次の URL にある 『Cisco UCS Director
Documentation Roadmap』 を参照してください。http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/
ucs/ucs-director/doc-roadmap/b_UCSDirectorDocRoadmap.html
『Cisco UCS Documentation Roadmaps』
すべての B シリーズ マニュアルの一覧については、『Cisco UCS B-Series Servers Documentation
Roadmap』（URL：http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc）を参照してください。
すべての C シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-doc で入手できる『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。

（注）

『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』には Cisco UCS Manager および Cisco UCS
Central のドキュメントのリンクが含まれています。『Cisco UCS C-Series Servers Documentation
Roadmap』には Cisco Integrated Management Controller のドキュメントのリンクが含まれていま
す。
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はじめに
マニュアルに関するフィードバック

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご
ざいましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。ご協力を
よろしくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集
の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。
新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカル コンテンツをお手元に直接送信するに
は、『What's New in Cisco Product Documentation』RSS フィードをご購読ください。RSS フィード
は無料のサービスです。
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章

このリリースの新規情報および変更情報
• このリリースの新規情報および変更情報, 1 ページ

このリリースの新規情報および変更情報
次の表に、最新リリースに関するこのガイドでの重要な変更点の概要を示します。この表は、こ
のマニュアルに加えられた変更やこのリリースの新しい機能をすべて網羅するものではありませ
ん。
表 1：Cisco UCS Director、リリース 5.5 の新機能と変更された動作

機能

説明

参照先

追加バージョン サポート

このリリースでは、追加バージョ 『Cisco UCS Director
ン サポートが追加されました。こ Compatibility Matrix』
のサポートには下位互換性があり
ます。Cisco UCS Director の以前の
リリースから機能サポートに変更
はありません。
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概要
この章は、次の項で構成されています。
• EMC VNX 用の Cisco UCS Director について, 3 ページ

EMC VNX 用の Cisco UCS Director について
Cisco UCS Director は EMC VNX ブロック、ファイル、統合ストレージのアカウントをサポートし
ます。ブロックではブロックデータをサポートし、ファイルではファイルデータをサポートし、
統合ではブロックとファイル データの両方をサポートします。

（注）

サポートされているすべての VNX バージョンについては、『Compatibility Matrix』を参照して
ください。
VNX Block アカウントの場合は、次を管理できます。
• ブロック ストレージ プール
• ストレージ グループ
• RAID グループ
• ホスト イニシエータ
• 論理ユニット番号（LUN）
VNX ブロック アカウントのレポートには、これらすべての項目に関する詳細情報と、ストレージ
プロセッサ、ポート、メタ LUN、ホスト、ポート、およびディスク デバイスに関する詳細が含ま
れます。
VNX ファイル アカウントの場合は、次を管理できます。
• Data Mover
• ファイル用のストレージ プール
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概要
EMC VNX 用の Cisco UCS Director について

• ボリューム（Volumes）
• ファイルシステム
• Common Internet File Server（CIFS）サーバ
• Common Internet File Server（CIFS）共有
• Network File System（NFS）エクスポート
• Data Mover インターフェイス
• DNS ドメイン
VNX ファイル アカウントで使用できるレポートには、上記の項目に関する詳細情報とシステム概
要が含まれます。
VNX ファイルの新しいアカウントの場合は、Common Internet File Servers（CIFS）または Network
File System（NFS）エクスポートのいずれかを作成します。
NFS エクスポートの場合は、次を作成します。
• ファイルのストレージ プール
• ファイル システム
• インターフェイス
• ボリューム
• マウント
VNX ブロックと VNX ファイルのアカウントを統合した VNX 統合アカウントの場合は、VNX ブ
ロック アカウントと VNX ファイル アカウントの両方に必要なすべてのステップを実行できます。
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EMC NaviSphere のインストール
• EMC NaviSphere のインストール, 5 ページ

EMC NaviSphere のインストール
VNX と通信するため、Cisco UCS Director では、現在、Windows ベースの EMC NaviSphere がサ
ポートされています。NaviSphere を使用する前に、セキュア シェル（SSH）サーバをインストー
ルし、設定しておく必要があります。

Windows ベースの NaviSphere のインストールおよび設定
SSHD サーバを設定する場合は、Cygwin バージョン 1.7.27 をインストールし、ホストで SSH デー
モンを使用することをお勧めします。Cygwin は Microsoft Windows 上で Linux と同様の環境を提
供します。
Windows ベースの EMC NaviSphere に SSHD サーバをインストールした後で、システム変数の
PATH 変数を変更し、NaviSphere の bin フォルダをこのパスに含めてください。これにより、ユー
ザが SSH を使用して Windows NaviSphere にアクセスし、VNX コマンドをただちに実行できるよ
うになります。SSHD サーバをインストールおよび設定したら、新しいデフォルト パスを設定し
て、ユーザによってインストールされるソフトウェアがシステム ソフトウェアをオーバーライド
できるようにする必要があります。
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EMC NaviSphere のインストール
Windows ベースの NaviSphere のインストールおよび設定

Cygwin パッケージのインストール
次の手順に従って、Cygwin バージョン 1.7.27 をダウンロードし、インストールします。

ステップ 1

http://www.cygwin.com/ から Cygwin 実行ファイルをダウンロードします。

ステップ 2

パッケージ選択画面で Cygwin パッケージをインストールする際は、openssh パッケージと openssl パッケー
ジを選択してインストールします。パッケージは、必ず Windows ベースのホストにインストールしてく
ださい。

SSHD サーバの設定

ステップ 1

C:\<Cygwin-Install-Dir> ディレクトリに移動し、エディタを使用して Cygwin.bat を編集モード
で開いて次の行を追加します：set CYGWIN=binmode ntsec
次に、前述の行を追加した Cygwin.bat ファイルの内容の例を示します。
@echo off
C:
chdir C:\<Cygwin-Install-Dir>\bin
set CYGWIN=binmode ntsec
bash --login -i

ステップ 2

コマンド プロンプトで C:\<Cygwin-Install-Dir>\Cygwin.bat ファイルを実行して SSHD サービス
を設定し、コマンド $ ssh-host-config を入力します。
a) 次の質問に回答します。
質問

推奨される回答

権限の分離を使用する必要があ yes を選択します。
りますか。<yes/no>
新しいローカル アカウントは
「sshd」ですか。<yes/no>

yes を選択します。

サービスとして sshd をインス
トールしますか。<yes/no>

すでに SSHD がサービスとしてインストールされている場合は no、
そうでない場合は yes を選択します。

デーモンに対する CYGWIN の 値を binmode ntsec と入力します。
値を入力してください：[ ]
binmode ntsec
別の名前を使用しますか。
(yes/no)

yes を選択します。
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質問

推奨される回答

新しいユーザ名を入力してくだ Enter the new username.
さい：<new-username>
もう一度入力してください：
<new-username>

新しいユーザ名を入力してください。

Cloupia を新しいユーザ名で置
換しますか。(yes/no)

yes を選択します。

パスワードを入力してくださ
い：<password>

このアカウントのパスワードを入力します。

もう一度入力してください：
<password>

このアカウントのパスワードを再入力します。

システム環境変数の設定

ステップ 1

[コンピュータ（Computer）] アイコンを右クリックして [プロパティ（Properties）] を選択します。

ステップ 2

デスクトップにコンピュータのアイコンが表示されない場合は、次の手順を実行します。
a) [スタート（Start）] ボタンをクリックします。
b) [スタート（Start）] メニューの [コンピュータ（Computer）] オプションを右クリックします。
c) [プロパティ（Properties）] を選択します。

ステップ 3

[システムの詳細設定（Advanced System Settings）] をクリックします。

ステップ 4

[詳細設定（Advanced）] タブで [環境変数（Environment Variables）] を選択します。

ステップ 5

[システム変数（System Variables）] で [パス（Path）] 変数を選択し、末尾に次の 2 つのバイナリ パスを追
加します：c:\Program Files (x86)\EMC\Navisphere CLI;c:\<Cygwin-Install-Dir>\bin。
次の例を参照してください。
Variable Name: Path
Variable Value: <Existing Folders Path>;c:\Program Files(x86)\EMC\Navisphere CLI;c:\cygwin
64\bin

ステップ 6

新しい名前として [システム変数（System Variable）] に CYGWIN を追加し、[変数値（Variable Value）] に
binmode tty ntsec を追加します。
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Cygwin SSHD サービスの開始
手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

[Windows サービス（Window Services）] で Cygwin SSHD サービスを手動で開始
して、起動時に自動的に開始するように設定します。

SSH アクセスの検証
コマンド プロンプトで絶対パスを指定しなくても、naviseccli コマンドを実行できることを確認し
ます。SSH クライアントを使用して SSH アクセスを検証できます。

ステップ 1

SSH クライアントを実行している別のマシンにアクセスし、次のコマンドを実行します。
ssh<USERNAME>@<host-ipaddress> 'date' または ssh-1<USERNAME>@<host-ipaddress>
'date'
例：

たとえば、ssh -l pjohn@host-ipaddress 'date'
ステップ 2

コマンドによってパスワードの指定を要求されます。
正しいパスワードを指定すると、コマンドは正確な日付を返します。

Linux ベースの NaviSphere のインストールおよび設定
ステップ 1

特定のプラットフォームの EMC サポートから VNX の naviseccli パッケージを検索してダウンロードしま
す。
次の例を参考にしてください。
NaviCLI-Linux-64-x86-en_US-7.33.2.0.51-1.x86_64.rpm.

