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物理リソース
[物理リソース（Physical Resources）]メニューオプションは、物理リソースとカスタマイズ可能
なレポートのサマリーを表示します。

次の物理リソースの表示または管理ができます。

•ボリュームグループ

• vFiler

• SVM

• VLAN
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•サーバ

•サービスプロファイル

• VNX LUN

•ブロックストレージプール

• RAIDグループ

•ファイルストレージプール

• VNXボリューム

•ラックサーバ

• CloudSenseレポート

ボリュームグループ
Invictaボリュームグループは、システムにマウントされている物理ディスクまたはドライブを 1
つの管理ユニットに統合します。論理ボリュームは、ボリュームグループの一番上に作成され、

物理リソースの管理に柔軟性をもたらします。ボリュームグループレポートを表示するには、[物
理リソース（Physical Resources）]の下で [ボリュームグループ（VolumeGroups）]を選択します。

ボリュームグループレポートには、使用可能なすべてのボリュームグループに加えて、次の情

報が表示されます。

•アカウント名（Account Name）

•ボリュームグループ名

•サイズ（GB）

•使用できるサイズ（GB）

•ステータス

• SSN

•グループ/ユーザ

vFiler
vFilerは物理ストレージアレイに展開された NetApp ONTAP 7モードの仮想コンテナで、コント
ローラ内で複数のインスタンスを作成します。vFilerは、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して、ネットワーク上の複数のストレージシステムの外観を提

供するために使用されます。vFilerレポートを表示するには、[物理リソース（PhysicalResources）]
の下で [vFiler]を選択します。

vFilerレポートには、使用可能なすべての vFilerに加えて、次の情報が表示されます。
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•アカウント名（Account Name）

•ファイラ

•名前

• IP空間

• IPアドレス

•サブネットマスク（Subnet mask）

• DNS名

• DNSサーバ

•管理ホスト

• UUID

•グループ/ユーザ

vFilerに関する追加の詳細を表示するには、そのvFilerがある行をクリックし、[詳細の表示（View
Details）]をクリックします。

vFiler ボリューム
vFilerに関連付けられているボリュームの詳細を表示し、管理することができます。vFilerボリュー
ムレポートを表示するには、vFilerの詳細ページから [vFilerボリューム（vFiler Volumes）]を選
択します。

vFilerボリュームレポートには、vFilerに関連付けられているすべてのボリュームと次の情報が表
示されます。

•アカウント名（Account Name）

•ファイル名

• vFiler名

•名前

•タイプ（Type）

•包含集約

•使用可能、使用済み、および合計容量（GB）

•使用率

•容量保証

•予約済みスナップショット

•重複排除有効

•ストレージ節約量とストレージ効率
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•予約ブロック

•エクスポートパス

• CIFS共有名

•セキュリティスタイル

•ミラーステータス

vFilerボリュームに関する追加の詳細を表示するには、そのvFilerボリュームがある行をクリック
し、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。

vFiler ボリューム LUN
vFilerボリュームに関連付けられている論理ユニット番号（LUN）を表示するには、ボリュームを
選択し、そのボリュームの詳細を表示します。

LUNレポートには vFiler LUNに関する情報が表示されます。

•アカウント名（Account Name）

•ファイル名

•名前

•タイプ（Type）

•包含集約

•状態

•使用可能（GB）

•使用済み（GB）

•合計（GB）

•使用率

•容量保証

•予約済みスナップショット

•重複排除有効

•ストレージ節約量

•ストレージ効率

SnapMirror
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、データを LANまたはWAN接続を介して 1つ以上の
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ネットワークファイルに高速でミラーリングするData ONTAPのデータレプリケーション機能で
す。SnapMirrorレポートを表示するには、vFilersの詳細ページから [SnapMirror]を選択します。

