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お願い
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著作権情報

Copyright © 1994–2008 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S.A.

No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by

any means―graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording,

taping, or storage in an electronic retrieval system―without prior written permission of

the copyright owner.

Portions copyright © 2008 IBM Corporation. All rights reserved. Printed in the U.S.A.

U.S. Government Users Restricted Rights―Use, duplication, or disclosure restricted by

GSA ADP Schedule Contract with IBM Corporation.

No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by

any means― graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording,

taping, or storage in an electronic retrieval system―without prior written permission of

the copyright owner.

References in this documentation to IBM products, programs, or services do not imply

that IBM intends to make these available in all countries in which IBM operates. Any

reference to an IBM product, program, or service is not intended to state or imply

that only IBM’s product, program, or service may be used. Any functionally

equivalent product, program, or service that does not infringe any of IBM’s or

NetApp’s intellectual property rights may be used instead of the IBM or NetApp

product, program, or service. Evaluation and verification of operation in conjunction

with other products, except those expressly designated by IBM and NetApp, are the

user’s responsibility.

Portions of this product are derived from the Berkeley Net2 release and the 4.4-Lite-2

release, which are copyrighted and publicly distributed by The Regents of the

University of California.

Copyright © 1980–1995 The Regents of the University of California. All rights

reserved.

Portions of this product are derived from NetBSD, copyright © Carnegie Mellon

University.

Copyright © 1994, 1995 Carnegie Mellon University. All rights reserved. Author Chris

G. Demetriou.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation is

hereby granted, provided that both the copyright notice and its permission notice

appear in all copies of the software, derivative works or modified versions, and any

portions thereof, and that both notices appear in supporting documentation.
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CARNEGIE MELLON ALLOWS FREE USE OF THIS SOFTWARE IN ITS “AS IS”

CONDITION. CARNEGIE MELLON DISCLAIMS ANY LIABILITY OF ANY KIND

FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE USE OF THIS

SOFTWARE.

Software derived from copyrighted material of The Regents of the University of

California and Carnegie Mellon University is subject to the following license and

disclaimer:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are

permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notices, this list of

conditions, and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notices, this list of

conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials

provided with the distribution.

All advertising materials mentioning features or use of this software must display this

text:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley

and its contributors.

Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to

endorse or promote products derived from this software without specific prior written

permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS “AS

IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,

INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF

LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF

THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

SUCH DAMAGE.

This software contains materials from third parties licensed to NetApp Inc. which is

sublicensed, and not sold, and title to such material is not passed to the end user. All

rights reserved by the licensors. You shall not sublicense or permit timesharing, rental,

facility management or service bureau usage of the Software.

Portions developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Copyright © 1999 The Apache Software Foundation.
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Portions Copyright © 1995–1998, Jean-loup Gailly and Mark Adler

Portions Copyright © 2001, Sitraka Inc.

Portions Copyright © 2001, iAnywhere Solutions

Portions Copyright © 2001, i-net software GmbH

Portions Copyright © 1995 University of Southern California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the

above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that

any documentation, advertising materials, and other materials related to such

distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of

Southern California, Information Sciences Institute. The name of the University may

not be used to endorse or promote products derived from this software without

specific prior written permission.

Portions of this product are derived from version 2.4.11 of the libxml2 library, which

is copyrighted by the World Wide Web Consortium.

NetApp modified the libxml2 software on December 6, 2001, to enable it to compile

cleanly on Windows, Solaris, and Linux. The changes have been sent to the

maintainers of libxml2. The unmodified libxml2 software can be downloaded from

http://www.xmlsoft.org/.

Copyright © 1994–2002 World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of

Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio

University). All Rights Reserved. http://www.w3.org/Consortium/Legal/

Software derived from copyrighted material of the World Wide Web Consortium is

subject to the following license and disclaimer:

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation,

with or without modification, for any purpose and without fee or royalty is hereby

granted, provided that you include the following on ALL copies of the software and

documentation or portions thereof, including modifications, that you make:

The full text of this NOTICE in a location viewable to users of the redistributed or

derivative work.

Any pre-existing intellectual property disclaimers, notices, or terms and conditions. If

none exist, a short notice of the following form (hypertext is preferred, text is

permitted) should be used within the body of any redistributed or derivative code:

“Copyright © [$date-of-software] World Wide Web Consortium, (Massachusetts

Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en

Automatique, Keio University). All Rights Reserved. http://www.w3.org/Consortium/

Legal/”

Notice of any changes or modifications to the W3C files, including the date changes

were made.
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THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION IS PROVIDED “AS IS,” AND

COPYRIGHT HOLDERS MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT

THE USE OF THE SOFTWARE OR DOCUMENTATION WILL NOT INFRINGE

ANY THIRD PARTY PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS OR OTHER

RIGHTS.

COPYRIGHT HOLDERS WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF ANY USE OF

THE SOFTWARE OR DOCUMENTATION.

The name and trademarks of copyright holders may NOT be used in advertising or

publicity pertaining to the software without specific, written prior permission. Title to

copyright in this software and any associated documentation will at all times remain

with copyright holders.

Software derived from copyrighted material of NetApp, Inc. is subject to the following

license and disclaimer:

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and

without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of

products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The

use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights,

trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.A.

patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government

is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in

Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988)

and FAR 52-227-19 (June 1987).
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商標情報

IBM、IBM ロゴおよび ibm.com は、世界の多くの国で登録された International

Business Machines Corp. の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれ
IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストにつ
いては、http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。
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特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。本書
に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があ
ります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の
営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに
言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能で
あることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵
害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用する
ことができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評
価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を
保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実
施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わ
せは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒106-8711

東京都港区六本木 3-2-12

日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外

詳しくは、次の Web サイトにアクセスしてください。http://www.ibm.com/ibm/

licensing/contact/

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。

IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状
態で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を
含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域
によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定
の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的
に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。 IBM は予告なしに、随
時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を
行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のた
め記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありませ
ん。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありませ
ん。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うこと
のない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとしま
す。
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この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定された
ものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。
一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値
が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一
部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があ
ります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要がありま
す。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公
に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っ
ておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要
求については確証できません。 IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの
製品の供給者にお願いします。

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示さ
れない場合があります。
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本書について

ここでは、本書でどのようなことを説明しているかと本書がどのような読者を対象
としているか、資料内でどのような特別な用語を使用しているか、情報を伝達する
ためにコマンド、キーボード、および印刷上のどのような規則を本書で使用する
か、さらに、情報を見つけたり使用したりすることに関するその他の詳細を知るこ
とができます。

本書は、Data ONTAP ソフトウェアを稼働するストレージ・システムのためのスト
レージ・リソースを構成、操作、管理する方法を説明しています。本書では、ディ
スク、RAID グループ、プレックス、アグリゲート、ファイル・システムやボリュ
ームの扱い方、およびデータを編成および管理するために使用される qtree を扱い
ます。

対象読者
ここでは、本書がどのようなユーザーを対象にしているか、および以前から存在す
る知識と経験について作成された想定を知ることができます。

本書は、ストレージ・システム装置に精通している、および以下のタスクを実行す
る必要のあるシステム管理者とサービス担当員を対象として作成されています。

v アグリゲートおよびボリュームの作成と保守

v ディスクの取り外しと交換

v qtree およびクォータを使用してストレージ・スペースへのアクセスを編成と制限

サポートされる機能
IBM® System Storage™ N シリーズ・ストレージ・システムは、Data ONTAP® ソフ
トウェアによって稼働します。製品ソフトウェア資料で説明している一部の機能
は、IBM からの提供、サポートをしていません。詳しくは、最寄りの IBM 担当員
または販売店にお問い合わせください。サポートする機能については、次の Web

サイトでも説明しています。

www.ibm.com/storage/support/nas/

現在入手可能な N シリーズ製品および機能のリストは、次の Web サイトを参照し
てください。

www.ibm.com/storage/nas/
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http://www.ibm.com/storage/support/nas/
http://www.ibm.com/storage/nas/


情報、ヘルプ、およびサービスの利用
ヘルプ、サービス、技術支援、または IBM 製品に関する詳しい情報が必要な場合
は、IBM がさまざまな形で提供している支援をご利用いただけます。このセクショ
ンでは、IBM と IBM 製品に関する追加情報の入手先、IBM N シリーズ製品で問
題が発生した場合の対処方法、およびサービスが必要になった場合の連絡先につい
て記載しています。

依頼する前に
連絡する前に、以下の手順を実行して、必ずお客様自身で問題の解決を試みてくだ
さい。

v ケーブルがすべてしっかりと接続されていることを確認します。

v 電源スイッチをチェックして、システムの電源がオンになっていることを確認し
ます。

v ご使用のシステムに付属の資料に記載のトラブルシューティング情報を参照する
か、診断ツールを使用します。

資料の使用
N シリーズ・ハードウェア製品の情報は、ご使用のシステムに付属の印刷された資
料および資料 CD で見ることができます。同じ資料を、次の IBM NAS サポート
Web サイトで PDF ファイルとして入手することもできます。

www.ibm.com/storage/support/nas/

Data ONTAP ソフトウェアの資料は、次の IBM NAS サポート Web サイトで
PDF ファイルとして入手することができます。

www.ibm.com/storage/support/nas/

Web サイト
IBM は WWW に、最新の技術情報を入手したり、デバイス・ドライバーおよび更
新をダウンロードできるページを設けています。

v NAS 製品情報については、次の Web サイトにアクセスしてください。

www.ibm.com/storage/nas/

v NAS サポート情報については、次の Web サイトにアクセスしてください。

www.ibm.com/storage/support/nas/

v AutoSupport 情報については、次の Web サイトにアクセスしてください。

www.ibm.com/storage/support/nas/

v 最新版の資料については、次の Web サイトにアクセスしてください。

www.ibm.com/storage/support/nas/
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オンライン技術サポートへのアクセス
ご使用の IBM N シリーズ製品に関するオンライン技術サポートについては、以下
の Web サイトを参照してください。

www.ibm.com/storage/support/nas/

ハードウェアのサービスとサポート
IBM Integrated Technology Services を介して、ハードウェア・サービスを受けるこ
とができます。サポートの電話番号を調べるには、次の Web サイトにアクセスし
てください。

www.ibm.com/planetwide/

サポートされるサーバーとオペレーティング・システム
IBM N シリーズ製品は、多くのサーバーと多くのオペレーティング・システムに接
続します。サポートされる最新の接続機構を調べるには、次の Web サイトにアク
セスし、Interoperability Matrices (インターオペラビリティーに関するマトリックス)

のリンクをたどってください。

www.ibm.com/storage/support/nas/

ドライブ・ファームウェアの更新
すべてのデバイスと同様に、最新レベルのファームウェアで実行させることが推奨
されます。最新レベルのファームウェアは、以下の Web サイトからダウンロード
することができます。

www.ibm.com/storage/support/nas/

技術サポートを受けるために IBM へ連絡する前に、ご使用の機械に最新レベルの
ファームウェアがインストールされていることを確認してください。ご使用の Data

ONTAP のバージョンに関するファームウェア更新の詳しい情報については、
「Data ONTAP Upgrade Guide」を参照してください。

用語
本書の概念を理解するために、ここで定義される用語を理解することが必要な場合
があります。

一般ストレージ・システム用語
v Data ONTAP を実行するストレージ・システムは、「ファイラー」、「装置」、
「ストレージ装置」、または「システム」と呼ばれることもあります。Data

ONTAP 用の FilerView グラフィカル・ユーザー・インターフェースは、これら
のストレージ・システムで共通の使用法の 1 つを反映します。

v 「コントローラー」または「ストレージ・コントローラー」は、Data ONTAP オ
ペレーティング・システムを実行するストレージ・システムのコンポーネントを
指し、そのシステムのディスク・サブシステムをコントロールします。コントロ
ーラー、またはストレージ・コントローラーはまた、「ストレージ装置」、「装
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置」、「ストレージ・エンジン」、「ヘッド」、「CPU モジュール」、または
「コントローラー・モジュール」とも呼ばれます。

アクティブ/アクティブ構成用語
v 「アクティブ/アクティブ構成」とは、2 つのシステムのいずれかの正常な機能が
損なわれた場合に、お互いにデータを提供するように構成されたストレージ・シ
ステムのペアのことです。Data ONTAP 資料およびその他の情報リソースの中
で、アクティブ/アクティブ構成は「クラスター」または「アクティブ/アクティ
ブ・ペア」とも呼ばれることがあります。

v アクティブ/アクティブ構成の場合、システムは「ノード」とよく呼ばれます。 1

つのノードをローカル・ノードと呼ぶことがあり、その他のノードは「パートナ
ー・ノード」または「リモート・ノード」と呼ばれます。

v 「標準アクティブ/アクティブ構成」は、あるノードのパートナー・ノードの正常
な機能が損なわれた場合に、自動的にパートナーを引き継ぐようにノードがセッ
トアップされた構成を指します。

v 「ミラー・アクティブ/アクティブ構成」は、それぞれのデータが 2 つのコピ
ー、または「プレックス」となっていることを除いて、標準アクティブ/アクティ
ブ構成と同様です。これは、「データ・ミラーリング」とも呼ばれます。

v 「ファブリック接続 MetroCluster」は、「syncmirror_local」および
「cluster_remote」のライセンスで稼働しているアクティブ/アクティブ構成で、ノ
ードがファイバー・チャネル・スイッチの 2 つのペアで接続されていて、それぞ
れが 500 メートルを超えて離れた位置にある構成を指します。

v 「拡張 MetroCluster」は、「syncmirror_local」および「cluster_remote」のライセン
スで稼働しているアクティブ/アクティブ構成で、ノード間の距離は 500 メート
ルまでであり、そのノード間にはスイッチを使用していない構成を指します。こ
の構成は、「スイッチ無し MetroCluster」とも呼ばれることがあります。

v 「コントローラー・フェイルオーバー」は、2 つのストレージ・システムがお互
いのデータを引き継ぐことを可能にするテクノロジーを指します。これによっ
て、データの可用性が向上します。これはまた、「クラスター・フェイルオーバ
ー」または「CFO」と呼ばれます。

v 「リモート・ストレージ」は、ローカル・ノードからアクセス可能ですが、リモ
ート・ノードの位置にあるストレージを指します。

ストレージ・ハードウェア用語
v 「ディスク用 FC HBA」または「FC HBA」は、ノードをスイッチやディスクに
接続するファイバー・チャネル・ホスト・バス・アダプターを指します。

v 「ディスク・シェルフ」は、ストレージ・システムのディスク・サブシステム・
コンポーネント装置を指します。

v 「ESH (組み込みスイッチング・ハブ)」はディスク・シェルフ・モジュールで、
単一のドライブ障害でループを停止させないといったインテリジェントな方法の
FC-AL ループ管理方法を提供するコンポーネントを指します。これは、ディス
ク・シェルフの環境データを通信する格納装置のサービス・プロセッサーも含ん
でいます。

v 「ESH2」はディスク・シェルフ・モジュールで、第 2 世代の ESH モジュール
を指します。

12 IBM System Storage N シリーズ: Data ONTAP 7.3 ストレージ管理ガイド



v 「ESH4」はディスク・シェルフ・モジュールで、第 3 世代の ESH モジュール
を指します。

v 「AT-FCX」は、一部のディスク・シェルフで使用される Serial ATA (SATA) ブ
リッジのための拡張 FC-AL を指します。

一般用語
v 「入力」は、キーボードのキーを 1 つ以上押すことを意味する用語です。

v 「実行」は、キーボードのキーを 1 つ以上押した後に Enter キーを押す、または
グラフィカル・インターフェース内のフィールドをクリックし、そのフィールド
内に情報を入力することを意味する用語です。

コマンド行インターフェースの代替としての FilerView
FilerView グラフィカル・ユーザー・インターフェースを使用して、多くの共通タス
クの実行や、Web ブラウザーからストレージ・システムを表示あるいは管理するこ
とが可能です。

Data ONTAP 管理者としてのタスクは、 ストレージ・システムのコンソール上での
コマンド入力、構成ファイルの使用、Telnet セッションまたはリモート・シェル接
続の使用などの方法によって実施することができます。

多くの共通タスクを実施する別の方法として、FilerView を使用する方法がありま
す。 FilerView は、すべてのストレージ・システムに付属し、簡単に使用すること
ができ、また Data ONTAP 機能の説明や FilerView からその機能を使用する作業方
法のヘルプを含んでいます。

FilerView を使用したストレージ・システムへのアクセスについての詳細、および
FilerView についてのヘルプは、「System Administration Guide」を参照してくださ
い。

コマンド、キーボード、および書体の規則
本書では、お客様のコマンド入力を容易にするコマンド、キーボード、および書体
の規則を用いています。

コマンド規則

例では、UNIX ワークステーション上で実行するコマンドを説明しますが、ご使用
の UNIX のバージョンに応じてコマンド構文や出力が異なる場合があります。

キーボード規則
v 本書では、キーの組み合わせを説明する場合に、個別のキーを区切るためにハイ
フン (-) を使用します。例えば、「Ctrl-D」は「Control」キーと「D」キーを同時
に押す方法のことです。

v 本書では、復帰を生成するキーを呼ぶ際に「Enter」という用語を使用します。(こ
のキーは、一部のキーボードでは「Return」と呼ばれている場合があります。)
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書体規則

次の表は、本書で使用される書体規則を説明します。

規則 情報のタイプ

イタリック・フォント 特別な注意を要する単語および文字。

ユーザーが必ず提供しなければならない情報
のプレースホルダー。例えば、ガイドが「arp

-d hostname」とコマンドを入力するように示
している場合、ユーザーは「arp -d」の後に
実際のホスト名を入力します。

相互参照する資料のタイトル。

モノスペース・フォント コマンド名、オプション名、キーワード、お
よびデーモン名。

システム・コンソールまたはその他のコンピ
ューター・モニターに表示された情報。

ファイルの内容。

太字モノスペース・フォント ユーザーが入力する単語または文字。大文字
で入力する必要がある場合を除いて、ユーザ
ーが入力する内容は常に小文字で表示されま
す。

特別メッセージ
本書には、認識する必要のある状態を警告するために、次のタイプのメッセージが
含まれている場合があります。「危険」の注記と「注意」の注記は、ハードウェア
資料にのみ使用されます (該当する場合)。

注: 「注」は、システムの効率的な取り付け、または操作に役立つ大切な情報を含
んでいます。
重要: 「重要」の注記は、システムの破損、データの損失、または装置への損傷を
回避するために従う必要のある指示を含んでいます。

危険

「危険」の注記は、生命の危険または重症を引き起こす可能性のある状態や手順
の警告をします。

注意:
「注意」の注記は、致命的やきわめて危険ではない人体への負傷を引き起こす可能
性のある条件や手順を警告します。

14 IBM System Storage N シリーズ: Data ONTAP 7.3 ストレージ管理ガイド



Data ONTAP ストレージ・アーキテクチャーの概要

ストレージ・アーキテクチャーは、Data ONTAP がホストやクライアントのシステ
ムおよびアプリケーションに、どのようにデータ・ストレージ資源を提供するかを
示します。 Data ONTAP は、データ・ストレージ資源の物理層と論理層の間を区別
します。

v 物理層には、ディスク、ディスクに割り当てられる RAID (新磁気ディスク制御
機構) グループ、プレックス、およびアグリゲートが含まれます。

v 論理層には、ファイル・システム (ボリューム、qtree、論理装置番号 (LUN) ) お
よびデータを保管するディレクトリーとファイルが含まれます。

アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。アグリゲートは、ディス
クのセットで作成されます。これは、Data ONTAP が 1 つ以上の RAID グループ
に自動的に編成します。アグリゲートは、RAID レベルのミラーリング (SyncMirror)

を使用しているかどうかによって、1 つまたは 2 つのプレックスを所持します。

ボリュームはデータ・コンテナーです。クライアントは、Data ONTAP がサポート
するアクセス・プロトコルを使用して、ボリュームのデータにアクセスすることが
できます。このプロトコルには、NFS、CIFS、HTTP、WebDAV、FCP、および
iSCSI があります。

qtree を使用して、ボリュームの分割や資源の使用量の制御を行うことができます。
SAN 環境で使用するための LUN を作成することができます。これは、FCP また
は iSCSI のアクセス・プロトコルを使用します。ボリューム、qtree、および LUN

には、ディレクトリーとファイルを含みます。

注: Data ONTAP 7.3 を開始すると、ゲートウェイ・システムは、一部のゲートウ
ェイ・モデルで、ストレージ・プールの一部としてネイティブ・ディスク・シェル
フをサポートします。詳しくは、「ゲートウェイ Implementation Guide for Native

Disk Shelves」を参照してください。
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関連概念

17ページの『Data ONTAP がディスクを処理する方法』
ディスクとは Data ONTAP が稼働するストレージ・システムにおいて、ストレージ
の基本的な装置です。Data ONTAP によるディスクの使用法と分類法を理解するこ
とで、より効果的にストレージを管理するのに役立ちます。

67ページの『Data ONTAP がデータとデータ可用性を保護するために RAID を使
用する方法』
RAID は、データとデータ可用性を保護します。RAID がどのように保護を提供す
るかを理解することは、ストレージ・システムをより効率的に管理することを容易
にします。

89ページの『アグリゲートの機能』
セキュリティー、バックアップ、パフォーマンス、およびデータ共有に対するユー
ザーの異なる要求をサポートするために、ストレージ・システム上の物理データ・
ストレージ・リソースを 1 つ以上のアグリゲートにグループ化することが可能で
す。このようなアグリゲートは、それらが含んでいる単一または複数のボリューム
にストレージを提供します。

関連情報

Data ONTAP 情報ライブラリー
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Data ONTAP がディスクを処理する方法

ディスクとは Data ONTAP が稼働するストレージ・システムにおいて、ストレージ
の基本的な装置です。Data ONTAP によるディスクの使用法と分類法を理解するこ
とで、より効果的にストレージを管理するのに役立ちます。

Data ONTAP がサポートするディスク・タイプ
Data ONTAP は、ファイバー・チャネル (FC)、Advanced Technology Attachment

(ATA)、Serial Advanced Technology Attachment (SATA)、および Serial Attached

SCSI (SAS) の 4 つのディスク・タイプをサポートします。

特定の構成では、サポートされるディスク・タイプはストレージ・システムのモデ
ル、ディスク・シェルフのタイプ、およびシステムに取り付けられた入出力モジュ
ールに依存します。

FC および ATA ディスクは、FC-AL ディスク接続アーキテクチャーを使用して接
続されます。SAS および SATA ディスクは、SAS ディスク接続アーキテクチャー
を使用して接続されます。

一般に、異なるディスク・タイプが単一のアグリゲート内に存在することは許可さ
れません。ただし、この規則には次の例外があります。

v SATA および ATA ディスクは、アグリゲートの作成またはサイズ増加の場合に
は同じディスク・タイプとして扱われます。

v SAS および FC ディスクは、アグリゲートの作成またはサイズ増加の場合には同
じディスク・タイプとして扱われます。

注: SAS および SATA ディスクは、同じアグリゲート内に存在することは許可され
ません。

ご使用の構成でサポートされるディスクのタイプについて詳しくは、該当する「ハ
ードウェアとサービスのガイド」を参照してください。

ディスク接続アーキテクチャー
Data ONTAP は、2 つのディスク接続アーキテクチャー、すなわち、ファイバー・
チャネル・アービトレーテッド・ループ (FC-AL) および Serial Attached SCSI

(SAS) をサポートします。

FC および ATA ディスクは、FC-AL ディスク接続アーキテクチャーを使用しま
す。SAS および SATA ディスクは、SAS ディスク接続アーキテクチャーを使用し
ます。

注: SAS 接続アーキテクチャーは、N3300 および N3600 上の内蔵ドライブのみで
サポートされます。
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ファイバー・チャネル・アービトレーテッド・ループ (FC-AL) デ
ィスク接続アーキテクチャー

FC-AL ディスク接続アーキテクチャーでは、ディスク・シェルフがループ内のコン
トローラーに接続されます。

デバイスは、ループ上の衝突を避けるために、ループを越えて通信する機会を調整
する必要があります。ループとの接続が途中で失われた、および冗長パスが使用で
きない場合、コントローラーはループ上の一部のデバイスとの通信ができなくなり
ます。

Serial Attached SCSI (SAS) ディスク接続アーキテクチャー
SAS ディスク接続アーキテクチャーは、Point-to-Point アーキテクチャーです。この
方法は、コントローラーが同時に複数のデバイスと通信することが可能です。

ディスク・シェルフは、「スタック」と呼ばれるデイジー・チェーン上にあるコン
トローラーに接続されます。スタックは、ヘッド (チェーン内の最初のディスク・
シェルフ) およびテール (チェーン内の最後のディスク・シェルフ) を持ちます。接
続がスタックの途中で中断された場合、中断されたデバイス以降の接続も失いま
す。しかし、他のスタック上のデバイスは、使用可能なままになります。

ディスク・サイズごとの使用可能なディスク容量
ディスク製品を通して互換性を維持するために、Data ONTAP は使用可能なユーザ
ー・データのスペースの端数を切り捨て (「適切なサイズ」) ます。

適切なサイズのために、「sysconfig」のような情報コマンドは、ディスクの定格容
量よりも使用可能なスペースが少ない数値で示されます (定格容量とは、アグリゲ
ートを作成するときにディスク・サイズを指定する場合に使用します)。使用可能な
ディスク・スペースは、次の表に示されるように端数を切り捨てられます。

注: この表では、GB は 1,000 MB です。

この表の容量の数値は、ディスク・スペースの 10 パーセントを占める Data

ONTAP が使用するために予約するスペースは使われていません。

ディスク・サ
イズ

適切なサイズ
にされた容量 使用可能なブロック数

FC ディスク

36 GB 34.5 GB 70,656,000

72 GB 68 GB 139,264,000

144 GB 136 GB 278,528,000

300 GB 272 GB 557,056,000

FC 接続された ATA ディスク

250 GB 212 GB 432,901,760

320 GB 274 GB 561,971,200

500 GB 423 GB 866,531,584

750 GB 635 GB 1,301,618,176
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ディスク・サ
イズ

適切なサイズ
にされた容量 使用可能なブロック数

1 TB 847 GB 1,735,794,176

SAS 接続された SAS ディスク

144 GB 136 GB 278,528,000

300 GB 272 GB 557,056,000

SAS 接続された SATA ディスク

250 GB 212 GB 432,901,760

500 GB 423 GB 866,531,584

750 GB 635 GB 1,301,618,176

ディスク速度
ディスク速度は、1 分あたりの回転数 (RPM) で計測されます。アグリゲート内では
同じ速度のディスクを使用することが最適です。ディスクが高速になるほど、1 秒
あたりのディスク入出力操作 (IOPS) が増え、応答時間が速くなります。

Data ONTAP は、次のディスク・ドライブ速度をサポートします。

v FC ディスク

– 10K RPM

– 15K RPM

v ATA ディスク

– 5.4K RPM

– 7.2K RPM

v SAS ディスク

– 15K RPM

v SATA ディスク

– 7.2 RPM

サポートするディスク速度について詳しくは、該当する「ハードウェアとサービス
のガイド」を参照してください。15K RPM FC ディスクのパフォーマンスの最適化
については、http://www.netapp.com/library/tr/3285.pdf のテクニカル・レポート 3285

を参照してください。
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関連概念

93ページの『同一アグリゲート内で速度の混在するディスクを使用する方法』
可能であれば常に、アグリゲート内では同じ速度のディスクを使用するべきです。
しかし必要であれば、ディスク・タイプをベースとした速度の混在するアグリゲー
トを許可するように Data ONTAP を構成することが可能です。

89ページの『アグリゲートの機能』
セキュリティー、バックアップ、パフォーマンス、およびデータ共有に対するユー
ザーの異なる要求をサポートするために、ストレージ・システム上の物理データ・
ストレージ・リソースを 1 つ以上のアグリゲートにグループ化することが可能で
す。このようなアグリゲートは、それらが含んでいる単一または複数のボリューム
にストレージを提供します。

ディスク・フォーマット
ディスク・フォーマットは、データ・ストレージとして使用できるディスクの実容
量がどれくらいになるかを決定します。

すべてのストレージ・システムは、ブロック・チェックサム・ディスク (BCD) を使
用します。

ディスク・フォーマットは以下のとおりです。

v FC および SAS の BCD は、セクター当たり 520 バイト使用します。セクター
当たり 512 バイトがデータ用として使用可能です。セクター当たり 8 バイトが
チェックサム用として使用されます。

v ATA および SATA BCD は、セクター当たり 512 バイト使用します。8 セクタ
ーごとの 1 セクターがチェックサムとして使用されます。

ディスク名
それぞれのディスクは、ストレージ・システム内の他のすべてのディスクと区別す
る固有の名前を持ちます。ディスク名は、ディスクの接続タイプ (FC または SAS)

、およびディスクが直接ストレージ・システムに接続されているか、スイッチに接
続されているかに応じて、異なるフォーマットを持ちます。

それぞれのディスクは、ループ、またはスタック上の他のすべてのディスクと区別
する識別子または ID も持ちます。この ID は、ディスク名に含まれています。

FC-AL 接続ディスクのディスク ID
ファイバー・チャネル・アービトレーテッド・ループ (FC-AL または FC) を使用し
て接続されるディスクには、ディスク ID に 16 から 126 の整数を使います。

ディスク ID は、ディスク・シェルフ番号およびディスクが取り付けられたベイに
対応します。最小のディスク ID は、常に最初のディスク・シェルフの右端のベイ
になります。次に大きいディスク ID は、左隣のベイに続きます。ディスク・シェ
ルフのデバイス・マップは、「fcadmin device_map」コマンドで表示することができ
ます。
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ご使用のディスク・シェルフのアドレス指定マップに関する情報は、ディスク・シ
ェルフのハードウェア・ガイドを参照してください。

SAS 接続ディスクのディスク ID
SAS 接続ディスクの場合、ディスク ID はシェルフ ID およびそのシェルフ内のド
ライブ・ベイ番号に対応します。内部ディスク・ドライブは、シェルフ 0 上にある
と考えられます。

例

シェルフ番号 3 上のドライブ・ベイ 18 にある SAS 接続ディスク・ドライブのデ
ィスク ID は、「3.18」になります。

直接接続ディスクのディスク名
直接接続ディスク (スイッチを通さずにストレージ・システムに直接接続されたデ
ィスク) の名前は、ホスト・アダプターまたはポート番号にディスク ID を続け
る、「portID.diskID」のフォーマットを基本とします。

「portID」は、次のようにホスト・アダプターまたはポート番号を示します。

v オンボード拡張スロットは、ディスクを含むディスク・シェルフにケーブル接続
されたポート番号を使用します。

v ホスト・アダプターは、ストレージ・システム上のホスト・アダプターを接続し
ている拡張スロット番号に、ホスト・アダプターのポート番号を追加して使用し
ます。

注: 内部ディスクは、特定のオンボード拡張スロット経由で接続されていると見な
されます。スロット番号は、プラットフォームに依存します。N3300 および N3600

システムの場合、内部ディスクのスロット番号は「0c」が使用されます。

例

ID 33 のディスクが、拡張スロット 4 に取り付けられたアダプターの B ポートに
FC-AL 経由で接続されている場合、ディスク名は「4b.33」になります。

ID 22 のディスクが、オンボードのポート 0a に FC-AL 経由で接続されている場
合、ディスク名は「0a.22」になります。

ドライブ・ベイ 17 を占有する N3300 および N3600 システムの内部 SAS 接続デ
ィスクで、内部ディスク・シェルフ ID は 0 にセットされている場合、ディスク名
は「0c.0.17」になります。

スイッチ接続ディスクのディスク名
スイッチ接続ディスク (スイッチを介してストレージ・システムに接続されたディ
スク) は、「Switch_name:switch_port.diskID」のディスク名フォーマットを使用しま
す.