ステップ 2

まだ切り替えていない場合は、su [username] を使用してルート ユーザに切り替えます。

ステップ 3

rpm コマンドを使用して naviseccli パッケージをインストールします。
次の例を参考にしてください。
rpm -i NaviCLI-Linux-64-x86-en_US-7.33.2.0.51-1.x86_64.rpm
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Linux ベースの NaviSphere のインストールおよび設定

ステップ 4

証明書の確認レベルを入力するプロンプトが表示されます。確認レベルとして medium[m] を指定します。

ステップ 5

naviseccli bin ディレクトリ（通常は /opt/Navisphere/bin）をシステム パスに追加します。たとえば、
~/.bash_profile & ~/.bashrc に次の行を追加してからこのファイルを実行し、source ~/.bash_profile または
source ~/.bashrc を実行して設定を有効にします。
PATH=$PATH:/opt/Navisphere/bin
export PATH

ステップ 6

接続する各アレイの各ストレージ プロセッサと連携するには、この naviseccli のインストールを設定する
必要があります。エージェントがデータを収集するすべてのアレイのすべてのストレージ プロセッサに対
して、次のコマンドを実行します。
naviseccli -user usename -password password -h sp_ip -scope 0 -np getagent

ステップ 7

。セキュリティ プロンプトが表示されたら、証明書（オプション 2）を保存します。

ステップ 8

使用するストレージ プロセッサごとに必要に、応じてスクリプトを使用し、同じコマンドを実行します。
セキュリティ プロンプトが再度表示されることはありません。

ステップ 9

SSH クライアントを使用して、「root」ユーザとして UCS Director にログインします。Naviseccli がインス
トールされている Navisphere ホストに対して次のコマンドを実行します。
このステップは、UCS Director のアカウントとして VNX ストレージ アレイを追加する前に実行する必要
があります。
# ssh <navicli-user>@<navicli-host-ip> naviseccli -User sysadmin -Password <sysadmin-pass> -Scope
0 -Address <SP-A-IP> port -list

ステップ 10 （SSH 証明書の承認後に）ログイン プロンプトでパスワードを入力します。
VNX ストレージ アレイ ポート設定が一覧表示されます。証明書を保存するように最初に求められたら、
オプション 2 を選択します。
ステップ 11 ステップ 9 で表示されたものと同じコマンドを SP-B IP アドレスにも実行し、証明書を保存します。
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章

アカウントの追加
この章は、次の項で構成されています。
• VNX のタスク, 11 ページ
• アカウント タイプ, 11 ページ
• VNX ファイル アカウントの追加, 12 ページ
• VNX ブロック アカウントの追加, 14 ページ
• VNX 統合アカウントの追加, 17 ページ

VNX のタスク
EMC VNX で使用可能なタスクを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

メニューバーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] > [ワークフロー（VNX）]
> を選択します。

ステップ 2

[物理ストレージ タスク（Physical Storage Tasks）] > [EMC VNX] > [EMC VNXタスク（EMC VNX > EMC
VNX Tasks）] を選択します。

VNX アカウントの情報の変更
VNX アカウントの情報を変更するには、[編集（Edit）] をクリックします。

アカウント タイプ
Cisco UCS Director で、次に示す 3 つのタイプの VNX アカウントを追加できます。
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アカウントの追加
VNX ファイル アカウントの追加

• VNX ファイル アカウント：X-Blade エンクロージャ、2 ～ 8 ブレード、設定可能なフェール
オーバー オプション、および柔軟な I/O 接続性。ライセンスあたり 1 台の Data Mover を使用
できます。
• VNX ブロック アカウント：ストレージまたはデータ プロセッサ エンクロージャ、デュアル
アクティブ ストレージ プロセッサ、自動フェールオーバー、および柔軟な I/O 接続性。ライ
センスあたり 2 つのサービス プロバイダーを使用できます。
• VNX 統合アカウント：VNX ファイルおよび VNX ブロック用の単一プラットフォーム。ラ
イセンスあたり 2 つのサービス プロバイダーを使用できます。

VNX ファイル アカウントの追加
はじめる前に
アカウントのポッドを作成する必要があります。

（注）

VNX アカウントの情報を変更するには、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 1

メニューバーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ペインで、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

[アカウントの追加（Add Account）] 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

[ポッド（Pod）] ドロップダウン このアカウントのポッドを選択します。
リスト
[カテゴリ（Category）] ドロップ [ストレージ（Storage）] を選択します。
ダウン リスト
[アカウントタイプ（Account
Type）] ドロップダウン リスト

[EMC VNX ファイル（EMC VNX File）] を選択します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

2 番目の [アカウントの追加（Add Account）] 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

[ポッド（Pod）] ドロップダウン このアカウントに事前に選択されているポッドが表示されます。
リスト
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VNX ファイル アカウントの追加

名前

説明

[アカウントタイプ（Account
Type）] ドロップダウン リスト

このアカウントに事前に選択されているタイプが表示されます。

[アカウント名（Account Name）] アカウント名。
フィールド
[説明（Description）] フィールド このアカウントの説明。
[クレデンシャル ポリシーの使用 VNX に新規または既存のポリシーを適用するには、このチェックボッ
（Use Credential Policy）] チェッ クスをオンにします。
ク ボックス
（注）
このオプションを選択してポリシーを適用すると、以下で説
明する [コントロール ステーション IP アドレス（Control
Station IP Address）] フィールド、[パスワード（Password）]
フィールド、[転送タイプ（Transport type）] ドロップダウン
リスト、および [ポート（Port）] フィールドはこのフォーム
に表示されません。これらはポリシーによって管理されま
す。
[クレデンシャル ポリシー
[クレデンシャル ポリシーの使用（Use Credential Policy）] チェックボッ
（Credential Policy）] ドロップダ クスをオンにすると、次の 2 つのオプションを使用できます。
ウン リストと [クレデンシャル
• [クレデンシャル ポリシー（Credential Policy）] ドロップダウン
ポリシー フォームの追加フォー
リストから、このタイプのアカウントに対して定義済みのポリ
ム（Add Credential Policy form）]
シーを選択し、そのポリシー データをこのアカウントに適用しま
アイコン
す。
• [クレデンシャルポリシーフォームの追加（Add Credential Policy
form）] アイコンをクリックし、このフォームを使用してこのタ
イプのアカウントのポリシーを定義します。定義したクレデン
シャル ポリシーは今後のセッションで使用できます。このポリ
シーは、ドロップダウンリストに表示されます。
コントロール ステーション IP ア VNX のコントロール ステーション IP アドレス。
ドレス（Control Station IP
Address）
[パスワード（Password）] フィー 指定されたコントロール ステーション アドレスに関連付けられたパス
ルド
ワード。
[通信タイプ（Transport Type）]
ドロップダウン リスト

転送タイプを選択します。

[ポート（Port）] フィールド

ポート。
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VNX ブロック アカウントの追加

名前

説明

[連絡先の電子メール（Contact
Email）] フィールド

連絡先の電子メール。

[ロケーション（Location）]
フィールド

連絡先のロケーション（ユーザ定義）。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 7

[物理アカウント（Physical Accounts）] ペインで、アカウントを選択します。

ステップ 8

[テスト接続（Test Connection）] をクリックします。

次の作業
VNX アカウントの情報を変更するには、[編集（Edit）] をクリックします。

VNX ブロック アカウントの追加
はじめる前に
• 汎用または Vblock アカウント タイプのポッドを作成します。
• VM を設定します。
• レガシー NaviCLI ソフトウェアをアンインストールします（インストールされている場合）。
• すべての Navisphere 機能がサポートされるように新しいセキュア NaviSecCLI ソフトウェア
をインストールします（インストールされていない場合）。
• VNX ストレージを管理および設定する NaviSecCLI コマンドの実行に必要な権限を使用して、
NaviCLI パッケージの一連のユーザ クレデンシャルを作成します。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ペインで、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

[アカウントの追加（Add Account）] 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

[ポッド（Pod）] ドロップダウン このアカウントのポッドを選択します。
リスト
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VNX ブロック アカウントの追加

名前

説明

[カテゴリ（Category）] ドロップ [ストレージ（Storage）] を選択します。
ダウン リスト
[アカウントタイプ（Account
Type）] ドロップダウン リスト

[EMC VNX ブロック（EMC VNX Block）] を選択します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

2 番目の [アカウントの追加（Add Account）] 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

[ポッド（Pod）] ドロップダウン このアカウントに事前に選択されているポッド（データセンター）が
リスト
表示されます。
[アカウントタイプ（Account
Type）] ドロップダウン リスト

このアカウントに事前に選択されているタイプが表示されます。

[アカウント名（Account Name）] アカウント名。
フィールド
[説明（Description）] フィールド このアカウントの説明。
[ストレージ プロセッサ A の IP ストレージ プロセッサ A の IP アドレス。
アドレス（Storage Processor A IP
Address）] フィールド
[ストレージ プロセッサ B の IP ストレージ プロセッサ B の IP アドレス。
アドレス（Storage Processor B IP
Address）] フィールド
[クレデンシャルポリシーの使用 VNX に新規または既存のクレデンシャル ポリシーを適用するには、
（Use Credential Policy）] チェッ このチェックボックスをオンにします。
ク ボックス
（注）
このオプションを選択してポリシーを適用すると、以下で説
明する [ブロック アクセス ユーザ名（Block Access User
Name）] フィールドと [ブロック アクセス パスワード（Block
Access Password）] フィールドは、このフォームに表示され
ません。
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VNX ブロック アカウントの追加