SnapMirrorレポートには、vFilerに関連付けられたすべての SnapMirrorに加え、次の情報が表示
されます。

•アカウント名（Account Name）

•ファイル名

•送信元および宛先の場所

•ステータス

•状態

•前回の転送タイプ、サイズ、期間

•転送の進捗状況

•現在の転送タイプとエラー

•遅延時間

•ミラータイムスタンプ

•目次

•ベーススナップショット

スケジュール済みの SnapMirrorのリレーションの表示とステータス履歴を表示するには、その
SnapMirrorがある行で [詳細の表示（View Details）]をクリックします。

ストレージ仮想マシン
ストレージ仮想マシン（SVM）は、以前は NetApp仮想ストレージサーバ（Vserver）と呼ばれて
おり、複数のプロトコルとユニファイドストレージをサポートする仮想化サーバです。SVMは、
共有されている仮想データストレージとネットワークを安全に分離し、各 SVMはクライアント
からは単一の専用サーバとして認識されます。

SVMは、ストレージシステムと同じように、物理ストレージまたはコントローラに関係なくクラ
イアントにデータアクセスを提供します。SVMはクラスタのストレージとネットワークリソー
スを使用しますが、各 SVMには専用のボリュームと論理インターフェイス（LIF）が含まれてい
ます。

各 SVMには、1つ以上のボリュームと 1つの論理インターフェイスが含まれています。また、各
SVMには個別の管理者認証ドメインがあり、SVM管理者によって独立して管理することができ
ます。SVM管理者は、クラスタの管理者によって割り当てられた機能に応じて、SVMとそのリ
ソース（ボリューム、プロトコル、サービスなど）を管理できます。

データを提供するには、各クラスタに SVMが 1つ以上必要です。複数の SVMをクラスタ内のい
ずれかの単一ノードにバインドすることなく、1つのクラスタで共存させることができますが、
SVMが存在する物理クラスタにバインドする必要があります。
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SVMレポートを表示するには、[物理リソース（Physical Resources）]の下で [SVM]を選択しま
す。SVMレポートには、使用可能なすべての SVMに加えて、次の情報が表示されます。

•アカウント名（Account Name）

•クラスタ名（Cluster Name）

•名前

•タイプ（Type）

•状態

• NFSサービスステータス

•ルートボリューム

•アグリゲート

• LIF

•最大ボリューム

•許可されるプロトコル

•アクセスウイルス対策ポリシー

•クォータポリシー

•サービススイッチ名

•スイッチのマッピング名

•ノード名

•グループ/ユーザ

•タグ

SVMに関する追加の詳細を表示するには、そのSVMがある行をクリックし、[詳細の表示（View
Details）]をクリックします。

SVM ボリューム
SVMに関連付けられたボリュームの詳細を表示するには、SVMの詳細ページから [ボリューム
（Volumes）]を選択します。ボリュームレポートには、SVMに関連付けられているすべてのボ
リュームと次の情報が表示されます。

•アカウント名（Account Name）

•クラスタ名（Cluster Name）

• SVM

•名前

•タイプ（Type）
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• Is SVMルート

•包含集約

•ノード名

•ステータス

•使用可能、使用済み、および合計容量（GB）

•圧縮によりスペースを節減

•重複排除によりスペースを節減

•セキュリティスタイル

•スナップショットポリシー

•エクスポートポリシー

•使用率

•容量保証

•予約済みスナップショット

•ジャンクションパス

• CIFS共有名

•重複排除有効

•グループ/ユーザ

SVMに関連付けられているボリュームに関する追加の詳細を表示するには、そのボリュームがあ
る行をクリックし、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。

SVM LUN
SVMに関連付けられた LUNの詳細を表示するには、SVMの詳細ページから [LUN]を選択しま
す。LUNレポートには、SVMに関連付けられているすべての LUNと次の情報が表示されます。