「Switch_name」は、スイッチに設定された名前 (設定されている場合) を示しま
す。
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「Switch_port」は、ディスクが接続されているスイッチのポート番号です。

例

ID 24 のディスクが、スイッチ SW143 のポート 5 を介してストレージ・システム
に FC-AL 経由で接続されている場合、ディスク名は「SW143:5.24」になります。

RAID ディスク・タイプ
Data ONTAP は、RAID 用に次の 4 種類にディスクを分類します。すなわち、デー
タ、ホット・スペア、パリティー、または dparity です。RAID ディスク・タイプ
は、RAID がどのようにディスクを使用するかによって判別されます。

RAID ディス
ク・タイプ 説明

データ・ディ
スク

RAID グループ内で、クライアントのために保管されたデータ (およびスト
レージ・システムの状態に関する誤動作の結果として生成されたあらゆる
データ) を保持する。

ホット・スペ
ア・ディスク

使用可能なデータの保持はしませんが、アグリゲートに RAID グループが
追加されると使用可能となる。アグリゲートに割り当てられていないがシ
ステムに割り当てられて機能しているディスクは、ホット・スペア・ディ
スクとして機能しています。

パリティー・
ディスク

RAID グループの、データ再構成情報を保管する。

dParity ディス
ク

RAID-DP が有効になっている場合に、RAID グループの二重パリティー情
報を保管する。

ディスク・プール
Data ONTAP は、ディスク・ドライブの状態を追跡するために、スペア・プール、
保守プール、破損プール、およびアグリゲートで現在使用中のディスクのプールの
4 つのディスク・プールを使用します。すべてのプールのすべてのディスクを参照
するには、「aggr status -r 」コマンドを使用してください。

次のリストは、Data ONTAP がどのようにディスク・プールを使用するかを説明し
ます。

v アグリゲートで現在使用中のディスク

このプールには、アグリゲートでデータ用またはパリティー用として現在使用さ
れているディスクが含まれます。ディスクが再構成されている、またはオフライ
ン状態になっていると、そのアグリゲートに状況が表示されます。

v スペア・プール

スペア・プールは、すべてのホット・スペア・ディスクを含んでいます。
SnapMirror を使用していないシステムの場合、スペア・プールは常に「Pool0」に
なります。 SnapMirror を使用しているシステムには、2 つのスペア・プール
(Pool0 と Pool1) があります。
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注: ソフトウェア・ベースのディスク所有権を使用しているシステムの場合、シ
ステムに割り当てられていないディスクは、スペアとして現れません。

どのディスクがスペア・プール内にあるかを参照するには、「aggr status -s」コ
マンドを使用してください。

v 保守プール

保守プールは、次のタイプのディスクを含みます。

– 管理者または Data ONTAP によって Maintenance Center に置かれたディスク

– サニタイズされた、またはサニタイズしているディスク

– 復旧中のディスク (これらのディスクは応答時間が遅いものとして示されてお
り、Data ONTAP が現在チェック中)

どのディスクが保守プール内にあるか参照するには、「aggr status -m」コマンド
を使用してください。

v 破損プール

破損プールは、障害が起こったディスク、または Data ONTAP によって不合格
とされたディスクが含まれます。これらのディスクは、できるだけ早く交換する
必要があります。

どのディスクが破損プールにあるかを参照するには、「aggr status -f」コマンド
を使用してください。

関連概念

29ページの『Maintenance Center の使用法』
ディスクが Maintenance Center に入った場合は、そのディスクはいくつかのテスト
の対象になります。ディスクがすべてのテストを通過した場合、そのディスクはス
ペア・プールに戻されます。そうでない場合、Data ONTAP はディスクを不合格と
します。

『ディスク・サニタイズの機能』
ディスク・サニタイズは、元のデータを復旧させることが不可能となるように、特
定のバイト・パターンまたはランダム・データでディスクを上書きすることによっ
て、データを物理的に判読不能にするプロセスです。ディスク上のデータを復旧不
能であることを保証したい場合に、「disk sanitize」コマンドを使用してください。

33ページの『ディスク所有権の機能』
ディスク所有権は、どのノードがディスクを所有していて、どのプールにディスク
が関連付けられているかを判別します。ディスク所有権を理解することで、ストレ
ージの冗長性を最大限に引き出し、ホット・スペアを効率的に管理することが可能
となります。

ディスク・サニタイズの機能
ディスク・サニタイズは、元のデータを復旧させることが不可能となるように、特
定のバイト・パターンまたはランダム・データでディスクを上書きすることによっ
て、データを物理的に判読不能にするプロセスです。ディスク上のデータを復旧不
能であることを保証したい場合に、「disk sanitize」コマンドを使用してください。
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「disk sanitize」コマンドは、3 回連続でデフォルトやユーザー指定によるバイト上
書きパターンを使用し、コマンド 1 回の実行で最大 7 サイクル行います。この処
理は、ディスク容量、パターン、およびサイクル数に応じて数時間かかる場合があ
ります。サニタイズはバックグラウンドで実行されます。ユーザーはサニタイズ処
理の開始、停止、および状況を表示することができます。

「disk sanitize start」コマンドを入力すると、Data ONTAP が指定されたディスク上
でサニタイズ処理を開始します。この処理はディスク・フォーマット操作で構成さ
れ、続けて指定された上書きパターンを指定されたサイクル数だけ繰り返します。

注: ディスク・サニタイズ処理のフォーマット・フェーズは、ATA ディスクの場合
にスキップされます。

サニタイズ処理が、電源障害、システム・パニック、またはユーザーによる「disk

sanitize abort」コマンド呼び出しによって中断された場合、必ず「disk sanitize」コ
マンドを再呼び出しして、再び最初から順番にサニタイズ処理を行ってください。

サニタイズ処理が完了すると、指定したディスクはサニタイズ状態になります。サ
ニタイズ・ディスクをスペア・ディスク・プールに戻すには、「disk sanitize

release」コマンドを使用します。

ディスク・サニタイズの制限
ディスク・サニタイズは、すべての構成、モデル、およびディスク・ドライブで使
用できるわけではありません。

ディスク・サニタイズ処理には、次の制限があります。

v アクティブ/アクティブ構成の引き継ぎモードになっているシステムはサポートさ
れません。(ストレージ・システムが無効になっている場合、ディスク・サニタイ
ズ処理中は無効になります。)

v 読み込み可能性または書き込み可能性に関する問題が原因で障害となったディス
ク上では実行できません。

v SEC 17a-4 準拠の SnapLock ボリュームになっているディスク上では、すべての
ファイル上の有効期限が切れるまで (つまり、すべてのファイルが保存期間の日
付に到達するまで) 実行できません。

v ATA ドライブではフォーマット・フェーズが実行されません。

v 複数の SCSI エンクロージャー・サービス (SES) ドライブを同時に実行すること
はできません。

v ゲートウェイシステムの場合、固有のディスク・シェルフ (配列 LUN 無し) の
みがサポートされます。

v 一部の古いディスクはサポートされません。

特定のディスクがサニタイズをサポートするかを判別するには、「storage show

disk」コマンドを実行してください。問題となっているディスクのベンダーが、
「NETAPP」とリストされていれば、そのディスクはサニタイズをサポートしま
す。
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ディスク・サニタイズを中断した場合に起こること
ディスク・サニタイズは完了するまで時間がかかる可能性があります。ディスク・
サニタイズがユーザー介入または電源異常のような予期しないイベントによって中
断されると、Data ONTAP は必要に応じて、ディスクの破損を防ぐための特定のア
クションを行います。中断が解決された後に、サニタイズを最初から再開する必要
があります。

サニタイズ処理が、電源障害、システム・パニック、またはユーザーによる「disk

sanitize abort」コマンド呼び出しによって中断された場合、必ず「disk sanitize」コ
マンドを再呼び出しして、再び最初から順番にサニタイズ処理を行ってください。

ディスク・サニタイズのフォーマット・フェーズが中断された場合、Data ONTAP

は中断によって破損したディスクを再フォーマットしようとします。システムのリ
ブート後、および 1 時間ごとに 1 回、Data ONTAP はすべてのサニタイズのター
ゲット・ディスクを、サニタイズのフォーマット・フェーズが完了していないディ
スクがないかチェックします。そのようなディスクが確認されると、Data ONTAP

はディスクを再フォーマットしようとします。その際、メッセージをコンソールに
書き込んで、破損したディスクが検出されたこと、およびそのディスクを再フォー
マットしようとしていることを通知します。ディスクの再フォーマットが終わる
と、ディスクはホット・スペア・プールに戻されます。その結果、このディスク上
で「disk sanitize」コマンドを再実行することができます。

選択式ディスク・サニタイズの使用法
選択式ディスク・サニタイズは、特定のファイルまたはボリューム内のデータを物
理的に判別不能にします。一方では、継続してユーザーからアクセスを行えるよう
に、影響を受けたアグリゲートに配置されているその他のすべてのデータを保持し
ます。ファイルは複数のディスクに格納できるため、この処理には 3 つの部分があ
ります。

アグリゲート内に含まれるデータを選択してサニタイズするには、3 つの一般タス
クを実行する必要があります。

v サニタイズしたいデータを含むファイル、ディレクトリー、またはボリュームを
アグリゲートから削除します。

このファイル、ディレクトリー、またはボリュームのデータを含むスナップショ
ット・コピーのボリュームもすべて削除する必要があります。

v 保存したいデータを、同じストレージ・システム上の宛先アグリゲート内にある
新しいディスク・セットに移行します。

データを移行するには、「ndmpcopy」コマンドを使用します。

v 元のアグリゲートを破棄し、このアグリゲート内の RAID グループ・メンバーだ
ったすべてのディスクをサニタイズします。

サニタイズされるデータを含むアグリゲートの作成とバックアップに
関するヒント
サニタイズが必要な可能性のあるデータを含むアグリゲートを作成、またはバック
アップする場合、以下に示すいくつかの簡単なガイドラインを使用すると、データ
のサニタイズに要する時間を削減できます。
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v 機密データを含むアグリゲートが、必要以上に大容量でないことを確認してくだ
さい。

必要以上に大容量である場合、サニタイズは処理時間、ディスク・スペース、お
よび処理能力をより多く必要とします。

v 機密データを含むアグリゲートをバックアップする場合、機密でないデータも大
量に含むアグリゲートにバックアップすることを避けてください。

これにより、機密データをサニタイズする前に機密でないデータを移動するため
に必要なリソースを削減することができます。

ディスク情報を表示するコマンド
ディスクに関する情報は、
「aggr」、「disk」、「fcstat」、「sasadmin」、「storage」、「sysconfig」および
「sysstat」 を含むいくつかのコマンドを使用して参照することができます。

使用する Data ONTAP コマ
ンド 表示される情報について

aggr status -s ストレージ・システムで使用可能なホット・スペア・ディス
ク。

disk maint status 進行中のディスク・メンテナンス・テストの状況。

disk sanitize status ディスクのサニタイズ処理の状況 (「disk sanitize start 」コ
マンドが実行された後に状況が表示されます)。

disk shm_stats ATA ディスクの SMART (Self-Monitoring, Analysis and

Reporting Technology) データ。

disk show ディスク所有権。ストレージ・システムのディスク所有者、
または所有されていないディスクのリストです。このコマン
ドは、ソフトウェア・ベースのディスク所有権を使用してい
るシステムにのみ使用可能です。

fcstat device_map ループにある FC-AL 接続されたディスクと、ディスク・シ
ェルフにあるディスク・マッピングの場所の物理表現。

fcstat fcal_stats エラーと例外条件、および実行されたハンドラー・コードの
パス。

fcstat link_stats リンク・イベント数。

sasadmin devstats 次の SAS 接続ディスクに関する統計: コマンド完了数、イ
ンおよびアウトのフレーム数、エラーおよびタイムアウト
数。

sasadmin shelf [short] SAS シェルフの論理ビュー (項目の多い表示、または簡潔な
表示)。

storage show disk -x すべてのディスクのディスク ID、シェルフ、ベイ、シリア
ル番号、ベンダー、モデル、および改訂レベル。

storage show disk -a 情報をスクリプトから容易に解釈できるような形式のレポー
トにした、「storage show disk」コマンドと同様の情報。こ
の形式は、AutoSupport レポートの STORAGE セクション
にも表示されます。

storage show disk -p すべてのディスクの 1 次パスおよび 2 次パス。
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使用する Data ONTAP コマ
ンド 表示される情報について

storage show disk -T -x ディスク・タイプ (FCAL、LUN、ATA、など) を含むディ
スク情報。

sysconfig -d デバイス列のディスク位置に続けて、拡張スロット番号、シ
ェルフ、ベイ、チャネル、およびシリアル番号。

sysconfig -h 2 のべき乗を使用して計算され、適切な単位 (KB、GB、ま
たは TB) で表示されるサイズを含む、それぞれのディスク
に関する詳細な情報の表示。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

sysstat ディスクの読み取りと書き込みのトラフィック数 (kB/s)。

ディスク・スペース情報を表示するコマンド
アグリゲートとボリューム、およびそれらのスナップショット・コピーが使用して
いるディスク・スペースの情報を参照することができます。

使用する Data ONTAP コマ
ンド 表示される情報について

aggr show_space アグリゲートのディスク・スペース使用量

df ボリュームまたはアグリゲートのディスク・スペース使用量

snap delta ボリュームのスナップショット・コピー間で予想されるデー
タ変更率

snap reclaimable 特定のスナップショット・コピーを削除した場合に解放され
ると予想されるスペースの量

「snap」コマンドについて詳しくは、「Data ONTAP データ保護バックアップとリ
カバリーのガイド」を参照してください。「df」と「aggr show_space」のコマンド
について詳しくは、適切な man ページを参照してください。

Data ONTAP でディスクのパフォーマンスと正常性をモニターする方法
Data ONTAP は、ディスクのパフォーマンスと正常性を評価するために、継続的に
ディスクをモニターします。Data ONTAP は、ディスクからの特定のエラーまたは
特定の動作を検出すると、ディスクを一時的にオフラインにする、または追加テス
トを実行するためにディスクをサービス休止にします。

Data ONTAP がディスクを一時的にオフラインにする場合
Data ONTAP がディスクのファームウェアをバックグラウンド・モードに更新する
か、またはディスクが応答しなくなった場合に、Data ONTAP はディスクへの入出
力アクティビティーを一時的に停止し、ディスクをオフラインにします。ディスク
がオフラインになっている間、Data ONTAP はディスク上でクイック・チェックを
行い、強制的にディスク障害とされる可能性を減少させます。

ディスクがオフラインになっている間、Data ONTAP は書き込みをログに記録をし
ながら、RAID グループ内の他のディスクから読み取ります。オフライン・ディス
クがオンラインに戻る準備ができると、Data ONTAP は RAID グループを再同期し
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て、ディスクをオンラインに戻します。このプロセスは一般的に数分かかり、その
パフォーマンス上への影響は無視できる程度です。

ディスクの状況を表示するには、「aggr status -r」または「aggr status -s」コマンド
を使用します。

注: ディスク・オフライン機能は、RAID-DP とミラーリングされた RAID4 のアグ
リゲート内のスペアおよびデータのディスクでのみサポートされます。ディスクを
オフラインにすることができるのは、そのディスクを含んでいる RAID グループが
正常状態にあり、かつ、プレックスまたはアグリゲートがオフラインではない場合
に限定されます。

Rapid RAID Recovery を使用して、Data ONTAP がディスク障
害を削減する方法

Data ONTAP が、ディスク・エラーのしきい値を超えていると判断した場合、Data

ONTAP は RAID グループからディスクを除去し、テストおよび必要に応じてディ
スクを不合格にするために、Rapid RAID Recovery を実行することができます。デ
ィスク・エラーを素早く見分けることは、複数のディスク障害を回避することに役
立ち、また問題のあるディスクを交換することを可能にします。

疑いのあるディスクに Rapid RAID Recovery 処理を実行することによって、Data

ONTAP は、突然のディスク障害とその結果生じる RAID の再構成処理の間に発生
する次の 3 つの問題を回避します。

v 再ビルド時間

v 性能低下

v 再構成中のさらなるディスク障害による潜在的なデータ損失

Rapid RAID Recovery 中、Data ONTAP は次のタスクを実行します。

1. 疑いのあるディスクを、事前障害モードにする。

2. ディスクを置き換えるホット・スペアを選択する。

注: 適切なホット・スペアが使用可能ではない場合、疑いのあるディスクは事前
障害モードのままとなり、データは引き続き提供されます。ただし、疑いのある
ディスクの性能は低下します。パフォーマンスの影響は、無視できる程度から低
下モードより悪い程度まで変動します。このような理由から、ホット・スペアが
常に使用可能となるようにしてください。

3. 実際の障害が発生する前に、疑いのあるディスクの内容をストレージ・システム
のスペア・ディスクにコピーする。

4. コピーが完了すると、疑いのあるディスクを Maintenance Center に置こうとす
る。コピーが完了しなかった場合は、ディスクを不合格とする。

注:

タスク 2 から 4 は、RAID グループが正常モード (劣化モードではない) の場合の
み発生します。

ホット・スペア・ディスクへのコピーが完了する前に、疑いのあるディスク上で障
害が起きた場合、Data ONTAP は通常の RAID 再構成処理を開始します。
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関連概念

75ページの『低下モードについて』
ディスク故障が起こると、Data ONTAP はデータの供給を続けることはできます
が、RAID パリティーを使用して障害が起きたディスクからデータを再構成する必
要があります。この場合、影響のあった RAID グループは「低下モード」と呼ばれ
ます。1 つ以上の RAID グループが低下モードになっているストレージ・システム
のパフォーマンスは、低下しています。

30ページの『Data ONTAP がディスクを Maintenance Center の管理下に置くこと
が可能な場合』
Data ONTAP が特定のディスク・エラーを検出した場合、テストを行うためにディ
スクを Maintenance Center の管理下に置こうとします。ディスクを Maintenance

Center の管理下に置くために、特定の要求が満たされる必要があります。

74ページの『Data ONTAP がホット・スペアを取り扱う方法』
ホット・スペア・ディスクは、ストレージ・システムに割り当てられたディスク
で、RAID グループからは使用しません。このディスクは、まだデータを保持して
いませんが、使用する準備はできています。RAID グループ内でディスク障害が発
生した場合、Data ONTAP はホット・スペア・ディスクを RAID グループに自動的
に割り当て、障害の起きたディスクを置き換えます。

Maintenance Center の使用法
ディスクが Maintenance Center に入った場合は、そのディスクはいくつかのテスト
の対象になります。ディスクがすべてのテストを通過した場合、そのディスクはス
ペア・プールに戻されます。そうでない場合、Data ONTAP はディスクを不合格と
します。

Maintenance Center は、「disk.maint_center.enable」オプションによって制御されま
す。このオプションは、「on (オン)」がデフォルトです。

ディスクが何回 Maintenance Center へ行くことを許可するかの制御には、
「disk.maint_center.allowed_entries」オプションを使用します。このオプションのデフ
ォルト値は「1」です。すなわち、このディスクが以前に Maintenance Center に送
還されたことがある場合は、自動的に不合格となることを意味します。

Data ONTAP は、次の宛先にメッセージを送信することで、これらのアクティビテ
ィーをユーザーに知らせます。

v コンソール

v ログ・ファイル (/etc/maintenance.log)

注: Data ONTAP がドライブを Maintenance Center に置き、そのドライブが自動電
源サイクルをサポートするディスク・シェルフに格納されている場合、ドライブへ
の電源が短い時間だけオフになる可能性があります。電源サイクル後にドライブが
作動可能状態に戻った場合、Maintenance Center はそのドライブをテストします。
そうでない場合、Maintenance Center はドライブをすぐ不合格にします。

ESH4 ディスク・シェルフの場合、「environment shelf_power_status」コマンドを使
用して、電源サイクル状況を参照することができます。
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Data ONTAP がディスクを Maintenance Center の管理下に置くこ
とが可能な場合
Data ONTAP が特定のディスク・エラーを検出した場合、テストを行うためにディ
スクを Maintenance Center の管理下に置こうとします。ディスクを Maintenance

Center の管理下に置くために、特定の要求が満たされる必要があります。

ディスクが、そのディスク・タイプで許可された以上のエラーに遭遇した場合、
Data ONTAP は次のアクションのうちの 1 つを実施します。

v 「disk.maint_center.spares_check」オプションが「on (オン)」に設定されていて
(デフォルト)、2 つ以上のスペアが使用可能な場合、Data ONTAP はディスクを
サービス休止にし、データ管理操作および追加テストのためにディスクを
Maintenance Center に割り当てます。

v 「disk.maint_center.spares_check」オプションが「on (オン)」に設定されていて、2

つ未満のスペアが使用可能な場合、Data ONTAP はディスクを Maintenance

Center に割り当てません。単なるディスク障害とし、ディスクを破損プールに収
めます。

v 「disk.maint_center.spares_check」オプションが「off (オフ)」に設定されている場
合、Data ONTAP は使用可能なスペアの数をチェックせずにディスクを
Maintenance Center に割り当てます。

注: 「disk.maint_center.spares_check」オプションは、コマンド行インターフェースか
らディスクを Maintenance Center に置く場合には影響しません。

手動でディスクを Maintenance Center に置く
「disk maint start」コマンドを使用して、ディスクを Maintenance Center に置くこ
とができます。

このタスクについて

ディスクで手動の保守テストを実行すると、Data ONTAP によってディスクが
Maintenance Center へ送られた回数を考慮されなくなります。

次のコマンドを実行してください: disk maint start [-I] disk_list。 アクティブ
なファイル・システムの一部のディスクを選択した場合、選択されたディスクは事
前障害としてマークされますが、適切なスペアが検出され、Rapid RAID Recovery

を使用してディスクがスペアにコピーされるまで、Maintenance Center には置かれ
ません。テストをすぐに開始したい場合、「 -I」オプションを使用してください。
「-I」オプションを使用すると、ディスクを含んでいる RAID グループは、スペア
が見つかり、ディスクがスペアで再構成されるまで、低下モードに移行します。

メディア・エラーを回避するための、Data ONTAP による継続的
なメディア修正の機能

継続的なメディア修正の目的は、メディア・エラーを検出、修正することで、メデ
ィア・エラーを原因としてストレージ・システムが劣化または再構成のモードにな
って、ストレージ・システムが中断してしまう機会を最小化することです。
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デフォルトでは、Data ONTAP はすべてのストレージ・システムのディスクで、メ
ディア・エラーの継続的なメディア修正をバックグラウンドで実行します。メディ
ア・エラーが検出されると、Data ONTAP はデータの再構成とエラーの修復のため
に RAID を使用します。

メディア修正は、バックグラウンド・プロセスで継続されます。そのため、ストレ
ージ・システムがアイドル状態のように見えても、ディスク LED が明滅するのを
確認することができます。多少の CPU アクティビティーも、ユーザーのワークロ
ードが存在しなくても確認することができます。

注: アグリゲートで使用しているディスクで、継続的なメディア修正を使用不可に
するには、「raid.media_scrub.enable」オプションを使用します。また、スペア・ディ
スクの継続的なメディア修正を使用不可にするには、
「raid.media_scrub.spares.enable」オプションを使用します。ただし、継続的なメディ
ア修正を無効にすることは推奨されません (特にRAID4 アグリゲートで ATA ディ
スクを使用している場合)。

「raid.media_scrub」オプションについて詳しくは、na_options(1) の man ページを参
照してください。

継続的なメディア修正がシステム・パフォーマンスに与える影響
継続的なメディア修正はメディア・エラーのみを調べるので、システム・パフォー
マンスへの影響はごくわずかです。さらに、メディア修正はより早く処理を進行す
るために、アイドル状態のディスク処理能力と空いた CPU サイクルを活用しよう
とします。ただし、クライアントのワークロードがあると、メディア修正のリソー
スの積極的な調整が発生します。

必要であれば、メディア修正サイクルを完了するまでの最大時間を増やすことで、
クライアントから大量のワークロードが発生する環境において、継続的なメディア
修正によって消費される CPU リソースをより削減することができます。 これは、
「raid.media_scrub.rate」オプションを使用することにより可能です。

継続的なメディア修正が、スケジュールされた RAID レベルのディス
ク修正の置き換えにならない理由
継続的なメディア修正はメディア・エラーのみを修正する処理のため、ストレー
ジ・システムのスケジュールされた RAID レベルの完全な修正処理も実行し続ける
べきです。RAID レベルの修正は、メディア・エラーの他にパリティーとチェック
サム・エラーの検出と修正が可能です。

関連概念

80ページの『自動的な RAID レベルの修正をスケジュール化する方法』
デフォルトで、Data ONTAP は RAID レベルの修正を、毎週日曜日の午前 1:00 か
ら、所要時間は 6 時間の設定で実行します。毎週の修正を開始する時間と所要時間
の変更、自動的な修正の追加、または自動的な修正を無効にすることができます。
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ディスク所有権の機能

ディスク所有権は、どのノードがディスクを所有していて、どのプールにディスク
が関連付けられているかを判別します。ディスク所有権を理解することで、ストレ
ージの冗長性を最大限に引き出し、ホット・スペアを効率的に管理することが可能
となります。

SyncMirror を使用していない独立したストレージ・システムの場合、それぞれのデ
ィスクが単一のコントローラーに割り当てられ、「Pool0」に含まれる単純なディス
ク所有権になります。ただし、次の状態ではより複雑となります。

v アクティブ/アクティブ構成 (2 つのコントローラーが関係している)

v SyncMirror を使用中 (2 つのプールが関係している)

ディスク所有権は、ご使用のストレージ・システムのモデルに応じてハードウェ
ア・ベースまたはソフトウェア・ベースが使用可能です。

関連資料

37ページの『ハードウェア・ベースのディスク所有権または両方のタイプをサポー
トするストレージ・システム・モデル』
ほとんどのストレージ・システム・モデルは、ソフトウェア・ベースのディスク所
有権をサポートします。ハードウェア・ベースのディスク所有権をサポートするの
は少数のみで、別の少数は両方のタイプをサポートします。

ソフトウェア・ベースのディスク所有権の機能
ソフトウェア・ベースのディスク所有権は、ストレージ・システムの物理的な接続
形態を判別せずディスク上に保管されます。これにより、ディスクとして使用する
以上の柔軟性と制御をもたらします。

ソフトウェア・ベースのディスク所有権では、ユーザーはディスク所有権のよりア
クティブな役割を担うことが必要となります。例えば、ディスクまたはディスク・
シェルフを、ソフトウェア・ベースのディスク所有権を使用している既存のストレ
ージ・システムに追加しようとしている場合、ユーザーが明示的に新しいディスク
の所有権を割り当てることが必要となる可能性があります (Data ONTAP が割り当
てられなかった場合)。そうしないと、新しいディスクはすぐには Data ONTAP に
認識されない可能性があります。また、新しいストレージ・システムを構成した場
合、いくつかのディスクの所有権を割り当てることが必要となる可能性がありま
す。
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関連資料

37ページの『ハードウェア・ベースのディスク所有権または両方のタイプをサポー
トするストレージ・システム・モデル』
ほとんどのストレージ・システム・モデルは、ソフトウェア・ベースのディスク所
有権をサポートします。ハードウェア・ベースのディスク所有権をサポートするの
は少数のみで、別の少数は両方のタイプをサポートします。

ディスク所有権の自動割り当ての機能
あいまいさを避けるための基本的ないくつかのルールに従って構成した場合、Data

ONTAP はディスク所有権とプール・メンバーシップを自動的に割り当てることが
可能になります。

Data ONTAP が既にディスクに割り当てている方法を変更したい場合は、いつでも
そのように変更することができます。

注: 「 disk.auto_assign」オプションを使用して、ディスクの自動割り当てを無効に
することができます。詳しくは、na_option(1) の man ページを参照してください。

自動割り当ての役割
ディスクの自動割り当てが稼働していると、Data ONTAP はあらゆる未割り当ての
ディスクを調べ、ループまたはスタック上にある他のすべてのディスクと同じシス
テムとプールにそのディスクを割り当てます。

注: いずれかのループまたはスタックが、異なるシステムまたはプールに割り当て
られたディスクを所有している場合、Data ONTAP はそのループまたはスタック上
では自動割り当てを実施しません。この問題を避けるために、常にディスク割り当
てのガイドラインに従ってください。

関連概念

35ページの『ソフトウェア・ベースのディスク所有権のガイドライン』
ディスク所有権を割り当てる場合、自動割り当てが動作し続けれる、かつ、障害の
特定を最大限にするために、このガイドラインにしたがってください。

17ページの『Data ONTAP がディスクを処理する方法』
ディスクとは Data ONTAP が稼働するストレージ・システムにおいて、ストレージ
の基本的な装置です。Data ONTAP によるディスクの使用法と分類法を理解するこ
とで、より効果的にストレージを管理するのに役立ちます。

自動割り当てが起動される時期
ディスク所有権の自動割り当ては、ストレージ・システムにディスクが導入された
らすぐに発生するわけではありません。

ディスクの自動割り当ては、次のタイミングで起動されます。

v システムが通常稼働中の 5 分ごと

v 最初のシステム初期化の 10 分後

この遅延により、システムを構成する要員が時間的な余裕を持って初期のディス
ク割り当てを終了可能にします。それによって、自動割り当ての結果が期待通り
になるようにします。

v Data ONTAP コンソール上で「disk assign auto」コマンドを実行した場合

34 IBM System Storage N シリーズ: Data ONTAP 7.3 ストレージ管理ガイド



ソフトウェア・ベースのディスク所有権のガイドライン
ディスク所有権を割り当てる場合、自動割り当てが動作し続けれる、かつ、障害の
特定を最大限にするために、このガイドラインにしたがってください。

v 同じプールまたはスタックにあるすべてのディスクは、常に同じシステムおよび
ループに割り当てる。

v 同じアダプターに接続されているすべてのループまたはスタックは、常に同じプ
ールに割り当てる。

注: ご使用のシステムを、1 つのループやスタックの両方にプールを持つように構
成することが可能です。1 つのループまたはスタックのみをサポートするストレー
ジ・システム・モデル上では、この構成は回避することはできません。ただしこの
構成では、シェルフ障害がデータ・サービスの停止を引き起こす可能性がありま
す。

ストレージ・システムがソフトウェア・ベースのディスク所有権を
使用する時期

一部のストレージ・システムは、ソフトウェア・ベースまたはハードウェア・ベー
スどちらかのディスク所有権を使用することが可能です。

ストレージ・システムがソフトウェア・ベースおよびハードウェア・ベース両方の
ディスク所有権をサポートしている場合、次の基準のいずれかに一致する場合はソ
フトウェア・ベースのディスク所有権を使用します。

v ストレージ・システムは、ソフトウェア・ベースのディスク所有権を使用して構
成されている。

v ストレージ・システムは、SnapMover ライセンスが有効になっている。

v ストレージ・システムが、ディスク上にソフトウェア・ベースの所有権情報を持
ったディスクを所有している。

ハードウェア・ベースのディスク所有権の機能
ストレージ・システムがハードウェア・ベースのディスク所有権を使用するように
構成されている場合、ディスク所有権はご使用のハードウェア構成によって判別さ
れます。ユーザーがディスク所有権を割り当てる必要はありません。

ハードウェア・ベースのディスク所有権は、次の 2 つの条件で決まります。すなわ
ち、ストレージ・システムの構成方法、およびディスク・シェルフがストレージ・
システムに接続されている方法 (以下) です。

v ストレージ・システムがスタンドアロン・システムの場合、直接接続されている
すべてのディスクを所有している。

v ストレージ・システムがアクティブ/アクティブ構成の一部の場合、ローカル・ノ
ードの A チャネルに接続された直接接続のディスクすべてをローカル・ノード
が所有していて (ループまたはスタックはディスク・シェルフ上の A モジュール
に接続されている)、ローカル・ノードの B チャネルに接続されているディスク
はパートナーが所有している。

注:
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ストレージ・システムは、次の条件に 1 つ以上適合する場合、アクティブ/アクティ
ブ構成の一部であると考えられます。

v 相互接続カードがシステムに取り付けられている。

v システムに「partner-sysid」環境変数が設定されている。

v システムにクラスター・ライセンスがインストールされ、使用可能にされてい
る。

ファブリック接続 MetroClusters は、 ハードウェア構成に応じてハードウェア・ベ
ースまたはソフトウェア・ベースどちらかのディスク所有権を使用することが可能
です。ハードウェア・ベースのディスク所有権を使用する場合、ディスク所有権を
判別する規則は、標準アクティブ/アクティブ構成の規則とは違います。詳しくは、
「アクティブ/アクティブ構成ガイド」を参照してください。

関連資料

37ページの『ハードウェア・ベースのディスク所有権または両方のタイプをサポー
トするストレージ・システム・モデル』
ほとんどのストレージ・システム・モデルは、ソフトウェア・ベースのディスク所
有権をサポートします。ハードウェア・ベースのディスク所有権をサポートするの
は少数のみで、別の少数は両方のタイプをサポートします。

Data ONTAP によるハードウェア・ベースのディスク所有権の自
動認識とディスク割り当て

ディスク所有権とプール・メンバーシップはハードウェア構成によって判別される
ので、Data ONTAP はブート時と新規にディスクが追加されたときに、自動的に特
定のタスクを実行します。

ハードウェア・ベースのディスク所有権用のすべてのストレージ・システムでは、
Data ONTAP は次の機能を実行します。

v ブート時、またはディスク・シェルフにディスクを挿入時にすべてのディスクを
認識する。

v すべての新規ディスクをスペア・ディスクとして初期化する。

v すべての新規ディスクを自動的にプールに置く。

注: スペア・ディスクは、アグリゲートを作成するために使用されるか、ユーザー
または Data ONTAP によってデータ・ディスクやパリティー・ディスクとして指定
されるまでスペア・ディスクとして残ります。

SyncMirror が有効な場合のスペア・プールへのディスクの割り当て方法
すべてのスペア・ディスクは、SyncMirror ソフトウェアが有効になっていない場合
は Pool0になります。ハードウェア・ベースのディスク所有権のストレージ・シス
テム上で SyncMirror が使用可能になっている場合、すべてのスペア・ディスクは
「Pool0」と「Pool1」の2 つのプールに分割されます。

ハードウェア・ベースのディスク所有権のストレージ・システム用に、ディスクは
ディスク・シェルフ内の位置に基づいて、次に示すようにスペア・プールに自動的
に配置されます。
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v Pool0 - オンボード・ポート 0a、0b、および拡張スロット 1 と 2 上のホスト・
アダプター

v Pool1 - オンボード・ポート 0c、0d、および拡張スロット 3 と 4 上のホスト・
アダプター

ハードウェア・ベースのディスク所有権または両方のタイプをサポートする
ストレージ・システム・モデル

ほとんどのストレージ・システム・モデルは、ソフトウェア・ベースのディスク所
有権をサポートします。ハードウェア・ベースのディスク所有権をサポートするの
は少数のみで、別の少数は両方のタイプをサポートします。

次の表は、どのモデルがハードウェア・ベースのディスク所有権のみをサポートす
るか、または両方のタイプの所有権をサポートするかを示します。

注: この表にリストされていないシステム・モデルは、ソフトウェア・ベースのデ
ィスク所有権のみ をサポートします。

ストレージ・システム ハードウェア・ベース ソフトウェア・ベース

N5200 X X

N5500 X X

ディスク・コマンドでのワイルドカード文字の使用法
ディスクの所有権を管理するいくつかのコマンドを実行するときに、ワイルドカー
ド文字 (″*″) を使用することができます。しかし、Data ONTAP がワイルドカード
文字をどのように展開するか理解する必要があります。