名前

説明

[クレデンシャル ポリシー
[クレデンシャルポリシーの使用（Use Credential Policy）] チェックボッ
（Credential Policy）] ドロップダ クスをオンにすると、次の 2 つのオプションを使用できます。
ウン リストと [クレデンシャル
• クレデンシャル ポリシーのドロップダウンリストから、このタイ
ポリシー フォームの追加フォー
プのアカウントに対して定義済みのポリシーを選択し、そのポリ
ム（Add Credential Policy form）]
シー データをこのアカウントに適用します。
アイコン
• [クレデンシャルポリシーフォームの追加（Add Credential Policy
form）] アイコンをクリックし、このフォームを使用してこのタ
イプのアカウントのポリシーを定義します。定義したクレデン
シャル ポリシーは今後のセッションで使用できます。このポリ
シーは、ドロップダウン リストに表示されます。
[ブロック アクセス ユーザ名
（Block Access User Name）]
フィールド

ブロック アクセスのユーザ名。

[ブロック アクセス パスワード
（Block Access Password）]
フィールド

ブロック アクセスのパスワード。

（注）

ポリシーを適用した場合、[ブロック アクセス ユーザ名
（Block Access User Name）] フィールドと [ブロック アクセ
ス パスワード（Block Access Password）] フィールドは、こ
のフォームに表示されません。[ブロック アクセス パスワー
ド（Block Access Password）] については以下で説明します。

[プロトコル（Protocol）] ドロッ 使用されるプロトコルを選択します。
プダウン リスト
[NaviSecCLI ホスト IP アドレス セキュア NaviSecCLI ホストのアドレス。
（NaviSecCLI Host IP Address）] （注）
Windows での NaviSecCLI の使用は、リリース 5.4 以降でサ
フィールド
ポートされています。
[クレデンシャル ポリシーの使用 新規または既存のクレデンシャルポリシーを適用するには、このチェッ
（Use Credential Policy）] チェッ クボックスをオンにします。上記の [クレデンシャル ポリシー
ク ボックス
（Credential Policy）] と [クレデンシャル ポリシー フォームの追加（Add
Credential Policy form）] アイコン列のオプションの説明を参照してく
ださい。
（注）
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ポリシーを適用した場合、以下で説明する [NaviSecCLI ホス
ト ユーザ名（NaviSecCLI Host User Name）] フィールドと
[NaviSecCLI ホスト ユーザ パスワード（NaviSecCLI Host User
Password）] フィールドは、このフォームに表示されません。

アカウントの追加
VNX 統合アカウントの追加

名前

説明

[NaviSecCLI ホスト ユーザ名
指定されたセキュア NaviSecCLI ホストのユーザ名。
（NaviSecCLI Host User Name）]
フィールド
[NaviSecCLI ホスト ユーザ パス 指定されたセキュア NaviSecCLI ホストのパスワード。
ワード（NaviSecCLI Host User
Password）] フィールド
[ブロック アクセス ポート
（Block Access Port）] フィール
ド

使用されるポート。

[範囲（Scope）] ドロップダウン 範囲を選択します。
リスト
[連絡先（Contact）] フィールド 連絡先の電子メール。
[ロケーション（Location）]
フィールド

連絡先のロケーション（ユーザ定義）。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 7

[物理アカウント（Physical Accounts）] ペインで、アカウントを選択します。

ステップ 8

[テスト接続（Test Connection）] をクリックします。

VNX 統合アカウントの追加
• 汎用または Vblock アカウント タイプのポッドを作成します。
• レガシー NaviCLI ソフトウェアをアンインストールします（インストールされている場合）。
• すべての Navisphere 機能がサポートされるように新しいセキュア NaviSecCLI ソフトウェア
をインストールします（インストールされていない場合）。
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アカウントの追加
VNX 統合アカウントの追加

• VNX ストレージを管理および設定する NaviSecCLI コマンドの実行に必要な権限を使用して、
NaviSecCLI パッケージの一連のユーザ クレデンシャルを作成します。

ステップ 1

メニューバーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ペインで、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

[アカウントの追加（Add Account）] 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

[ポッド（Pod）] ドロップダウン このアカウントのポッド（データセンター）を選択します。
リスト
[カテゴリ（Category）] ドロップ [ストレージ（Storage）] を選択します。
ダウン リスト
[アカウントタイプ（Account
Type）] ドロップダウン リスト

[EMC VNX 統合（EMC VNX Unified）] を選択します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

2 番目の [アカウントの追加（Add Account）] 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

[ポッド（Pod）] ドロップダウン このアカウントに事前に選択されているポッド（データセンター）が
リスト
表示されます。
[アカウントタイプ（Account
Type）] ドロップダウン リスト

このアカウントに事前に選択されているタイプが表示されます。

[アカウント名（Account Name）] アカウント名。
フィールド
[説明（Description）] フィールド このアカウントの説明。
[コントロール ステーション IP
アドレス（Control Station IP
Address）] フィールド

VNX のコントロール ステーション IP アドレス。
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VNX 統合アカウントの追加

名前

説明

[クレデンシャル ポリシーの使用 VNX に新規または既存のポリシーを適用するには、このチェックボッ
（Use Credential Policy）] チェッ クスをオンにします。
ク ボックス
（注）
このオプションを選択してポリシーを適用すると、以下で説
明する [コントロール ステーション ユーザ名（Control Station
User Name）]、[パスワード（Password ）]、[ファイル アク
セス プロトコル（File Access Protocol）]、および [ファイル
アクセス ポート（File Access Port）] フィールドはこのフォー
ムに表示されません。これらはポリシーによって管理されま
す。
[クレデンシャル ポリシー
[クレデンシャル ポリシーの使用（Use Credential Policy）] チェックボッ
（Credential Policy）] ドロップダ クスをオンにすると、次の 2 つのオプションを使用できます。
ウン リストと [クレデンシャル
• クレデンシャル ポリシーのドロップダウン リストから、このタ
ポリシー フォームの追加フォー
イプのアカウントに対して定義済みのポリシーを選択し、そのポ
ム（Add Credential Policy form）]
リシー データをこのアカウントに適用します。
アイコン
• [クレデンシャルポリシーフォームの追加（Add Credential Policy
form）] アイコンをクリックし、このフォームを使用してこのタ
イプのアカウントのポリシーを定義します。定義したクレデン
シャル ポリシーは今後のセッションで使用できます。このポリ
シーは、ドロップダウンリストに表示されます。
[コントロール ステーション ユー 指定されたコントロール ステーション アドレスに関連付けられたユー
ザ名（Control Station User
ザ名。
Name）] フィールド
[パスワード（Password）] フィー コントロール ステーション IP アドレスとユーザ名に関連付けられた
ルド
パスワード。
[ファイル アクセス プロトコル
（File Access Protocol）] ドロッ
プダウン リスト

使用されるプロトコルを選択します。

[ファイル アクセス ポート（File 使用されるポート。
Access Port）] フィールド
[ストレージ プロセッサ A の IP ストレージ プロセッサ A の IP アドレス。
アドレス（Storage Processor A IP
Address）] フィールド
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名前

説明

[ストレージ プロセッサ B の IP ストレージ プロセッサ B の IP アドレス。
アドレス（Storage Processor B IP
Address）] フィールド
[クレデンシャル ポリシーの使用 新規または既存のクレデンシャルポリシーを適用するには、このチェッ
（Use Credential Policy）] チェッ クボックスをオンにします。前述の [クレデンシャル ポリシー
ク ボックス
（Credential Policy）] ドロップダウン リストと [クレデンシャル ポリ
シー フォームの追加（Add Credential Policy）] アイコンのオプション
の説明を参照してください。
（注）

ポリシーを適用した場合、以下で説明する [NaviSecCLI ホス
ト ユーザ名（NaviSecCLI Host User Name）] フィールドと
[NaviSecCLI ホスト ユーザ パスワード（NaviSecCLI Host User
Password）] フィールドは、このフォームに表示されません。

[ブロック アクセス ユーザ名
（Block Access User Name）]
フィールド

ブロック アクセスのユーザ名。

[ブロック アクセス パスワード
（Block Access Password）]
フィールド

ブロック アクセスの関連パスワード。

[NaviSecCLI ホスト IP アドレス セキュア NaviSecCLI ホストのアドレス。
（NaviSecCLI Host IP Address）] （注）
Windows での NaviSecCLI の使用は、リリース 5.4 以降でサ
フィールド
ポートされています。
[クレデンシャル ポリシーの使用 新規または既存のクレデンシャルポリシーを適用するには、このチェッ
（Use Credential Policy）] チェッ クボックスをオンにします。前述の [クレデンシャル ポリシー
ク ボックス
（Credential Policy）] ドロップダウン リストと [クレデンシャル ポリ
シー フォームの追加（Add Credential Policy）] アイコンのオプション
の説明を参照してください。
（注）

ポリシーを適用した場合、以下で説明する [NaviSecCLI ホス
ト ユーザ名（NaviSecCLI Host User Name）] フィールドと
[NaviSecCLI ホスト ユーザ パスワード（NaviSecCLI Host User
Password）] フィールドは、このフォームに表示されません。

[NaviSecCLI ホスト ユーザ名
指定されたセキュア NaviSecCLI ホストのユーザ名。
（NaviSecCLI Host User Name）]
フィールド
[NaviSecCLI ホスト ユーザ パス 指定されたセキュア NaviSecCLI ホストのパスワード。
ワード（NaviSecCLI Host User
Password）] フィールド
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名前

説明

[ブロック アクセス ポート
（Block Access Port）] フィール
ド

使用されるポート。

[範囲（Scope）] ドロップダウン 範囲を選択します。
リスト
[連絡先（Contact）] フィールド 連絡先の電子メール。
[ロケーション（Location）]
フィールド