•アカウント名（Account Name）

•クラスタ名（Cluster Name）

• SVM

•音量

•名前

• LUN ID

•データストア

•ホストノード
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•パス

•状態

•読み取り専用

•サイズと使用済みサイズ（GB）

•マッピング先

•容量予約の有効化

•状態の共有

• OSタイプ

SVMに関連付けられている LUNの詳細を表示するには、その LUNがある行をクリックし、[詳
細の表示（View Details）]をクリックします。

SVM イニシエータグループ
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。SVMに関
連付けられたイニシエータグループの詳細を表示するには、SVMの詳細ページから [イニシエー
タグループ（Initiator Groups）]を選択します。イニシエータグループレポートには、SVMに関
連付けられているすべてのイニシエータグループと次の情報が表示されます。

•アカウント名（Account Name）

•クラスタ名（Cluster Name）

• SVM

•名前

• Group Type

• OSタイプ

•ポートセット名

SVM イニシエータ
イニシエータはストレージシステム上の指定した LUNにアクセス可能なホストです。各イニシ
エータはワールドワイドポート名（WWPN）で識別されます。同じイニシエータグループ内の
すべてのイニシエータが同じオペレーティングシステムを実行する必要があります。イニシエー

タは、オペレーティングシステムのタイプが異なる 2つのイニシエータグループのメンバーにな
ることはできません。また、イニシエータは同じ LUNにマップされている複数のイニシエータ
グループに属することはできません。イニシエータレポートを表示するには、SVMの詳細ページ
から [イニシエータ（Initiators）]を選択します。
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イニシエータレポートには、SVMに関連付けられているすべてのイニシエータと次の情報が表示
されます。

•アカウント名（Account Name）

•クラスタ名（Cluster Name）

•名前

•イニシエータグループ

•グループタイプ

• OSタイプ

SVM CIFS 共有
CIFS共有は、ボリューム上の名前付きアクセスポイントで、CIFSクライアントがファイルサー
バ上のファイルにアクセスできるようにします。CIFS共有レポートを表示するには、SVMの詳
細ページから [CIFS共有（CIFS Shares）]を選択します。CIFS共有レポートには、SVMに関連付
けられているすべての CIFS共有と次の情報が表示されます。

•アカウント名（Account Name）

•クラスタ名（Cluster Name）

•共有名

•マウントポイント

•ユーザ/グループ

•アクセス制御

•説明

SVM SIS ポリシー
圧縮や重複排除などのシングルインスタンスストレージ（SIS）操作を実行するための SISポリ
シーを定義できます。データ圧縮はオンデマンドで、またはスケジュールされたバックグラウン

ド処理として使用できます。ポリシーには重複排除を含めることができます。重複排除は、各固

有データブロックの単一のインスタンスのみが保存されている FlexVolボリュームの重複データ
ブロックを排除することで、ディスク領域の使用率を低減する方法です。SISポリシーレポート
を表示するには、SVMの詳細ページから [SISポリシー（SIS Policies）]を選択します。

SISポリシーレポートには、SVMに関連付けられているすべての SISポリシーと次の情報が表示
されます。

•アカウント名（Account Name）

•クラスタ名（Cluster Name）
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• SVM

•ポリシー名

• QoSポリシー

•スケジュール済み（Scheduled）

•有効

•時間（Duration）

•コメント

SVM エクスポートポリシー
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SVM
上にある必要があります。エクスポートポリシーは、各ボリュームと関連付けてボリュームへの

クライアントアクセスを設定する必要があります。

単一の SVMに複数のエクスポートポリシーを含めることができます。複数のボリュームを持つ
1つの SVMには、以下のものを設定できます。

•各ボリュームに対して別個にクライアントアクセス制御を行うための、SVMの各ボリュー
ムに割り当てられた異なるエクスポートポリシー。

•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、SVMの複数のボリュームに割り当てられた同一のエクスポート
ポリシー。