以下のコマンドで、ワイルドカード文字を使用できます。

v disk show

v disk assign

v disk remove_ownership

これらのコマンドでワイルドカード文字を使用する場合、Data ONTAP はゼロまた
はそれ以上の文字にワイルドカード文字を展開し、コマンドで操作するディスク名
のリストを作成します。これは、例えば特定のポートやスイッチに接続されたディ
スクをすべて割り当てたい場合にとても便利です。

注: ワイルドカード文字の使用には注意してください。ワイルドカード文字は、デ
ィスク・アドレス文字列内のいかなる場所にも適用される、単純な文字列置換で
す。予期しない結果となる場合があります。

例えば、スイッチ「brocade23」のポート 1 上のすべてのディスクを「pool0」に割
り当てるために、次のコマンドを実行しようとしたとします: disk assign

brocade23:1.* -p 0。
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しかし、「.」を漏らしてしまい、次のコマンドのようになってしまうと、ポート
1、10、11、12 などにすべてのディスクを割り当てることになります: disk assign

brocade23:1* -p 0。

HBA に接続された複数のディスクの割り当て

拡張スロット 5 上にある HBA の B ポートに接続されたすべてのディスクを
「pool0」に割り当てるには、次のコマンドを使用します: disk assign 5b.* -p 0。
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ディスク所有権の管理

ディスク所有権の表示、割り当て、および変更をすることができます。ストレー
ジ・システムがタイプ所有権の両方のタイプをサポートする場合、ほとんどの場合
でディスク所有権のタイプを変更することができます。ソフトウェア・ベースのデ
ィスク所有権を使用しているストレージ・システムから、ディスクを再利用する場
合には、いくつかの特別な要件があります。

システムがハードウェア・ベースまたはソフトウェア・ベースのどちらのデ
ィスク所有権を使用しているかの判別

ホット・スペア・ディスクを適切に管理するために、ストレージ・システムが使用
しているディスク所有権のタイプを知ることが必要です。これを調べるには、
「storage show 」コマンドを使用します。

このタスクについて

一部のストレージ・システム・モデルでは、ソフトウェア・ベースまたはハードウ
ェア・ベースのどちらかのディスク所有権を使用することが可能です。

次のコマンドを実行します: storage show。 システムがハードウェア・ベースのデ
ィスク所有権を使用している場合、最後の行の出力が次のようになります: SANOWN

not enabled.。それ以外の場合は、システムでソフトウェア・ベースのディスク所
有権を使用しています。

関連概念

33ページの『ディスク所有権の機能』
ディスク所有権は、どのノードがディスクを所有していて、どのプールにディスク
が関連付けられているかを判別します。ディスク所有権を理解することで、ストレ
ージの冗長性を最大限に引き出し、ホット・スペアを効率的に管理することが可能
となります。

関連資料

37ページの『ハードウェア・ベースのディスク所有権または両方のタイプをサポー
トするストレージ・システム・モデル』
ほとんどのストレージ・システム・モデルは、ソフトウェア・ベースのディスク所
有権をサポートします。ハードウェア・ベースのディスク所有権をサポートするの
は少数のみで、別の少数は両方のタイプをサポートします。

ハードウェア・ベースとソフトウェア・ベースのディスク所有権の変更
ハードウェア・ベースとソフトウェア・ベースのディスク所有権には、異なる強度
およびトレードオフがあります。ストレージ・システムが両方のタイプをサポート
する場合、ディスク所有権のタイプを変更することができます。場合によっては、
データ可用性に影響を与えずに、変更を行うことができます。
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このタスクについて

ハードウェア・ベースとソフトウェア・ベースのディスク所有権を変更するために
使用する手順は、ハードウェア・ベースからソフトウェア・ベースにしようとして
いるのか、その逆なのかどうか、およびストレージ・システムがアクティブ/アクテ
ィブ構成かスタンドアロン・システムなのかどうかに応じます。

関連概念

33ページの『ディスク所有権の機能』
ディスク所有権は、どのノードがディスクを所有していて、どのプールにディスク
が関連付けられているかを判別します。ディスク所有権を理解することで、ストレ
ージの冗長性を最大限に引き出し、ホット・スペアを効率的に管理することが可能
となります。

ハードウェア・ベースからソフトウェア・ベースへディスク所有権
を変更

ストレージ・システムまたはアクティブ/アクティブ構成がハードウェア・ベースの
ディスク所有権を使用している、およびソフトウェア・ベースのディスク所有権も
サポートしている場合、ソフトウェア・ベースのディスク所有権を使用するように
再構成することができます。

1. ストレージ・システムを保守モードでブートします。

注: アクティブ/アクティブ構成をソフトウェア・ベースのディスク所有権に変換
する場合、両方のノードを同時に変換する必要があります。これはダウン時間を
必要とします。

詳しくは、「System Administration Guide」を参照してください。

2. 次のコマンドを実行してください: disk upgrade_ownership。 システムはソフト
ウェア・ベースのディスク所有権を使用するように変換されます。また、Data

ONTAP はすべてのディスクを、ハードウェア・ベースのディスク所有権で割り
当てられていた同じシステムとプールに割り当てます。

3. システムを停止し、通常モードでリブートします。

スタンドアロン・システムでソフトウェア・ベースからハードウェ
ア・ベースにディスク所有権を変更

システムがソフトウェア・ベースのディスク所有権を使用している、かつ、ハード
ウェア・ベースのディスク所有権もサポートしている場合、システムをハードウェ
ア・ベースのディスク所有権を使用するように変換することができます。

このタスクについて

重要: この手順は、アクティブ/アクティブ構成のシステムには使用しないでくださ
い。

1. SyncMirror を使用している場合、「disk show」コマンドを使用して、物理的な
ケーブル接続が、システムのプールの規則に準拠しているかどうかを判別してく
ださい。
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2. ソフトウェア・ベースの所有権と物理的なケーブル接続との間に構成の矛盾を見
つけた場合は、その矛盾と、ハードウェア・ベースのプールの規則に準拠するた
めに、移動またはケーブルの再接続をする必要のあるディスクや HBA はどれか
をメモしてください。

注: まだケーブル接続の構成に変更を加えないでください。

3. システムを保守モードでブートしてください。 詳しくは、「System

Administration Guide」の「booting the storage system」セクションを参照してく
ださい。

4. ソフトウェア・ベースのディスク所有権を無効にするために、次のコマンドを実
行してください: storage release disks。disk remove_ownership all。

5. この前の手順で、プールの規則に準拠させるために、ケーブル接続の構成を変更
する必要があると判断した場合、この時点でその変更を行ってください。

6. 通常モードでシステムをブートして、「aggr status -r」コマンドを使用して構成
を確認してください。 Data ONTAP は、ディスクを自動的に認識および割り当
てます。

関連概念

36ページの『SyncMirror が有効な場合のスペア・プールへのディスクの割り当て方
法』
すべてのスペア・ディスクは、SyncMirror ソフトウェアが有効になっていない場合
は Pool0になります。ハードウェア・ベースのディスク所有権のストレージ・シス
テム上で SyncMirror が使用可能になっている場合、すべてのスペア・ディスクは
「Pool0」と「Pool1」の2 つのプールに分割されます。

関連タスク

42ページの『ディスク所有権の表示』
ホット・スペアが正しく割り当てられているか確認する、またはディスク所有権の
問題をトラブルシューティングするために、ソフトウェア・ベースのディスク所有
権を使用するシステムで、ディスク所有権の情報を使用します。この情報は、「disk

show」コマンドで表示します。

アクティブ/アクティブ構成でソフトウェア・ベースからハードウ
ェア・ベースにディスク所有権を変更する方法について

アクティブ/アクティブ構成で、ソフトウェア・ベースからハードウェア・ベースに
ディスク所有権を変換することは、複雑な処理になります。不正確に実行した場
合、システムはブートしなくなる可能性があります。この変換を支援するために、
技術サポートに連絡を取ることが推奨されます。

複雑な状況が発生するのは、ハードウェア・ベースからソフトウェア・ベースへの
変換をするときに、Data ONTAP は、正しい構成が可能となる方法を自動的に提供
することができないためです。必要とされるすべての配線や構成の変更を正しく行
えない場合、その構成でブートすることができない場合があります。
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ディスク所有権の表示
ホット・スペアが正しく割り当てられているか確認する、またはディスク所有権の
問題をトラブルシューティングするために、ソフトウェア・ベースのディスク所有
権を使用するシステムで、ディスク所有権の情報を使用します。この情報は、「disk

show」コマンドで表示します。

このタスクについて

「disk show」コマンドは、ソフトウェア・ベースのディスク所有権を使用している
システムでのみ使用可能です。

「disk show」コマンドとそのオプションについて詳しくは、na_disk(1) の man ペー
ジを参照してください。

「sysconfig」コマンドは、ディスクに関する情報を表示するために使用することが
できますが、割り当てられていないディスクに関する情報を表示しません。

ディスクが所有されているかどうか、ストレージ・システムから認識することので
きるすべてのディスクのリストを表示するために、次のコマンドを実行してくださ
い: disk show -v。

注: アドレス指定することによる、個々のディスクについての所有権の情報を表示
することができます。また、複数のディスクを指定するために、ワイルドカード文
字 (*) を使用することもできます。

ディスク所有権の表示例

次の、ソフトウェア・ベースのディスク所有権を使用したアクティブ/アクティブ構
成上での「 disk show -v」コマンドの出力例は、奇数/偶数方式でシステム・コント
ローラーの sh1 と sh2 に割り当てられたディスク 0b.16 から 0b.29 を示していま
す。追加のディスク・シェルフ上にある 14 個のディスクは、まだどのシステム・
コントローラーにも割り当てられていません。
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sh1> disk show -v

DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER
--------- --------------- ----- -------------
0b.43 Not Owned NONE 41229013
0b.42 Not Owned NONE 41229012
0b.41 Not Owned NONE 41229011
0b.40 Not Owned NONE 41229010
0b.39 Not Owned NONE 41229009
0b.38 Not Owned NONE 41229008
0b.37 Not Owned NONE 41229007
0b.36 Not Owned NONE 41229006
0b.35 Not Owned NONE 41229005
0b.34 Not Owned NONE 41229004
0b.33 Not Owned NONE 41229003
0b.32 Not Owned NONE 41229002
0b.31 Not Owned NONE 41229001
0b.30 Not Owned NONE 41229000
0b.29 sh1 (84165672) Pool0 41226818
0b.28 sh2 (84165664) Pool0 41221622
0b.27 sh1 (84165672) Pool0 41226333
0b.26 sh2 (84165664) Pool0 41225544
0b.25 sh1 (84165672) Pool0 41221700
0b.24 sh2 (84165664) Pool0 41224003
0b.23 sh1 (84165672) Pool0 41227932
0b.22 sh2 (84165664) Pool0 41224591
0b.21 sh1 (84165672) Pool0 41226623
0b.20 sh2 (84165664) Pool0 41221819
0b.19 sh1 (84165672) Pool0 41227336
0b.18 sh2 (84165664) Pool0 41225345
0b.17 sh1 (84165672) Pool0 41225446
0b.16 sh2 (84165664) Pool0 41201783

関連概念

33ページの『ディスク所有権の機能』
ディスク所有権は、どのノードがディスクを所有していて、どのプールにディスク
が関連付けられているかを判別します。ディスク所有権を理解することで、ストレ
ージの冗長性を最大限に引き出し、ホット・スペアを効率的に管理することが可能
となります。

37ページの『ディスク・コマンドでのワイルドカード文字の使用法』
ディスクの所有権を管理するいくつかのコマンドを実行するときに、ワイルドカー
ド文字 (″*″) を使用することができます。しかし、Data ONTAP がワイルドカード
文字をどのように展開するか理解する必要があります。

関連タスク

ディスク・サニタイズを使用したディスクからのデータ削除
ディスク・サニタイズは、データを決して復旧することができないように、ディス
クやディスクのセットからデータを消去することができます。

ディスク所有権の割り当て
ソフトウェア・ベースのディスク所有権が使用されているシステム上で、アグリゲ
ートでディスクを使用することが可能となるように、ディスクをコントローラーお
よびプールに割り当てます。ディスクの割り当てはまた、ディスクのファームウェ
アを最新に保つことが可能となります。ファームウェアを、割り当てられていない
ディスクにダウンロードすることはできません。

1. 「disk show -n」を使用して、所有者が割り当てられていないすべてのディスク
を表示してください。
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2. 次のコマンドを使用して、「Not Owned」とラベルが付けられたディスクを、シ
ステム・コントローラーの 1 つに割り当ててください。disk assign

{disk_list|all|[-T storage_type] -n count|auto} [-p pool] [-o

owner_name] [-s sysid] [-c block|zoned] [-f]。

「disk_list」は、コントローラーに割り当てたいディスクを指定します。次のい
ずれかの方式を使用して、ディスクを指定することができます。

v 1 つ以上のディスク・アドレス

v ディスクのグループを指定するワイルドカード文字 (*)

v 所有されていないすべてのディスクを割り当てるための「all」キーワード

v 未割り当てのディスクから、割り当てるためのディスク数を指定する「-n

count」オプション

v 割り当てるためのディスクを、次のタイプから指定するための「-T」オプショ
ン。すなわち、ATA、FCAL、LUN、 SAS、または SATA。

「LUN」ディスク・タイプは、 ゲートウェイ・システムでのみ使用されま
す。

「auto」は、ディスクの自動割り当てが実行されることになります。

「-p pool」は、どちらの SyncMirror プールにディスクを割り当てるかを指定し
ます。この値は、0 か 1 のいずれかです。

注: 割り当てられたディスクは、プールと関連付けられます。これを異なるプー
ルに割り当てるには、「-f」オプションを使用してください。ただし、特定のデ
ィスクをプール間で移動することは、冗長性を失う結果や、ループやスタックの
ディスク自動割り当てを使用不可とされる状態を引き起こす可能性があります。
したがって、ループやスタックにあるすべてのディスクは、可能な限り同じプー
ルで保持するべきです。

「-o owner_name」は、ディスクを割り当てたいコントローラーの名前を指定し
ます。

「-s sysid」は、ディスクを割り当てたいコントローラーの ID を指定します。

「-c」は、 ゲートウェイシステムで、アレイ LUN のチェックサム・タイプ (ブ
ロックまたはゾーンのいずれか) を指定します。

「-f」は、コントローラーが既にディスクを所有している場合、または異なるプ
ールにディスクを割り当てたい場合に必ず指定します。

3. 「disk show -v」コマンドを使用して、先ほど作成したディスクの割り当てを確
認してください。

例

次のコマンドは、6 個のディスクをローカル・コントローラーに割り当てます。

disk assign 0b.43 0b.41 0b.39 0b.37 0b.35 0b.33
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ディスクを割り当てようとしているコントローラーとプールに既に割り当てられて
いる他のディスクが、割り当てられていないディスクと同じループやスタックに収
容されている場合、次のコマンドを使用することができます。

disk assign auto

次のタスク

ディスクに所有権を割り当てた後、そのディスクを所有するコントローラーに接続
されたアグリゲートにそのディスクを追加する、またはストレージ・システムのス
ペア・ディスクのままにしておくことができます。ディスクが別のアグリゲートで
以前使用されていた場合、ユーザーまたは Data ONTAP が実際に使用するときの遅
延を削減するために、ディスクをゼロにリセット (「disk zero spares」コマンドを使
用する) するべきです。

関連概念

17ページの『Data ONTAP がサポートするディスク・タイプ』
Data ONTAP は、ファイバー・チャネル (FC)、Advanced Technology Attachment

(ATA)、Serial Advanced Technology Attachment (SATA)、および Serial Attached

SCSI (SAS) の 4 つのディスク・タイプをサポートします。

37ページの『ディスク・コマンドでのワイルドカード文字の使用法』
ディスクの所有権を管理するいくつかのコマンドを実行するときに、ワイルドカー
ド文字 (″*″) を使用することができます。しかし、Data ONTAP がワイルドカード
文字をどのように展開するか理解する必要があります。

33ページの『ディスク所有権の機能』
ディスク所有権は、どのノードがディスクを所有していて、どのプールにディスク
が関連付けられているかを判別します。ディスク所有権を理解することで、ストレ
ージの冗長性を最大限に引き出し、ホット・スペアを効率的に管理することが可能
となります。

ディスク割り当ての変更
ソフトウェア・ベースのディスク所有権を使用するシステム上では、ユーザーまた
は Data ONTAP が以前割り当てたホット・スペア・ディスクのディスク割り当て
を、変更することができます。コントローラーとプールの両方で、十分な数のホッ
ト・スペアが使用可能となるように、変更を行います。

このタスクについて

重要: この手順は、ホット・スペア・ディスク上でのみ実行してください。アグリ
ゲートに既に割り当てられているディスクは、すべてのデータおよびアグリゲート
全体の構造を危険にさらすことなく再割り当てすることはできません。

1. 次のコマンドを実行して、所有権を安全に変更することができるスペア・ディス
クを表示してください: aggr status -r 。 また、「disk show -n」コマンドを
使用して、所有されていないディスクを確認することができます。

2. 次のコマンドを使用して、スペア・ディスクの割り当てを変更してください:

disk assign {disk1 [disk2] [...]|-n num_disks} -f {-o owner_name | -s

unowned | -s sysid}。 「disk1 [disk2] [...]」は、所有権の割り当てを変更した
いスペア・ディスクの名前です。
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「-n num_disks」は、ディスク名の連続ではなく、所有権を割り当てるディスク
数を指定します。

「-f」は、既に所有権が割り当てられているディスクへの割り当てを強制しま
す。

「-o owner_name」は、対象となるディスクを再割り当てしたいコントローラー
のホスト名前を指定します。

「-s unowned」は、対象となるディスクの所有権割り当てを「Not Owned (所有
されていない)」に戻します。

「-s sysid」は、ディスクを再割り当てしたいコントローラーの製造元が割り当て
た NVRAM 値です。これは、「sysconfig」コマンドを使用して表示します。

例

次のコマンドは、「sh1」のコントローラーから、4 個のディスクの割り当てを解除
します: disk assign 0b.30 0b.29 0b.28 0b.27 -s unowned -f。

次のタスク

「disk show -v」コマンドを使用して、実施したディスク割り当ての変更を確認する
ことができます。

関連概念

33ページの『ディスク所有権の機能』
ディスク所有権は、どのノードがディスクを所有していて、どのプールにディスク
が関連付けられているかを判別します。ディスク所有権を理解することで、ストレ
ージの冗長性を最大限に引き出し、ホット・スペアを効率的に管理することが可能
となります。

ソフトウェア・ベースのディスク所有権で構成されたディスクの再利用
ソフトウェア・ベースのディスク所有権を構成されたストレージ・システムからデ
ィスクを再利用する前に、そのディスクをハードウェア・ベースのディスク所有権
を使用するストレージ・システムに再取り付けする場合の予防措置をしてくださ
い。

始める前に

重要: ソフトウェア・ベースの所有権情報を消去していないディスクが、ソフトウ
ェア・ベースのディスク所有権を使用していない、まだブートしていないストレー
ジ・システムに取り付けられた場合、このストレージ・システムはブートできませ
ん。

このタスクについて

次の予防措置を、必要に応じて行ってください。

v ストレージ・システムの運用中に、ディスクをターゲット・ストレージ・システ
ムに転送することができます。これによって、ディスクの所有権情報は自動的に
消去されます。
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v ソフトウェア割り当てをされたディスクを取り付けることにより、ブート障害を
誤って引き起こした場合は、保守モードで「disk remove_ownership」コマンドを
実行することで、復旧することができます。

関連概念

33ページの『ディスク所有権の機能』
ディスク所有権は、どのノードがディスクを所有していて、どのプールにディスク
が関連付けられているかを判別します。ディスク所有権を理解することで、ストレ
ージの冗長性を最大限に引き出し、ホット・スペアを効率的に管理することが可能
となります。

ディスク所有権情報の自動的な消去
ソフトウェア・ベースのディスク所有権を使用するストレージ・システムから、そ
れを使用していない稼働中のストレージ・システムにディスクを物理的に転送する
場合、「disk remove_ownership」コマンドを使用することなく転送することができ
ます。

1. ターゲット・ストレージ・システムはシャットダウンしないでください。

2. 取り外す予定のそれぞれのディスクで次のコマンドを実行して、ディスクをスピ
ンダウンしてください: disk remove disk_name。

3. 元のストレージ・システムからディスクを取り外し、そのディスクを稼働中のタ
ーゲット・ストレージ・システムに物理的に取り付けます。

タスクの結果

稼働中のターゲット・ストレージ・システムは、転送されたディスク上にある既存
のソフトウェア・ベースのディスク所有権情報を、自動的に消去します。

次のタスク

ターゲット・ストレージ・システム上で、「aggr status -r」コマンドを使用して、追
加したディスクが正常にインストールされたか確認することができます。

意図しないソフトウェア・ベースのディスク所有権への移行からの
復旧

ディスクを、ソフトウェア・ベースのディスク所有権を使用するシステムから、ハ
ードウェア・ベースのディスク所有権を使用するシステムへ適切なステップを取ら
ずに移動した場合、意図せずにターゲット・システムがソフトウェア・ベースのデ
ィスク所有権の使用を開始してしまう可能性があります。

このタスクについて

意図しないソフトウェア・ベースのディスク所有権への移行は、次の環境で発生す
る可能性があります。

v ディスクを元のストレージ・システムから取り外す前に、ターゲット・ディスク
からソフトウェア・ベースのディスク所有権を削除することをしなかった。

v ターゲット・ストレージ・システムがオフになっている間に、ソフトウェア・ベ
ースのディスク所有権を使用していないディスクをターゲット・ストレージ・シ
ステムに追加した。
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これらの環境下で、通常モードでターゲット・ストレージ・システムをブートした
場合、残っているディスク所有権情報が、ターゲット・ストレージ・システムを誤
った構成のソフトウェア・ベースのディスク所有権のセットアップに変換させよう
とします。ブートは失敗します。

1. システムを保守モードでブートしてください。 詳しくは、「System

Administration Guide」を参照してください。

2. 保守モードで、次のコマンドを実行してください: disk remove_ownership

all。 ソフトウェア・ベースのディスク所有権情報は、すべてのディスクから消
去されます。

3. ストレージ・システムを通常モードに戻してください。
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ディスクの管理

ディスクの追加と取り外し、ディスクのサニタイズ、およびディスクに関する情報
の表示をすることができます。これらのタスクは、ディスクを効率的に使用するこ
とに役立ちます。

ディスクをストレージ・システムに追加
ホット・スペアの数を増やす、アグリゲートにスペースを追加する、またはディス
クを交換するために、ディスクをストレージ・システムに追加します。

始める前に

ストレージ・システムに新規ディスクを追加する前に、追加しようとしているディ
スクのタイプを、ストレージ・システムがサポートするか確認してください。サポ
ートされるディスク・ドライブの最新の情報は、該当する「ハードウェアとサービ
スのガイド」を参照してください。

1. ディスク・シェルフのハードウェア・ガイド、またはストレージ・システムのハ
ードウェアとサービスのガイドにしたがって、1 つ以上のディスクを取り付けて
ください。

ソフトウェア・ベースのディスク所有権を使用しているストレージ・システムの
場合、システムおよびプールに割り当てられるまで、新しいディスクは認識され
ません。新しいディスクを手動で割り当てる、または Data ONTAP が自動的に
新しいディスクを割り当てるまで待つことができます (システムがディスクの自
動割り当ての規則にしたがっている場合)。 ハードウェア・ベースのディスク所
有権を使用しているストレージ・システムの場合、1 つ以上のディスクが追加さ
れ、次にディスクがホット・スペア・ディスクとして認識されたことを確認する
ためのメッセージを、Data ONTAP が表示します。

2. 新しいディスクがすべて認識された後、追加されたディスク、および (システム
がソフトウェア・ベースのディスク所有権を使用している場合) 所有権情報を確
認するには、次のコマンドを実行してください: disk show -v。 新しいディスク
がホット・スペア・ディスクとしてリストされており、正しいシステムに所有さ
れて正しいプール入っていることを確認してください。

3. (オプション) 必要であれば、次のコマンドを実行して、新しく追加されたディス
クを直ちにゼロにリセットすることができます: disk zero spares。

注: 以前に Data ONTAP のアグリゲートで使用されていたディスクは、別のア
グリゲートに追加されるようになる前に、必ずゼロにリセットされる必要があり
ます。ディスクを直ちにゼロにリセットすることは、すぐにアグリゲートのサイ
ズを増大する必要がある場合に、遅延を回避することができます。ディスクをゼ
ロにリセットするコマンドはバックグラウンドで実行され、システムのゼロにリ
セットされていないディスクの数に応じて、完了するまでに数時間かかる可能性
があります。
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タスクの結果

新しいディスクは、アグリゲートに追加される、既存のディスクと交換される、ま
たはホット・スペアとして使用可能となる準備ができました。

関連概念

35ページの『ソフトウェア・ベースのディスク所有権のガイドライン』
ディスク所有権を割り当てる場合、自動割り当てが動作し続けれる、かつ、障害の
特定を最大限にするために、このガイドラインにしたがってください。

34ページの『ディスク所有権の自動割り当ての機能』
あいまいさを避けるための基本的ないくつかのルールに従って構成した場合、Data

ONTAP はディスク所有権とプール・メンバーシップを自動的に割り当てることが
可能になります。

17ページの『Data ONTAP がディスクを処理する方法』
ディスクとは Data ONTAP が稼働するストレージ・システムにおいて、ストレージ
の基本的な装置です。Data ONTAP によるディスクの使用法と分類法を理解するこ
とで、より効果的にストレージを管理するのに役立ちます。

ストレージ・システムからディスクの取り外し
どのようにストレージ・システムからディスクを取り外すかは、どのようにディス
クが使用されていたかに応じます。正しい手順を行うことによって、不要な
AutoSupport 通知を防ぐことができ、ディスクが別のストレージ・システムで再利用
される場合に、正常に動作することを確かにします。

このタスクについて

ディスクに障害が起きた、または過度のエラー・メッセージが生成されたことによ
ってディスクを取り外した場合は、ディスクを再び戻したり、他のストレージ・シ
ステムで使用するべきではないことを忘れないでください。

スペア・ディスクを取り外した、およびより新しいバージョンの Data ONTAP が稼
働するストレージ・システムでディスクを使用する可能性がある場合、ストレー
ジ・システムからディスクを取り外す前に、ディスクの所有権情報を必ず削除して
ください。

注: データ・ディスクを取り外すことによって、アグリゲートのディスク数を削減
することはできません。アグリゲートのデータ・ディスク数を減らす唯一の方法
は、データをコピーし、それを少ないデータ・ディスクで作成した新しいアグリゲ
ートに転送することです。

障害が起きたディスクの取り外し
既に障害が起きているディスクは、Data ONTAP によって使用可能なディスクとし
てカウントされなくなります。ディスクは、ディスク・シェルフからすぐに物理的
に切断することができます。

1. 次のコマンドを実行して、障害の起きたディスクのディスク ID を検出してくだ
さい: aggr status -f。 障害が起きたディスクの ID は、次の単語が表示され
ます「failed (障害)」。ディスクの位置が、ディスク ID の右側、
HA、SHELF、および BAY とラベルが付けられた列に表示されます。
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2. ディスク・シェルフの製造元の指示にしたがって、ディスクをディスク・シェル
フから取り外してください。

ホット・スペア・ディスクの取り外し
ホット・スペア・ディスクを取り外すときに、不要な AutoSupport メッセージを避
けるために、Data ONTAP にディスクを取り外すことを通知する必要があります。

1. 次のコマンドを実行して、取り外したいホット・スペア・ディスクの名前を検出
してください: aggr status -s。 ホット・スペア・ディスクの名前は、spare (ス
ペア) という単語の横に表示されます。ディスクの場所は、ディスク名の右側に
表示されます。

2. ストレージ・システムで、ソフトウェア・ベースのディスク所有権を使用してい
る場合、次のコマンドを指定された順番で実行し、ディスクからソフトウェア所
有権の情報を削除してください: priv set advanced 。disk remove_ownership

disk_name。priv set。

3. 次のコマンドを実行して、ディスクをスピンダウンしてください: disk remove

disk_name。

4. ディスクの回転が停止するまで待ちます。 ディスクの回転が停止したときに、
どのように通知されるかについては、ディスク・シェルフ・モデルのハードウェ
ア・ガイドを参照してください。

5. ディスク・シェルフ・モデルのハードウェア・ガイドの指示にしたがって、ディ
スクをディスク・シェルフから取り外してください。

データ・ディスクの取り外し
データ・ディスクを取り外す方法は、ディスクをすぐに取り外す必要があるかどう
か、またはディスクを事前障害にすることができるかどうかによります。事前障害
は、RAID グループを低下モードに移行させる必要がなく、ディスクを取り外す前
に Data ONTAP がディスクをコピーすることを可能にします。

始める前に

別のストレージ・システムで使用するためにデータ・ディスクを取り外す前に、そ
のディスクが属しているアグリゲートが破棄されることを確認してください。

1. 取り外したいディスクの名前を判別します。 ディスクがエラーを報告している
場合、Disk (ディスク) の単語に続けてディスク・エラーを報告しているログ・
メッセージの中で、ディスク名を見つけることができます。

2. 次のコマンドを実行して、取り外したいディスクの位置を判別してください:

aggr status -r。 ディスクの位置が、名前の右側の HA、SHELF、および BAY

とラベルが付けられた列に表示されます。

3. ストレージ・システムで、ソフトウェア・ベースのディスク所有権を使用してい
る場合、次のコマンドを指定された順番で実行し、ディスクからソフトウェア所
有権の情報を削除してください: priv set advanced 。disk remove_ownership

disk_name。priv set。

4. ディスクをすぐに取り外す必要がない場合、次のコマンドを実行してディスクを
事前障害にします: disk fail -F disk_name。

重要: ディスクを物理的に取り外す前に、ディスク・コピーの完了を待つ必要
があります。
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Data ONTAP は指定されたディスクを事前障害にし、事前障害にされたディスク
の内容をスペア・ディスクにコピーすることで、交換用のディスクを作成しよう
とします。

注: このコピーは、ディスクのサイズとストレージ・システムの負荷に応じて、
数時間かかる可能性があります。
コピー操作が成功すると、次に Data ONTAP はディスクを不合格にして、新し
い交換用ディスクを元のディスクの代わりにします。コピー操作が失敗した場
合、事前障害にされたディスクは不合格となり、RAID システムが交換用ディス
クを再構成するまで、ストレージ・システムは低下モードで作動します。

5. ディスクをすぐに取り外す必要がある場合は、次のコマンドを実行します: disk

fail -iF disk_name。 「-I」は、ディスクをすぐに不合格にします。 ディスク
が不合格となり、RAID システムが交換用ディスクを再構成するまで、ストレー
ジ・システムは低下モードで作動します。

6. ディスク・シェルフ・モデルのハードウェア・ガイドの指示にしたがって、不合
格となったディスクをディスク・シェルフから取り外してください。

タスクの結果

取り外されたディスクは、別のストレージ・システムで使用可能となります (その
ディスクが取り外された原因が、ハードウェア障害ではない場合)。

注: ディスクはゼロにリセットされていません。ディスクを、障害が起きたディス
クの交換のために後ほど再構成する場合、ゼロにリセットされていないことによる
影響はごくわずかと考えられます。ただし、このディスクを新規アグリゲートの作
成に使用する場合、「aggr create」コマンドは、ディスクをゼロにリセットする間に
かなりの時間がかかります。この遅延を回避するために、「disk zero spares」コマ
ンドを使用して、事前にディスクをゼロにリセットすることができます。

関連概念

75ページの『低下モードについて』
ディスク故障が起こると、Data ONTAP はデータの供給を続けることはできます
が、RAID パリティーを使用して障害が起きたディスクからデータを再構成する必
要があります。この場合、影響のあった RAID グループは「低下モード」と呼ばれ
ます。1 つ以上の RAID グループが低下モードになっているストレージ・システム
のパフォーマンスは、低下しています。

17ページの『Data ONTAP がディスクを処理する方法』
ディスクとは Data ONTAP が稼働するストレージ・システムにおいて、ストレージ
の基本的な装置です。Data ONTAP によるディスクの使用法と分類法を理解するこ
とで、より効果的にストレージを管理するのに役立ちます。

アグリゲートで現在使用中のディスクの交換
「disk replace」コマンドを使用して、データ・サービスを中断することなく、アグ
リゲートの一部となっているディスクを交換することができます。一致しないディ
スクを RAID グループから交換して取り外すために、これを行います。RAID グル
ープを均一に保持することは、ストレージ・システムのパフォーマンスを最適化す
るのに役立ちます。
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始める前に

正しいタイプ、サイズ、速度およびチェックサム・タイプの適切なホット・スペ
ア・ディスクが、既にストレージ・システムに取り付けられている必要がありま
す。このスペアは交換されるディスクとして、同じシステムおよびプールに割り当
てられている必要があります。

このタスクについて

ディスクの交換が必要な場合 (例えば、RAID グループ内で一致しないデータ・ディ
スク)、「disk replace」コマンドを使用します。このコマンドは Rapid RAID

Recovery を使用して、RAID グループの指定されたそれまで使用していたディスク
から、ストレージ・システムの指定したスペア・ディスクにデータをコピーしま
す。この処理が終わると、スペア・ディスクは新しいデータ・ディスクとして古い
ディスクと交換され、また、古いディスクはストレージ・システムのスペア・ディ
スクになります。