連絡先のロケーション（ユーザ定義）。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 7

[物理アカウント（Physical Accounts）] ペインで、アカウントを選択します。

ステップ 8

[テスト接続（Test Connection）] をクリックします。

次の作業
VNX アカウントの情報を変更するには、[編集（Edit）] をクリックします。
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章

VNX ブロック ストレージの管理
この章は、次の項で構成されています。
• VNX ブロック ストレージの管理, 23 ページ
• 手順の概要, 25 ページ
• ストレージ プール, 25 ページ
• RAID グループ, 27 ページ
• ホスト イニシエータ, 29 ページ
• ストレージ グループ, 31 ページ
• LUN, 32 ページ
• ストレージ グループへのホストの追加, 35 ページ
• ストレージ グループへの LUN の追加, 36 ページ
• メタ LUN の作成, 37 ページ
• データストアとしての LUN の関連付け, 38 ページ

VNX ブロック ストレージの管理
VNX ブロック（および VNX 統合）アカウントに関して、次のプール、グループ、デバイス、お
よびビューを管理します。
• ストレージ プール：名前、説明、RAID タイプ（RAID 1/0、RAID-5、RAID-6）、ディスク、
およびフルしきい値のパーセント
• RAID グループ：RAID グループ ID、RAID タイプ（RAID 1、0、3、または 5、ディスク、
ホット スペア）、拡張、または最適化の優先度、ディスク。最後の LUN のバインド解除後
に自動的に RAID グループを破棄するオプション、および電力を節約するためのオプション
があります。
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• ホスト イニシエータ：新規または既存のホストへの追加、ホスト名、WWN/IQN、SP ポー
ト、イニシエータ タイプ（CLARiiON Open、HP オート トレスパス、HP オート トレスパス
なし、SGI、Fujitsu Siemens、Compaq Tru64）、およびフェールオーバー モード（アクティブ
- アクティブ モード - フェールオーバー モード 4、アクティブ - パッシブ モード（PNR） フェールオーバー モード 1、AIX アクティブ - パッシブ モード（PAR） - フェールオーバー
モード 3、レガシー フェールオーバー モード 2、レガシー フェールオーバー モード 0）。ホ
ストをストレージ グループに追加します。
• ストレージ グループ：名前
• 論理ユニット番号（LUN）：ストレージ プール タイプ（プール、RAID グループ）、RAID
タイプ（1_0、5）、新しい LUN のストレージ プール（新規または既存のプール）、ユーザ
容量、容量単位（MB、GB、TB、ブロック）、配列オフセット（LBA）、デフォルトの所有
者、初期階層の配置（プールのパフォーマンス、使用可能な最高階層、使用可能な最低階層
に関して最適化）、および LUN 名としての LUN ID の自動割り当て、LUN ID の自動生成、
シンまたは最大プロビジョニングのオプション。データストアとして LUN をマウントし、
ストレージ グループに追加します。
読み取り専用レポートの詳細情報には、次の情報が含まれています。
• [システムの概要（System Summary）]：ファイル システム割り当ておよびシステム概要の要
約グラフ
• [Data Mover]：一意の ID、アカウント名、サーバ名、およびロール
• [ストレージ プロセッサ（Storage Processors）]：SP 名、シリアル番号、IP アドレス、および
耐障害性（オンまたはオフ）
• [ディスク デバイス（Disk Devices）]：一意の ID、アカウント名、名前、ディスク タイプ、
状態、容量（GB）、およびその他のデータ
• [Host（ホスト）]：アカウント名、ホスト名、IP アドレス、ストレージ グループ、ホストへ
の接続（オンまたはオフ）、HBA ポートの数、ログイン ステータス、および状態
• [イニシエータ（Initiators）]：アカウント名、ストレージ グループ、イニシエータ名、ログ
イン ステータス、SP ポート ID、SP ポート タイプ、登録済み（y/n）、ホスト名、および IP
アドレス
• [ポート（Ports）]：SP ポート、ポート IP アドレス、ポート WWN、ポート タイプ、ストレー
ジ プロセッサ、およびファブリック WWN
• [他のレポート（More Reports）]：RAID グループまたはホストの表形式レポート、ファイル
システム割り当てと、ストレージ容量の大きい上位 5 つのファイル システム、ファイル数の
多い上位 5 つのファイル システム、およびストレージ容量の大きい上位 5 つのボリュームに
関するインスタント レポート
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手順の概要
ステップ 1

VNX ブロック アカウントを追加します。

ステップ 2

ブロック管理に必要なプール、グループ、ホスト、および LUN を作成します。
a) ストレージ プールを作成します。
b) RAID グループを作成します。
c) ホスト イニシエータを作成します。
d) ストレージ グループを作成します。
e) LUN を作成し、データストアとしてマウントします。
f) ストレージ グループにホストを追加します。
g) ストレージ グループにLUN を追加します。

ステップ 3

レポートを確認します。

ストレージ プール
ストレージ プールには、次のパラメータが必要です。
• ストレージ プール名
• 説明
• RAID タイプ：1/0、5、または 6
• ディスク
• 使用率のしきい値
[ブロック ストレージ プール（Block Storage Pools）] タブ上のボタンをクリックして、次の操作を
実行します。
ボタン名

説明

作成（Create）

新しいストレージ プールを作成します。

削除（Delete）

選択したストレージ プールを削除します。

拡張（Expand）

選択したストレージ プールを拡張します。

グループに割り当て（Assign
to Group）

選択したストレージ プールをグループに割り当てます。
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ボタン名

説明

詳細の表示

選択したストレージ プールに関する詳細を表示します。

ストレージ プールの作成

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

[ストレージ（Storage）] ペインで、ストレージ プールを作成する VNX ポッドを選択します。

ステップ 3

[ブロック ストレージ プール（Block Storage Pools）] タブをクリックします。

ステップ 4

[作成（Create）] をクリックします。

ステップ 5

[ストレージプールの作成（Create Storage Pool）] 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（Name）]

説明

[ストレージ プール名（Storage
Pool Name）] フィールド

ストレージ プール名。

[説明（Description）] フィールド 説明。
[RAID タイプ（RAID Type）] ド RAID タイプを選択します。次のいずれかになります。
ロップダウン リスト
1/0
5
8
[ディスク（Disks）] フィールド [選択（Select）] をクリックします。
ステップ 6 に進みます。
[使用率しきい値（Percent Full
Threshold）] フィールド

ステップ 6

使用率のしきい値。

[項目の選択（Select Items）] ダイアログ ボックスで、次のオプションのいずれかを選択します。
• ディスクのサブセットを使用する個々の項目を確認します。
• [すべてオン（Check All）]（すべてのディスクを使用する）。
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• [すべてオフ（Check None）]（ディスクを使用しない）。
ステップ 7

[選択（Select）] をクリックします。

ステップ 8

[ストレージ プールの作成（Create Storage Pool）] ダイアログボックスで、[送信（Submit）] をクリックし
ます。

RAID グループ
RAID グループには、次のパラメータがあります。
• RAID グループ ID：システムがグループ ID を指定するか、またはユーザがグループ ID を作
成できます。
• RAID タイプ：1/0、5、または 6
• 最後の LUN のバインド解除後に自動的に破棄するオプション
• 拡張または最適化の優先度
• 省電力を許可するオプション
• ディスク
[RAID グループ（RAID Groups）] タブ上のボタンをクリックして、次の操作を実行します。
ボタン名

説明

作成（Create）

新しい RAID グループを作成します。

削除（Delete）

選択した RAID グループを削除します。

グループに割り当て（Assign
to Group）

選択した RAID グループをグループに割り当てます。

詳細の表示

選択した RAID グループに関する詳細を表示します。
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RAID グループの作成
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

[ストレージ（Storage）] ペインで、RAID グループを作成する VNX データセンターを選択します。

ステップ 3

[RAID グループ（RAID Groups）] タブをクリックします。

ステップ 4

[作成（Create）] をクリックします。

ステップ 5

[RAID グループの作成（Create RAID Group）] ダイアログ ボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[RAID グループ ID（RAID Group RAID グループ ID を入力します次のいずれかになります。
ID）] フィールド
1
[0]
3
5
disk
ホット スペア（hot spare）
[RAID タイプ（RAID Type）] ド RAID タイプを選択します。次のいずれかになります。
ロップダウン リスト
RAID0
RAID1
RAID1/0
RAID3
RAID5
RAID6
ディスク（DISK）
[省電力を許可（Allow Power
Saving）] チェックボックス

オンにした場合は、システムはこの RAID グループの省電力を許可し
ます。

[ディスク（Disks）] フィールド [選択（Select）] をクリックします。
ステップ 6 に進みます。

ステップ 6

[項目の選択（Select Items）] ダイアログ ボックスで、次のオプションのいずれかを選択します。
• ディスクのサブセットを使用する個々の項目を確認します。
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• すべてのディスクを選択するには、[アカウント名（Account Name）] の横にあるボックスをオンにし
ます。すべてのディスクの選択を解除するには、ボックスをオフにします。
ステップ 7

[選択（Select）] をクリックします。

ステップ 8

[RAID グループの作成（Create RAID Group）] ダイアログボックスで、[送信（Submit）] をクリックしま
す。

ホスト イニシエータ
ホスト イニシエータには、次のパラメータが必要です。
• イニシエータの追加先：イニシエータを新規ホストまたは既存のホストに追加できます。
• ホスト
• WWN/IQN
• SP ポート
• イニシエータ タイプ
• フェールオーバー モード
[イニシエータ（Initiators）] タブ上のボタンをクリックして、次の操作を実行します。
ボタン名

説明

登録

新しいイニシエータを登録します。

[詳細の表示（View Details）] 選択したイニシエータに関する詳細を表示します。
[登録解除（Deregister）]