エクスポートポリシーレポートを表示するには、SVMの詳細ページから [エクスポートポリシー
（Export Policies）]を選択します。

エクスポートポリシーレポートには、SVMに関連付けられているすべてのエクスポートポリシー
と次の情報が表示されます。

•アカウント名（Account Name）

•クラスタ名（Cluster Name）

• SVM

•ポリシー名

SVM エクスポートルール
エクスポートルールによって、ボリュームへのクライアントアクセス要求の処理方法が決まりま

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、
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ルールはルールインデックスに基づいて処理されます。ルールの作成時にルールのインデックス

番号を指定できます。処理される順序にエクスポートルールを並べ替えることができます。

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一致基準に一致するクライ

アントに適用されます。エクスポートルールレポートを表示するには、SVMの詳細ページから
[エクスポートルール（Export Rules）]を選択します。

エクスポートルールレポートには、SVMに関連付けられているすべてのエクスポートルールと
次の情報が表示されます。

•アカウント名（Account Name）

•クラスタ名（Cluster Name）

•ポリシー名

•クライアント一致

•ルールインデックス

• ROアクセスルール

• RWアクセスルール

•アクセスプロトコル

• NTFS Unixのセキュアな運用

• chownモード

SVM スナップショットポリシー
スナップショットポリシーは SVMのスナップショットポリシーのスケジュールを自動的に管理
します。スナップショットポリシーには最大 5つのスナップショットポリシーのスケジュール
を設定でき、自動的に作成されるスナップショットコピーの頻度と最大数を指定します。

スナップショットポリシーを使用して、指定したスケジュールに応じて作成されたスナップショッ

トを識別する NetApp SnapMirrorのラベルを指定できます。SnapMirrorのラベルは、SnapVaultに
転送するスナップショットを識別するために使用されます。スナップショットポリシーでプレ

フィックスを指定すると、スナップショット名にプレフィックスが付いたスナップショットが作

成されます。スナップショット名にプレフィックスを使用すると、自動スナップショットの命名

でスケジュールの名前を使用するよりも高い柔軟性が得られます。

スナップショットポリシーレポートを表示するには、SVMの詳細ページから [スナップショット
ポリシー（Snapshot Policies）]を選択します。

スナップショットポリシーレポートには、SVMに関連付けられているすべてのスナップショッ
トポリシーと次の情報が表示されます。

•アカウント名（Account Name）

•クラスタ名（Cluster Name）

• SVM
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•名前

•ポリシー所有者

•有効

•合計スケジュール

•コメント

スナップショットポリシーに関する追加の詳細を表示するには、そのスナップショットポリシー

がある行をクリックし、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。

SVM ポートセット
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。

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。

ポートセットレポートを表示するには、SVMの詳細ページから [ポートセット（Portsets）]を選
択します。

ポートセットレポートには、SVMに関連付けられているすべてのポートセットと次の詳細が表示
されます。

•アカウント名（Account Name）

•クラスタ名（Cluster Name）

• SVM

•名前

•ポートセットタイプ

•合計ポート数

•ポート

SVM WWPN エイリアス
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。管理
者は、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。SVM
に関連付けらたWWPNエイリアスの詳細を表示できます。WWPNエイリアスレポートを表示す
るには、SVMの詳細ページから [WWPNエイリアス（WWPN Aliases）]を選択します。
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WWPNエイリアスレポートには、SVMに関連付けられているすべてのWWPNエイリアスと次
の情報が表示されます。