注: 容量の少ないディスクを、より容量の大きいディスクで交換する場合、そのデ
ィスクの容量は容量の少ないディスクと一致するまで削減されます。アグリゲート
の使用可能な容量は、増加しません。

次のコマンドを実行してください: disk replace start old_disk_name

new_spare_name。
アグリゲート内にある他のディスクと、速度やプールの一致しないディスクを使用
する必要がある場合、「-m」オプションを使用することができます。
ディスク交換操作を停止する必要がある場合、「disk replace stop」コマンドを使用
することができます。ディスク交換操作を一時停止する場合、別のアグリゲートで
データ・ディスクとして使用されるようになる前に、宛先のスペア・ディスクをゼ
ロにリセットする必要があります。
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関連概念

74ページの『Data ONTAP がホット・スペアを取り扱う方法』
ホット・スペア・ディスクは、ストレージ・システムに割り当てられたディスク
で、RAID グループからは使用しません。このディスクは、まだデータを保持して
いませんが、使用する準備はできています。RAID グループ内でディスク障害が発
生した場合、Data ONTAP はホット・スペア・ディスクを RAID グループに自動的
に割り当て、障害の起きたディスクを置き換えます。

17ページの『Data ONTAP がディスクを処理する方法』
ディスクとは Data ONTAP が稼働するストレージ・システムにおいて、ストレージ
の基本的な装置です。Data ONTAP によるディスクの使用法と分類法を理解するこ
とで、より効果的にストレージを管理するのに役立ちます。

35ページの『ソフトウェア・ベースのディスク所有権のガイドライン』
ディスク所有権を割り当てる場合、自動割り当てが動作し続けれる、かつ、障害の
特定を最大限にするために、このガイドラインにしたがってください。

34ページの『ディスク所有権の自動割り当ての機能』
あいまいさを避けるための基本的ないくつかのルールに従って構成した場合、Data

ONTAP はディスク所有権とプール・メンバーシップを自動的に割り当てることが
可能になります。

関連タスク

49ページの『ディスクをストレージ・システムに追加』
ホット・スペアの数を増やす、アグリゲートにスペースを追加する、またはディス
クを交換するために、ディスクをストレージ・システムに追加します。

43ページの『ディスク所有権の割り当て』
ソフトウェア・ベースのディスク所有権が使用されているシステム上で、アグリゲ
ートでディスクを使用することが可能となるように、ディスクをコントローラーお
よびプールに割り当てます。ディスクの割り当てはまた、ディスクのファームウェ
アを最新に保つことが可能となります。ファームウェアを、割り当てられていない
ディスクにダウンロードすることはできません。

ディスク・サニタイズを使用したディスクからのデータ削除
ディスク・サニタイズは、データを決して復旧することができないように、ディス
クやディスクのセットからデータを消去することができます。

始める前に

ディスク・サニタイズ機能を使用する前に、ディスク・サニタイズのライセンスを
インストールする必要があります。
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重要:

ディスク・サニタイズのライセンスは、ストレージ・システムに一度インストール
すれば、永続します。

ディスク・サニタイズのライセンスは、次のコマンドをストレージ・システムで使
用することを禁止します。

v dd (データのブロックをコピーする)

v dumpblock (ディスク・ブロックのダンプを表示する)

v setflag wafl_metadata_visible (内部 WAFL ファイルへのアクセスを許可する)

ライセンスについて詳しくは、「System Administration Guide」を参照してくださ
い。

このタスクについて

サニタイズすることができるのは、スペア の状況になっているディスクです。。

ストレージ・システムがソフトウェア・ベースのディスク所有権を使用している場
合、サニタイズしたいディスクに所有権が割り当てられていることを確認する必要
があります。所有権が割り当てられていないディスクは、サニタイズすることがで
きません。

1. 次のコマンドを実行して、サニタイズしようとするディスクが、既存のアグリゲ
ートにある RAID グループに属していないことを確認してください: sysconfig

-r。 サニタイズしようとしているディスクは、スペア状況でリストされていな
ければなりません。

注: 予定したディスクが表示されない場合は、そのディスクに所有権が割り当て
られていません。サニタイズができるようになる前に、ディスクに所有権を割り
当てる必要があります。

2. 次のコマンドを実行して、指定したディスクにあるすべての既存のデータをサニ
タイズしてください: disk sanitize start [-p pattern1|-r [-p pattern2|-r

[-p pattern3|-r]]] [-c cycle_count] disk_list 。

重要:

サニタイズ中は、ストレージ・システムの電源を切る、ストレージとの接続を中
断する、またはターゲット・ディスクを取り外したりしないでください。ターゲ
ット・ディスクがフォーマットされている間にサニタイズが中断された場合、サ
ニタイズを終了することができるようになる前に、ディスクを再フォーマットす
る必要があります。

サニタイズ処理を中止する必要がある場合、「disk sanitize abort」コマンドを使
用することができます。指定したディスクが、サニタイズのディスク・フォーマ
ット・フェーズを処理中の場合、その中止はディスクのフォーマットが完了する
までは発生しません。サニタイズが停止されるとすぐに、Data ONTAP はサニタ
イズが停止されたことを知らせるメッセージを表示します。

「-p pattern1 -p pattern2 -p pattern3」は、ディスクをサニタイズするために、連
続して適用されるユーザー定義の 16 進数のバイト上書きパターンを、サイクル

ディスクの管理 55



の 1 から 3 回分指定します。デフォルトのパターンは 3 回のパスで、最初の
パスは 0x55、二回目のパスは 0xaa、三回目のパスは 0x3c を使用します。

「-r 」は、一部またはすべてのパスで、パターン指定された上書きをランダムな
上書きに置き換えます。

「-c cycle_count」は、指定した上書きパターンが適用される回数を指定します。
デフォルト値は 1 サイクルです。最大値は 7 サイクルです。

「disk_list」は、サニタイズされるスペア・ディスクの ID を、スペース区切り
のリストで指定します。

3. ディスク・サニタイズ処理の状況を確認するには、次のコマンドを実行します:

disk sanitize status [disk_list]。

4. スペア・ディスクとして再利用するために、保守ディスクのプールからサニタイ
ズされたディスクを解放するには、次のコマンドを実行します: disk sanitize

release disk_list。 Data ONTAP は、指定されたディスクを保守プールからス
ペア・プールに移動します。

注: ストレージ・システムを再起動した、またはサニタイズされたディスクを取
り外して再取り付けした場合、そのディスクは保守プールから破損プールに移動
します。

タスクの結果

指定したディスクはサニタイズされ、保守プールに置かれ、サニタイズされたと表
示されます。サニタイズされたディスクのシリアル番号が、/etc/sanitized_disks に書
き込まれます。

例

次のコマンドは、デフォルトの 3 つのディスク・サニタイズの上書きパターンを 1

サイクル分 (合計で 3 回上書きする) を、特定のディスク、8a.6、8a.7、および 8a.8

に適用します。

disk sanitize start 8a.6 8a.7 8a.8

次のコマンドは、3 つのディスク・サニタイズの上書きパターンを 6 サイクル分
(合計で 18 回の上書き) を、特定のディスクに実施する結果となります。

disk sanitize start -c 6 8a.6 8a.7 8a.8

次のタスク

「/etc/sanitized_disks」および「/etc/sanitization.log」ファイルを使用して、
次のようにサニタイズ処理の状況をモニターすることができます。

v サニタイズ処理の状況は、15 分ごとに「/etc/sanitization.log」ファイルに書
き込まれます。

v 「 /etc/sanitized_disks」ファイルは、サニタイズが成功したすべてのドライブ
のシリアル番号を含んでいます。「disk sanitize start」コマンドが呼び出されるた
びに、新たにサニタイズされるディスクのシリアル番号が、このファイルに追加
されます。
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「/etc/sanitized_disks」ファイルを確認することで、サニタイズが成功したすべ
てのディスクを確認することができます。

関連概念

23ページの『ディスク・サニタイズの機能』
ディスク・サニタイズは、元のデータを復旧させることが不可能となるように、特
定のバイト・パターンまたはランダム・データでディスクを上書きすることによっ
て、データを物理的に判読不能にするプロセスです。ディスク上のデータを復旧不
能であることを保証したい場合に、「disk sanitize」コマンドを使用してください。

17ページの『Data ONTAP がディスクを処理する方法』
ディスクとは Data ONTAP が稼働するストレージ・システムにおいて、ストレージ
の基本的な装置です。Data ONTAP によるディスクの使用法と分類法を理解するこ
とで、より効果的にストレージを管理するのに役立ちます。

22ページの『ディスク・プール』
Data ONTAP は、ディスク・ドライブの状態を追跡するために、スペア・プール、
保守プール、破損プール、およびアグリゲートで現在使用中のディスクのプールの
4 つのディスク・プールを使用します。すべてのプールのすべてのディスクを参照
するには、「aggr status -r 」コマンドを使用してください。

関連タスク

43ページの『ディスク所有権の割り当て』
ソフトウェア・ベースのディスク所有権が使用されているシステム上で、アグリゲ
ートでディスクを使用することが可能となるように、ディスクをコントローラーお
よびプールに割り当てます。ディスクの割り当てはまた、ディスクのファームウェ
アを最新に保つことが可能となります。ファームウェアを、割り当てられていない
ディスクにダウンロードすることはできません。

選択式ディスク・サニタイズを使用したディスクからのデータ削除
選択式サニタイズ・データを使用する手順は、データが FlexVol ボリュームかそれ
とも従来のボリュームに含まれているかに応じます。

関連概念

25ページの『選択式ディスク・サニタイズの使用法』
選択式ディスク・サニタイズは、特定のファイルまたはボリューム内のデータを物
理的に判別不能にします。一方では、継続してユーザーからアクセスを行えるよう
に、影響を受けたアグリゲートに配置されているその他のすべてのデータを保持し
ます。ファイルは複数のディスクに格納できるため、この処理には 3 つの部分があ
ります。

17ページの『Data ONTAP がディスクを処理する方法』
ディスクとは Data ONTAP が稼働するストレージ・システムにおいて、ストレージ
の基本的な装置です。Data ONTAP によるディスクの使用法と分類法を理解するこ
とで、より効果的にストレージを管理するのに役立ちます。

FlexVol ボリュームに含まれるデータの選択式サニタイズ
FlexVol ボリュームに含まれるデータの選択式サニタイズをするためには、アグリゲ
ートが使用しているすべてのディスクをサニタイズする必要があるため、アグリゲ
ート全体 にある保持したいデータを移行する必要があります。
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始める前に
v ストレージ・システムに、ディスク・サニタイズのライセンスをインストールす
る必要があります。

v 保存したいデータを複写するためと、オーバーヘッドのための余分を追加した、
十分な空き領域が必要です。空き領域の量に制限がある場合、保存する必要のな
いデータを削除してから、ボリュームを移行する前に、FlexVol ボリュームのサ
イズを減少することができます。

1. サニタイズを計画するときは、アグリゲートに書き込みをするアプリケーショ
ンを停止してください。

2. Windows または UNIX のクライアントから、アクティブなファイル・システ
ムの選択式サニタイズを行いたいデータのディレクトリーやファイルを削除し
てください。適切な Windows または UNIX のコマンドを使用してください
(例:rm /nixdir/nixfile.doc)。

3. アグリゲートにあるすべてのボリュームへの、NFS および CIFS のアクセスを
除去してください。

4. Data ONTAP コマンド行から次のコマンドを実行して、先ほど削除したファイ
ルとディレクトリーを含んでいる FlexVol ボリュームのすべてのボリューム・
スナップショット・コピーを削除します: snap delete -V -a vol_name。
「vol_name」は、削除したファイルやディレクトリーを含む FlexVol ボリュー
ムです。

5. 保存したいデータを含むボリュームの名前をメモしてください。

6. 保存したいそれぞれのボリュームで次のコマンドを実行して、使用している合
計のサイズとスペースをメモしてください: df -g vol_name。

7. 移行済みボリュームを現在のサイズのまま収めるアグリゲートを作成するため
の十分な空き領域がない、かつ、ボリュームに空き領域がある場合、ボリュー
ムのサイズを減少させるために、次のコマンドをそれぞれのボリュームで実行
してください: vol size vol_name new_size。

注: 「new size」は、ボリュームで使用されているスペースより大容量にしなけ
ればなりません。

8. 次のコマンドを実行して、削除しないデータを移行するアグリゲートを作成し
てください: aggr create dest_vol disks。 aggr create nixdestaggr 8@72G。
この新規アグリゲートは、サニタイズしたいデータを確実に負担しない、移行
の宛先を提供します。

9. 保存したいデータを含んでいるそれぞれの FlexVol ボリューム 用に、新規アグ
リゲートに対応する FlexVol ボリュームを作成するために、次のコマンドを実
行してください: vol create dest_vol dest_aggr size。

「dest_vol」は、新規 FlexVol ボリュームの名前です。新規 FlexVol ボリュー
ムには異なる名前を使用してください。

「dest_aggr」は、先ほど作成したアグリゲートです。

「size」は、サニタイズするアグリゲートにある FlexVol ボリュームの現在のサ
イズ以上にする必要があります。 「nixsrcvol」ボリュームのデータ (19 GB を
やや上回る) を保存するための FlexVol ボリュームを作成するには、次のコマ
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ンドを使用することができます: vol create nixsrcvol_1 nixdestaggr 20G。
これで、保存したいデータをコピーするためのボリュームを使用できます。

10. 保存したいデータを含むそれぞれの FlexVol ボリュームに、次のコマンドを実
行して、新規アグリゲートにデータをコピーしてください: ndmpcopy

/vol/src_vol /vol/dest_vol。

「src_vol 」は、サニタイズしたいアグリゲートの FlexVol ボリュームです。

「dest_vol」は、「src_vol」に対応させて先ほど作成した新規 FlexVol ボリュー
ムです。

重要: 「ndmpcopy」コマンドを実行する前に、サニタイズしたい (および影響
を受けるスナップショット・コピーの) ファイルやディレクトリーを、送信元
ボリュームから必ず削除してください。
ndmpcopy /vol/nixsrcvol /vol/nixsrcvol_1。 「ndmpcopy」コマンドについて
詳しくは、「Data ONTAP Data Protection Tape Backup and Recovery Guide」
を参照してください。 これで、保存したいすべてのデータは、新規アグリゲー
ト内に含まれました。

11. 次のコマンドを実行して、送信元アグリゲートに使用されているディスク ID

をリストしてください: aggr status src_aggr -r。 aggr status nixsrcaggr

-r。 サニタイズされるディスクは、「aggr status -r」の出力の「Device」列に
リストされます。

12. 前のステップでリストされたディスク ID を記録してください。

13. サニタイズしているアグリゲートのそれぞれの FlexVol ボリュームで、次のコ
マンドを実行して、ボリュームをオフラインにしてから破棄してください: vol

offline src_vol。vol destroy src_vol。

14. 次のコマンドを実行して、送信元アグリゲートをオフラインにしてから破棄し
てください: aggr offline src_aggr。aggr destroy src_aggr。 サニタイズし
たいデータを収容していたボリュームとアグリゲートは破棄されました。これ
で、このディスクで使用されていたディスクは、ホット・スペアとなります。

15. 次のコマンドを実行して、先ほど破棄したアグリゲートの名前を使用して、新
規アグリゲートの名前を変更してください: aggr rename dest_aggr

old_src_aggr_name。 aggr rename nixdestaggr nixsrcaggr。

16. 新規アグリゲートのそれぞれの FlexVol ボリュームで、次のコマンドを実行し
て、元の FlexVol ボリュームの名前に FlexVol ボリュームの名前を変更してく
ださい: vol rename dest_vol old_src_vol_name。 vol rename nixsrcvol_1

nixsrcvol。

17. CIFS および NFS のサービスを復旧してください。

v 元のボリュームが CIFS サービスをサポートしていた場合、移行が完了した
後に、宛先アグリゲートのボリュームで CIFS サービスをリスタートしてく
ださい。

v 元のボリュームが NFS サービスをサポートしていた場合、次のコマンドを
実行してください: exportfs -a。

元のボリュームのファイルにアクセスしていたユーザーは、接続の再マップを
必要とされることなく、名前変更された宛先ボリュームにあるそれらのファイ
ルにアクセスし続けることができます。
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18. 送信元アグリゲートに属しているディスクで、ディスクのサニタイズ手順を続
けてください。

関連タスク

54ページの『ディスク・サニタイズを使用したディスクからのデータ削除』
ディスク・サニタイズは、データを決して復旧することができないように、ディス
クやディスクのセットからデータを消去することができます。

従来のボリュームに含まれるデータの選択式サニタイズ
従来のボリュームに含まれるデータの選択式サニタイズは、保存したいデータを新
規ボリュームに移行し、その後古いボリュームに含まれるディスクをサニタイズし
ます。

始める前に
v ストレージ・システムに、ディスク・サニタイズのライセンスをインストールす
る必要があります。

v データを移行する前に削除したデータの量に関係なく、選択式サニタイズを実行
する従来のボリューム全体を複写するための十分な空き領域が必要です。

1. サニタイズを計画するときは、ボリュームに書き込みをするアプリケーション
を停止してください。

2. Windows または UNIX のクライアントから、アクティブなファイル・システ
ムの選択式サニタイズを行いたいデータのディレクトリーやファイルを削除し
てください。適切な Windows または UNIX のコマンドを使用してください
(「rm /nixdir/nixfile.doc 」のような)。

3. サニタイズを計画するときは、ボリュームへの NFS および CIFS のアクセス
を除去してください。

4. 次のコマンドを実行して、削除しないデータを移行する従来のボリュームを作
成してください: aggr create dest_vol -v disks。

注: この従来のボリュームは、移行するボリュームと同等かそれ以上のストレ
ージ容量が必要です。このボリュームは、異なる名前を付ける必要がありま
す。後ほど、サニタイズしたボリュームと同じ名前に変更します。
aggr create nixdestvol -v 8@72G。 この新規ボリュームは、サニタイズした
いデータを確実に負担しない、移行の宛先を提供します。

5. Data ONTAP コマンド行から次のコマンドを実行して、先ほど削除したファイ
ルとディレクトリーを含んでいる従来のボリュームのスナップショット・コピ
ーのすべてのボリュームを削除します: snap delete -V -a vol_name。
「vol_name」は、削除したファイルやディレクトリーが含まれている従来のボ
リュームです。 snap delete -V -a nixdestvol。

6. 次のコマンドを実行して、サニタイズしたいボリュームから保存したいデータ
を宛先ボリュームにコピーしてください: ndmpcopy /vol/src_vol

/vol/dest_vol。

重要: 「ndmpcopy」コマンドを実行する前に、サニタイズしたい (および影響
を受けるスナップショット・コピーの) ファイルやディレクトリーを、送信元
ボリュームから必ず削除してください。

「src_vol」は、サニタイズしたいボリュームです。
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「dest_vol」は、宛先ボリュームです。

「ndmpcopy」コマンドについて詳しくは、「Data ONTAP Data Protection Tape

Backup and Recovery Guide」を参照してください。 ndmpcopy /vol/nixsrcvol

/vol/nixdestvol。

7. 次のコマンドを実行して、送信元ボリュームで使用されているディスクをリス
トしてください: aggr status src_vol -r。 aggr status nixsrcvol -r。 サニ
タイズされるディスクは、「aggr status -r」の出力の「Device」列にリストされ
ます。

8. 送信元ボリュームで使用されているディスクの ID を記録してください。 ボリ
ュームを破棄した後、ディスクをサニタイズします。

9. 次のコマンドを実行して、サニタイズするボリュームをオフラインにし、それ
から破棄します: aggr offline src_vol。aggr destroy src_vol。 aggr

offline nixsrcvol。aggr destroy nixsrcvol。

10. 次のコマンドを実行して、先ほど破棄したボリュームの名前を使用して、新規
ボリュームの名前を変更してください: aggr rename dest_vol

old_src_vol_name。 aggr rename nixdestvol nixsrcvol。

11. 新規ボリュームに正しい名前が付けられたことを確認するために、次のコマン
ドを実行して、ボリュームをリストしてください: aggr status

old_src_vol_name。

12. CIFS および NFS のサービスを復旧してください。

v 元のボリュームが CIFS サービスをサポートしていた場合、移行が完了した
後に、宛先アグリゲートのボリュームで CIFS サービスをリスタートしてく
ださい。

v 元のボリュームが NFS サービスをサポートしていた場合、次のコマンドを
実行してください: exportfs -a。

元のボリュームのファイルにアクセスしていたユーザーは、名前変更された宛
先ボリュームにあるそれらのファイルにアクセスし続けることができます。

13. 送信元ボリュームに属しているサニタイズするディスクで、ディスクをサニタ
イズする手順を続けてください。

タスクの結果

サニタイズをした後、送信元ボリュームから削除したデータは、ストレージ・シス
テムのどこにも存在せず、また復元することもできません。

関連タスク

54ページの『ディスク・サニタイズを使用したディスクからのデータ削除』
ディスク・サニタイズは、データを決して復旧することができないように、ディス
クやディスクのセットからデータを消去することができます。

ディスク・サニタイズの停止
「disk sanitize abort 」コマンドを使用して、1 つ以上の特定のディスクで進行中の
サニタイズ処理を停止することができます。「disk sanitize abort」コマンドを使用す
る場合、指定したディスクはスペア・プールに戻されます。

ディスクの管理 61



次のコマンドを実行してください: disk sanitize abort disk_list。
指定したディスクが、サニタイズのディスク・フォーマット・フェーズを処理中の
場合、その中止はディスクのフォーマットが完了するまでは発生しません。
Data ONTAP は、次のメッセージを表示します Sanitization abort initiated.

(サニタイズの中止が開始されました)。処理が停止されるとすぐに、サニタイズがも
はや進行していないことを知らせるために、Data ONTAP はそれぞれのディスクに
別のメッセージを表示します。
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ストレージ・サブシステムの管理

ストレージ・サブシステムに関する、ディスク、ディスク・シェルフ、ホスト・ア
ダプター、ハブ、メディア・チェンジャー・デバイス、スイッチ、スイッチ・ポー
ト、および磁気テープ・ドライブ・デバイスを含む情報を表示することができま
す。また、ホスト・アダプターの状態を変更することもできます。

ホスト・アダプターの使用可能化または使用不可化
「storage」コマンドを使用して、ホスト・アダプターを使用可能や使用不可にする
ことができます。ハードウェア・コンポーネントまたはモジュールを交換するため
に、アダプターを使用不可にします。

このタスクについて

次の理由から、アダプターを使用不可にする場合があります。

v アダプターに接続されたハードウェア・コンポーネントを交換する。

v 誤動作している入出力モジュールを交換する。

そのアダプターに接続されているすべてのディスクが、別のアダプターを介して到
達できる場合にのみ、アダプターを使用不可にすることができます。二重接続して
いるディスクに接続しているアダプターを使用不可にした後は、もう一方のアダプ
ターは冗長とは見なされません。したがって、もう一方のアダプターは使用不可に
することができません。

1. 次のコマンドを実行して、状態を変更したいアダプター名を識別してください:

storage show adapter。 「Slot」とラベルが付けられたフィールドに、アダプタ
ー名がリストされます。

2. 次のコマンドを実行してください。

実行したいこと 使用するコマンド

アダプターを使用可能にする storage enable adapter adapter_name

アダプターを使用不可にする storage disable adapter adapter_name

ストレージ・サブシステムの情報を表示するために使用するコマンド
ストレージ・サブシステムに関する情報を表示するために、
「environment」、「fcadmin」、「sasadmin」、「storage show」および「sysconfig」
のコマンドを使用することができます。

注: これらのコマンドとそのオプションについての詳細は、適切な man ページを
参照してください。

使用する Data ONTAP コマンド 表示される情報について

environment shelf SES 構成、SES パスを含む、それぞれのホ
スト・アダプターの環境情報。
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使用する Data ONTAP コマンド 表示される情報について

environment shelf_log シェルフ指定のモジュールのログ・ファイル
情報 (この機能をサポートするシェルフの場
合)。ログ情報は、/etc/log/shelflog ディレクト
リーに送信され、AutoSupport レポートが添
付ファイルとして含まれます。

fcadmin device_map それぞれのループとシェルフにどのディスク
があるか。

sasadmin expander 拡張 PHY に接続されているのはどのディス
クか。

sasadmin expander_phy_state 拡張 PHY の状態、ドングルの状態とイベン
ト・カウンター、PHY の統計。

sasadmin shelf [short] ディスクの配置を表示する図を含む、それぞ
れのシェルフ (または特定のディスク・シェ
ルフ) にあるディスク (詳細または簡潔な表
示)。

storage show システム上のすべてのディスクとホスト・ア
ダプター。

storage show adapter アダプター・タイプに応じて、説明、ファー
ムウェア改訂レベル、PCI バス幅、PCI クロ
ック速度、FC ノード名、キャッシュ・ライ
ン・サイズ、FC パケット・サイズ、リン
ク・データ速度、SRAM パリティー、状態、
使用中であるか、冗長を含む FC ホスト・ア
ダプターの属性。

storage show disk -p それぞれのディスクで使用可能なパス数。

storage show expander SAS 拡張装置のシェルフ名、チャネル、モジ
ュール、シェルフ ID、シェルフ UID、IOM

の状態、および拡張装置に接続されたディス
クのディスク ID、ポート状態、部分パス・
タイムアウト、リンク速度、無効なワード・
カウント、ランニング・ディスパリティー・
カウント、PHY リセット問題、CRC エラー
件数、および PHY 変更カウントの情報を含
む SAS 拡張装置の属性。

storage show hub 次のハブ属性: ハブ名、チャネル、ループ、
シェルフ ID、シェルフ・ユーザー ID

(UID)、期間スイッチ、シェルフ状態、ESH

状態。それぞれのディスク ID のハブ・アク
ティビティー: ループ・アップ・カウント、
無効な 巡回冗長検査 (CRC) 数、無効なワー
ド・カウント、クロック・デルタ、挿入数、
停止数、util。

storage show mc システムに取り付けられたすべてのメディ
ア・チェンジャー装置。

storage show port システムに接続されているスイッチのポー
ト。

storage show switch システムに接続されているスイッチ。
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使用する Data ONTAP コマンド 表示される情報について

storage show tape システムに接続されているすべての磁気テー
プ・ドライブ・デバイス。

storage show tape supported [-v] サポートされるすべての磁気テープ・ドライ
ブ。「-v」を使用すると、密度に関する情報
と、圧縮の設定も表示されます。

storage stats tape システムに接続されているすべての磁気テー
プ・ドライブの統計。

sysconfig -A 構成エラー、ディスク・ドライブ、メディ
ア・チェンジャー、RAID の詳細、磁気テー
プ・デバイス、およびアグリゲートを含むす
べてのシステム構成レポート。

sysconfig -m テープ・ライブラリー。

sysconfig -t 磁気テープ・ドライブ。

ストレージ・サブシステムの管理 65



66 IBM System Storage N シリーズ: Data ONTAP 7.3 ストレージ管理ガイド



Data ONTAP がデータとデータ可用性を保護するために RAID
を使用する方法

RAID は、データとデータ可用性を保護します。RAID がどのように保護を提供す
るかを理解することは、ストレージ・システムをより効率的に管理することを容易
にします。

Data ONTAP は、1 つまたは 2 つのディスク障害が起きた場合でも、ディスク・グ
ループ内でのデータを保全するために、RAID-DP (二重パリティー) または RAID

レベル 4 (RAID4) の保護を使用します。これにパリティー・ディスクを使用しま
す。パリティー・ディスクは、データ・ディスクに保管されているデータの冗長性
を提供します。1 つのディスクに (RAID-DP の場合は最大 2 つのディスク) 障害が
起こった場合、RAID サブシステムは障害の起きたドライブのデータを再構成する
ために、パリティー・ディスクを使用することができます。

注: ゲートウェイ・システムは、ネイティブ・ディスク・シェルフの場合にのみ
RAID-DP および RAID4 を使用します。サード・パーティーのストレージ・アレイ
の場合、ゲートウェイ・システムは、RAID0 を使用してアレイの LUN 全体をスト
ライプします。高水準の RAID 保護は必要ありません。ストレージ・アレイ上の
RAID レベルが提供する冗長によって、アレイの LUN は既に保護されているため
です。

関連タスク

86ページの『RAID レベルの修正がパフォーマンスに与える影響の制御』
Data ONTAP が RAID レベルの修正を実行する場合、ストレージ・システム上のす
べてのディスクのディスク・ブロックで、メディア・エラーとパリティー整合性の
チェックをします。

RAID 保護レベル
Data ONTAP は、2 つのレベルの RAID 保護、すなわち、RAID-DP と RAID4 を
サポートします。RAID-DP は、二重ディスク障害や再構成中の障害からの保護が可
能です。RAID4 は単一ディスク障害からの保護が可能です。 RAID レベルは、ア
グリゲート単位で割り当てられます。

RAID-DP 保護とは
アグリゲートを RAID-DP 保護に構成した場合、Data ONTAP は RAID グループ内
の 1 つまたは 2 つの障害が起きたディスクからデータを再構成し、必要に応じて
その再構成したデータを 1 つまたは 2 つのスペア・ディスクに転送します。

RAID-DP は、次の条件が発生したときに、二重パリティーのディスク保護を提供し
ます。

v RAID グループ内で、単一ディスクまたは二重ディスクの障害がある。

v Data ONTAP が障害の起こったディスクの再構成中に、ブロック上でメディア・
エラーがある。
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RAID-DP グループを構成する最小のディスク数は 3 です。少なくとも 1 つがデー
タ・ディスク、1 つがパリティー・ディスク、1 つが二重パリティー (つまり
dParity) ディスクです。

RAID-DP グループでデータ・ディスクまたはパリティー・ディスクに障害があった
場合、Data ONTAP は障害の起きたディスクを RAID グループのスペア・ディスク
と交換し、パリティー・データを使用して障害の起きたディスク上のデータを交換
したディスクに再構成します。二重ディスク障害があると、Data ONTAP は障害の
起きたディスクを RAID グループの 2 つのスペア・ディスクと交換し、二重パリ
ティー・データを使用して障害の起きたディスク上のデータを交換したディスクに
再構成します。

RAID-DP は、すべてのアグリゲートおよび従来のボリュームでデフォルトの RAID

タイプとなります。

RAID4 保護とは
アグリゲートを RAID4 保護に構成した場合、Data ONTAP は RAID グループ内の
障害が起きた単一のディスクからデータを再構成し、その再構成されたデータをス
ペア・ディスクに転送します。

RAID4 は、RAID グループ内で単一ディスク障害に対する単一パリティーのディス
ク保護を提供します。

RAID4 グループは、最小で 2 つのディスクから構成されます。少なくとも 1 つが
データ・ディスク、1 つがパリティー・ディスクです。

RAID4 グループで、単一のディスクにデータやパリティーの障害があった場合、
Data ONTAP は障害の起きたディスクを RAID グループのスペア・ディスクと交換
し、パリティー・データを使用して障害の起きたディスクのデータを交換したディ
スクに再構成します。使用可能なスペア・ディスクがない場合、Data ONTAP は低
下モードに移行し、この状態のアラートを出します。

重要: RAID4 では、最初に障害の起きたディスクからデータの再構成がされる前に
次のディスク障害があると、データ損失の可能性があります。2 つのディスク故障
によるデータ損失を防止するには、RAID-DP という選択肢があります。RAID-DP

は 2 つのパリティーを提供することで、最初に障害の起きたディスクから再構成さ
れる前に、同一の RAID グループ内で 2 つ目のディスク障害が発生した場合のデ
ータ損失から保護します。
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関連概念

76ページの『使用可能なホット・スペアを使用して Data ONTAP が障害の起きた
ディスクをハンドルする方法』
使用可能な一致するホット・スペアを使用することで、データ・サービスを中断す
ることなく障害の起きたディスクのデータを再構成するために、Data ONTAP は
RAID を使用することができます。

78ページの『使用可能なホット・スペアがないとき、Data ONTAP が障害の起きた
ディスクをハンドルする方法』
障害の起きたディスクに適合する使用可能なホット・スペアがない場合、Data

ONTAP は影響のある RAID グループを無期限に低下モードに置き、そして、指定
した時間内にストレージ・システムを自動的にシャットダウンします。

79ページの『Data ONTAP が再構成中のメディア・エラーをハンドルする方法』
デフォルトでは、Data ONTAP が RAID の再構成中にメディア・エラーを検出した
場合、メディア・エラーの補正および Data ONTAP がエラーを迂回できるようにす
る拡張モード処理 (wafliron) を自動的に起動します。

75ページの『低下モードについて』
ディスク故障が起こると、Data ONTAP はデータの供給を続けることはできます
が、RAID パリティーを使用して障害が起きたディスクからデータを再構成する必
要があります。この場合、影響のあった RAID グループは「低下モード」と呼ばれ
ます。1 つ以上の RAID グループが低下モードになっているストレージ・システム
のパフォーマンスは、低下しています。

RAID ディスク・タイプ
Data ONTAP は、RAID 用に次の 4 種類にディスクを分類します。すなわち、デー
タ、ホット・スペア、パリティー、または dparity です。RAID ディスク・タイプ
は、RAID がどのようにディスクを使用するかによって判別されます。

RAID ディス
ク・タイプ 説明

データ・ディ
スク

RAID グループ内で、クライアントのために保管されたデータ (およびスト
レージ・システムの状態に関する誤動作の結果として生成されたあらゆる
データ) を保持する。

ホット・スペ
ア・ディスク

使用可能なデータの保持はしませんが、アグリゲートに RAID グループが
追加されると使用可能となる。アグリゲートに割り当てられていないがシ
ステムに割り当てられて機能しているディスクは、ホット・スペア・ディ
スクとして機能しています。