選択したイニシエータの登録を解除します。
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ホスト イニシエータの登録

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

[ストレージ（Storage）] ペインで、ホスト イニシエータを登録する VNX データセンターを選択します。

ステップ 3

[イニシエータ（Initiators）] タブをクリックします。

ステップ 4

[登録（Register）] をクリックします。

ステップ 5

[ホスト イニシエータの登録（Register Host Initiator）] ダイアログ ボックスで、次のフィールドに入力し
ます。
名前

説明

[イニシエータの追加先（Add
[既存のホスト（Existing Host）] または [新規ホスト（New Host）] を
Initiator to）] ドロップダウン リ 選択します。
スト
[新規ホスト（New Host）] を選択した場合は、ステップ 6 に進みます。
[ホスト（Host）] フィールド

[既存のホスト（Existing Host）] を選択した場合は、[選択（Select）]
をクリックします。
ステップ 7 に進みます。

WWN/IQN

新規ホストまたは既存ホストの WWN/IQN。

[SP ポート（SP Port）] フィール [選択（Select）] をクリックします。
ド
ステップ 8 に進みます。
[イニシエータ タイプ（Initiator
Type）] ドロップダウン リスト

[イニシエータ タイプ（Initiator Type）] を選択します。次のいずれか
になります。
• CLARiiON Open
• HP オート トレスパス（HP Auto Trespass）
• HP オート トレスパスなし（HP No Auto Trespass）
• SGI
• Fujitsu Siemens
• Compaq Tru64
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名前

説明

[フェールオーバー モード
[フェールオーバー モード（Failover Mode）] を選択します。次のいず
（Failover Mode）] ドロップダウ れかになります。
ン リスト
• アクティブ - アクティブ モード：フェールオーバー モード 4
（Active-Active mode-Failover Mode 4）
• アクティブ - パッシブ モード（PNR）：フェールオーバー モード
1（Active-Passive mode (PNR)-Failover Mode 1）
• AIX アクティブ - パッシブ モード（PAR）：フェールオーバー
モード 3（AIX Active-Passive mode (PAR)-Failover Mode 3）
• レガシー フェールオーバー モード 2（Legacy Failover Mode 2）
• レガシー フェールオーバー モード 0（Legacy Failover Mode 0）

ステップ 6

イニシエータを新しいホストに追加するには、同じダイアログ ボックスで次のフィールドに入力します。
名前

説明

[ホスト名（Host Name）] フィー 新規ホストのホスト名。
ルド
[IPアドレス（IP Address）] フィー 新規ホストの IP アドレス。
ルド

ステップ 7

イニシエータを既存のホストに追加するには、[選択（Select）] ダイアログ ボックスで、いずれかのホス
トを選択して [選択（Select）] をクリックします。

ステップ 8

[選択（Select）] ダイアログ ボックスで、リストからいずれかの SP ポートを選択し、[選択（Select）] を
クリックします。

ステップ 9

[ホスト イニシエータの登録（Register Host Initiator）] ダイアログ ボックスで、[送信（Submit）] をクリッ
クします。

ストレージ グループ
ストレージ グループには、パラメータとして名前が必要です。
[ストレージ グループ（Storage Groups）] タブ上のボタンをクリックして、次の操作を実行しま
す。
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ボタン名

説明

作成（Create）

新しいストレージ グループを作成します。

[詳細の表示（View Details）] 選択したストレージ グループに関する詳細を表示します。
削除（Delete）

選択したストレージ グループを削除します。

[LUN の追加（Add LUN）]

選択したストレージ グループに LUN を追加します。

[LUN の削除（Remove LUN）] 選択したストレージ グループから LUN を削除します。
[ホストの追加（Add Host）]

選択したストレージ グループにホストを追加します。

[ホストの削除（Remove
Host）]

選択したストレージ グループからホストを削除します。

ストレージ グループの作成

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

[ストレージ（Storage）] ペインで、ストレージ グループを作成する VNX データセンターを選択します。

ステップ 3

[ストレージ グループ（Storage Groups）] タブをクリックします。

ステップ 4

[作成（Create）] をクリックします。

ステップ 5

[ストレージ グループの作成（Create Storage Group）] ダイアログ ボックスで、[名前（Name）] フィール
ドに、ストレージ グループの名前を入力します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
[ストレージ グループ（Storage Groups）] タブで、ストレージ グループにホストと LUN を追加し
ます。

LUN
LUN には次のパラメータがあります。
• LUN 名として LUN ID を自動的に割り当てるオプション
• システムに LUN ID の指定を許可するオプション
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• ストレージ プール タイプ
• RAID タイプ
• ストレージ プール
• シンまたは最大プロビジョニング
• ユーザ容量（シン LUN のみ）
• 容量単位
• LUN ID
• アライメント オフセット（LBA）
• デフォルトの所有者
[LUN] タブ上のボタンをクリックして、次の操作を実行します。
ボタン名

説明

作成（Create）

LUN を作成します。

削除（Delete）

選択した LUN を削除します。

拡張（Expand）

選択した LUN を拡張します。

[メタ LUN の作成（Create
Meta LUN）]

選択した LUN にメタ LUN を作成します。

[データストアとして LUN を データストアとして LUN を関連付けます。
関連付け（Associate LUN as
Datastore）]
[グループに割り当て（Assign 選択した LUN をグループに割り当てます。
to Group）]
[詳細の表示（View Details）] 選択した LUN に関する詳細を表示します。

LUN の作成
• メニュー バーで、[物理（Physical）] > [ストレージ（Storage）] を選択します。
• [ストレージ（Storage）] ペインで、LUN を作成する VNX ポッドを選択します。
• [LUN（LUNs）] タブをクリックします。
• [作成（Create）] をクリックします。
• [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。
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名前

説明

[ストレージ プール タイプ ストレージ プール タイプを選択します。
（Storage Pool Type）] ドロッ 制約事
[RAID グループ（RAID Group）] を選択した場合
項
プダウン リスト
は、システムによって LUN ID が自動生成されま
す。LUN に自動で名前を付けることにより、LUN
名が一連の厳密な命名規則に従っていることが保
証されます。不適切な名前の LUN は正常に機能し
ません。
[プール（Pool）] を選択すると、LUN ID を LUN 名
として自動的に割り当てるようにデフォルト パス
が設定されます。ただし、このオプションの選択
を解除することもできます（非推奨）。
[LUN ID を LUN 名として自
動的に割り当てる
（Automatically assign LUN
IDs as LUN Names）] チェッ
クボックス

ストレージ プール タイプとして [プール（Pool）] を選択した
場合は、LUN ID を LUN 名として自動的に割り当てるように
デフォルト パスが設定されます。ただし、このオプションの
選択を解除することもできます（非推奨）。
オンにした場合、LUN ID は LUN 名として自動的に割り当て
られます。
LUN ID を LUN 名として割り当てない場合は、チェックボッ
クスをオフにします。

[新規 LUN のストレージ
新規 LUN のストレージ プールを選択します。
プール（Storage Pool for New
LUN）] ドロップダウン リス
ト
[シン（Thin）] チェックボッ シン LUN が必要な場合は、このチェックボックスをオンにし
クス
ます。
[しきい値を無視する（Ignore ストレージ プールしきい値制限を無視するには、このチェッ
Thresholds）] チェックボッ クボックスをオンにします。
クス
[ユーザの容量（User
Capacity）] フィールド

ユーザの容量（シン LUN にのみ適用）。

[容量単位（Capacity Units）] 容量単位のタイプを選択します。次のいずれかになります。
ドロップダウン リスト
GB
MB
TB
ブロック件数（Blocks）
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名前

説明

[アライメント オフセット
（LBA）（Alignment Offset
(LBA)）] フィールド

アライメント オフセット（LBA）（0 ～ 9999）。

[デフォルトの所有者
ドロップダウン リストからデフォルトの所有者を選択しま
（Default Owner）] ドロップ す。
ダウン リスト
Auto
[SP A]
SP B
[初期階層配置（Initial Tier
ドロップダウン リストから、次のいずれかを選択します。
Placement）] ドロップダウン [プールのパフォーマンス用に最適化（Optimize for Pool
リスト
Performance）]
[可用性が最も高い階層（Highest available tier）]
[可用性が最も低い階層（Lowest available tier）]

• [送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
データストアとして LUN をマウントします。

ストレージ グループへのホストの追加
はじめる前に
ホストとストレージ グループは、システムに存在している必要があります。

ステップ 1

メニュー バーで、[物理（Physical）] > [ストレージ（Storage）] の順に選択します。

ステップ 2

[ストレージ（Storage）] ペインで、ホストを追加する VNX データセンターを選択します。

ステップ 3

[ストレージ グループ（Storage Groups）] タブをクリックします。

ステップ 4

[ホストの追加（Add Host）]をクリックします。

ステップ 5

[ストレージ グループへのホストの追加（Add Host(s) to Storage Group）] ダイアログ ボックスで、次の
フィールドに入力します。
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名前

説明

[ホストの表示（Show Hosts）] ドロップダウン リス [接続済みを含める（Include Connected）] または [未
ト
接続（Not Connected）] を選択します。
[ホスト（Hosts）] フィールド

[選択（Select）] をクリックします。
ステップ 6 に進みます。

ステップ 6

[選択（Select）] ダイアログ ボックスで、ホストを選択します。

ステップ 7

[選択（Select）] をクリックします。

ステップ 8

[ストレージ グループへのホストの追加（Add Host(s) to Storage Group）] ダイアログ ボックスで、[送信
（Submit）] をクリックします。