•アカウント名（Account Name）

•クラスタ名（Cluster Name）

• SVM

• WWPNエイリアス

• WWPN

サーバ
すべての使用可能な物理サーバの詳細をモニタおよび表示できます。サーバレポートを表示する

には、[物理リソース（Physical Resources）]の下で [サーバ（Servers）]を選択します。

サーバレポートには、使用可能なすべての物理サーバに加えて、次の情報が表示されます。

•名前

•モデル

•合計メモリ（MB）

•関連付けられたステータス

•処理のステータス（Operation Status）

•サービスプロファイル（Service Profile）

•電源状態

• IPアドレス

サービスプロファイル
サービスプロファイルは、関連するサーバハードウェアで、ホストするアプリケーションのサ

ポートに必要な設定が行われていることを保証します。サービスプロファイルは、サーバハード

ウェア、インターフェイス、ファブリックの接続性、サーバおよびネットワークの IDに関する設
定情報を維持します。

すべてのアクティブなサーバにサービスプロファイルを関連付ける必要があります。

どのようなときでも、1台のサーバに 1つのサービスプロファイルだけを関連付けられます。
同様に、1つのサービスプロファイルは、一度にサーバ 1つだけに関連付けられます。

（注）

サービスプロファイルをサーバと関連付けると、このサーバにオペレーティングシステムとアプ

リケーションをインストールできるようになります。また、サービスプロファイルを使用して、
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サーバの設定を確認することができます。サービスプロファイルとの関連付けを形成している

サーバで不具合が発生しても、サービスプロファイルが自動的に別のサーバにフェールオーバー

することはありません。

サービスプロファイルとサーバとの関連付けが解除されると、このサーバの IDおよび接続情報
は、工場出荷時のデフォルトにリセットされます。

サービスプロファイルレポートを表示するには、[物理リソース（Physical Resources）]の下で
[サービスプロファイル（Service Profiles）]を選択します。

サービスプロファイルレポートには、使用可能な各サービスプロファイルの次の情報が表示さ

れます。

• DN

•名前

•関連付けられたステータス

•タイプ（Type）

• FSMステータス

•割り当て済みのサーバまたはサーバプール

•動作状態

•状態の設定

•状態の割り当て

•グループ/ユーザ

•テンプレートインスタンス

•ポリシー所有者

•メンテナンスポリシー

•ストレージプロファイル

• vMediaポリシー

サービスプロファイルに関する追加の詳細を表示するには、そのサービスプロファイルがある行

をクリックし、[詳細の表示（View Details）]をクリックします。

VNX LUN
EMC VNX LUNは、ブロックまたはファイルストレージアレイのボリューム内のストレージエ
ンティティを識別するために使用される論理ユニット番号（LUN）です。VNX LUNレポートを
表示するには、[物理リソース（Physical Resources）]の下で [VNX LUN]を選択します。

VNX LUNレポートには、使用可能なすべての VNX LUNに加えて、次の情報が表示されます。

•アカウント名（Account Name）
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14

物理リソース

VNX LUN



•名前

• ID

•ストレージプール

• RAIDグループ ID

•ユーザの容量（GB）

•現在の所有者

•デフォルトの所有者

•キャッシュ読み取り有効

•書き込みキャッシュ有効

•グループ/ユーザ

VNX ボリューム
EMC VNXボリュームは、ファイルシステムに記憶域を分散させるブロックまたはファイルスト
レージプールにあります。VNXボリュームレポートを表示するには、[物理リソース（Physical
Resources）]の下で [VNXボリューム（VNX Volumes）]を選択します。

VNXボリュームレポートには、使用可能なすべてのVNXボリュームグループに加えて、次の情
報が表示されます。

•ボリューム名

•タイプ（Type）

•ストレージ容量（GB）

•空き容量（GB）

•ストレージプール

•データムーバ

ブロックストレージプール
ブロックストレージプールは、ストレージエリアネットワーク（SAN）ディスクのコレクタの
使用可能なディスクボリュームのグループです。これらは使用可能なストレージをファイルシス

テムに割り当てるために使用されます。ブロックストレージプールレポートを表示するには、

[物理リソース（Physical Resources）]の下で [ブロックストレージプール（Block Storage Pools）]
を選択します。

ブロックストレージプールレポートには、すべての使用可能なブロックストレージプールと、

次の情報が表示されます。
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•アカウント名（Account Name）