パリティー・
ディスク

RAID グループの、データ再構成情報を保管する。

dParity ディス
ク

RAID-DP が有効になっている場合に、RAID グループの二重パリティー情
報を保管する。

RAID グループの機能
RAID グループの目的は、そこに含まれるディスク全域でデータ損失からのパリテ
ィーによる保護を提供することです。
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RAID グループは、1 つ以上のディスクから成り立ち、クライアントのデータ全域
をストライプして保管し、1 つまたは 2 つのパリティー・ディスクが付け加えられ
ます。RAID4 は、RAID グループ内で 1 のディスク障害が起こった場合のデータ
復元可能性のため、1 つのパリティー・ディスクを使用します。RAID-DP は、
RAID グループ内で 2 つのディスク障害が起こった場合のデータ復旧可能性のた
め、2 つのパリティー・ディスクを使用します。

RAID グループの名前の付けられ方
それぞれのアグリゲート内で、RAID グループは rg0、rg1、rg2、というように作成
順に名前が付けられます。RAID グループの名前を指定することはできません。

RAID グループのサイズについて
RAID グループは、そこに含めることのできるディスクに最大数があります。これ
を、RAID グループの最大サイズまたは RAID グループのサイズと呼びます。
RAID グループは、最大数より少ないディスクを使用して、全体の一部を残したま
まにすることができますが、ストレージ・システムのパフォーマンスは、すべての
RAID グループが満杯になっている場合が最適です。

RAID グループの最大数
Data ONTAP は、ストレージ・システム当たり、またはアクティブ/アクティブ構成
当たり最大 400 個の RAID グループをサポートします。

アグリゲートを構成する場合、それぞれのアグリゲートには最低 1 つの RAID グ
ループが必要とされ、ストレージ・システム内のすべての RAID グループの合計
で、400 を超えることはできないことに注意してください。

最大およびデフォルトの RAID グループ・サイズ
最大およびデフォルトの RAID グループ・サイズは、ストレージ・システムのモデ
ル、提供される RAID グループの保護レベル、RAID グループで使用されるディス
クのサイズによってさまざまです。一般に、デフォルトの RAID グループ・サイズ
を使用するべきです。

表 1. RAID-DP グループの RAID グループ・サイズ

ディスク・タ
イプ

最小グループ・
サイズ

最大グループ・
サイズ

デフォルト・グルー
プ・サイズ

ATA または
SATA

3 16 14

FC または
SAS

3 28 16

表 2. RAID4 グループの RAID グループ・サイズ

ストレージ・システ
ム・モデル

最小グループ・
サイズ

最大グループ・
サイズ

デフォルト・グルー
プ・サイズ

ATA または SATA

ディスクを使用する
すべてのモデル

2 7 7
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表 2. RAID4 グループの RAID グループ・サイズ (続き)

ストレージ・システ
ム・モデル

最小グループ・
サイズ

最大グループ・
サイズ

デフォルト・グルー
プ・サイズ

FC または SAS デ
ィスクを使用するす
べてのモデル

2 14 8

RAID グループのサイズに関する考慮事項
アグリゲートに最適な RAID グループのサイズを構成するには、トレードオフとな
る要因が求められます。復旧速度、データ損失に備える確実性、またはデータ・ス
トレージ・スペースの最大化、これらの要因のどれが、構成しようとしているアグ
リゲートにとって最も重要かを決断する必要があります。

ほとんどの場合、デフォルトの RAID グループ・サイズが RAID グループにとっ
て最適なサイズとなります。ただし、RAID グループの最大サイズを変更すること
ができます。

注: RAID グループのサイズは、アグリゲートごとを基準に変更します。個別の
RAID グループのサイズを変更することはできません。

アグリゲートに最適な RAID グループのサイズを構成するには、トレードオフとな
る要因が求められます。追加のデータ・ディスクを RAID グループに追加すると、
ディスク全域でデータのストライピングが増大し、一般的に入出力パフォーマンス
が改善されます。加えて、パリティー用に使用されるディスクの割合が、データ用
に比べてより少なくなります。ただし、RAID グループにより多くのディスクがあ
ると、1 つのディスクが障害を起こす危険性がより大きくなります。

注: RAID-DP を使用している場合、より強力な保護があるため、大容量の RAID

グループを使用できます。RAID-DP グループは 2 倍のディスクを使用しますが、
RAID-DP グループの半分の大きさの RAID4 グループよりも信頼性が高くなりま
す。したがって、RAID-DP グループは同じパリティー・オーバーヘッドでもより優
れた信頼性を提供します。

大容量の RAID グループ構成は、次の利点を備えています。

v より多くのデータ・ドライブが使用可能。少数の大容量 RAID グループで構成さ
れたアグリゲートは、同じアグリゲートを、多数の小容量 RAID グループで構成
した場合と比べて、パリティー用に予約する必要のあるディスクが少なくなりま
す。

v ストレージ・システムのパフォーマンスをわずかに向上。書き込み操作は一般的
に、小容量の RAID グループと比べて大容量の RAID グループの方が速くなり
ます。

小容量の RAID グループ構成は、次の利点を備えています。

v ディスク再構成時間の短縮。小容量の RAID グループでディスク障害が発生した
場合、データの再構成時間は、それが大容量の RAID グループで発生した場合に
比べて通常は短くなります。
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v 複数のディスク障害によるデータ損失のリスクを低減。データ損失の確率
(RAID4 グループの場合は 2 個まで、RAID-DP グループの場合は 3 個までのデ
ィスク障害の確率) は、大容量の RAID グループに比べて小容量の RAID グル
ープでは低くなります。

RAID と SyncMirror による保護の提供
RAID と SyncMirror を結合して、RAID 単体に比べてより多いタイプのディスク障
害に対応する保護を提供します。

RAID4 と RAID-DP は、Data ONTAP SyncMirror 機能と組み合わせて使用するこ
とができます。これは、ディスクまたはその他のハードウェア・コンポーネントの
障害によるデータ損失に対応する保護も備えます。 SyncMirror は、アグリゲートに
収容されているデータの 2 つのコピーを、各プレックスで 1 つずつ管理すること
によって、データ損失に対する保護をします。1 つのプレックスでのディスク障害
によるデータ損失は、もう一方のプレックス上にある損傷を受けていないデータで
修復されます。

SyncMirror について詳しくは、「データ保護バックアップとリカバリーのガイド」
を参照してください。

次の表は、RAID 単独の場合と、RAID と SyncMirror を使用した場合の違いの概要
を示します。

表 3. RAID-DP と SyncMirror

基準 RAID-DP 単独 RAID-DP と SyncMirror

保護される障害 単一ディスク障害

単一の RAID グループ内で
の二重ディスク障害

複数のディスク障害 (単一の
RAID グループ内で、障害の
起きたディスクが 2 つを超
えない限り)

RAID-DP 単独で保護される
すべての障害

単一のプレックス内での
RAID-DP 単独で保護される
障害と、同時に他のプレック
ス内で発生する障害 (数は制
限されません) が組み合わさ
れた障害

1 つのプレックスのみが影響
を受ける場合、ストレージ・
サブシステムの障害 (HBA、
ケーブル、シェルフ)

保護されない 障害 単一の RAID グループ内で
の 3 つまたはそれ以上の同
時ディスク障害

単一の RAID グループ内で
3 つまたはそれ以上の同時デ
ィスク障害に通じる、ストレ
ージ・サブシステムの障害
(HBA、ケーブル、シェルフ)

両方のプレックス上で、単一
の RAID グループ内での 3

つまたはそれ以上の同時ディ
スク障害
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表 3. RAID-DP と SyncMirror (続き)

基準 RAID-DP 単独 RAID-DP と SyncMirror

各 RAID グループに必要と
されるディスク・リソース

n 個のデータ・ディスク + 2

個のパリティー・ディスク
2 x (n 個のデータ・ディスク
+ 2 個のパリティー・ディス
ク)

パフォーマンス・コスト ほとんどなし わずかなミラーリングのため
のオーバーヘッド (パフォー
マンスが向上する場合もあり
ます)

追加のコストおよび複雑さ なし SyncMirror ライセンスおよび
その構成

表 4. RAID4 と SyncMirror

基準 RAID4 単独 RAID4 と SyncMirror

保護される障害 単一ディスク障害

複数のディスク障害 (単一の
RAID グループ内で障害の起
きたディスクが 1 つを超え
ない限り)

RAID4 単独で保護される障
害

単一のプレックス内での
RAID4 単独で保護される障
害と、同時に他のプレックス
内で発生する障害 (数は制限
されません) が組み合わされ
た障害

1 つのプレックスのみが影響
を受ける場合、ストレージ・
サブシステムの障害 (HBA、
ケーブル、シェルフ)

保護されない 障害 単一の RAID グループ内で
の 2 つまたはそれ以上の同
時ディスク障害

単一の RAID グループ内で
2 つまたはそれ以上の同時デ
ィスク障害に通じる、ストレ
ージ・サブシステムの障害
(HBA、ケーブル、シェルフ)

両方のプレックス上で、単一
の RAID グループ内での 2

つまたはそれ以上の同時ディ
スク障害

各 RAID グループに必要と
されるディスク・リソース

n 個のデータ・ディスク + 1

個のパリティー・ディスク
2 x (n 個のデータ・ディスク
+ 1 個のパリティー・ディス
ク)

パフォーマンス・コスト なし わずかなミラーリングのため
のオーバーヘッド (パフォー
マンスが向上する場合もあり
ます)

追加のコストおよび複雑さ なし SyncMirror ライセンスおよび
その構成
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Data ONTAP がホット・スペアを取り扱う方法
ホット・スペア・ディスクは、ストレージ・システムに割り当てられたディスク
で、RAID グループからは使用しません。このディスクは、まだデータを保持して
いませんが、使用する準備はできています。RAID グループ内でディスク障害が発
生した場合、Data ONTAP はホット・スペア・ディスクを RAID グループに自動的
に割り当て、障害の起きたディスクを置き換えます。

ホット・スペアのベスト・プラクティス
少なくとも、ストレージ・システムに取り付けたディスクの種類ごとに有効な、最
小で 1 つの適合する、または占有するホット・スペアを使用する必要があります。
ただし、すべてのディスクに対して使用可能なホット・スペアを 2 つ用意すること
が、ベスト・プラクティスとなります。

すべてのディスクに対して有効なホット・スペアを 2 つ用意することで、次の利点
を提供します。

v 少なくとも 2 つのホット・スペアが、Maintenance Center にディスクを置くため
に必ず使用可能とされています。

v 2 つのホット・スペアがあると、ディスク障害時に、最初に障害の起きたディス
クを交換する前に別のディスクに障害が起こった場合でも、まだスペアが使用可
能であることを意味します。

注: 1 つのディスクを、複数のディスクのホット・スペアにすることができます。

ホット・スペアとして使用できるディスクの種類
ディスクを特定のデータ・ディスク用にホット・スペアとして使用されるようにす
るには、一定の基準に準拠する必要があります。

ディスクを別のディスクのホット・スペアとして使用するには、次の基準に準拠す
る必要があります。

v ディスクは、交換するディスクに完全一致するか、適切な代替となる。

v SyncMirror を使用している場合、スペアは交換するディスクと同じプールにあ
る。

v スペアは、交換するディスクと同じシステムが所有している。

一致するスペアとは
一致するホット・スペアは、いくつかの特性がデータ・ディスクと完全に一致しま
す。

一致するスペアは、次のすべての基準がデータ・ディスクと完全に一致するディス
クです。

v タイプ (FC、SAS、SATA、または ATA)

注: FC と SAS 両方の ディスクを含むシステムの場合、FC ディスクは SAS デ
ィスクと同じタイプとして見なされます。同様に、SATA と ATA 両方のディス
クを含むシステムの場合、SATA ディスクは ATA ディスクと同じタイプと見な
されます。
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v サイズ

v 速度 (RPM)

v チェックサム・タイプ (BCD または ZCD)

適切なホット・スペアとは
ディスクに故障が発生したが、そのディスクに完全に一致するホット・スペア・デ
ィスクがない場合、Data ONTAP は使用可能なスペアの中で最適なものを使用しま
す。

Data ONTAP は、以下の基準に基づいて、一致しないホット・スペアを選出しま
す。

v 使用可能なホット・スペアのサイズが異なる場合、Data ONTAP は可能であれば
次に大きなサイズのホット・スペアを使用します。

注: 置き換えられるディスクは、交換するディスクのサイズと一致するまでサイ
ズが減らされます。減らされた分の余分な容量は使用できません。

v ホット・スペアの速度が異なる場合、Data ONTAP 異なる速度のホット・スペア
を使用します。

注: 同じアグリゲート内で異なる速度のドライブを使用することは、最適ではあ
りません。速度の遅いディスクで置き換えると性能低下を引き起こす可能性があ
ります。また、速度の速いディスクで置き換えると、コスト効率の悪い解決方法
となります。

v SyncMirror を使用しているが、ホット・スペアが一致するプールに含まれていな
い場合、Data ONTAP は別のプールのスペアを使用します。

注: 不正なプールからドライブを使用すると、SyncMirror 構成の障害分離ができ
なくなるため、最適ではありません。この問題を報告する警告メッセージが、ロ
グとコンソールに出されます。

v ホット・スペアが異なるタイプ (FC、SAS、SATA、または ATA) の場合、置き
換えるディスクとして使用することはできません。

v ホット・スペアが ZCD の場合、ゾーン・チェックサムのアグリゲートにのみ追
加することができます。ZCD は、ブロック・チェックサムのアグリゲートには追
加できません。

関連概念

20ページの『ディスク・フォーマット』
ディスク・フォーマットは、データ・ストレージとして使用できるディスクの実容
量がどれくらいになるかを決定します。

低下モードについて
ディスク故障が起こると、Data ONTAP はデータの供給を続けることはできます
が、RAID パリティーを使用して障害が起きたディスクからデータを再構成する必
要があります。この場合、影響のあった RAID グループは「低下モード」と呼ばれ
ます。1 つ以上の RAID グループが低下モードになっているストレージ・システム
のパフォーマンスは、低下しています。

RAID グループが低下モードになるのは、次のシナリオの場合です。
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v RAID4 グループで単一のディスク障害が起こる。

障害が起きたディスクをスペアに再構成した後に、RAID グループは通常モード
に戻ります。

v RAID-DP グループで 1 つまたは 2 つのディスク障害が起こる。

RAID-DP グループで 2 つのディスクに障害が起きた場合、RAID グループは
「二重低下モード」に移行します。

v RAID4 グループ内のディスクが、Data ONTAP によってオフラインにされた。

オフラインのディスクが再びオンラインに戻されると、RAID グループは通常モ
ードに戻ります。

注: RAID-DP グループが二重低下モードになっている、または RAID4 グループが
低下モードになっている間に別のディスクに障害が起こると、データ損失が発生す
る可能性があります (データがミラーリングされていない場合)。このため、適切な
ホット・スペアを使用可能にすることによって、RAID グループが低下モードにな
る時間を常に最小限に抑えてください。

スペア低下警告について
デフォルトでは、ストレージ・システム内のそれぞれのディスクに対して、ホッ
ト・スペア・ディスクが 1 つ未満しかない場合に、Data ONTAP はコンソールとロ
グに警告を発行します。「raid.min_spare_count」コマンドを使用して、この警告メッ
セージを出すしきい値を変更することができます。

常にそれぞれのディスクに 2 つのホット・スペアがあるように (これがベスト・プ
ラクティスとなります)、「raid.min_spare_count」オプションを 2 に設定することが
できます。

「raid.min_spare_count」オプションを 0 に設定すると、スペア低下警告が無効にな
ります。ホット・スペアに十分なディスクを提供できない場合に、このようにする
可能性があります (例えば、ストレージ・システムが外付けのディスク・シェルフ
をサポートしていない場合)。次の要件を満たす場合にのみ、警告を無効にすること
ができます。

v システムに 16 個またはそれ未満のディスクしかない。

v RAID4 を使用する RAID グループがない。

注: 「raid.min_spare_count」オプションを 0 に設定している間は、RAID4 保護を
使用したアグリゲートは作成できません。このオプションを 0 に設定してから、
いずれかの要件が満たされなくなった場合、このオプションは自動的に 1 に戻さ
れます。

使用可能なホット・スペアを使用して Data ONTAP が障害の起きたディス
クをハンドルする方法

使用可能な一致するホット・スペアを使用することで、データ・サービスを中断す
ることなく障害の起きたディスクのデータを再構成するために、Data ONTAP は
RAID を使用することができます。
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ディスク障害が起きた、かつ、一致するまたは適切なスペアが使用可能な場合、
Data ONTAP は次のタスクを実行します。

v 障害の起きたディスクをホット・スペア・ディスクと交換する

RAID-DP が使用可能になっている、かつ、RAID グループ内で二重ディスク障害
が発生した場合、Data ONTAP は障害の起きたそれぞれのディスクを別々のスペ
ア・ディスクで交換します。

v バックグラウンドで、欠落データをホット・スペア・ディスク上に再構成する

注: 再構成中はシステムが低下モードとなり、ファイル・サービスの速度が低下
する可能性があります。

v 活動状況をルート・ボリュームの /etc/messages ファイルに記録する

v AutoSupport メッセージを送信する

注: 使用可能なスペア・ディスクが異なるサイズの場合、Data ONTAP は元のサイ
ズの次にサイズの大きいディスクを選択し、置き換えられたディスクのサイズに一
致する容量に制限します。
重要: Data ONTAP がデータの再構成を終了すると、ストレージ・システムにおい
てホット・スペア・ディスクは常に使用可能とされるため、障害の起きたディスク
は、できるだけ早く新しいホット・スペア・ディスクで置き換えてください。

障害の起きたディスクより大容量のディスクが、再構成に使用される
例

68 GB のディスクのみを含むアグリゲート「aggr1」を所持しているとします。

sys1> aggr status -r aggr1
Aggregate aggr1 (online, raid4) (block checksums)
Plex /aggr1/plex0 (online, normal, active)
RAID group /aggr1/plex0/rg0 (normal)
RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
--------- ------ -- ----- --- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
parity 0a.19 0a 1 3 FC:A - FCAL 10000 68000/139264000 69536/142410400
data 0a.21 0a 1 5 FC:A - FCAL 10000 68000/139264000 69536/142410400

スペアは 136 GB のディスクのみが使用可能です。

sys1> aggr status -s
Spare disks
RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
--------- ------ -- ----- --- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
Spare disks for block or zoned checksum traditional volumes or aggregates
spare 0c.48 0c 3 0 FC:A - FCAL 10000 136000/280790184 137104/280790184

68 GB のディスク「0a.21」に障害が起きました。136 GB のディスク「0c.48」のみ
が、使用可能なスペアです。ディスク「0c.48」を、再構成に使用します。このディ
スクは、物理的なサイズは 136 GB 存在しますが、使用されるサイズは 68 GB に
制限されます。

sys1> aggr status -r aggr1
Aggregate aggr1 (online, raid4, reconstruct) (block checksums)
Plex /aggr1/plex0 (online, normal, active)
RAID group /aggr1/plex0/rg0 (reconstruction 1% completed)

RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
--------- ------ -- ----- --- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
parity 0a.19 0a 1 3 FC:A - FCAL 10000 68000/139264000 69536/142410400
data 0c.48 0c 3 1 FC:A - FCAL 10000 68000/139264000 137104/280790184
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その後、システムに 68 GB のディスクを追加しました。ここで「disk replace」コ
マンドを使用して、136 GB のディスクを新しい 68 GB のディスクで置き換えるこ
とが可能です。

sys1> disk replace start 0c.48 0a.22
*** You are about to copy and replace the following file system disk ***
Disk /aggr1/plex0/rg0/0c.48
RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
--------- ------ -- ----- --- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
data 0c.49 0c 3 1 FC:A - FCAL 15000 68000/139264000 137104/280790184
Really replace disk 0c.48 with 0a.22? y
disk replace: Disk 0c.48 was marked for replacing.

sys1> aggr status -r aggr1
Aggregate aggr1 (online, raid4) (block checksums)
Plex /aggr1/plex0 (online, normal, active)
RAID group /aggr1/plex0/rg0 (normal)

RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
--------- ------ -- ----- --- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
parity 0a.19 0a 1 3 FC:A - FCAL 10000 68000/139264000 69536/142410400
data 0c.49 0c 3 1 FC:A - FCAL 10000 68000/139264000 137104/280790184
(replacing, copy in progress)
-> copy 0a.22 0a 1 6 FC:A - FCAL 10000 68000/139264000 69536/142410400
(copy 1% completed)

関連概念

『使用可能なホット・スペアがないとき、Data ONTAP が障害の起きたディスクを
ハンドルする方法』
障害の起きたディスクに適合する使用可能なホット・スペアがない場合、Data

ONTAP は影響のある RAID グループを無期限に低下モードに置き、そして、指定
した時間内にストレージ・システムを自動的にシャットダウンします。

関連タスク

50ページの『障害が起きたディスクの取り外し』
既に障害が起きているディスクは、Data ONTAP によって使用可能なディスクとし
てカウントされなくなります。ディスクは、ディスク・シェルフからすぐに物理的
に切断することができます。

49ページの『ディスクをストレージ・システムに追加』
ホット・スペアの数を増やす、アグリゲートにスペースを追加する、またはディス
クを交換するために、ディスクをストレージ・システムに追加します。

使用可能なホット・スペアがないとき、Data ONTAP が障害の起きたディ
スクをハンドルする方法

障害の起きたディスクに適合する使用可能なホット・スペアがない場合、Data

ONTAP は影響のある RAID グループを無期限に低下モードに置き、そして、指定
した時間内にストレージ・システムを自動的にシャットダウンします。

RAID グループ内で障害の起きたディスクが最大数になった場合 (RAID-DP は 2

個、RAID4 は 1 個)、ストレージ・システムは、「raid.timeout」オプションで指定
された期間が過ぎると自動的にシャットダウンします。デフォルトのタイムアウト
値は 24 時間です。

この状態を認識させるために、ディスク障害があるときは Data ONTAP が
AutoSupport メッセージを送信します。また、ディスク障害が起きてから 1 時間ご
とに 1 回、警告メッセージを「/etc/message」ファイルに記録します。
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重要: ディスクに障害が起きた、かつ、使用可能なホット・スペア・ディスクがな
い場合、技術サポートに連絡してください。

関連概念

75ページの『低下モードについて』
ディスク故障が起こると、Data ONTAP はデータの供給を続けることはできます
が、RAID パリティーを使用して障害が起きたディスクからデータを再構成する必
要があります。この場合、影響のあった RAID グループは「低下モード」と呼ばれ
ます。1 つ以上の RAID グループが低下モードになっているストレージ・システム
のパフォーマンスは、低下しています。

76ページの『使用可能なホット・スペアを使用して Data ONTAP が障害の起きた
ディスクをハンドルする方法』
使用可能な一致するホット・スペアを使用することで、データ・サービスを中断す
ることなく障害の起きたディスクのデータを再構成するために、Data ONTAP は
RAID を使用することができます。

Data ONTAP が再構成中のメディア・エラーをハンドルする方法
デフォルトでは、Data ONTAP が RAID の再構成中にメディア・エラーを検出した
場合、メディア・エラーの補正および Data ONTAP がエラーを迂回できるようにす
る拡張モード処理 (wafliron) を自動的に起動します。

「wafliron」処理が成功した場合、RAID の再構成が継続され、かつ、エラーの検出
されたアグリゲートは引き続きオンラインとなります。

注: RAID-DP の RAID グループ内で、単一ディスクの RAID 再構成中にメディ
ア・エラーが発生した場合、この処理は必要ありません。

「wafliron」処理が失敗した、または無効にされている場合、Data ONTAP は影響の
あるアグリゲートを制限モードに移行させようとします。この試みが失敗すると、
ストレージ・システムは混乱します。リブート後、Data ONTAP は影響のあるアグ
リゲートを制限モードで起動します。

制限モードでは、手動で「wafliron」処理を起動して拡張モードに入るか、またはブ
ート・メニューで「WAFL_check」コマンドを実行することで、ストレージ・システ
ムのダウン時間をスケジュールすることができます。
「raid.reconstruction.wafliron.enable」オプションを使用して、「wafliron」処理を無効
にすることができます。ただし、この処理を有効にしておくことが推奨されます。

RAID 状況
「aggr status -r」コマンドを使用して、現在の RAID 状況と、アグリゲートの構成
を確認することができます。

この表は、状況メッセージとそれらの意味を説明します。

RAID 状況 説明

degraded (劣化) アグリゲートに、再構成されていない単一ディスクの障害が
ある RAID グループが少なくとも 1 つ含まれている。
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RAID 状況 説明

double degraded (二重劣化) アグリゲートに、再構成されていない二重のディスク障害が
ある RAID グループが少なくとも 1 つ含まれている
(RAID-DP のみ)。

double reconstruction xx%

complete (二重再構成が xx%

完了)

アグリゲート内の 1 つ以上の RAID グループが、二重ディ
スク障害が起こった後の再構成をしている (RAID-DP の
み)。

mirror degraded (劣化ミラー
リング)

アグリゲートはミラーリングされており、プレックスの 1

つがオフラインまたは再同期中。

raid0 アグリゲートは、RAID-0 (パリティーなし) の RAID グル
ープで構成されている (ゲートウェイ システムのみ)。

raid4 アグリゲートは、RAID4 RAID グループで構成されてい
る。

raid_dp アグリゲートは、RAID-DP (二重パリティー) RAID グルー
プで構成されている。

reconstruction xx% complete

(再構成が xx% 完了)

アグリゲート内の 1 つ以上の RAID グループが、単一ディ
スク障害が起こった後の再構成をしている。

RAID レベルのディスク修正でデータ保全性を検証する方法
RAID レベルの修正とは、アグリゲートで使用されているすべてのディスク (または
個々のアグリゲート、プレックス、RAID グループ) のディスク・ブロックのメディ
ア・エラーおよびパリティーの整合性を確認する方法です。Data ONTAP がメディ
ア・エラーまたは不整合を検出した場合、RAID を使用して他のディスクからデー
タを再構成し、そのデータを再書き込みします。

RAID レベルの修正は、RAID グループが通常状態にある間、メディアとチェック
サムのエラーを発見および修正を行うことによってデータ可用性を向上させるのに
役立ちます (RAID-DP の場合、単一ディスク障害が RAID グループ内にある場合
でも、RAID レベルの修正を実行することが可能です)。

RAID レベルの修正は、スケジュール化または手動実行させることができます。

自動的な RAID レベルの修正をスケジュール化する方法
デフォルトで、Data ONTAP は RAID レベルの修正を、毎週日曜日の午前 1:00 か
ら、所要時間は 6 時間の設定で実行します。毎週の修正を開始する時間と所要時間
の変更、自動的な修正の追加、または自動的な修正を無効にすることができます。

自動的な RAID レベルの修正をスケジュール化するには、「raid.scrub.schedule」オ
プションを使用します。

自動的な RAID レベルの修正の開始時間を変更せずに所要時間を変更するには、
「raid.scrub.duration」オプションを使用し、自動的な RAID レベルの修正を実行し
たい分数を指定します。このオプションを -1 に設定した場合、すべての自動的な
RAID レベルの修正は、完了するまで実行されます。

注: 「raid.scrub.schedule」オプションを使用して所要時間を指定している場合、この
値は「raid.scrub.duration」オプションに指定した値でオーバーライドされます。
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自動的な RAID レベルの修正を使用可能または使用不可にするには、
「raid.scrub.enable」オプションを使用します。

これらのオプションについて詳しくは、na_options(1) の man ページを参照してくだ
さい。

スケジュール化の例

次のコマンドは、毎週の RAID 修正を 2 つスケジュールしています。最初の修正
は、毎週木曜日の午前 2 時に開始して、所要時間は 240 分 (4 時間) です。2 つめ
の修正は、毎週土曜日の午後 10 時に開始して、所要時間は 8 時間 です。options

raid.scrub.schedule 240m@tue@2,8h@sat@22。

確認例

次のコマンドは、現在の自動的な RAID レベルの修正のスケジュールを表示しま
す。デフォルトのスケジュールを使用している場合、何も表示されません。options

raid.scrub.schedule。

デフォルトのスケジュールに戻す例

次のコマンドは、自動的な RAID レベルの修正のスケジュールをデフォルトに戻し
ます (日曜日の午前 1:00 に開始、所要時間は 6 時間): options

raid.scrub.schedule ″ ″。

関連タスク

86ページの『RAID レベルの修正がパフォーマンスに与える影響の制御』
Data ONTAP が RAID レベルの修正を実行する場合、ストレージ・システム上のす
べてのディスクのディスク・ブロックで、メディア・エラーとパリティー整合性の
チェックをします。

RAID レベルの修正を手動実行する方法
「aggr scrub」コマンドを使用して、個々の RAID グループ、プレックス、アグリ
ゲート、またはすべてのアグリゲートに手動で RAID レベルの修正を実行すること
ができます。また、RAID レベルの修正を手動で停止、中断、および再開すること
も可能です。

正常状態にない RAID グループ (例えば、再構成中や低下モードのグループ) で
RAID レベルの修正を実行する場合、修正コマンドはエラーを返し、RAID グルー
プのチェックは行われません。 RAID-DP グループでは、1 つの障害の起きたディ
スクがあっても RAID レベルの修正を実行できます。

すべてのアグリゲートの修正

次のコマンドで、ストレージ・システム上のすべてのアグリゲートで RAID レベル
の修正を開始します: aggr scrub start。

個々の RAID グループの修正

次のコマンドで、「aggr2」アグリゲート上の「plex1」にある「rg0」に RAID レベ
ルの修正を開始します: aggr scrub start aggr2/plex1/rg0。
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手動実行した RAID レベルの修正の停止

次のコマンドで、「plex1」または「aggr0」で現在実行中の手動実行した RAID レ
ベルの修正を停止します: aggr scrub stop aggr0/plex1。

アグリゲート、プレックス、または RAID グループの名前を指定しない場合、Data

ONTAP は手動実行した RAID レベルの修正をすべて停止します。修正を停止した
後は、再開することはできません。

手動実行した RAID レベルの修正の中断

次のコマンドで、「aggr3」アグリゲートで現在実行中の手動実行した RAID レベル
の修正を中断します: aggr scrub suspend aggr3。

この修正コマンドは、「aggr scrub resume」コマンドを使用することで、後ほど再
開できます。

RAID レベルの修正の状況を表示

次のコマンドで、最後にすべての修正が完了したときの日時を含む、現在実行中の
RAID レベルの修正の状況を表示します: aggr scrub status -v。
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RAID グループ・サイズのカスタマイズ

データの可用性、パフォーマンス、およびディスク使用率の要件を基にして、RAID

グループのサイズをカスタマイズすることができます。

このタスクについて

RAID グループのサイズは、アグリゲートの「raidsize」オプションの設定により、
各アグリゲート単位で変更します。個々の RAID グループのサイズを変更すること
はできません。

次のリストは、アグリゲートの「raidsize」オプションの変更に関するいくつかの事
実の概要です。

v 「raidsize」オプションを増加する場合、追加のディスクが、RAID グループの新
しいサイズにまだ到達していない最後に作成された RAID グループに追加されま
す。

v アグリゲートに既にある他のすべての RAID グループは、明示的にディスクが追
加されない限り同じサイズのままです。

v 既に作成された RAID グループのサイズを、減少させることはできません。

v 新しいサイズは、アグリゲート内の RAID グループが作成された順に適用されま
す。

次のコマンドを実行してください: aggr options aggr_name raidsize size。 次の
コマンドは、「aggr3」のアグリゲートの「raidsize」設定を、ディスク 16 個に変更
します: aggr options aggr3 raidsize 16。
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関連概念

67ページの『Data ONTAP がデータとデータ可用性を保護するために RAID を使
用する方法』
RAID は、データとデータ可用性を保護します。RAID がどのように保護を提供す
るかを理解することは、ストレージ・システムをより効率的に管理することを容易
にします。

71ページの『RAID グループのサイズに関する考慮事項』
アグリゲートに最適な RAID グループのサイズを構成するには、トレードオフとな
る要因が求められます。復旧速度、データ損失に備える確実性、またはデータ・ス
トレージ・スペースの最大化、これらの要因のどれが、構成しようとしているアグ
リゲートにとって最も重要かを決断する必要があります。

69ページの『RAID グループの機能』
RAID グループの目的は、そこに含まれるディスク全域でデータ損失からのパリテ
ィーによる保護を提供することです。

関連タスク

97ページの『アグリゲートのサイズの拡張』
アグリゲートに、そのサイズを拡張するためにホット・スペア・ディスクを追加す
ることができます。そうすることで、アグリゲートに含まれるボリュームに追加の
ストレージ・スペースを提供することができます。特定の RAID グループのサイズ
を拡張することもできます。

関連資料

70ページの『最大およびデフォルトの RAID グループ・サイズ』
最大およびデフォルトの RAID グループ・サイズは、ストレージ・システムのモデ
ル、提供される RAID グループの保護レベル、RAID グループで使用されるディス
クのサイズによってさまざまです。一般に、デフォルトの RAID グループ・サイズ
を使用するべきです。
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RAID 操作がシステム・パフォーマンスに与える影響の制御

RAID 操作の速度を落とすことにより、RAID 操作がシステム・パフォーマンスに
与える影響を削減することができます。

このタスクについて

RAID オプションを使用して、次の RAID 操作の速度を制御することができます。

v RAID データの再構成

v ディスク修正

v プレックスの再同期

v ミラー検査の同期

それぞれの操作で選択する速度は、ストレージ・システム全体のパフォーマンスに
影響を与える可能性があります。ただし、操作が既に最大限の速度で稼働してい
て、3 つのシステム・リソース (CPU、ディスク、またはディスクとコントローラー
の接続帯域幅) のいずれかを完全に使用している場合、操作の速度を変更すること
は、その操作やストレージ・システムのパフォーマンスに影響を与えません。