ストレージ グループへの LUN の追加
はじめる前に
LUN およびストレージ グループはシステムに存在している必要があります。

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

[ストレージ（Storage）] ペインで、LUN を追加する VNX データセンターを選択します。

ステップ 3

[ストレージ グループ（Storage Groups）] タブをクリックします。

ステップ 4

[LUN の追加（Add LUN）] をクリックします。

ステップ 5

[ストレージ グループへの LUN の追加（Add LUN to Storage Group）] ダイアログ ボックスで、次のフィー
ルドに入力します。
名前

説明

[LUN] フィールド

LUN を手動で選択する場合、[選択（Select）] をク
リックします。
ステップ 6 に進みます。

[システムによる HLU の指定（Let System Specify
HLU）] チェックボックス
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ステップ 6

[ホスト LUN ID（Host LUN ID）] フィールドに、ホスト LUN ID を入力します。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

メタ LUN の作成
はじめる前に
LUN を作成します。

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

[ストレージ（Storage）] ペインで、メタ LUN を作成する VNX ポッドを選択します。

ステップ 3

[メタ LUN（Meta LUNs）] タブをクリックします。

ステップ 4

[メタ LUN の作成（Create Meta LUN）] をクリックします。

ステップ 5

[メタ LUN の作成（Create Meta LUN）] ダイアログ ボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[拡張タイプ（Expansion Type）] ドロップダウン リ 拡張タイプを選択します。次のいずれかになりま
スト
す。
• [ストライプ拡張（Stripe Expansion）]
• [連結拡張（Concatenate Expansion）]
[FLARE LUN] ドロップダウン リスト

ベース LUN に追加する FLARE LUN を選択します。

[メタ LUN 名（Meta LUN Name）] フィールド

LUN の名前。

[最大（MAX）] チェックボックス

オンにした場合は、システムによって最大 LUN サ
イズが作成されます。

[ユーザの容量（User Capacity）] フィールド

LUN の容量単位（シン LUN のみに適用されま
す）。

[容量単位（Capacity Units）] ドロップダウン リスト 容量単位を選択します。
[デフォルトの所有者（Default Owner）] ドロップダ デフォルトの所有者を選択します。
ウン リスト
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名前

説明

[エレメント サイズ乗数（Element size Multiplier）]
フィールド

エレメント サイズ乗数。このフィールドにはメタ
LUN のストリップ エレメント サイズ乗数が表示さ
れます。デフォルト値は 4 です。

[アライメント オフセット（Alignment Offset）]
フィールド

アライメントオフセット（LBA）値。値の範囲は、
0 ～ 9999 です。

[自動割り当てを有効にする（Enable Auto-assign）] オンにした場合は、システムによって自動割り当て
チェックボックス
が有効にされます。このオプションによって自動割
り当てが有効または無効になるのは、2 つのサービ
ス プロバイダーとホット スペアではない LUN を備
えたストレージ システムのみです。
[拡張率（Expansion Rate）] ドロップダウン リスト 追加した LUN 容量をホストで利用可能にするため
の拡張率を選択します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
データストアとして LUN を関連付けます。

データストアとしての LUN の関連付け
はじめる前に
LUN を作成します。

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

[ストレージ（Storage）] ペインで、データストアとして LUN を関連付ける VNX ポッドを選択します。

ステップ 3

[LUN（LUNs）] タブをクリックします。

ステップ 4

データストアとして関連付ける LUN を選択します。

ステップ 5

[データストアとして LUN を関連付け（Associate LUN As Datastore）] をクリックします。

ステップ 6

[データストアとして LUN を関連付け（Associate LUN As Datastore）] ダイアログ ボックスで、次のフィー
ルドに入力します。
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名前

説明

[データストア名（Data store Name）] フィールド

データストア。

[ホスト ノードの選択（Select Host Node）] フィール ホスト ノード。
ド
[イニシエータ タイプ（Initiator Type）] ドロップダ イニシエータ タイプを選択します。
ウン リスト
[LUN名（LUN Name）] フィールド

LUN の名前。

[VDC 名（VDC Name）] ドロップダウン リスト

VDC 名を選択します。

[成功基準（Success Criteria）] ドロップダウン リス 関連付けの成功を測定する方法をドロップダウンか
ト
ら選択します。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
データストアが LUN に関連付けられていることを確認します。たとえば、[仮想（Virtual ）] > [ス
トレージ（Storage）] を選択し、[vCenter]（左側のペイン）をクリックして、関連するデータスト
アを表示できます。
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章

VNX ファイル ストレージの管理
この章は、次の項で構成されています。
• VNX ファイル ストレージ管理について, 41 ページ
• 手順の概要, 42 ページ
• CIFS の使用, 43 ページ
• NFS エクスポートの使用, 48 ページ

VNX ファイル ストレージ管理について
VNX ファイル（および VNX Unified）アカウントでは、Common Internet File System（CIFS）また
は Network File System（NFS）エクスポートのいずれかを使用できます。
CIFS の場合、次を作成し、管理します。
• CIFS サーバ：サーバ タイプ、コンピュータ、NetBIOS 名、エイリアス、およびドメイン。
ドメインへの参加の選択、ローカル ユーザの有効化、インターフェイスの選択を行うことが
できます。
• CIFS 共有：CIFS 共有の名前、ファイル システム、パス、CIFS サーバ、ユーザの制限および
コメント。
• DNS ドメイン：名前、DNS サーバ、およびプロトコル（UDP または TCP）。
NFS エクスポートの場合、次を作成し、管理します。
• ファイルのストレージ プール：名前、説明、およびインターフェイスのサブネット マスク。
メタ ボリュームまたはストレージ プールから作成できます。デフォルトでプール ボリュー
ムをスライスすることもできます。
• ボリューム：名前、タイプ（ストライプ、メタ、スライス）、ストライプ サイズ（32、64、
256）、および選択するボリューム。ボリュームをデータストアにマウントできます。
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• ファイル システム：名前、ストレージ プール、ストレージ容量、容量単位（MB、GB、
TB）。必要に応じて、ストレージ プールまたはボリュームからファイル システムを作成し
て、スライスを含めることができます。ファイル システムをデータストアにマウントできま
す。
• Data Mover インターフェイス：名前、デバイス名、アドレス、サブネット マスク、最大転送
単位（MTU）、および VLAN ID
• NFS エクスポート：ファイル システム、読み取り/書き込みホスト、ルート ホスト、および
ホスト アクセス読み取り専用エクスポートのオプション
• マウント：パス、ファイル システム名、サーバ、読み取り専用または読み取り/書き込み、
およびアクセス チェック ポリシー（NT、UNIX、セキュア、ネイティブ、混合、または混合
および互換）。ウイルスの検査の有効化、CIFS oplock の有効化、および詳細オプションの設
定を選択できます。
読み取り専用レポートには、次の情報が含まれています。
• システム概要：データセンター、アカウント、ホスト、ロール、およびモード
• CIFS サーバと共有の詳細
• DNS ドメインの詳細
• NFS の場合、ファイルのストレージ プール、ファイル システム、NFS エクスポート、およ
び Data Mover の詳細

手順の概要
ステップ 1

VNX ファイル アカウントを追加します。

ステップ 2

[CIFS] または [NFS エクスポート（NFS Export）] のいずれかを選択します。
• CIFS の場合は、CIFS サーバ、CIFS 共有、および DNS ドメインを作成します。
• NFS エクスポートの場合は、次を作成します。
a) ファイルのストレージ プール
b) ボリューム（Volumes）
c) ファイル システム
d) インターフェイス
e) NFS エクスポート情報
f) マウント

ステップ 3

レポートを確認します。
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CIFS の使用
Cisco UCS Director では、CIFS を使用して、ファイルまたはディレクトリをエクスポートできま
す。クライアントはサーバからエクスポートされた任意のディレクトリをマウントできます。
CIFS を使用するには、CIFS サーバ、CIFS 共有、および DNS ドメインを作成します。

CIFS サーバ
CIFS サーバには、次のパラメータが必要です。
• サーバ タイプ
• コンピュータ名
• NetBIOS 名
• エイリアス
• ドメイン
• ドメインに参加するオプション
• ローカル ユーザを有効にするオプション
• インターフェイス
[CIFS サーバ（CIFS Server）] タブ上のボタンをクリックして、次の操作を実行します。
ボタン名

説明

追加（Add）

新しい CIFS サーバを作成します。

削除（Delete）

選択した CIFS サーバを削除します。

変更（Modify）

選択した CIFS サーバの属性を変更します。
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CIFS サーバの作成

ステップ 1

メニュー バーで、[物理（Physical）] > [ストレージ（Storage）] の順に選択します。

ステップ 2

[ストレージ（Storage）] ペインで、CIFS サーバを作成する VNX データセンターを選択します。

ステップ 3

[Data Mover] タブをクリックします。

ステップ 4

[Data Mover] リストで、サーバを選択します。

ステップ 5

[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 6

[CIFS サーバ（CIFS Servers）] タブをクリックします。

ステップ 7

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 8

[CIFS サーバの作成（Create CIFS Server）] ダイアログ ボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[サーバ タイプ（Server Type）]
ドロップダウン リスト

サーバ タイプを選択します。

[コンピュータ名（Computer
Name）] フィールド

コンピュータ名。

[NetBIOS 名（NetBIOS Name）]
フィールド

このサーバの NetBIOS 名。

[エイリアス（Aliases）] フィー
ルド

このサーバのエイリアス名。

[ドメイン（Domain）] フィール サーバのドメイン名。
ド
[ドメインに参加（Join Domain）] サーバが別のドメインに参加できるようにする場合に、このチェック
チェックボックス
ボックスをオンにします。
このチェックボックスをオンにした場合は、ステップ 9 に進みます。
[ローカル ユーザを有効化
このサーバでローカル ユーザを有効にするには、このチェックボック
（Enable Local Users）] チェック スをオンにします。
ボックス
このチェックボックスをオンにした場合は、ステップ 10 に進みます。
[インターフェイス（Interfaces）] [選択（Select）] をクリックして、インターフェイスを選択します。
フィールド
ステップ 11 に進みます。