•名前

•説明

•総容量（GB）

•使用済みの容量（GB）

•空き容量（GB）

•物理容量（GB）

• RAIDタイプ

•ストレージプール ID

• LUN数

•グループ/ユーザ

RAID グループ
RAID（Redundant Array of Independent Disks）は、同じデータを複数のハードディスクの異なる場
所に保存する方法を提供します。データを複数のディスクに配置することで、入出力操作をバラ

ンスの取れた方法でオーバーラップでき、パフォーマンスが向上します。RAIDグループレポー
トを表示するには、[物理リソース（Physical Resources）]の下で [RAIDグループ（RAIDGroups）]
を選択します。

RAIDグループレポートには、使用可能なすべての RAIDグループに加えて、次の情報が表示さ
れます。

•アカウント名（Account Name）

• RAIDグループ ID

• RAID ID

•ドライブタイプ

•未処理容量（GB）

•論理容量（GB）

•空き容量（GB）

•省電力設定

• LUN数

•ディスクの数

•拡張の割合

•グループ/ユーザ
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ファイルストレージプール
ファイルストレージプールは、使用可能なストレージをファイルシステムに割り当てるために

使用されるネットワークファイルシステム（NFS）ディスクのコレクタの使用可能なディスクボ
リュームのグループです。ファイルストレージプールレポートを表示するには、[物理リソース
（Physical Resources）]の下で [ファイルストレージプール（File Storage Pools）]を選択します。

ファイルストレージプールレポートには、すべての使用可能なファイルストレージプールと、

次の情報が表示されます。

•名前

•説明

•ストレージ容量（GB）

•使用済みのストレージ（GB）

•タイプ（Type）

•ディスクの種類

•ボリュームを使用

•使用者（Used By）

•グループ/ユーザ

ラックサーバ
ラックサーバレポートを表示するには、[物理リソース（PhysicalResources）]の下で [ラックサー
バ（Rack Servers）]を選択します。

ラックサーバレポートには、使用可能なすべてのラックサーバに加えて、次の情報が表示され

ます。

•アカウント名（Account Name）

•モデル

•処理のステータス（Operation Status）

• UUID

•電源状態

• IPアドレス
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CloudSense レポート
CloudSense分析では、インフラストラクチャリソースの使用率、ITインフラストラクチャスタッ
ク全体の重要なパフォーマンス測定指標、およびキャパシティがリアルタイムで提供されます。

CloudSenseレポートは、仮想およびクラウドインフラストラクチャのキャパシティのトレンド、
予測、レポート、およびプランニングの重要な改善を示している場合があります。

次のレポートは、CloudSenseから使用できますが、ユーザのシステムで利用可能なレポート数は
ユーザロールによって異なります。

•顧客の課金レポート

• ENCストレージインベントリレポート

• NetAppのストレージインベントリレポート

•グループごとの NetAppストレージ節約量

• NetAppストレージ節約量レポート

•ネットワークのインパクトアセスメントレポート

•仮想コンピューティングインフラストラクチャの組織使用状況

• PNSCアカウントの要約レポート

•グループの物理インフラストラクチャのインベントリレポート

•ストレージの重複除外状況レポート

•グループのストレージインベントリレポート

•シンプロビジョニングされた領域レポート

• UCSデータセンターのインベントリレポート

•グループごとの VMアクティビティレポート

• VMwareホストのパフォーマンスサマリー

•仮想インフラストラクチャおよびアセットレポート

MSP管理者に CloudSenseオプションが有効になっている場合、顧客の組織に関連するレポー
トのみが表示されます。

（注）
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CloudSense レポートの生成

ステップ 1 [物理リソース（Physical Resources）]を選択します。
ステップ 2 [物理リソース（Physical Resources）]ページで、[CloudSense]をクリックします。
ステップ 3 [レポートの生成（Generate Report）]をクリックします。
ステップ 4 [レポートを生成（Generate Report）]画面で、[レポートタイプ（Report Type）]ドロップダウンリストか

ら生成するレポートのタイプを選択します。

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。
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