操作をまだ実行していない場合、最低限まで遅いストレージ・システムのネットワ
ーク操作の速度か、または極度に遅いストレージ・システムおネットワーク操作の
速度に設定することができます。それぞれの操作には、次のガイドラインにしたが
ってください。

v クライアントがストレージ・システムにアクセスするパフォーマンスの影響を削
減したい場合、特定の RAID オプションを 「medium (中間)」から「low (低
い)」に変更してください。これはまた、操作の速度低下の原因となります。

v 操作の速度を上げたい場合は、RAID オプションを「medium (中間)」から「high

(高い)」に変更してください。これは、クライアント・アクセスへの応答におい
て、ストレージ・システムのパフォーマンスが低下する可能性があります。

RAID データの再構成がパフォーマンスに与える影響の制御
ディスクに障害が起こった場合、ディスクのデータがホット・スペア・ディスクに
(使用可能な場合) 再構成されます。RAID データの再構成は CPU リソースを消費
するため、データ再構成の速度を増加させると、ストレージ・システムのネットワ
ークとディスクの操作が遅くなる場合があります。

このタスクについて

RAID データの再構成およびプレックスの再同期が同時に実行された場合、Data

ONTAP はどちらかの操作による影響が最大となる設定に組み合わされたリソース
使用率を制限します。例えば、「raid.resync.perf_impact」が「medium (中間)」に設
定されていて、「raid.reconstruct.perf_impact」が「low (低い)」に設定されている場
合、両方の操作のリソース使用率は medium (中間) の影響を受けます。
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次のコマンドを実行してください: options raid.reconstruct.perf_impact

impact。
「impact」は「high (高い)」、「medium (中間)」、または「low (低い)」を使用で
きます。
「high (高い)」は、ストレージ・システムが RAID データの再構成に最も多くの有
効なシステム・リソース (CPU 時間、ディスク、ディスクとコントローラーの帯域
幅) を使用することを意味します。この設定は、ストレージ・システムのパフォー
マンスに重大な影響を与える可能性があります。
「low (低い)」は、ストレージ・システムが最小のシステム・リソースを使用するこ
とを意味します。この設定は、ストレージ・システムのパフォーマンスにわずかな
影響を与えます。
デフォルトの速度は「medium (中間)」です。

注: また、このオプションの設定は、Rapid RAID Recovery の速度も制御します。

RAID レベルの修正がパフォーマンスに与える影響の制御
Data ONTAP が RAID レベルの修正を実行する場合、ストレージ・システム上のす
べてのディスクのディスク・ブロックで、メディア・エラーとパリティー整合性の
チェックをします。

このタスクについて

RAID レベルの修正とミラー検査が同時に実行された場合、Data ONTAP はいずれ
かの操作による影響の設定が最大となるように、両方のリソース使用率を制限しま
す。例えば、「raid.verify.perf_impact」が「medium (中間)」に設定されていて、
「raid.scrub.perf_impact」が「low (低い)」に設定されている場合、両方の操作による
リソース使用率は medium (中間) の影響を受けます。

注: 一日の中で何度かストレージ・システムの負荷が減少する場合、自動修正の開
始時間と所要時間を変更することで、自動的に RAID レベルの修正がパフォーマン
スに与える影響を限定することができます。

次のコマンドを実行してください: options raid.scrub.perf_impact impact 。
「impact」は「high (高い)」、「medium (中間)」、または「low (低い)」を使用で
きます。
「high (高い)」は、ストレージ・システムが修正に最も多くの有効なシステム・リ
ソース (CPU 時間、ディスク、ディスクとコントローラーの帯域幅) を使用するこ
とを意味します。この設定は、ストレージ・システムのパフォーマンスに重大な影
響を与える可能性がありますが、修正は少ない時間で完了します。
「low (低い)」は、ストレージ・システムが最小のシステム・リソースを使用するこ
とを意味します。この設定は、ストレージ・システムのパフォーマンスにわずかな
影響を与えますが、修正は完了までにより長い時間がかかります。
「impact」のデフォルト値は「low (低い)」です。
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関連概念

80ページの『自動的な RAID レベルの修正をスケジュール化する方法』
デフォルトで、Data ONTAP は RAID レベルの修正を、毎週日曜日の午前 1:00 か
ら、所要時間は 6 時間の設定で実行します。毎週の修正を開始する時間と所要時間
の変更、自動的な修正の追加、または自動的な修正を無効にすることができます。

67ページの『Data ONTAP がデータとデータ可用性を保護するために RAID を使
用する方法』
RAID は、データとデータ可用性を保護します。RAID がどのように保護を提供す
るかを理解することは、ストレージ・システムをより効率的に管理することを容易
にします。

プレックスの再同期がパフォーマンスに与える影響
プレックスの再同期は、ミラーリングされたアグリゲートの 2 つのプレックスがデ
ータを同期する処理を示します。プレックスが非同期となっている場合、片方のプ
レックスが、もう片方のプレックスのデータより新しいデータを含みます。プレッ
クスの再同期は、両方のプレックスを同等にするために、期限が切れたプレックス
を更新します。

このタスクについて

Data ONTAP は、次のいずれかの状態が発生した場合に、ミラーリングされたアグ
リゲートの 2 つのプレックスを再同期します。

v プレックスの 1 つが、オフラインにされた後にオンラインになった。

v ミラーリングされていないアグリゲートにプレックスを追加した。

プレックスの再同期および RAID データの再構成が同時に実行された場合、Data

ONTAP はどちらかの操作による影響が最大となる設定に組み合わされたリソース
使用率を制限します。例えば、「raid.resync.perf_impact」が「medium (中間)」に設
定されていて、「raid.reconstruct.perf_impact」が「low (低い)」に設定されている場
合、両方の操作によるリソース使用率は medium (中間) の影響を受けます。

次のコマンドを実行してください: options raid.resync.perf_impact impact。
「impact」は「high (高い)」、「medium (中間)」、または「low (低い)」を使用で
きます。
「high (高い)」は、ストレージ・システムがプレックスの再同期に最も多くの有効
なシステム・リソースを使用することを意味します。この設定は、ストレージ・シ
ステムのパフォーマンスに重大な影響を与える可能性がありますが、再同期はより
早く終了します。
「low (低い)」は、ストレージ・システムが最小のシステム・リソースを使用するこ
とを意味します。この設定は、ストレージ・システムのパフォーマンスにわずかな
影響を与えますが、再同期は終了するまでにより長い時間がかかります。
デフォルトは「medium (中間)」です。

ミラー検査がパフォーマンスに与える影響の制御
ミラーリングされたアグリゲートの同期している 2 つのプレックスを同等にするた
めに、ミラー検査を使用します。
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このタスクについて

ミラー検査と RAID レベルの修正が同時に実行された場合、Data ONTAP はどちら
かの操作による影響が最大となる設定に組み合わされたリソース使用率を制限しま
す。例えば、「raid.verify.perf_impact」が「medium (中間)」に設定されていて、
「raid.scrub.perf_impact」が「low (低い)」に設定されている場合、両方の操作による
リソース使用率は medium (中間) の影響を受けます。

同期ミラーリングについて詳しくは、「データ保護バックアップとリカバリーのガ
イド」を参照してください。

次のコマンドを実行してください: options raid.verify.perf_impact impact。
「impact」は「high (高い)」、「medium (中間)」、または「low (低い)」を使用で
きます。
「high (高い)」は、ストレージ・システムがミラー検査に最も多くの有効なシステ
ム・リソースを使用することを意味します。この設定は、ストレージ・システムの
パフォーマンスに重大な影響を与える可能性がありますが、ミラー検査はより早く
終了します。
「low (低い)」は、ストレージ・システムが最小のシステム・リソースを使用するこ
とを意味します。この設定は、ストレージ・システムのパフォーマンスにわずかな
影響を与えますが、ミラー検査は終了がより遅くなります。
デフォルトの速度は「low (低い)」です。
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アグリゲートの機能

セキュリティー、バックアップ、パフォーマンス、およびデータ共有に対するユー
ザーの異なる要求をサポートするために、ストレージ・システム上の物理データ・
ストレージ・リソースを 1 つ以上のアグリゲートにグループ化することが可能で
す。このようなアグリゲートは、それらが含んでいる単一または複数のボリューム
にストレージを提供します。

それぞれのアグリゲートは、それ自身の RAID の構成、プレックス構造、割り当て
られたディスクのセットを持ちます。アグリゲートの作成時に割り当て済みの従来
のボリュームを使用しなかった場合、1 つ以上の FlexVol を保持させることが可能
です。FlexVol は、物理ストレージ・リソース、RAID 構成、およびアグリゲートに
含まれる共通のプレックス構造を共有する論理ファイル・システムです。アグリゲ
ートの作成時に強固に結合した従来のボリュームを使用する場合、そのアグリゲー
トにはそのボリュームのみを含めることが可能です。

関連概念

19ページの『ディスク速度』
ディスク速度は、1 分あたりの回転数 (RPM) で計測されます。アグリゲート内では
同じ速度のディスクを使用することが最適です。ディスクが高速になるほど、1 秒
あたりのディスク入出力操作 (IOPS) が増え、応答時間が速くなります。

112ページの『使用することのできるボリュームとアグリゲートの数の制限』
使用することのできるボリュームとアグリゲートの数の制限は、ストレージ・シス
テムのモデルと Data ONTAP のバージョンによって決まります。

ミラーリングされていないアグリゲートの機能
SyncMirror を使用しない場合、すべてのアグリゲートはミラーリングされません。
ミラーリングされていないアグリゲートは、データまたはそのアグリゲートが所有
するすべての RAID グループを含む「プレックス」のコピーを 1 つだけ持ちま
す。

次の図は、プレックスを 1 つ含むミラーリングされていないアグリゲートを示して
います。
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ミラーリングされたアグリゲートの機能
ミラーリングされたアグリゲートは、コピーされた 2 つのデータを持ち、「プレッ
クス」と呼ばれ、冗長性を提供するためにデータを複製する SyncMirror 機能を使用
します。

SyncMirror が有効になっている場合、すべてのディスクが 2 つのディスク・プール
に分割され、プレックスのコピーが作成されます。プレックスは物理的に分離して
おり (それぞれのプレックスが RAID グループ、およびディスク・プールを所有し
ます)、同時に更新されます。これは、障害の原因を修正するまでの間、影響を受け
なかったプレックスがデータを提供し続けることで、二重のディスク障害やディス
ク接続の損失などによるデータ損失に対する保護を強化します。問題のあったプレ
ックスが修正されるとすぐに、2 つのプレックスの再同期やミラー関係の復旧を行
うことができます。

注: アグリゲートのミラーリングを有効にする場合は、事前にストレージ・システ
ムへ「syncmirror_local」ライセンスをインストールし、それを有効にする必要があ
り、さらにストレージ・システムのディスク構成は RAID レベルのミラーリングを
サポートする必要があります。

次の図は、SyncMirror が使用可能となり、plex0 がコピーされ、Data ONTAP によ
ってそのコピーに自動的に plex1 という名前をつけるように実装されている状態を
示します。Plex0 および plex1 には、1 つ以上のファイル・システムのコピーが含
まれます。この図では、SyncMirror 関係を開始する前は 32 個のディスクが使用可

図 1. ミラーリングされていないアグリゲート
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能となっています。SyncMirror を開始すると、スペア・ディスクが pool0 または
pool1 に割り当てられます。

アグリゲートの状態および状況
アグリゲートは、Online (オンライン)、Offline (オフライン)、または Restricted (制
限付き) の 3 つのいずれかの状態になります。さらに、構成方法およびディスクの
正常性に応じた 1 つ以上の状況値を示すことができます。アグリゲートの現在の状
態と状況は、「aggr status」コマンドを使用して判別することができます。

次の表は、アグリゲートが取り得る状態を示します。

状態 説明

オンライン (Online) このアグリゲート上でホストされているボリ
ュームに対する読み取りおよび書き込みのア
クセスが許可されています。

制限付き (Restricted) パリティー再計算などの一部の操作は許可さ
れますが、データ・アクセスは許可されませ
ん。

オフライン (Offline) アグリゲートへのすべてのアクセスが許可さ
れません。

次の表は、アグリゲートが取り得る状況値を示します。

状況 説明

aggr アグリゲートは FlexVol ボリュームを収容することができ
る。

copying (コピー中) アグリゲートが、アクティブなコピー操作の目標アグリゲー
トになっている。

図 2. 2 つの (ミラーリングされた) プレックスを含むアグリゲート
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状況 説明

degraded (劣化) アグリゲートに、再構成されていない単一ディスクの障害が
ある RAID グループが少なくとも 1 つ含まれている。

double degraded (二重劣化) アグリゲートに、再構成されていない二重のディスク障害が
ある RAID グループが少なくとも 1 つ含まれている
(RAID-DP アグリゲートのみ)。

foreign (外部) アグリゲートに含まれるディスクが、他のストレージ・シス
テムから現在のストレージ・システムに移動した。

growing (増大中) ディスクをアグリゲートへ追加する処理をしている。

initializing (初期化中) アグリゲートが初期化処理をしている。

ironing アグリゲート上で WAFL 整合性検査が実行している。

mirrored (ミラーリング) アグリゲートはミラーリングされている。

mirror degraded (劣化ミラー
リング)

アグリゲートはミラーリングされており、プレックスの 1

つがオフラインまたは再同期中。

needs check (チェック必要) アグリゲート上で WAFL 整合性検査の実行が必要。

normal (正常) アグリゲートはミラーリングされておらず、すべての RAID

グループが機能している。

out-of-date (期限切れ) アグリゲートはミラーリングされており、再同期が必要。

partial (部分的) 1 つ以上のディスクをアグリゲートは認識しているが、2 つ
以上のディスクが欠落している。

raid0 アグリゲートは、RAID-0 (パリティーなし) の RAID グル
ープで構成されている (ゲートウェイシステムのみ)。

raid4 アグリゲートは、RAID4 RAID グループで構成されてい
る。

raid_dp アグリゲートは、RAID-DP RAID グループで構成されてい
る。

reconstruct (再構成) アグリゲート内の 1 つ以上の RAID グループが再構成をし
ている。

redirect (転送) アグリゲート上で、アグリゲートの再割り当てまたはファイ
ルの再割り当てを、 -p オプション付きで開始した。アグリ
ゲート内のボリュームの読み取り性能が、低下する可能性が
あります。

resyncing (再同期中) ミラーリングされたアグリゲートのプレックスの 1 つが再
同期をしている。

snapmirrored アグリゲートは、他のアグリゲートの SnapMirror 複製にな
っている (従来のボリュームのみ)。

trad アグリゲートは従来のボリュームで、FlexVol ボリュームを
含むことはできない。

verifying (検査中) アグリゲート上でミラーの検査操作を実行している。

wafl inconsistent (WAFL 不
整合)

アグリゲートは破損しているとマークされている。技術サポ
ートにお問い合わせください。
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同一アグリゲート内で速度の混在するディスクを使用する方法
可能であれば常に、アグリゲート内では同じ速度のディスクを使用するべきです。
しかし必要であれば、ディスク・タイプをベースとした速度の混在するアグリゲー
トを許可するように Data ONTAP を構成することが可能です。

Data ONTAP を速度の混在するアグリゲートを許可するように構成するには、次の
オプションを使用してください。

v raid.rpm.fcal.enable

v raid.rpm.ata.enable

これらのオプションを「off (オフ)」に設定すると、Data ONTAP は指定されたディ
スク・タイプに速度の混在を許可します。

デフォルトでは、「raid.rpm.fcal.enable」は「on (オン)」に設定され、
「raid.rpm.ata.enable」は「off (オフ)」に設定されています。

注: Data ONTAP が速度の混在を許可するように構成されていない場合でも、
「aggr create」または「aggr add」コマンドの「-f」オプションを使用することで、
速度の異なるディスクをアグリゲートに追加することが可能になります。

関連概念

19ページの『ディスク速度』
ディスク速度は、1 分あたりの回転数 (RPM) で計測されます。アグリゲート内では
同じ速度のディスクを使用することが最適です。ディスクが高速になるほど、1 秒
あたりのディスク入出力操作 (IOPS) が増え、応答時間が速くなります。

異なるタイプが混在するディスク・プール内でのディスク選択を制御する方
法

同じストレージ・システム上で異なる特性のディスクが共存している場合、そのシ
ステムは異なるタイプが混在するディスク・プールを使用している、と呼ばれま
す。異なるタイプが混在するディスク・プールからアグリゲートにディスクを追加
する場合、正しい特性のディスクを明示して選択する必要があります。

新規アグリゲートの作成、または異なるタイプが混在するディスク・プールを使用
しているアグリゲートのサイズ変更をするために「aggr」コマンドを使用する場合
は、正しいディスクまたはディスク・タイプを選択するために、次の方式のいずれ
かを使用してください。

v 次のように、使用したいディスクの属性を指定する。

– ディスク・サイズを指定するには、ディスク数に「@size」オプションを使用し
ます。例えば、6@300G は、Data ONTAP に 300 GB のディスクを 6 つ使う
ように指定します。

– ディスク速度を指定するには、「-R」オプションを使用します。

– ディスク・タイプを指定するには、「 -T」オプションを使用します。

注: 「-R」オプションと「-T」オプションは、既存のアグリゲートにディスク
を追加する場合には使用できません。これらは、新規にアグリゲートを作成す
る場合のみに使用可能です。
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v 明示的ディスク・リストを使用する。

使用したいディスクを指定して ID 番号をリストすることができます。

v ディスク選択プレビューを使用する。

「-n 」オプションを使用して、どのディスクを Data ONTAP が自動的に選択す
るか確認することができます。このディスクの選択を受け入れられる場合、自動
的なディスク選択を続行することができます。そうでない場合、正しいディスク
を選択するために、その前のいずれかの方式を使用してください。

注: ディスク障害などの計画されていないイベントによって、Data ONTAP が別の
ディスクを RAID グループに自動的に追加することが起こります。Data ONTAP が
システムの RAID グループのために最適な選択をするためには、システムで使用し
ているすべてのディスクのタイプとサイズに一致するスペアが少なくとも 1 つ (で
きれば 2 つ)、常に使用可能になっていることが最適な方法です。
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アグリゲートの管理

作成したアグリゲートは、サイズの追加、RAID レベルの設定、および状態の管理
といった管理をします。また、アグリゲートの破棄、破棄したアグリゲートの復
元、および移動をすることができます。

このタスクについて

注: データ・ディスクを取り外すことによって、アグリゲートのディスク数を削減
することはできません。アグリゲートのデータ・ディスク数を減らす唯一の方法
は、データをコピーし、それを少ないデータ・ディスクで作成した新しいアグリゲ
ートに転送することです。

アグリゲートの作成
1 つ以上の FlexVol ボリューム (または 1 つの従来のボリューム) にディスク・ス
ペースを提供するため、アグリゲートを作成します。

始める前に

アグリゲートの名前を決定します。アグリゲートの名前は、次の要件に準拠する必
要があります。

v 文字または下線 (_) のいずれかから始まる

v 文字、数字、または下線のみを含む

v 文字数が 250 以内

注: 「aggr rename」コマンドを使用して、後からアグリゲートの名前を変更するこ
とができます。

新規アグリゲートに、どのディスクを使用するかを決定します。ディスクは、ディ
スクの ID をリストする方法、または速度やタイプのようなディスクの特性を指定
する方法によって指定することができます。ストレージ・システムで使用可能なス
ペアのリストを表示するには、「aggr status -s」コマンドを使用します。

注: ストレージ・システムに複数のタイプのディスクが接続されている、および
「-T」オプションを使用しない場合、Data ONTAP は使用可能なディスクで最も数
の多いタイプのディスクを使用してアグリゲートを作成します。Data ONTAP に期
待するタイプのディスクを使用させるために、タイプの混在するディスク・プール
からアグリゲートを作成するときは、常に「-T」オプションを使用してください。

次のコマンドを実行します: aggr create aggr_name [-f] [-m] [-n] [-t

{raid4|raid_dp}] [-r raidsize] [-T disk-type] -R rpm] [-L] disk-list。
「aggr_name」は、新規アグリゲートの名前です。
「-f」は、デフォルトの振る舞いである、異なるディスク・プールに属するプレック
スのディスクを許可しないということを無効にします。また、このオプションは、
該当する「raid.rpm」オプションがオフになっていても、RPM 速度の異なるディス
クが混在することを許可します。
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「-m」は、SyncMirror 保護を使用して RAID 保護を補足したい場合に、オプション
の SyncMirror で複製されたボリュームを作成するように指示します。この機能に
は、SyncMirror ライセンスが必要です。
「-n」は、コマンドの結果を表示するのみで、コマンドの実行はしません。これ
は、コマンドを実行する前に、自動的に選択されるディスクを表示するのに便利で
す。
「-t{raid4 | raid_dp}」は、このアグリゲートで提供したい RAID 保護のレベルを
指定します。RAID レベルが指定されない場合、デフォルト値 (raid_dp) が適用さ
れます。
「-r raidsize」は、このアグリゲートの RAID グループの最大サイズです。サイズが
指定されない場合、デフォルトを使用します。
「-T disk-type」は、ディスクで使用される ATA、SATA、SAS、または FCAL の
いずれかのタイプを指定します。このオプションは、ディスクのタイプが混在して
いるシステムにアグリゲートを作成する場合にのみ必要となります。FCAL は FC

ディスクの場合、ATA は FC-AL 経由で接続される ATA ディスクの場合、SATA
は SAS 接続の ATA ディスクの場合、および SAS は SAS 接続の SAS ディスク
の場合に使用してください。

注: FCAL と SAS のディスクは、アグリゲート作成の用途では同じタイプとみなさ
れます。同様に、ATA と SATA のディスクも同じタイプとして見なされます。
「-R rpm」は、この速度に基づいて使用するためのディスクのタイプを指定しま
す。「rpm」に有効な値は、5400、7200、10000、および 15000 です。
「-L」は、SnapLock アグリゲートを作成します。詳しくは、na_aggr(1) の man ペ
ージまたは「データ保護バックアップとリカバリーのガイド」を参照してくださ
い。
「disk-list」は、次のいずれかの値となります。

v ndisks[@disk-size]

「ndisks」は、使用するディスクの数です。RAID-DP のアグリゲートには少なく
とも 3 つ、RAID-4のアグリゲートには少なくとも 2 つのディスクが必要です。

「disk-size」は、使用するディスク・サイズです (ギガバイト単位)。

v -d disk_name1 disk_name2... disk_nameN

「disk_name1」、「disk_name2」、および「disk_nameN」は、使用可能なディスク
のディスク ID です。ディスク ID を区切るには、スペースを使用します。

例

次のコマンドは、「newaggr」という名前で、RAID グループ・サイズが 8、ディス
ク ID が 8a.16、8a.17、8a.18、および 8a.19 のディスクから構成されるアグリゲー
トを作成します: aggr create newaggr -r 8 -d 8a.16 8a.17 8a.18 8a.19。

次のコマンドは、「newfastaggr」という名前で、20 個のディスク、RAID グルー
プ・サイズがデフォルト、ディスクはすべて 15K RPM を使用するアグリゲートを
作成します: aggr create newfastaggr -R 15000 20。

次のコマンドは、「newFCALaggr」という名前のアグリゲートを作成します。SAS

ディスクが存在している場合、FC と SAS のディスクは同じタイプと見なされるた
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め、SAS ディスクも使用される可能性があることに注意してください。aggr

create newFCALaggr -T FCAL 15。

次のタスク

アグリゲートを作成した時点から、「aggr status -r」コマンドを使用して、アグリゲ
ートで使用されている RAID グループとディスクを確認することができます。

関連概念

71ページの『RAID グループのサイズに関する考慮事項』
アグリゲートに最適な RAID グループのサイズを構成するには、トレードオフとな
る要因が求められます。復旧速度、データ損失に備える確実性、またはデータ・ス
トレージ・スペースの最大化、これらの要因のどれが、構成しようとしているアグ
リゲートにとって最も重要かを決断する必要があります。

72ページの『RAID と SyncMirror による保護の提供』
RAID と SyncMirror を結合して、RAID 単体に比べてより多いタイプのディスク障
害に対応する保護を提供します。

89ページの『アグリゲートの機能』
セキュリティー、バックアップ、パフォーマンス、およびデータ共有に対するユー
ザーの異なる要求をサポートするために、ストレージ・システム上の物理データ・
ストレージ・リソースを 1 つ以上のアグリゲートにグループ化することが可能で
す。このようなアグリゲートは、それらが含んでいる単一または複数のボリューム
にストレージを提供します。

67ページの『Data ONTAP がデータとデータ可用性を保護するために RAID を使
用する方法』
RAID は、データとデータ可用性を保護します。RAID がどのように保護を提供す
るかを理解することは、ストレージ・システムをより効率的に管理することを容易
にします。

93ページの『同一アグリゲート内で速度の混在するディスクを使用する方法』
可能であれば常に、アグリゲート内では同じ速度のディスクを使用するべきです。
しかし必要であれば、ディスク・タイプをベースとした速度の混在するアグリゲー
トを許可するように Data ONTAP を構成することが可能です。

アグリゲートのサイズの拡張
アグリゲートに、そのサイズを拡張するためにホット・スペア・ディスクを追加す
ることができます。そうすることで、アグリゲートに含まれるボリュームに追加の
ストレージ・スペースを提供することができます。特定の RAID グループのサイズ
を拡張することもできます。

始める前に

次の概念を理解するようにしてください。

v RAID グループのディスクのサイズと速度を均一に保持することの利点

v どのタイプのディスクが、一緒に使用することが可能であるか (FCAL と
SAS、SATA と ATA)

v 混在しているディスク・プールから、ディスクをアグリゲートに追加する方法

v 同じシステムとプールが所有しているディスクを追加するための要件
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v ホット・スペアを提供するためのベスト・プラクティス

このタスクについて

ディスクを追加する先の RAID グループを指定することができます。RAID グルー
プを指定しない場合は、最後に作成された RAID グループにスペースがある場合、
ディスクはその RAID グループに追加されます。それ以外の場合、新規の RAID

グループが作成されます。

それぞれの RAID グループにあるディスクの数とタイプを表示するには、「aggr

status -r」コマンドを使用してください。

1. 次のコマンドを実行して、追加する RAID グループに、適切なホット・スペ
ア・ディスクが使用可能とされているかを確認してください: aggr status -s。
リストされた十分な数のスペアが、ディスクを追加しようとしているアグリゲー
トの目標 RAID グループ用に、正しいタイプ、サイズ、速度、チェックサム・
タイプ、および接続アーキテクチャーとなっていることを確認してください。

2. 次のコマンドを実行して、ディスクを追加してください: aggr add aggr_name

[-f] [-n] [-g {raid_group_name | new | all}] disk_list。

「-f」は、異なるプールや異なる速度のディスクを追加することを可能にしま
す。

「-n」は、コマンドの結果を表示するのみで、コマンドの実行はしません。これ
は、Data ONTAP が自動的に選択するディスクを表示するのに便利です。その結
果、Data ONTAP の選択を受け入れるか、別のディスクを追加するかを判断する
ことができます。

「-g」オプションを指定した場合、ディスクは指定した RAID グループに追加さ
れます。「raid_group_name」は、Data ONTAP がグループに付けた名前 (例えば
rg0) です。

ディスクを新規の RAID グループに追加する場合、「new」キーワードをグルー
プ名の代わりに使用してください。

新規の RAID グループを作成する前に、既存の RAID グループのすべてを
「raidsize」オプションの現行値まで埋めるには、「all」キーワードをグループ名
の代わりに使用してください。

「disk_list」は、次のパラメーターのいずれかです。

v ndisks[disk_size]

v -d disk1 [disk2...]

例

次のコマンドは、「aggr1」のアグリゲートに 4 つの 300 GB のディスクを追加し
ます: aggr add aggr1 4@300。

次のコマンドは、「aggr2」アグリゲートにある「rg1」のRAID グループに、5a.17

と 5a.26 のディスクを追加します: aggr add aggr2 -g rg1 -d 5a.17 5a.26。
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次のコマンドは、ミラーリングされたアグリゲートである「aggr_mir」のそれぞれの
プレックスに、ディスクを 1 つ追加します: aggr add aggr_mir -d 5a.18 -d

8b.14。

次のタスク

アグリゲートにディスクを追加した後は、そのアグリゲートに含まれるそれぞれの
FlexVol ボリューム上で、全体を再割り当てするジョブを実行してください。再割り
当てについて詳しくは、「System Administration Guide」を参照してください。

関連概念

93ページの『異なるタイプが混在するディスク・プール内でのディスク選択を制御
する方法』
同じストレージ・システム上で異なる特性のディスクが共存している場合、そのシ
ステムは異なるタイプが混在するディスク・プールを使用している、と呼ばれま
す。異なるタイプが混在するディスク・プールからアグリゲートにディスクを追加
する場合、正しい特性のディスクを明示して選択する必要があります。

74ページの『ホット・スペアのベスト・プラクティス』
少なくとも、ストレージ・システムに取り付けたディスクの種類ごとに有効な、最
小で 1 つの適合する、または占有するホット・スペアを使用する必要があります。
ただし、すべてのディスクに対して使用可能なホット・スペアを 2 つ用意すること
が、ベスト・プラクティスとなります。

89ページの『アグリゲートの機能』
セキュリティー、バックアップ、パフォーマンス、およびデータ共有に対するユー
ザーの異なる要求をサポートするために、ストレージ・システム上の物理データ・
ストレージ・リソースを 1 つ以上のアグリゲートにグループ化することが可能で
す。このようなアグリゲートは、それらが含んでいる単一または複数のボリューム
にストレージを提供します。

93ページの『同一アグリゲート内で速度の混在するディスクを使用する方法』
可能であれば常に、アグリゲート内では同じ速度のディスクを使用するべきです。
しかし必要であれば、ディスク・タイプをベースとした速度の混在するアグリゲー
トを許可するように Data ONTAP を構成することが可能です。

アグリゲートにディスクを追加した場合にどうなるか
デフォルトでは、Data ONTAP は最近作成した RAID グループに (最大サイズに到
達していない限り) 新規のディスクを追加します。そうでない場合、Data ONTAP

は新規の RAID グループを作成します。あるいは、ディスクを追加したい RAID

グループを指定することができます。

アグリゲートの作成、またはアグリゲートにディスクを追加した場合、Data ONTAP

はそれぞれの RAID グループがディスクの最大数を満たすように新規の RAID グ
ループを作成します。最後に形成された RAID グループは、アグリゲートの RAID

グループの最大サイズより少ないディスクを収容する可能性があります。この場
合、アグリゲートに追加されるディスクは、最後の RAID グループが最大数に到達
するまで最後の RAID グループに追加されます。

アグリゲートの RAID グループ・サイズを増加する場合、新規のディスクは最後に
作成された RAID グループにのみ追加されます。「aggr add」コマンドの「-g」オ
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プションを使用して、ディスクを追加する RAID グループを明示した場合を除き、
以前に作成した RAID グループは現行のサイズに留まります。

注: 可能であれば、RAID グループを均一に保持することが推奨されます。必要な場
合は、一致しないディスクをより適したディスクと後ほど交換することができま
す。

関連タスク

52ページの『アグリゲートで現在使用中のディスクの交換』
「disk replace」コマンドを使用して、データ・サービスを中断することなく、アグ
リゲートの一部となっているディスクを交換することができます。一致しないディ
スクを RAID グループから交換して取り外すために、これを行います。RAID グル
ープを均一に保持することは、ストレージ・システムのパフォーマンスを最適化す
るのに役立ちます。

アグリゲートへの強制的なディスクの追加
正しい速度のディスクや、適切なプールに十分な数のディスクがない場合、どのデ
ィスクをアグリゲートに追加することが可能かの制限の一部を、オーバーライドす
る場合があります。これを実行するには、「aggr add -f 」コマンドを使用します。

このタスクについて

最適の選択ではない、または確認の必要なディスクをアグリゲートに追加したい場
合、「aggr add -f」コマンドを使用することができます。これは、次の状態のとき
に便利です。

v ディスクを、2 つの異なるスペア・ディスク・プールから、ミラーリングされた
アグリゲートに追加する必要がある。

v アグリゲートに存在するディスクとは異なる速度のディスクを追加する必要があ
る。

v 最後の RAID グループとは別の RAID グループにディスクを追加する必要があ
る。
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関連概念

93ページの『異なるタイプが混在するディスク・プール内でのディスク選択を制御
する方法』
同じストレージ・システム上で異なる特性のディスクが共存している場合、そのシ
ステムは異なるタイプが混在するディスク・プールを使用している、と呼ばれま
す。異なるタイプが混在するディスク・プールからアグリゲートにディスクを追加
する場合、正しい特性のディスクを明示して選択する必要があります。

93ページの『同一アグリゲート内で速度の混在するディスクを使用する方法』
可能であれば常に、アグリゲート内では同じ速度のディスクを使用するべきです。
しかし必要であれば、ディスク・タイプをベースとした速度の混在するアグリゲー
トを許可するように Data ONTAP を構成することが可能です。

90ページの『ミラーリングされたアグリゲートの機能』
ミラーリングされたアグリゲートは、コピーされた 2 つのデータを持ち、「プレッ
クス」と呼ばれ、冗長性を提供するためにデータを複製する SyncMirror 機能を使用
します。