ステップ 9

別のドメインにサーバを参加させるには、次の追加フィールドに入力します。
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CIFS 共有

名前

説明

[ドメイン管理者（Domain
Admin）] フィールド

このサーバのドメイン管理者のユーザ名。

[ドメインパスワード
（Domain Password）]
フィールド

サーバ ドメインのパスワード。

[組織単位（Organizational
Unit）] フィールド

サーバの組織単位。

ステップ 10 ローカル ユーザを有効にする場合、次の追加フィールドに入力します。
名前

説明

[ローカル管理者パスワード このサーバのローカル管理者パスワード。
の設定（Set Local Admin
Password）] フィールド
[ローカル管理者パスワード ローカル管理者パスワードの確認。
の確認（Confirm Local
Admin Password）] フィー
ルド

ステップ 11 [項目の選択（Select Items）] ダイアログ ボックスで、次のオプションのいずれかを選択します。
• リストの個別の項目を確認します。
• [すべてオン（Check All）]：すべてのインターフェイスを使用します。
• [すべてオフ（Check None）]：インターフェイスを使用しません。
ステップ 12 [選択（Select）] をクリックします。
ステップ 13 [CIFS サーバの作成（Create CIFS Server）] ダイアログ ボックスで、[送信（Submit）] をクリックします。

CIFS 共有
CIFS 共有には、次のパラメータが必要です。
• CIFS 共有名
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CIFS 共有

• ファイル システム
• パス
• CIFS サーバ
• ユーザの制限
• 説明
[CIFS 共有（CIFS Share）] タブ上のボタンをクリックして、次の操作を実行します。
ボタン名

説明

追加（Add）

新しい CIFS 共有を追加します。

削除（Delete）

選択した CIFS 共有を削除します。

CIFS 共有の作成
はじめる前に
CIFS サーバはシステムに存在する必要があります。

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

CIFS 共有を作成する VNX データセンターを選択します。

ステップ 3

[Data Mover] タブをクリックします。

ステップ 4

[Data Mover] リストで、サーバを選択します。

ステップ 5

[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 6

[CIFS 共有（CIFS Shares）] タブをクリックします。

ステップ 7

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 8

[CIFS 共有の作成（Create CIFS Share）] ダイアログ ボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[CIFS 共有名（CIFS Share
Name）] フィールド

CIFS 共有の名前。

[ファイル システム（File
ファイル システム タイプを選択します。
Systems）] ドロップダウン リス
ト
[Path（パス）] フィールド

パス。
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DNS ドメイン

名前

説明

[CIFS サーバ（CIFS Server）]
フィールド

[選択（Select）] をクリックします。
ステップ 9 に進みます。

[ユーザの制限（User Limit）]
フィールド

このサーバのエイリアス名。

[コメント（Comments）] フィー CIFS 共有に関するコメント。
ルド

ステップ 9

CIFS 共有を選択するには、[項目の選択（Select Items）] ダイアログ ボックスで、次の追加フィールドに
入力します。
• リストの個別の項目を確認します。
• [すべてオン（Check All）]：すべてのインターフェイスを使用します。
• [すべてオフ（Check None）]：インターフェイスを使用しません。
• リストの個別のインターフェイスを確認します。

ステップ 10 [選択（Select）] をクリックします。
ステップ 11 [CIFS 共有の作成（Create CIFS Shares）] ダイアログ ボックスで、[送信（Submit）] をクリックします。

DNS ドメイン
DNS ドメインには、次のパラメータが必要です。
• 名前
• DNS サーバ
• プロトコル
[DNS ドメイン（DNS Domains）] タブ上のボタンをクリックして、次の操作を実行します。
ボタン名

説明

追加（Add）

新しい DNS ドメインを追加します。

削除（Delete）

選択した DNS ドメインを削除します。
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NFS エクスポートの使用

DNS ドメインの作成

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

[ストレージ（Storage）] ペインで、DNS ドメインを作成する VNX データセンターを選択します。

ステップ 3

[Data Mover] タブをクリックします。

ステップ 4

[Data Mover] リストで、サーバを選択します。

ステップ 5

[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 6

[DNS ドメイン（DNS Domain）] タブをクリックします。

ステップ 7

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 8

[DNS ドメインの追加（Add DNS Domain）] ダイアログ ボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[名前（Name）] フィールド

DNS ドメイン名。

[DNS サーバ（DNS Servers）]
フィールド

DNS サーバ名。

[プロトコル（Protocol）] ドロッ プロトコルを選択します。
プダウン リスト

ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。

NFS エクスポートの使用
Cisco UCS Director では、NFS を使用して、ファイルまたはディレクトリをエクスポートできま
す。クライアントはサーバからエクスポートされた任意のディレクトリをマウントできます。
NFS エクスポートを使用するには、ファイル、ボリューム、ファイル システム、インターフェイ
ス、NFS エクスポート情報のストレージ プールを作成し、マウントを追加します。

ファイルのストレージ プール
ファイルの NFS ストレージ プールには、次のパラメータが必要です。
• 名前
• 作成元：メタボリュームまたはストレージ プール
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• 説明
• ボリューム：サブネット マスク
• デフォルトでのプール ボリュームのスライス：オンまたはオフ
[ファイルのストレージ プール（Storage Pools for Files）] タブ上のボタンをクリックして、次の操
作を実行します。
ボタン名

説明

作成（Create）

ファイルの新しい NFS ストレージ プールを作成します。

詳細の表示

ファイルの選択した NFS ストレージ プールに関する詳細を表示
します。

削除（Delete）

ファイルの選択したストレージ プールを削除します。

ファイルのストレージ プールの作成

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

ファイルのストレージ プールを作成する VNX データセンターを選択します。

ステップ 3

[Data Mover] タブをクリックします。

ステップ 4

[Data Mover] リストで、サーバを選択します。

ステップ 5

[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 6

[ファイルのストレージ プール（Storage Pools for File）] タブをクリックします。

ステップ 7

[作成（Create）] をクリックします。

ステップ 8

[ストレージプールの作成（Create Storage Pool）] 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

[名前（Name）] フィールド

ストレージ プール名。

[作成元（Create from）] ドロップ [メタ ボリューム（Meta Volume）] または [ストレージ プール（Storage
ダウン リスト
Pool）] を選択します。
[ストレージ プール（Storage Pool）] を選択した場合は、ステップ 9 に
進みます。
[説明（Description）] フィールド このストレージ プールの説明。
[ボリューム（Volumes）] ドロッ このストレージ プールのボリューム。
プダウン リスト
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ボリューム

名前

説明

[デフォルトでプールボリューム デフォルトでプール ボリュームをスライスするには、このチェック
をスライス（Slice Pool Volumes ボックスをオンにします。
by Default）] チェックボックス

ステップ 9

別のストレージ プールからこのストレージ プールを作成するには、同じダイアログボックスの次のフィー
ルドにも入力します。
名前

説明

[テンプレート プール（Template Pool）] ドロップダ テンプレート プールを選択します。
ウン リスト
[最小プール サイズ（MB）（Minimum Pool Size
(MB)）] フィールド

最小プール サイズ（MB）。

[ストライプ サイズ（KB）（Stripe Size (KB)）]
フィールド

ストライプ サイズ（KB）。

ステップ 10 [送信（Submit）] をクリックします。

ボリューム
NFS ボリュームには、次のパラメータが必要です。
• 名前（Name）
• タイプ（Type）
• ボリューム（Volumes）
• ストライプ サイズ：32、64、256
[ボリューム（Volumes）] タブ上のボタンをクリックして、次の操作を実行します
ボタン名

説明

削除（Delete）

選択したボリュームを削除します。
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ボリューム

ボリュームの作成

ステップ 1

メニュー バーで、[物理（Physical）] > [ストレージ（Storage）] をクリックします。

ステップ 2

ボリュームを作成する VNX データセンターを選択します。

ステップ 3

[Data Mover] タブをクリックします。

ステップ 4

[Data Mover] リストで、サーバを選択します。

ステップ 5

[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 6

[ボリューム（Volumes）] タブをクリックします。

ステップ 7

[作成（Create）] をクリックします。

ステップ 8

[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

[名前（Name）] フィールド

NFS ボリューム名。

[タイプ（Type）] ドロップダウ
ン リスト

このボリュームのタイプを選択します。次のいずれかになります。
• ストライプ
• メタ
• スライス

[ボリューム（Volumes）] ドロッ [選択（Select）] を選択します。
プダウン リスト
ステップ 9 に進みます。
[ストライプ サイズ（KB）
リスト（256、32、または 64 KB）から [ストライプ サイズ（Stripe
（Stripe Size (KB)）] ドロップダ Size）] を選択します。
ウン リスト
ステップ 9 に進みます。

ステップ 9

[項目の選択（Select Items）] ダイアログ ボックスで、次のオプションのいずれかを選択します。
• リストの個別のボリュームをクリックします。
• [すべてオン（Check All）]：リスト内のすべてのボリュームを使用します。
• [すべてオフ（Check None）]：リスト内のボリュームを使用しません。

ステップ 10 [選択（Select）] をクリックします。
ステップ 11 [ボリュームの作成（Create Volume）] ダイアログ ボックスで、[送信（Submit）] をクリックします。
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ファイル システム

ファイル システム
NFS ファイル システムには、次のパラメータがあります。
• 名前
• ボリュームまたはストレージ プールからの作成
• ストレージ プール
• ストレージ容量
• 容量単位
• スライスを含めるオプション
[ファイル システム（File Systems）] タブ上のボタンをクリックして、次の操作を実行します。
ボタン名

説明

作成（Create）

新しいファイル システムを作成します。

延長（Extend）

ファイル システムを拡張します。

詳細の表示（View Details）

選択したファイル システムに関する詳細を表示します。

削除（Delete）

選択したファイル システムを削除します。

NFS ファイル システムの作成

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

[ストレージ（Storage）] ペインで、NFS ファイル システムを作成する VNX ポッドを選択します。

ステップ 3

[Data Mover] タブをクリックします。

ステップ 4

[Data Mover] リストで、サーバを選択します。

ステップ 5

[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 6

[ファイル システム（File Systems）] タブをクリックします。

ステップ 7

[作成（Create）] をクリックします。

ステップ 8

[ファイルシステムの作成（Create File System）] 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

[名前（Name）] フィールド

NFS ファイル システム名。
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名前

説明

[作成元（Create from）] ドロップ ファイル システムのソースとして [ストレージ プール（Storage Pool）]
ダウン リスト
または [ボリューム（Volume）] を選択します。
[ストレージ プール（Storage
Pool）] ドロップダウン リスト

このファイル システムのストレージ プールを選択します。

[ストレージ容量（Storage
Capacity）] フィールド

このファイル システムに割り当てるストレージ容量。

[容量単位（Capacity Units）] ド
ロップダウン リスト

容量単位のタイプを選択します。次のいずれかになります。
• GB
• MB
• TB

[スライスを含む（Contain
Slices）] チェックボックス

ステップ 9

ファイル システムにスライスを含めることができるようにするには、
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。

次の作業
データストアとしてファイル システムをマウントできます。

Data Mover インターフェイス
NFS Data Mover インターフェイスには、次のパラメータが必要です。
• 名前
• デバイス名
• アドレス（Address）
• サブネット マスク（Subnet mask）
• MTU
• VLAN ID（Admin. VLAN ID）
[インターフェイス（Interfaces）] タブ上のボタンをクリックして、次の操作を実行します。
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Data Mover インターフェイス

ボタン名

説明

作成（Create）

Data Mover インターフェイスを作成します。

[詳細の表示（View Details）] 選択したインターフェイスに関する詳細を表示します。
削除（Delete）

選択した Data Mover インターフェイスを削除します。

Data Mover インターフェイスの作成

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

[ストレージ（Storage）] ペインで、Data Mover インターフェイスを作成する VNX ポッドを選択します。

ステップ 3

[Data Mover] タブをクリックします。

ステップ 4

[Data Mover] リストで、サーバを選択します。

ステップ 5

[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 6

[インターフェイス（Interfaces）] タブをクリックします。

ステップ 7

[作成（Create）] をクリックします。

ステップ 8

[Data Mover インターフェイスの作成（Create Data Mover Interface）] ダイアログ ボックスで、次のフィー
ルドに入力します。
名前

説明

[名前（Name）] フィールド

インターフェイス名。

[デバイス名（Device Name）] ド このインターフェイスのデバイス名を選択します。
ロップダウン リスト

ステップ 9

[住所（Address）] フィールド

インターフェイス アドレス。

[サブネット マスク（Subnet
Mask）] フィールド

このインターフェイスのサブネット マスク。

[MTU] フィールド

このインターフェイスの最大転送単位（MTU）。

[VLAN ID] フィールド

このインターフェイスの VLAN ID。

[送信（Submit）] をクリックします。
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NFS エクスポート

NFS エクスポート
NFS エクスポートには、次のパラメータが必要です。
• ファイル システム
• 読み取り/書き込みホスト
• ルート ホスト
• ホスト アクセスの読み取り専用エクスポートのオプション
[NFS エクスポート（NFS Export）] タブ上のボタンをクリックして、次の操作を実行します。
ボタン名

説明

作成（Create）

NFS エクスポートを作成します。

編集（Edit）

NFS エクスポートを編集します。

詳細の表示

選択した NFS エクスポートに関する詳細を表示します。

削除（Delete）

選択した NFS エクスポートを削除します。

NFS ファイル システムのエクスポート

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

[ストレージ（Storage）] ペインで、NFS ファイル システムを追加する VNX ポッドを選択します。

ステップ 3

[Data Mover] タブをクリックします。

ステップ 4

[Data Mover] リストで、サーバを選択します。

ステップ 5

[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 6

[NFS エクスポート（NFS Exports）] タブをクリックします。

ステップ 7

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 8

[NFS エクスポートの追加（Add NFS Export）] ダイアログ ボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[ファイル システム（File
NFS エクスポートのファイル システムのタイプを選択します。
Systems）] ドロップダウン リス
ト
[読み取り/書き込みホスト
NFS エクスポートの読み取り/書き込みのホスト。
（Read/Write Hosts）] フィールド
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名前

説明

[ルート ホスト（Root Hosts）]
フィールド

NFS エクスポートのルート ホスト。

[ホスト アクセスの読み取り専用 ホスト アクセスの読み取り専用エクスポートが必要な場合に、この
エクスポート（Host Access
チェックボックスをチェックします。
Read-only Export）] チェックボッ
クス

ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。

マウント
NFS マウントには、次のパラメータが必要です。
• パス
• ファイル システム名
• マウント サーバ
• 読み取り専用または読み取りと書き込み
• アクセス チェック ポリシー
• ウイルスの検査を有効にするオプション
• CIFS oplock を有効にするオプション
• 詳細オプションを有効にするオプション
[マウント（Mounts）] タブ上のボタンをクリックして、次の操作を実行します。
ボタン名

説明

変更（Modify）

選択したマウントの属性を変更します。

削除（Delete）

選択したマウントを削除します。
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マウント

ファイル システムの変更

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

[ストレージ（Storage）] ペインで、ファイル システムが配置されている VNX ポッドを選択します。

ステップ 3

[Data Mover] タブをクリックします。

ステップ 4

[Data Mover] リストで、サーバを選択します。

ステップ 5

[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 6

[マウント（Mounts）] タブをクリックします。

ステップ 7

ファイル システムを選択します。

ステップ 8

[変更（Modify）] をクリックします。

ステップ 9

[マウントの変更（Modify Mount）] ダイアログ ボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Path（パス）] フィールド

このマウントのパス。

[ファイル システム名（File
このマウントのファイル システム名を選択します。
System Name）] ドロップダウン
リスト
[マウント先（Mount On）] ド
ロップダウン リスト

このマウント用のサーバを選択します。

[読み取り専用（Read Only）] ド このマウントに対して、[読み取り専用（Read Only）] または [読み取
ロップダウン リスト
りと書き込み（Read and Write）] オプションを選択します。
[アクセスチェック ポリシー
（Access-Checking Policy）] ド
ロップダウン リスト

このマウントのアクセスチェック ポリシーを選択します。

[ウイルス検査の有効化（Virus
ウイルス検査を有効化する場合は、このチェックボックスをオンにし
Checking Enabled）] チェックボッ ます。
クス
[CIFS Oplocks の有効化（CIFS
CIFS Oplocks を有効化する場合は、このチェックボックスをオンにし
Oplocks Enabled）] チェックボッ ます。
クス
[詳細オプションの設定（Set
Advanced Options）] チェック
ボックス

詳細オプションを設定する場合は、このチェックボックスをオンにし
ます。
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マウント

ステップ 10 [送信（Submit）] をクリックします。

ファイル システムの削除

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

[ストレージ（Storage）] ペインで、削除するファイル システムを含む VNX ポッドを選択します。

ステップ 3

[Data Mover] タブをクリックします。

ステップ 4

[Data Mover] リストで、サーバを選択します。

ステップ 5

[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 6

[マウント（Mounts）] タブをクリックします。

ステップ 7

ファイル システムを選択します。

ステップ 8

[削除（Delete）] をクリックします。

ステップ 9

もう一度、[削除（Delete）] をクリックします。
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章

VNX ユニファイド ストレージの管理
この章は、次の項で構成されています。
• VNX ユニファイド ストレージの管理, 59 ページ
• 手順の概要, 59 ページ

VNX ユニファイド ストレージの管理
VNX ユニファイド ストレージは VNX ブロック ストレージと VNX ファイル ストレージを組み合
わせます。

手順の概要
ステップ 1

VNX ブロック アカウントを追加します。

ステップ 2

ブロック管理に必要なプール、グループ、ホスト、論理ユニット番号（LUN）を作成します。
a) ストレージ プールを作成します。
b) RAID グループを作成します。
c) ホスト イニシエータを作成します。
d) ストレージ グループを作成します。
e) LUN を作成し、データストアとしてマウントします。
f) ストレージ グループにホストを追加します。
g) ストレージ グループにLUN を追加します。

ステップ 3

VNX ブロック ストレージ レポートを確認します。

ステップ 4

VNX ファイル アカウントを追加します。

ステップ 5

[CIFS] または [NFS エクスポート（NFS Export）] のいずれかを選択します。
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手順の概要

• CIFS の場合は、CIFS サーバ、CIFS 共有、および DNS ドメインを作成します。
• NFS エクスポートの場合は、次を作成します。
a) ファイルのストレージ プール
b) ボリューム
c) ファイル システム
d) インターフェイス
e) NFS エクスポート情報
f) マウント
ステップ 6

VNX ファイル ストレージ レポートを確認します。

次の作業
VNX ブロック ストレージおよび VNX ファイル ストレージの管理方法については、これまでの章
を参照してください。
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