アグリゲートに大容量のディスクを追加したらどうなるか
Data ONTAP が、既存のディスクより大容量のディスクをアグリゲートに追加した
ときに何をするかは、そのアグリゲートの RAID レベル (RAID4 または RAID-DP)

に依存します。

v RAID4 保護で構成されたアグリゲートが作成された場合、Data ONTAP はそれぞ
れの RAID グループで最も大容量のディスクにパリティー・ディスクの役割を割
り当てます。

既存の RAID4 グループに、その RAID グループの既存のパリティー・ディスク
より大容量の追加ディスクが割り当てられた場合、Data ONTAP は新しいディス
クをその RAID グループのパリティー・ディスクとして再割り当てします。

v RAID-DP 保護で構成されたアグリゲートが作成された場合、Data ONTAP は
RAID グループで最も大容量のディスクと 2 番目に大容量のディスクに、dParity

ディスクと通常のパリティー・ディスクの役割を割り当てます。

既存の RAID-DP グループに、そのグループの dParity ディスクより大容量の追
加ディスクが割り当てられた場合、Data ONTAP は新規のディスクをその RAID

グループの通常のパリティー・ディスクとして再割り当てし、既存の dParity デ
ィスクと同サイズになるように容量を制限します。新規のディスクが既存の
dParity ディスクより大容量である場合でも、Data ONTAP は既存の dParity ディ
スクを置き換えない ことに注意してください。

注: 容量の小さいパリティー・ディスクは、RAID-DP に追加されるディスクの有
効になるサイズを制限してしまいます。そのため、通常のパリティー・ディスク
を dParity ディスクと同じサイズにすることで、使用可能なディスク・スペース
を最大化することができます。

注: 必要であれば、容量制限されたディスクをディスク・スペースを無駄にしな
い、より適したディスクと後ほど交換することができます。ただし、ディスクを大
容量のディスクと交換しても、既存のディスクの使用可能なディスク・スペースを
増大させることはできません。
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サイズの混在する RAID-DP アグリゲートに大容量ディスクを追加す
る例

この例では、「aggr2」は 2 つの 136 GB ディスクと、1 つの 68 GB ディスクを
所有しています。136 GB ディスクがパリティー・ディスクとして使用されていま
す。

sys1> aggr status -r aggr2
Aggregate aggr2 (online, raid_dp) (block checksums)
Plex /aggr2/plex0 (online, normal, active)
RAID group /aggr2/plex0/rg0 (normal)

RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
------------ --------- ---- -------- ---- -------- -------- ------ -------- ------------------ ----------------
dparity 0c.48 0c 3 0 FC:A - FCAL 10000 136000/278528000 137104/280790184
parity 0c.50 0c 3 2 FC:A - FCAL 10000 136000/278528000 137104/280790184
data 0a.28 0a 1 12 FC:A - FCAL 10000 68000/139264000 69536/142410400

アグリゲートに別の 136 GB ディスクを追加した場合、このディスクはデータ・デ
ィスクとして追加され、サイズは制限されません。

sys1> aggr add aggr2 -d 0c.49

sys1> aggr status -r aggr2
Aggregate aggr2 (online, raid_dp) (block checksums)
Plex /aggr2/plex0 (online, normal, active)
RAID group /aggr2/plex0/rg0 (normal)

RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
------------ --------- ---- -------- ---- -------- -------- ------ -------- ------------------ ----------------
dparity 0c.48 0c 3 0 FC:A - FCAL 10000 136000/278528000 137104/280790184
parity 0c.50 0c 3 2 FC:A - FCAL 10000 136000/278528000 137104/280790184
data 0a.28 0a 1 12 FC:A - FCAL 10000 68000/139264000 69536/142410400
data 0c.49 0c 3 1 FC:A - FCAL 10000 136000/278528000 137104/280790184

注: パリティー・ディスクが 68 GB ディスクだった場合、新しい追加されたディス
クは 68 GB に制限されます。

関連タスク

52ページの『アグリゲートで現在使用中のディスクの交換』
「disk replace」コマンドを使用して、データ・サービスを中断することなく、アグ
リゲートの一部となっているディスクを交換することができます。一致しないディ
スクを RAID グループから交換して取り外すために、これを行います。RAID グル
ープを均一に保持することは、ストレージ・システムのパフォーマンスを最適化す
るのに役立ちます。

アグリゲートをオフラインにする
「aggr offline」コマンドを使用して、アグリゲートの保守を行う、移動する、また
は破棄するために、アグリゲートをオフラインにします。

1. FlexVol ボリュームを含むアグリゲートをオフラインにしたい場合、保守モード
でブートしてください。

注: このステップは、従来のボリュームの場合は必要ありません。

2. 次のコマンドを実行します: aggr offline aggr_name。

3. 前回、保守モードでブートした場合は、通常モードに戻してください。

タスクの結果

アグリゲートはすぐにオフラインになります。アグリゲートのボリュームにあるデ
ータへは、アクセスできません。
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関連タスク

145ページの『ボリュームをオフラインにする』
「vol offline」コマンドを使用して、ボリュームの移動、または破棄のような保守を
実行するために、ボリュームをオフラインにします。ボリュームがオフラインのと
き、クライアントから読み取りまたは書き込みのアクセスには使用できません。

アグリゲートをオンラインにする
アグリゲートを制限した、またはオフラインにした後で、オンラインに戻すことで
ストレージ・システムを再び使用可能にするために、「aggr online」コマンドを使用
することができます。

次のコマンドを実行します: aggr online aggr_name。 アグリゲートに不整合がある
場合、コマンドは確認をするプロンプトを出します。

注: 不整合なアグリゲートをオンラインにする場合、ファイル・システムがさらに
破損する可能性があります。不整合なアグリゲートがある場合、技術サポートにお
問い合わせください。

タスクの結果

アグリゲートはオンラインになり、使用可能です。

関連タスク

146ページの『ボリュームをオンラインにする』
ボリュームを制限にした、またはオフラインにした後で、「vol online」コマンドを
使用してオンラインにすることにより、ストレージ・システムを再び使用可能にす
ることができます。

アグリゲートを制限状態にする
「aggr restrict」コマンドを使用して、アグリゲートをあるアグリゲートのコピー先
とする、または SnapMirror 複製の操作に使用する場合に、アグリゲートを制限状態
にします。

このタスクについて

アグリゲートのコピー、および SnapMirror 複製について詳しくは、「データ保護バ
ックアップとリカバリーのガイド」を参照してください。

1. FlexVol ボリュームを含むアグリゲートを制限したい場合、保守モードでブート
してください。

注: このステップは、従来のボリュームの場合は必要ありません。

2. 次のコマンドを実行してください: aggr restrict aggr_name。

3. 前回、保守モードでブートした場合は、通常モードに戻してください。

タスクの結果

この時点で、アグリゲートは制限されています。アグリゲートのボリュームにある
データは、クライアントから使用不可となります。
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関連タスク

145ページの『ボリュームを制限状態に置く』
「vol restrict」コマンドを使用して、ボリュームを制限状態 (クライアントから読み
取りまたは書き込みのアクセスに使用できなくさせる) に置くことができます。ボ
リュームのコピーや SnapMirror 複製操作の宛先にボリュームをしたい場合に、これ
を使用することができます。

アグリゲートの RAID レベルの変更
アグリゲートの RAID レベルを変更する (RAID4 から RAID-DP への変更など) 場
合、Data ONTAP は既存の RAID グループを新しいレベルで再構成し、それ以降に
作成される RAID グループに新しいレベルを適用します。

アグリゲートの RAID レベルを RAID4 から RAID-DP に変更
アグリゲートの RAID 保護を、RAID4 から RAID-DP に変更する前に、十分な数
の適切なホット・スペア・ディスクが使用可能にされていることを確認する必要が
あります。

1. 次のコマンドを実行して、問題となっているアグリゲート内の RAID グループ
の数と、そのパリティー・ディスクのサイズを判別してください: aggr status

aggr_name -r。

2. 次のコマンドを実行して、システムで使用可能なホット・スペアをリストしてく
ださい: aggr status -s。

3. 少なくとも 1 つ、できれば 2 つのホット・スペア・ディスクが、リストされた
それぞれの RAID グループに存在していることを確認してください。必要な場
合は、別のホット・スペア・ディスクを追加してください。

4. 次のコマンドを実行してください: aggr options aggr_name raidtype raid_dp。

タスクの結果

アグリゲートの RAID レベルを RAID4 から RAID-DP に変更すると、Data

ONTAP は次の変更を行います。

v ストレージ・システムのホット・スペア・ディスクのプールから、既存の各
RAID グループに別のディスクを追加します。新しいディスクは、RAID-DP グル
ープの dParity ディスクの機能に割り当てます。dParity ディスクを追加するため
に、各 RAID グループで再構成が開始されます。

v アグリゲートの「raidsize」オプションを、適切な RAID-DP のデフォルト値に変
更します。

注: RAID レベルの変更が完了した後に、「raidsize」オプションを変更すること
ができます。

次のタスク

「aggr options」コマンドを使用して、新しい RAID レベルを確認することができま
す。
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関連概念

89ページの『アグリゲートの機能』
セキュリティー、バックアップ、パフォーマンス、およびデータ共有に対するユー
ザーの異なる要求をサポートするために、ストレージ・システム上の物理データ・
ストレージ・リソースを 1 つ以上のアグリゲートにグループ化することが可能で
す。このようなアグリゲートは、それらが含んでいる単一または複数のボリューム
にストレージを提供します。

74ページの『Data ONTAP がホット・スペアを取り扱う方法』
ホット・スペア・ディスクは、ストレージ・システムに割り当てられたディスク
で、RAID グループからは使用しません。このディスクは、まだデータを保持して
いませんが、使用する準備はできています。RAID グループ内でディスク障害が発
生した場合、Data ONTAP はホット・スペア・ディスクを RAID グループに自動的
に割り当て、障害の起きたディスクを置き換えます。

関連タスク

83ページの『RAID グループ・サイズのカスタマイズ』
データの可用性、パフォーマンス、およびディスク使用率の要件を基にして、RAID

グループのサイズをカスタマイズすることができます。

関連資料

70ページの『最大およびデフォルトの RAID グループ・サイズ』
最大およびデフォルトの RAID グループ・サイズは、ストレージ・システムのモデ
ル、提供される RAID グループの保護レベル、RAID グループで使用されるディス
クのサイズによってさまざまです。一般に、デフォルトの RAID グループ・サイズ
を使用するべきです。

アグリゲートの RAID レベルを RAID-DP から RAID4 に変更
アグリゲートの RAID レベルを、RAID-DP から RAID4 に変更する場合、特別な
パリティー・ディスクはスペアに変換されます。また、「raidsize」オプションも変
更されます。

次のコマンドを実行してください: aggr options aggr_name raidtype raid4。

タスクの結果

アグリゲートの RAID レベルを RAID-DP から RAID4 に変更すると、Data

ONTAP は次の変更を行います。

v 各アグリゲートの既存の RAID グループにおいて、RAID-DP の 2 番目のパリテ
ィー・ディスク (dParity) が削除され、さらにホット・スペア・ディスク・プール
に移動します。したがって、それぞれの RAID グループのサイズは、パリティ
ー・ディスク 1 つ分削減します。

v Data ONTAP は、アグリゲートの「raidsize」オプションの設定を、アグリゲート
で最も大容量の RAID グループのサイズに変更します。ただし、次の状態である
場合を除きます。

– アグリゲートで最も大容量の RAID グループが、RAID4 グループの最大サイ
ズより大きい場合、アグリゲートの「raidsize」オプションは「maximum (最
大)」に設定されます。
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– アグリゲートで最も大容量の RAID グループが、RAID4 グループのデフォル
ト・サイズより小さい場合、アグリゲートの「raidsize」オプションはデフォル
トのグループ・サイズに設定されます。

– アグリゲートの「raidsize」オプションが、既に RAID4 のデフォルト値より小
さかった場合、この値が 1 削減されます。

次のタスク

「aggr options」コマンドを使用して、新しい RAID レベルを確認することができま
す。

関連概念

89ページの『アグリゲートの機能』
セキュリティー、バックアップ、パフォーマンス、およびデータ共有に対するユー
ザーの異なる要求をサポートするために、ストレージ・システム上の物理データ・
ストレージ・リソースを 1 つ以上のアグリゲートにグループ化することが可能で
す。このようなアグリゲートは、それらが含んでいる単一または複数のボリューム
にストレージを提供します。

関連タスク

83ページの『RAID グループ・サイズのカスタマイズ』
データの可用性、パフォーマンス、およびディスク使用率の要件を基にして、RAID

グループのサイズをカスタマイズすることができます。

関連資料

70ページの『最大およびデフォルトの RAID グループ・サイズ』
最大およびデフォルトの RAID グループ・サイズは、ストレージ・システムのモデ
ル、提供される RAID グループの保護レベル、RAID グループで使用されるディス
クのサイズによってさまざまです。一般に、デフォルトの RAID グループ・サイズ
を使用するべきです。

アグリゲートのスペースの使用状況の判定
アグリゲートに追加したディスク・スペースのすべてが、ユーザー・データに使用
可能となるわけではありません。「aggr show_space」コマンドを使用して、アグリ
ゲートのディスク・スペースの使用状況を表示することができます。

このタスクについて

アグリゲートの名前を指定する場合、そのアグリゲートに関する情報のみがコマン
ドで表示されます。そうでない場合、コマンドはストレージ・システムのすべての
アグリゲートに関する情報を表示します。

このコマンドの戻り値について詳しくは、 na_aggr(1) の man ページを参照してく
ださい。
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例

aggr show_space aggr1

Aggregate 'aggr1'

Total space WAFL reserve Snap reserve Usable space BSR NVLOG
33GB 3397MB 1529MB 28GB 0KB

Space allocated to volumes in the aggregate

Volume Allocated Used Guarantee
newvol 2344KB 2344KB (offline)
vol1 1024MB 1328KB volume
dest1 868KB 868KB volume

Aggregate Allocated Used Avail
Total space 1027MB 4540KB 27GB
Snap reserve 1529MB 6640KB 1522MB
WAFL reserve 3397MB 1280KB 3396MB

アグリゲートの破棄
アグリゲートのデータがもはや必要ではない、またはアグリゲートの内容を別の場
所にコピーした場合に、アグリゲートを破棄します。

始める前に

アグリゲートを破棄できるようになる前に、そのアグリゲートに含まれるすべての
FlexVol ボリュームを破棄しなければなりません。

このタスクについて

アグリゲートを破棄する場合、Data ONTAP はパリティー・ディスクとすべてのデ
ータ・ディスクを変換してホット・スペアに戻します。その後、別のアグリゲート
と別のストレージ・システムで、スペアを使用することができます。

重要: アグリゲートを破棄した場合、いずれかのディスクがゼロにリセットされ
る、または別のアグリゲートに再利用される前に、破棄したアグリゲートを復元し
ない限り、アグリゲート中のデータは通常のアクセス方式ではもはやアクセスでき
ません。

注: いかなる方法を用いてもアグリゲートのデータをアクセス不能としたい場合、
そのディスクをサニタイズすることができます。

注: SnapLock 準拠のアグリゲートは、そのアグリゲートに含まれるすべてのデータ
の保存期間が満了しない限り、破棄することはできません。SnapLock 機能について
詳しくは、「Data ONTAP データ保護バックアップとリカバリーのガイド」を参照
してください。

1. 次のコマンドを実行して、アグリゲートをオフラインにします: aggr offline

aggr_name。

2. 次のコマンドを実行して、アグリゲートを破棄します: aggr destroy

aggr_name。
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次のメッセージが表示されます。Are you sure you want to destroy this

aggregate ?(本当にこのアグリゲートを破棄してもよろしいですか)

3. アグリゲートを破棄することを確認するために、次のコマンドを入力します: y。
次のメッセージが表示されます: Aggregate ’aggr_name’ destroyed. (アグリゲー
ト「aggr_name」は破棄されました。)

関連概念

23ページの『ディスク・サニタイズの機能』
ディスク・サニタイズは、元のデータを復旧させることが不可能となるように、特
定のバイト・パターンまたはランダム・データでディスクを上書きすることによっ
て、データを物理的に判読不能にするプロセスです。ディスク上のデータを復旧不
能であることを保証したい場合に、「disk sanitize」コマンドを使用してください。

破棄したアグリゲートの復元
以前にアグリゲートを破棄したが、気が変わった場合、データがまだ変更されてお
らず、アグリゲートが SnapLock 準拠では無かった場合は、破棄したアグリゲート
を復元することができます。

始める前に

復元したいアグリゲートの名前を知っている必要があります。これは、破棄された
アグリゲートを表示することのできるコマンドは Data ONTAP にはなく、また
FilerView にも表示されないためです。

次のコマンドを実行して、アグリゲートを復元します: aggr undestroy aggr_name

。 sys1> aggr undestroy aggr1 次のメッセージが表示されます: To proceed with

aggr undestroy, select one of the following options [1] abandon the command

[2] undestroy aggregate aggr1 ID: 0xf8737c0-11d9c001-a000d5a3-bb320198

Selection (1-2)? (アグリゲートの復元を続行するために、次のオプションのいず
れかを選択してください。)

2 を選択した場合、メッセージと共に日付とタイム・スタンプが、アグリゲートに
復元されるそれぞれのディスクごとに表示されます。メッセージの最終行はこう書
かれます: Aggregate ‘aggr1’ undestroyed. (アグリゲート「aggr1」は復元されま
した。) アグリゲートをオンラインにするために、wafliron を実行します。

次のタスク

アグリゲートを復元した後は、特権レベルを「advanced」に設定して「wafliron」プ
ログラムを実行する必要があります。支援が必要な場合は、技術サポートにお問い
合わせください。

物理的なアグリゲートの移動
あるストレージ・システム (送信元) から別のストレージ・システム (宛先) へアグ
リゲートを移動するには、ディスク、ディスク・シェルフ、またはループやスタッ
ク全体を物理的に移動する必要があります。データを新規のストレージ・システム
に移動する、または機能が損なわれたストレージ・システム・モデルからデータを
削除する場合に、アグリゲートを移動する場合があります。
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始める前に

宛先 のストレージ・システムが、次の要件を満たしていることを確認してくださ
い。

v 稼働している Data ONTAP のバージョンが、発信元システムで稼働しているバ
ージョンと同じかそれより新しい必要がある。

v 移動しようとしているシェルフ、モジュール、およびディスク・タイプがサポー
トされる必要がある。

v 移動しようとしているアグリゲートのサイズがサポートされる必要がある。

このタスクについて

ここで説明される手順は、FlexVol ボリュームを使用する両方のアグリゲート、およ
び従来のボリュームに適用されます。

ここで説明する手順は、ゲートウェイ・システムには適用しないでください。ゲー
トウェイ・システムでの物理的なアグリゲートの移動方法について詳しくは、ゲー
トウェイ「Software Setup, Installation, and Management Guide」を参照してくださ
い。

1. 通常のモデルでは、送信元ストレージ・システムのアグリゲートに含まれるデ
ィスクの場所を探索するために、次のコマンドを実行します: aggr status

aggr_name -r。 アグリゲートのデータ、パリティー、および dParity のディス
ク位置が、HA、SHELF、および BAY の列に表示されます (dParity ディスク
は、RAID-DP アグリゲートの場合のみ表示されます)。

2. 移動するのはアグリゲートか、従来のボリュームかに応じて、適切なステップ
を完了してください。

移動させる対象 対処

従来のボリューム 次のコマンドを実行して、ボリュームをオフ
ラインにします: aggr offline vol_name。

アグリゲート 1. ストレージ・システムを保守モードでブ
ートします。

2. 次のコマンドを実行して、アグリゲート
をオフラインにします: aggr offline

aggr_name。

3. 通常モードでリブートします。

3. ストレージ・システムで、ソフトウェア・ベースのディスク所有権を使用して
いる場合、次のコマンドをそれぞれのディスクに指定された順番で実行し、デ
ィスクからソフトウェア所有権の情報を削除してください: priv set advanced

。disk remove_ownership disk_name。priv set。

4. ディスク・シェルフのハードウェア・ガイドの説明にしたがって、送信元のス
トレージ・システムから、手前の手順で識別したディスクまたはシェルフを取
り外します。

5. 宛先のストレージ・システムにディスクまたはディスク・シェルフを取り付け
ます。 宛先のストレージ・システムが新しいディスクを認識する場合、新しい
アグリゲートは「外部アグリゲート」として認識されます。 Data ONTAP は、
外部アグリゲートをオフラインにします。外部アグリゲートが宛先ストレー
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ジ・システム内で既存のアグリゲートと同じ名前を使用している場合、Data

ONTAP は外部アグリゲートの名前を「aggr_name(1)」に変更します。
「aggr_name」の位置には、アグリゲートの元の名前が入ります。

6. 宛先ストレージ・システムがソフトウェア・ベースのディスク所有権を使用し
ている場合、移動したそれぞれのディスクに次のコマンドを実行して、移動し
たディスクを宛先ストレージ・システムに割り当ててください: disk assign

disk_name。

7. 次のコマンドを実行して、外部アグリゲートのディスクが揃っていることを確
認してください: aggr status aggr_name。

重要: 外部アグリゲートが不完全 (partial (部分的) の状況となる) の場合、続
行する前に未着のディスクをすべて追加してください。アグリゲートをオンラ
インにした後に、未着のディスクを追加しようとしないでください。この場
合、追加したディスクはホット・スペア・ディスクになります。アグリゲート
が現在使用しているディスクは、「aggr status -r 」コマンドを使用して識別す
ることができます。

8. 名前の競合によってストレージ・システムが外部アグリゲートの名前を変更し
た場合、次のコマンドを実行してアグリゲートの名前を変更してください: aggr

rename aggr_name new_name。

9. 次のコマンドを実行して、宛先のストレージ・システムでアグリゲートをオン
ラインにしてください: aggr online aggr_name 。

10. 次のコマンドを実行して、追加されたアグリゲートがオンラインになっている
か確認してください: aggr status aggr_name。

11. 両方の送信元ストレージ・システムを、保守モードから抜けてブートしてくだ
さい。 保守モードについて詳しくは、「Data ONTAP System Administration

Guide」を参照してください。
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ボリュームの機能

ボリュームは、ユーザー・データを保持するファイル・システムを含みます。ユー
ザー・データには、Data ONTAP がサポートする 1 つ以上のアクセス・プロトコル
(NFS、CIFS、HTTP、WebDAV、FTP、FCP、および iSCSI) によってアクセスする
ことができます。

各ボリュームは、すべての物理ストレージ (つまり、アグリゲートのディスクと
RAID グループにあるすべてのストレージ) の、ボリュームを収容しているアグリゲ
ートに依存します。

FlexVol ボリュームと従来のボリュームの比較
ボリュームとボリュームを含むアグリゲートの関連付けには違いがあり、そのボリ
ュームが FlexVol ボリュームか従来のボリュームであるかに依存します。

FlexVol ボリュームの機能
FlexVol ボリュームは、そのボリュームを含むアグリゲートと疎結合しているボリュ
ームです。FlexVol ボリュームは、別の FlexVol ボリュームとボリュームを含むア
グリゲートを共有することが可能です。したがって、単一のアグリゲートがそのア
グリゲートに含まれるすべての FlexVol ボリュームが使用する、すべてのストレー
ジの共有ソースとなることが可能です。

FlexVol ボリュームはアグリゲートとは分離して管理されるため、小さい FlexVol

ボリューム (20 MB またはそれ以上) を作成することができ、FlexVol ボリューム
のサイズを最小 4 KB 単位で増加または減少することが可能です。

FlexVol ボリュームを作成したときに、少量の追加スペース (論理サイズのおよそ
0.5 パーセント) がそのボリュームを含むアグリゲートの空き領域から予約されま
す。このスペースは、ボリュームのメタデータを保管するのに使用されます。した
がって、作成した状態で、「ボリューム」のスペース・ギャランティーを使用して
いる FlexVol ボリュームは、アグリゲートからボリューム・サイズの 1.005 倍に等
しい空き領域を使用します。新たに作成した「なし」または「ファイル」のスペー
ス・ギャランティーを使用している FlexVol ボリュームは、ボリュームの論理サイ
ズの .005 倍に等しいサイズの空き領域を使用します。

注:

FlexVol ボリュームおよび従来のボリュームは、最適な構成、およびパフォーマンス
特性に異なるベスト・プラクティスを持っています。これらの違いを理解し、ご使
用の環境に最適な構成を展開してください。

移行およびパフォーマンスの考慮を含む FlexVol ボリュームを使用するストレー
ジ・ソリューションの導入に関して詳しくは、http://www.netapp.com/library/tr/

3356.pdfのテクニカル・レポート 3356 「Introduction to Data ONTAP Release 7G」
を参照してください。

© Copyright IBM Corp. 2008, 2009 111

http://www.netapp.com/library/tr/3356.pdf
http://www.netapp.com/library/tr/3356.pdf


従来のボリュームの機能
従来のボリュームは、アグリゲートに単一で専用化されて含まれるボリュームで
す。これは、収容しているアグリゲートと密結合します。従来のボリュームを収容
しているアグリゲートから、ストレージの他のボリュームを得ることはできませ
ん。

従来のボリュームのサイズを増やすには、収容しているアグリゲートにディスク全
体を追加する方法しかありません。従来のボリュームのサイズは削減できません。
最小限の従来のボリュームは、すべてのスペースを 2 つのディスク (RAID4 の場
合) または 3 つのディスク (RAID-DP の場合) で使用します。

使用することのできるボリュームとアグリゲートの数の制限
使用することのできるボリュームとアグリゲートの数の制限は、ストレージ・シス
テムのモデルと Data ONTAP のバージョンによって決まります。

単一のストレージ・システム上に、最大 100 個のアグリゲート (従来のボリューム
を含む) を使用することができます。

単一のストレージ・システムで使用することのできる FlexVol ボリュームの最大数
は、次に示すストレージ・システムのモデルによって決まります。

v N3300 および N3700 ストレージ・システムの場合、FlexVol ボリュームは 200

個に制限されます。

注: これらのモデルで、アグリゲートをオンラインにすることで 200 を超える
FlexVol ボリュームを使用することになる場合、その操作は成功しますが、それ
以上の FlexVol ボリュームを作成することはできなくなります。また、FlexVol

ボリュームの数を 200 以下に減らすまで、エラー・メッセージが定期的にコンソ
ールに送信されます。

v それ以外のすべてのモデルの場合、FlexVol ボリュームは 500 個に制限されま
す。

v アクティブ/アクティブ構成の場合、これらの制限はそれぞれのノードに個別に適
用されるため、ペア全体での制限は二倍になります。

ボリュームに設定できる属性
ボリュームには、そのボリュームが使用される方法を決める属性の設定がありま
す。

従来のボリュームであるか FlexVol ボリュームであるかに関わらず (注記に書かれ
ている場合を除く)、すべてのボリュームに次の属性を割り当てます。

v ボリューム名

v ボリュームのサイズ (FlexVol ボリュームの場合のみ割り当てます。従来のボリュ
ームのサイズは、ディスクのサイズと数によって決まります。)

v セキュリティー形式 (ボリュームに含めることのできるファイルが、UNIX セキ
ュリティーを使用する、NT ファイル・システム (NTFS) のファイル・セキュリ
ティーを使用する、またはその両方を使用するかを判断します。)

v ボリュームが CIFS oplock (オポチュニスティック・ロック) を使用するかどうか
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v ボリュームの言語

v スペース・ギャランティーのレベル (FlexVol ボリュームのみ)

v ディスク・スペースおよびファイルの制限 (クォータ、オプション)

v スナップショット・コピーのスケジュール (オプション)

v ボリュームを SnapLock ボリュームとして指定するかどうか

v ボリュームをルート ・ボリュームにするかどうか

ボリュームで言語の属性を使用する方法
すべてのボリュームは言語を使用します。ボリュームの言語は、そのボリュームの
ファイル名とデータを表示する際に Data ONTAP が使用する文字セットを決定しま
す。

重要: すべてのボリュームにルート・ボリュームと同じ言語を使用すること、か
つ、ボリュームの作成時にボリュームの言語を設定することを強く推奨します。既
存のボリュームの言語を変更することは、一部のファイルがアクセス不能となる可
能性があります。

ルート・ボリュームの言語は、特に重要となります。これは、次の項目に影響を与
えたり判別に使用されたりします。

v すべてのボリュームのデフォルト言語

v システム名

v ドメイン名

v コンソール・コマンドおよびコマンド出力

v NFS のユーザーおよびグループの名前

v CIFS の共有名

v CIFS のユーザー・アカウント名

v ユニコードをサポートしない CIFS クライアントからのアクセス

v /etc にある構成ファイルの読み取り方法

v ホーム・ディレクトリーにある定義ファイルの読み取り方法

注: ルート・ボリュームに指定した言語を無視して、次のオブジェクトの名前は必
ず ASCII 文字にする必要があります。

v qtree

v スナップショット・コピー

v ボリューム

v アグリゲート

ルート・ボリュームについて詳しくは、「System Administration Guide」を参照して
ください。

ボリュームでどの言語を使用しているかが、ファイル・アクセス・
プロトコルにどのような影響を与えるか

ファイル・アクセス・プロトコル (CIFS および NFS) の選択が、ボリュームに選択
するべき言語に影響します。
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使用するプロトコル ボリュームの言語

NFS Classic (v2 または v3) のみ 言語設定は問題となりません

NFS Classic (v2 または v3) および CIFS クライアントの言語

NFS v4 (CIFS の有無に関わらず) 「cl_lang.UTF-8」。「cl_lang」の場所には、
クライアントの言語を使います。
注: NFS v4 を使用している場合、すべての
NFS Classic クライアントは、ファイル名に
UTF-8 を使用するように構成されている必要
があります。

重複したボリューム名の管理方法
Data ONTAP は、ストレージ・システム内で複数のボリュームに同じ名前を使用す
ることをサポートしません。Data ONTAP はそのようなボリュームを名前変更しま
すが、その名前は問題となる可能性があるので、修正アクションを取る必要があり
ます。

Data ONTAP が重複している可能性のあるボリューム名を検出した場合、その新規
ボリュームの名前の末尾に (d) の文字を追加します。d の位置には、固有の名前に
なるような数字が入ります。

例えば、「vol1」と名前の付いたボリュームを使用しているときに、別のストレー
ジ・システムから「vol1」と名前の付いたボリュームをコピーしてきた場合、Data

ONTAP は新しくコピーしてきたボリュームの名前を「vol1(1)」に変更します。

次の理由から、数字の追加されたボリュームは可能な限り早く名前変更する必要が
あります。

v 名前に含まれる追加の数字は、リブート以後も永続することが保証されません。
ボリュームの名前を変更することで、リブート後の予想外なボリューム名の変更
を回避することができます。

v 括弧文字の「(」と「)」は、NFS では許可されない文字です。名前にこの文字が
含まれたボリュームは、NFS クライアントにエクスポートできません。

v 括弧文字は、クライアントのスクリプトで問題となる可能性があります。

ボリュームの状態および状況
ボリュームは、Online (オンライン)、Offline (オフライン)、または Restricted (制限
付き) の 3 つのいずれかの状態になります。さらに、構成方法およびディスクの正
常性に応じた 1 つ以上の状況値を示すことができます。

ボリュームの現在の状態と状況は、「vol status」コマンドを使用して判別すること
ができます。

次の表は、ボリュームが取り得る状態を示します。

状態 説明

Online (オンライン) このボリュームに対する読み取りおよび書き
込みのアクセスが許可されています。
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状態 説明

Restricted (制限付き) パリティー再計算などの一部の操作は許可さ
れますが、データ・アクセスは許可されませ
ん。

Offline (オフライン) ボリュームへのすべてのアクセスが許可され
ません。

次の表は、ボリュームが取り得る状況値を示します。

注: FlexVol ボリュームは RAID に直接関与はしませんが、FlexVol ボリュームの
状態は、ボリュームを収容するアグリゲートの状態を含みます。したがって、RAID

に付随する状態は、従来のボリュームと同様に FlexVol ボリュームにも適用されま
す。

状況 説明

access denied (アクセス拒
否)

発信元システムがアクセスを許可していない。(FlexCache ボ
リュームのみ。)

connecting (接続中) キャッシュ・システムが発信元システムに接続をしようとし
ている。(FlexCache ボリュームのみ。)

copying (コピー中) ボリュームが、現在アクティブな「vol copy」または
「snapmirror」の操作の宛先になっている。

degraded (劣化) ボリュームを収容しているアグリゲートが、少なくとも 1

つの劣化 RAID グループ (単一のディスク障害が起きてか
ら再構成されていない RAID グループ) を含んでいる。

double degraded (二重劣化) ボリュームを収容しているアグリゲートが、少なくとも 1

つの劣化 RAID-DP グループ (二重のディスク障害が起きて
から再構成されていない RAID グループ) を含んでいる。

flex ボリュームは FlexVol ボリュームです。

flexcache ボリュームは FlexCache ボリュームです。

foreign (外部) ボリュームを収容しているアグリゲートが使用するディスク
は、他のストレージ・システムから現在のストレージ・シス
テムに移動した。

growing (増大中) ボリュームを収容しているアグリゲートにディスクが追加さ
れた。

initializing (初期化中) ボリュームを収容しているアグリゲートが初期化されてい
る。

invalid (無効) ボリュームが有効なファイル・システムを含んでいない。

ironing ボリュームを収容しているアグリゲート上で WAFL 整合性
検査を実行している。

lang mismatch (言語の不一
致)

発信元ボリュームの言語設定が、キャッシュ・ボリュームを
作成した後に変更された。(FlexCache ボリュームのみ。)

mirror degraded (劣化ミラー
リング)

ボリュームを収容しているアグリゲートはミラーリングされ
ており、かつ、そのプレックスの 1 つがオフラインまたは
再同期中。

mirrored (ミラーリング) ボリュームを収容しているアグリゲートはミラーリングされ
ている。
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状況 説明

needs check (チェック必要) ボリュームを収容しているアグリゲート上で WAFL 整合性
検査の実行が必要。

out-of-date (期限切れ) ボリュームを収容しているアグリゲートはミラーリングされ
ており、再同期が必要。

partial (部分的) ボリュームを収容しているアグリゲートのディスクを 1 つ
以上認識しているが、2 つ以上のディスクが欠落している。

raid0 ボリュームを収容しているアグリゲートは、RAID 0 (パリ
ティーなし) グループで構成されている (ゲートウェイ・シ
ステムのみ)。

raid4 ボリュームを収容しているアグリゲートは、RAID4 グルー
プで構成されている。

raid_dp ボリュームを収容しているアグリゲートは、RAID-DP グル
ープで構成されている。

reconstruct (再構成) ボリュームを収容しているアグリゲート内で、1 つ以上の
RAID グループが再構成をしている。

redirect (転送) ボリュームを収容しているアグリゲート上で、アグリゲート
の再割り当てまたはファイルの再割り当てを、「 -p」オプ
ション付きで行っている。アグリゲート内のボリュームへの
読み取り性能が、低下している可能性があります。

rem vol changed 発信元ボリュームが削除されてから同じ名前で再作成され
た。FlexCache の関係を再度使用可能にするために、
FlexCache ボリュームを再作成してください。(FlexCache ボ
リュームのみ。)

rem vol unavail 発信元ボリュームがオフラインまたは削除された。
(FlexCache ボリュームのみ。)

remote nvram err 発信元システムで NVRAM のエラーが起きている。
(FlexCache ボリュームのみ。)

resyncing (再同期中) ボリュームを収容しているミラーリングされたアグリゲート
のプレックスの 1 つが、再同期を行っている。

snapmirrored ボリュームは、他のボリュームと SnapMirror 関係にありま
す。

trad ボリュームは従来のボリュームです。

unrecoverable (リカバリー不
能)

ボリュームはリカバリー不能とマークされた FlexVol ボリ
ュームです。技術サポートにお問い合わせください。

unsup remote vol 発信元システムは、FlexCache ボリュームをサポートしない
バージョンの Data ONTAP で稼働している、またはキャッ
シュ・システムで稼働しているバージョンと互換性がない。
(FlexCache ボリュームのみ。)

verifying (検査中) RAID ミラーの検査が、ボリュームを収容しているアグリゲ
ートで実行している。

wafl inconsistent (WAFL 不
整合)

ボリュームまたはそれを収容しているアグリゲートは、破損
したとマークされている。技術サポートにお問い合わせくだ
さい。
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関連概念

129ページの『FlexCache ボリュームについて』
FlexCache ボリュームは、ローカル・ストレージ・システム上に分散して取り込まれ
たボリュームです。このボリュームは、別の (おそらくリモートの) ストレージ・シ
ステムに裏打ちされています。分散して取り込まれたボリューム (分散ボリューム
とも呼ばれます) は、分散ボリューム内にすべてのデータを必要とすることなく、
リモート・ボリューム上のデータへのアクセスを提供します。

CIFS oplock 設定について
通常、すべてのボリュームおよび qtree の CIFS oplock はそのまま残す必要があり
ます。これはデフォルト設定です。ただし、特別な環境において CIFS oplock をオ
フにすることができます。

CIFS oplock (オポチュニスティック・ロック) は、CIFS クライアント上で先読み、
後書き、およびロック情報のキャッシュをクライアント・サイドで実行するための
特定のファイル共有シナリオのリダイレクターを使用可能にします。クライアント
は、ファイルにアクセスするためにサーバーを定期的に促すことなく、読み込みま
たは書き込みにファイルを使用して動作することができます。これにより、ネット
ワーク・トラフィックを削減させ、パフォーマンスが向上します。

次の環境において、ボリュームまたは qtree 上で CIFS oplock をオフにする場合が
あります。

v 使用しているデータベース・アプリケーションの資料が、CIFS oplock をオフに
することを推奨している。

v 重要なデータを取り扱っており、わずかなデータ損失すら許容できない場合。

そうでなければ、CIFS oplock はオンのままで使用できます。

CIFS oplock について詳しくは、「ファイル・アクセスおよびプロトコルの管理ガ
イド」の CIFS セクションを参照してください。
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関連タスク

196ページの『ストレージ・システム全体で CIFS oplock を使用可能または使用不
可にする』
「cifs.oplocks.enable」オプションを使用して、ストレージ・システム全体で CIFS

oplock の使用可能または使用不可にします。このオプションを「On (オン)」に設定
した場合、CIFS oplock は使用可能となり、個々の設定が qtree およびボリューム
それぞれで有効になります。

196ページの『特定のボリュームや qtree で CIFS oplock を使用可能にする』
特定のボリュームや qtree で CIFS oplock を以前使用不可にした、かつ、現在はそ
れを再び使用可能にしたい場合、「qtree oplocks」を使用して実行することができま
す。

197ページの『特定のボリュームや qtree で CIFS oplock を使用不可にする』
特定のボリュームや qtree で CIFS oplock を使用不可にしたい場合、「qtree

oplocks」コマンドを使用して実行することができます。

セキュリティー形式が、データへのアクセスにどのような影響を与えるか
すべての qtree とボリュームは、NTFS、UNIX、または混合のセキュリティー形式
を持っています。この設定は、ファイルが Windows NT か UNIX (NFS) どちらの
セキュリティーを使用しているかを判別します。セキュリティー形式のセットアッ
プ方法は、ストレージ・システムでどのプロトコルがライセンスされているかに依
存します。

セキュリティー形式はボリュームに適用することができますが、ボリューム属性と
しては表示されません。また、セキュリティー形式を管理をするときは、ボリュー
ムおよび qtree 共に「qtree」コマンドを使用します。ボリュームのセキュリティー
形式は、そのボリューム内で qtree に含まれないファイルおよびディレクトリーに
のみ適用されます。ボリュームのセキュリティー形式は、そのボリューム内の qtree

のセキュリティー形式に影響を与えません。

次の表で、3 つのセキュリティー形式と、それを変更したときの影響を説明しま
す。
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セキュリテ
ィー形式 説明 この形式に変更したときの影響

NTFS CIFS クライアントの場合、セキ
ュリティーは Windows NTFS

ACL を使用してハンドルされま
す。

NFS クライアントの場合、NFS

UID (ユーザー ID) が Windows

SID (セキュリティー識別子) と
関連するグループにマップされま
す。このマップされた資格情報
は、NTFS ACL をベースとした
ファイル・アクセスの判別に使用
されます。
注: NTFS セキュリティーを使用
するには、ストレージ・システム
に CIFS ライセンス交付を受け
る必要があります。NTFS セキュ
リティー形式を使用した qtree で
は、ファイルやディレクトリーの
アクセス権を変更するために
NFS クライアントを使用するこ
とはできません。

混合の qtree から変更した場合、Windows

NT のアクセス権は Windows NT のアクセ
ス権を持つファイルへのファイル・アクセス
を判別します。また、UNIX 形式 (NFS) の
許可ビットが、セキュリティー形式を変更す
る前に作成されたファイルへのファイル・ア
クセスを判別します。
注: 変更が CIFS のストレージ・システムか
らマルチプロトコルのストレージ・システム
で、かつ、「/etc」ディレクトリーが qtree

である場合、セキュリティー形式は NTFS

に変更されます。

UNIX ファイルおよびディレクトリーは
UNIX のアクセス権を所有しま
す。

ストレージ・システムは、それまでに設定さ
れていた Windows NT アクセス権を無視
し、UNIX アクセス権を単独で使用します。

混合 NTFS と UNIX 両方のセキュリ
ティーが許可されます。ファイル
またはディレクトリーは、
Windows NT アクセス権または
UNIX アクセス権のいずれかを所
有することができます。

ファイルのデフォルトのセキュリ
ティー形式は、そのファイル上で
設定されたアクセス権の直前に使
用された形式となります。

ファイルの NTFS アクセス権が変更される
と、ストレージ・システムはそのファイルの
UNIX アクセス権を再計算します。

ファイルの UNIX アクセス権や所有権が変
更されると、ストレージ・システムはそのフ
ァイルの NTFS アクセス権を削除します。

注: セキュリティー形式が NTFS の qtree を作成した、または qtree のセキュリテ
ィー形式を NTFS に変更した場合、すべての Windows ユーザーは、デフォルトで
この qtree へのフル・アクセスが可能となります。一部のユーザーにこの qtree へ
のアクセスを制限したい場合は、アクセス権を変更する必要があります。ファイル
に NTFS のファイル・セキュリティーを設定していない場合、UNIX アクセス権が
強制されます。

ファイル・アクセスおよびアクセス権について詳しくは、「ファイル・アクセスお
よびプロトコルの管理ガイド」を参照してください。
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UNIX アクセス権 が、Windows アプリケーションを使用してフ
ァイルを編集するときにどのような影響を与えるか

多くの Windows アプリケーションは、UNIX セキュリティーを持つファイルを読
み取るときの ACL の解釈が不正確となります。アプリケーションがファイルを保
存するときに、元の UNIX アクセス権は失われます。「cifs.preserve_unix_security」
オプションを使用すると、この問題を回避します。

次の条件の元でファイルを提供する場合、「cifs.preserve_unix_security」オプション
を「on (オン)」に設定するべきです。

v ファイルが UNIX アクセス権を所有している (つまり、モード・ビットが
「chmod」または「umask」コマンドを使用して設定されている)。

v NFS v4 のアクセス制御リスト (ACL) がファイルに適用されていない。

v ファイルが UNIX または混合のセキュリティーを使用する qtree にある。

v ファイルが Windows アプリケーションを使用して編集される。

注: このオプションを有効にした場合、UNIX 形式の qtree は、Windows クライア
ントから参照したときに FAT ボリュームの代わりに NTFS ボリュームとして表示
されます。

「cifs.preserve_unix_security」オプションを設定した場合、「Windows Properties」ダ
イアログ・ボックスの「Security (セキュリティー)」タブを使用して UNIX アクセ
ス権の表示と編集ができます。ただし、UNIX システムでこの操作を許可していな
い場合、Windows クライアントからアクセス権を変更することはできません。例え
ば、ユーザーが所有していないファイルの所有権を変更することはできません。こ
れは、UNIX システムがこの操作を許可していないからです。この制限は、
Windows クライアントがストレージ・システムの UNIX アクセス権の設定を迂回
することを防止します。

「cifs.preserve_unix_security」オプションを設定した場合、「Windows Properties」ダ
イアログ・ボックスの「Security (セキュリティー)」タブを使用して UNIX アクセ
ス権の表示と編集ができます。

「cifs.preserve_unix_security」オプションについて詳しくは、options(1) の man ペー
ジを参照してください。

新規のボリュームと qtree 用のデフォルト・セキュリティー形式
とは

新規のボリュームと qtree に使用されるデフォルト・セキュリティー形式は、スト
レージ・システムが CIFS、NFS、または両方のどのライセンス交付を受けているか
に依存します。

ライセンス デフォルト・セキュリティー形式

CIFS のみ NTFS

NFS のみ UNIX

CIFS および NFS UNIX
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Data ONTAP が満杯のボリュームに追加の空き領域を自動的に提供する方
法

Data ONTAP は、ボリュームがほとんど満杯になっている FlexVol ボリュームに、
追加の使用可能な空き領域を自動的に追加します。使用可能なスペースを作成する
には、最初にボリューム・サイズの増大を許可するか、または最初にスナップショ
ット・コピーを削除するかを選択することができます。

FlexVol ボリュームでこの機能を使用可能にするには、「vol options」オプションに
「try_first」を付けて使用します。

Data ONTAP がボリュームに追加の空き領域を自動的に提供するには、次の方式の
いずれかを使用します。

v ボリュームがほとんど満杯になっている場合、そのサイズを増大する。

この方式は、ボリュームを収容しているアグリゲートに、大容量のボリュームを
サポートするだけの十分なスペースがある場合に役立ちます。増分サイズで増大
させる、およびボリュームに最大サイズを設定することができます。

v ボリュームがほとんど満杯になっている場合、スナップショット・コピーを削除
する。

例えば、複製されたボリュームや LUN にあるスナップショット・コピーにリン
クされていないスナップショット・コピーを、自動的に削除することができま
す。または、どのスナップショット・コピーを最初に削除するか (最も古い、ま
たは最も新しいスナップショット・コピー) を定義することができます。いつス
ナップショット・コピーの削除を開始するかを決めることも可能です (例えば、
ボリュームがほとんど満杯になったときや、ボリュームのスナップショット予約
がほとんど満杯になったとき)。

Data ONTAP が、最初に試行する方式をどちらにするか (ボリュームのサイズを増
大する、またはスナップショット・コピーを削除する) 選択することができます。
最初の方式がボリュームに十分な追加の空き領域を提供できなかった場合、Data

ONTAP は次にもう一方の方式を試行します。

関連タスク

154ページの『FlexVol ボリュームを自動的に増大させる構成』
アグリゲートのスペースを効率的に使用するため、およびボリュームのスペースを
使い尽くされてしまう可能性を削減するために、FlexVol ボリュームを自動的に増大
させるように構成します。

155ページの『FlexVol ボリュームの自動空き領域維持の構成』
FlexVol ボリュームを、自動空き領域維持で構成した場合、ボリュームが満杯に近づ
くと、FlexVol ボリュームが追加の空き領域を提供しようとします。ボリュームがど
のように構成されているかに応じて、ボリュームのサイズを増加させる、またはス
ナップショット・コピーを削除することによって、追加の空き領域を提供すること
ができます。
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FlexClone ボリュームについて

FlexClone ボリュームとは、書き込み可能な、親 FlexVol ボリュームのポイント・
イン・タイム・コピーです。多くの場合、通常の FlexVol として管理することが可
能ですが、いくつかの特別な機能や制限があります。

FlexClone ボリュームの使用法
FlexClone ボリュームは、通常の FlexVol ボリュームと同様の管理方法が可能です
が、いくつかの主要な違いがあります。

次のリストは、FlexClone ボリュームに関する主要な事実の概要の一部です。

v FlexClone ボリュームは、親ボリュームのポイント・イン・タイム・コピーであ
り、書き込み可能なコピーです。FlexClone ボリュームの作成後に親ボリュームに
変更を加えても、FlexClone ボリュームには反映されません。

v FlexClone ボリュームを作成できるようにするには、事前に FlexClone 機能のラ
イセンスをインストールする必要があります。

v FlexClone ボリュームは、すべての機能を持ったボリュームです。親ボリュームと
同様に、「vol」コマンドを使用して管理します。

v FlexClone ボリュームは、常に親ボリュームと同じアグリゲート内に存在します。

v FlexVol ボリュームだけを複製することができます。従来のボリュームのコピー
を作成するには「vol copy」コマンドを使用する必要があり、これはその従来の
ボリューム自身のストレージを使用して、独立したコピーを作成します。

v FlexClone ボリュームは、自分自身を複製することができます。

v FlexClone ボリュームおよびその親ボリュームは、共通するデータについては同じ
ディスク・スペースを共有します。これは、FlexClone ボリュームの作成が即座に
行うことができ、追加のディスク・スペースを必要としない方法です (複製また
は親のボリュームに変更を加えていない場合)。

v FlexClone ボリュームは、親ボリュームと同じスペース・ギャランティーで作成さ
れます。

v FlexClone ボリュームは、親ボリュームと同じスペース予約と部分準備設定で作成
されます。

v スペース・ギャランティー、スペース予約、および部分確保の設定は、ボリュー
ムを含むアグリゲートに十分なスペースがある場合、新規の FlexClone ボリュー
ムのみに強制されます。

v FlexClone ボリュームが存在している間は、親ボリュームに対する一部の操作が許
可されなくなります。

v 親ボリュームと複製の接続を切断することができます。これを、FlexClone ボリュ
ームの分割と呼びます。分割することで、親ボリューム上のすべての制限が撤去
され、FlexClone が自分自身のストレージを使用することになります。
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重要: 親ボリュームから FlexClone ボリュームを分割すると、FlexClone ボリュ
ームの既存のスナップショット・コピーはすべて削除されます。また、分割運用
が継続している間は、新規のスナップショット・コピーの作成ができなくなりま
す。

v 親ボリュームに適用されているクォータは、FlexClone ボリュームへは自動的に適
用されません。

v FlexClone ボリュームが作成された場合、親ボリュームに存在した LUN はすべ
て FlexClone ボリュームにも存在しますが、それらはマップされていないかオフ
ラインになっています。

関連概念

『FlexClone ボリュームまたはその親ボリュームでサポートされない操作』
FlexClone ボリューム上では、一部の Data ONTAP 機能が使用できません。

127ページの『親ボリュームから FlexClone ボリュームを分割する方法』
親ボリュームから FlexClone ボリュームを分割すると、FlexClone ボリュームで稼
働しているすべてのスペース最適化が削除されます。分割した後は、FlexClone ボリ
ュームと親ボリュームは共に、スペース・ギャランティーによって決定するスペー
ス全体を割り当てるように要求します。FlexClone ボリュームは、通常の FlexVol

ボリュームとなります。

170ページの『スペース・ギャランティーとは』
FlexVol 上のスペース・ギャランティーは、スペース予約が有効な特定の FlexVol

ボリュームへの書き込み、またはファイルへの書き込みが、収容するアグリゲート
の使用可能なスペース不足が原因で失敗しないようにします。

関連資料

70ページの『最大およびデフォルトの RAID グループ・サイズ』
最大およびデフォルトの RAID グループ・サイズは、ストレージ・システムのモデ
ル、提供される RAID グループの保護レベル、RAID グループで使用されるディス
クのサイズによってさまざまです。一般に、デフォルトの RAID グループ・サイズ
を使用するべきです。

FlexClone ボリュームまたはその親ボリュームでサポートされない操作
FlexClone ボリューム上では、一部の Data ONTAP 機能が使用できません。

次の操作は、親ボリュームまたはその複製で許可されない操作です。

v スナップショット・コピーを使用している FlexClone ボリュームが存在している
間は、親ボリュームのスナップショット・コピーを削除することはできません。
基本のスナップショット・コピーは、FlexClone ボリュームの作成に使用されたス
ナップショット・コピーで、親ボリュームには「busy, vclone」のマークが付きま
す。

v 基本スナップショット・コピーを取得する前に作成したスナップショット・コピ
ーを使用して、親ボリューム上でボリュームの SnapRestore 操作を実行すること
はできません。

v 複製したボリュームが存在している場合、親ボリュームを破棄することはできま
せん。

v オフラインにされたボリュームを複製することはできません (複製した後に親ボ
リュームをオフラインにすることは可能です)。
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v FlexClone ボリュームまたは親ボリュームを宛先ボリュームとした「vol copy」コ
マンドを実行することはできません。

v FlexClone ボリュームで SnapMirror 使用する場合、いくつかの制限があります。

関連概念

127ページの『FlexClone ボリュームと共に SnapMirror レプリケーションのボリュ
ームを使用する方法』
SnapMirror レプリケーションと FlexClone ボリュームは共にスナップショット・コ
ピーに依存するボリュームのため、2 つの機能を同時に使用する方法にはいくつか
の制限があります。

FlexClone ボリュームとスペース・ギャランティー
FlexClone ボリュームは、親ボリュームから初期スペース・ギャランティーを継承し
ます。例えば、「ボリューム (volume)」のスペース・ギャランティーを持った親ボ
リュームから FlexClone ボリュームを作成した場合、この FlexClone ボリュームの
初期スペース・ギャランティーも「ボリューム」になります。 FlexClone ボリュー
ムのスペース・ギャランティーは変更できます。

例えば、「ボリューム」のスペース・ギャランティーを持った 100 MB の FlexVol

を使用していて、その内の 70 MB が使用済みで 30 MB が空き容量となっている
と仮定します。その FlexVol ボリュームを親ボリュームとして、新規に FlexClone

ボリュームを作成するとします。新しい FlexClone ボリュームは、初期スペース・
ギャランティーに「ボリューム」が使われますが、ボリュームをコピーした場合の
ようにアグリゲートから 100 MB 全体を要求することはありません。その代わり、
アグリゲートは複製に対して空き領域を 30 MB (100 MB マイナス 70 MB) だけ
割り当てる必要があります。

同じ親ボリュームおよび同じスペース・ギャランティーを持つ複数のボリュームの
複製がある場合、同じ親ボリュームの共有スペースをお互いに共有し、それによっ
てより多くのスペースを節約します。

注: 共有スペースは、共有スナップショット・コピーの存在に依存します (基本スナ
ップショット・コピーは FlexClone ボリュームの作成に使用されます)。この共有ス
ナップショット・コピーを削除した場合、FlexClone ボリュームによるスペース節約
が失われます。
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関連概念

『FlexClone ボリュームと共有スナップショット・コピー』
スペース・ギャランティーを使用している場合、新規の FlexClone ボリュームは親
ボリュームとスナップショット・コピーを共有して、スペース所要量を最小化しま
す。共有スナップショット・コピーを削除する場合、FlexClone ボリュームのスペー
ス所要量が増大する可能性があります。

170ページの『スペース・ギャランティーとは』
FlexVol 上のスペース・ギャランティーは、スペース予約が有効な特定の FlexVol

ボリュームへの書き込み、またはファイルへの書き込みが、収容するアグリゲート
の使用可能なスペース不足が原因で失敗しないようにします。

FlexClone ボリュームと共有スナップショット・コピー
スペース・ギャランティーを使用している場合、新規の FlexClone ボリュームは親
ボリュームとスナップショット・コピーを共有して、スペース所要量を最小化しま
す。共有スナップショット・コピーを削除する場合、FlexClone ボリュームのスペー
ス所要量が増大する可能性があります。

例えば、「ボリューム」のスペース・ギャランティーを持った 100 MB の FlexVol

を使用していて、その内の 70 MB が使用済みで 30 MB が空き容量となっている
と仮定します。その FlexVol ボリュームを親ボリュームとして、新規に FlexClone

ボリュームを作成するとします。新しい FlexClone ボリュームは、初期スペース・
ギャランティーに「ボリューム」が使われますが、ボリュームをコピーした場合の
ようにアグリゲートから 100 MB 全体を要求することはありません。その代わり、
アグリゲートは複製に対して空き領域を 30 MB (100 MB マイナス 70 MB) だけ
割り当てる必要があります。

次に、FlexClone ボリュームから共有スナップショット・コピーを削除したとしま
す。FlexClone ボリュームはスペース所要量の最適化をすることができなくなり、ボ
リュームを含むアグリゲートから 100 MB 全体を必要とします。

注: 「insufficient space in the aggregate (アグリゲートのスペースが不十分)」が原因
で FlexClone からのボリューム削除が妨げられる場合は、スナップショット・コピ
ーを削除することによって、アグリゲートが現在使用可能なスペース以上の割り当
てを要求されてしまっています。アグリゲートのサイズを拡大するか、FlexClone ボ
リュームのスペース・ギャランティーを変更する必要があります。

FlexClone ボリュームの共有スナップショット・コピーの識別方法
「snap list」コマンドを使用して、親ボリューム内 のスナップショット・コピーの
リストから共有スナップショット・コピーを識別することができます。親ボリュー
ム内で「busy, vclone」と表示されていて、FlexClone ボリューム内にも存在してい
るスナップショット・コピーは、すべて共有スナップショット・コピーです。
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FlexClone ボリュームと共に SnapMirror レプリケーションのボリューム
を使用する方法

SnapMirror レプリケーションと FlexClone ボリュームは共にスナップショット・コ
ピーに依存するボリュームのため、2 つの機能を同時に使用する方法にはいくつか
の制限があります。

既存の FlexClone ボリュームまたは親ボリュームを使用したボリ
ューム SnapMirror 関係の作成について

FlexClone ボリュームまたは親ボリュームをソース・ボリュームとして、ボリューム
SnapMirror 関係を作成することができます。しかし、FlexClone ボリュームまたは
親ボリュームを宛先 ボリュームとして使用して、新規のボリューム SnapMirror 関
係を作成することはできません。

既に SnapMirror 関係にあるボリュームを基にした FlexClone ボ
リューム作成について

既にボリューム SnapMirror 関係の状態にあるソース、または宛先を基にして
FlexClone ボリュームを作成することができます。しかし、そうすることで、将来の
SnapMirror レプリケーション・オペレーションの正常な完了を阻害する可能性があ
ります。

FlexClone ボリュームを作成したときに、SnapMirror によって使用されているスナ
ップショット・コピーがロックされる可能性があるので、レプリケーションは動作
しない可能性があります。このような場合は、FlexClone ボリュームが破棄される
か、親ボリュームから分割されるまで、SnapMirror の宛先ボリュームに対する複製
の生成が停止します。この問題に対応するためのオプションには、以下の 2 つがあ
ります。

v FlexClone ボリュームが一時的に必要で、および SnapMirror 複製の一時的な停止
が可能な場合、FlexClone ボリュームを作成し、可能な場合は親ボリュームからこ
のボリュームを削除または分割しても構いません。この時点で、SnapMirror 複製
は正常に続行します。

v SnapMirror 複製の一時的な停止ができない場合、SnapMirror のソース・ボリュー
ムにスナップショット・コピーを作成し、そのスナップショット・コピーを使用
して FlexClone ボリュームを作成します。(宛先ボリュームから FlexClone ボリュ
ームを作成する場合、SnapMirror の宛先ボリュームにスナップショット・コピー
の複製が生成されるまで待つ必要があります。) この方法では、SnapMirror が使
用するスナップショット・コピーをロックすることなく複製を作成することが可
能となります。

親ボリュームから FlexClone ボリュームを分割する方法
親ボリュームから FlexClone ボリュームを分割すると、FlexClone ボリュームで稼
働しているすべてのスペース最適化が削除されます。分割した後は、FlexClone ボリ
ュームと親ボリュームは共に、スペース・ギャランティーによって決定するスペー
ス全体を割り当てるように要求します。FlexClone ボリュームは、通常の FlexVol

ボリュームとなります。
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以下は、複製を分割する操作について知っておくべきことをリストしています。

v 親ボリュームから FlexClone ボリュームを分割すると、FlexClone ボリュームの
既存のスナップショット・コピーはすべて削除されます。

v 分割運用の期間中は、FlexClone ボリュームの新規のスナップショット・コピーを
作成することはできません。

v 複製分割の操作は、実行に長い時間がかかる可能性があるコピー操作のため、
Data ONTAP は操作の停止または状況を確認するための「 vol clone split stop」
および「vol clone split status」コマンドを提供しています。

v 複製分割の操作はバックグラウンドで実行され、親ボリュームや複製ボリューム
へのデータ・アクセスに干渉しません。

v 分割操作中に FlexClone ボリュームをオフラインにした場合、分割操作は中断さ
れます。FlexClone ボリュームをオンラインに戻すと、分割操作は再開されます。

v 一度 FlexClone ボリュームと親ボリュームを分割すると、再結合することはでき
ません。

関連タスク

158ページの『FlexClone ボリュームを親ボリュームから分割』
親ボリュームのディスク・スペースを使用するのではなく、FlexClone ボリューム自
身にディスク・スペースを所有させたい場合、親ボリュームから FlexClone ボリュ
ームを分割することができます。

FlexClone ボリュームと LUN
LUN と LUN クローンを含む FlexVol ボリュームを複製することができます。

FlexClone ボリュームを作成した場合、親ボリューム内の LUN は複製にも存在しま
すが、マップされず、オフラインになっています。 FlexClone ボリューム内の LUN

をオンラインに戻すには、igroups にマップする必要があります。親ボリューム内の
LUN がスナップショット・コピーで裏付けられている場合、複製もまたスナップシ
ョット・コピーを継承します。

親ボリュームが LUN クローン (「lun clone」コマンドを使用して作成された LUN)

を含んでいる場合、FlexClone ボリュームは LUN クローンと基本スナップショッ
ト・コピーを継承します。

注: 親ボリューム内の LUN クローンの基本スナップショット・コピーは、
FlexClone ボリューム内の基本スナップショット・コピーとブロックを共有します。
FlexClone ボリューム内に基本スナップショット・コピーが存在している間は、親ボ
リューム内にある LUN クローンの基本スナップショット・コピーを削除すること
はできません。
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FlexCache ボリュームについて

FlexCache ボリュームは、ローカル・ストレージ・システム上に分散して取り込まれ
たボリュームです。このボリュームは、別の (おそらくリモートの) ストレージ・シ
ステムに裏打ちされています。分散して取り込まれたボリューム (分散ボリューム
とも呼ばれます) は、分散ボリューム内にすべてのデータを必要とすることなく、
リモート・ボリューム上のデータへのアクセスを提供します。

FlexCache ボリュームは、リモート・データへのアクセスを速めるため、またはアク
セス量の多いボリュームからトラフィック負荷を軽減するために使用することがで
きます。キャッシュされたデータはデータが変更された場合に排出しなければなら
ないため、FlexCache ボリュームはあまり変更されないデータに対して最も効果があ
ります。

クライアントが FlexCache ボリュームからデータを要求する場合、データは元のシ
ステムから読み取られ、かつ、FlexCache ボリューム上にキャッシュされます。次に
そのデータが要求されると、FlexCache ボリュームから直接データが提供されます。
これによって、同じデータに繰り返しアクセスした場合にパフォーマンスが向上し
ます。これは、最初の要求の後は、データがネットワークを介して移動してくるこ
とや、過負荷のシステムから提供されることがなくなるためです。

FlexCache のハードウェアおよびソフトウェア要件
FlexCache ボリュームを作成し、これを使用して発信元ボリュームのデータにアクセ
スする前に、発信元システムとキャッシュ・システムの両方が FlexCache 機能のハ
ードウェアおよびソフトウェア要件を満たしているか、確認する必要があります。

キャッシュ・システムと発信元システムとでは要件が異なります。

キャッシュ・システムは、次の要件を満たす必要があります。

v システムが次のバージョンの Data ONTAP のいずれかを使用している

– Data ONTAP 7.0.5 またはそれ以降の 7.0 リリース・ファミリー

– Data ONTAP 7.2.1 またはそれ以降の 7.2 リリース・ファミリー

– 7.3 リリース・ファミリーのすべてのバージョン

注: キャッシュ・システムと発信元システムは、同じバージョンの Data ONTAP

である必要はありません。

v 有効な FlexCache ライセンス

v NFS が使用可能にされている有効な NFS ライセンス

発信元システムは、次の要件を満たす必要があります。

v システムが次のバージョンの Data ONTAP のいずれかを使用している

– Data ONTAP 7.0.1 またはそれ以降の 7.x リリース・ファミリー

– Data ONTAP 10.0.3 またはそれ以降の 10.x リリース・ファミリー
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注: 発信元システムで Data ONTAP 10 が稼働している場合、キャッシュ・シ
ステムは Data ONTAP 7.2.1 またはそれ以降である必要があります。

Data ONTAP 10 が稼働するシステムは、キャッシュ・システムとしての提供
はできません。

v NFS が使用可能にされている有効な NFS ライセンス

v 「flexcache.access」オプションが設定され、FlexCache ボリュームへのアクセスが
許可されている

注: このオプションについて詳しくは、na_protocolaccess(8) の man ページを参照
してください。

発信元ボリュームが vFiler ユニット内の場合、vFiler コンテキスト用に次のオプ
ションを設定してください。

v 「flexcache.enable」オプションが、「on (オン)」に設定されている

注: 発信元ボリュームが vFiler ユニット内の場合、vFiler コンテキスト用に次の
オプションを設定してください。

FlexCache ボリュームの制限
ストレージ・システム上に最大 100 個の FlexCache ボリュームを持つことが可能で
す。また、FlexCache ボリューム上で使用可能ではない特定の Data ONTAP 機能が
あり、かつ、FlexCache ボリュームにバッキング (補助ストレージへの保管) された
ボリューム上で使用可能ではないその他の機能があります。

次の Data ONTAP 機能は、FlexCache ボリューム上では使用できません (この制限
は発信元ボリュームには適用されません)。

v NFSv2 または NFSv3 以外のプロトコルを使用したクライアント・アクセス

v スナップショット・コピーの作成

v SnapRestore

v SnapMirror (qtree またはボリューム)

v SnapVault

v FlexClone ボリュームの作成

v 「ndmp」コマンド

v クォータ

v qtree

v ボリュームのコピー

v vFiler0 以外の vFiler ユニットのいずれかへ FlexCache ボリュームを作成

v 発信元ボリュームと同じストレージ・システム上への FlexCache ボリュームの作
成

注: アクティブ/アクティブ構成内の 1 つのノード上に FlexCache キャッシュ・
ボリュームを配置し、同じアクティブ/アクティブ構成の別のノード上にそのキャ
ッシュ・ボリュームの発信元ボリュームを配置することは可能です。
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次の Data ONTAP 機能は、使用できないボリュームやストレージ・システムに裏打
ちされたすべての FlexCache ボリュームを提供していない、FlexCache の発信元ボ
リュームまたは発信元ストレージ・システムでは使用できません。

注: 発信元システムでこれらの操作を実行したい場合は、影響のある FlexCache ボ
リュームを破棄し、操作を実行し、FlexCache ボリュームを再作成してください。た
だし、FlexCache ボリュームを再取り込みする必要があります。

v 次のいずれかのコマンドを使用して、vFiler ユニットから vFiler0 へ発信元ボリ
ュームを移動することはできません。

– vfiler move

– vfiler add

– vfiler remove

– vfiler destroy

注: SnapMover (vfiler migrate) は使用できます。これは、ボリュームからバッ
キングされた FlexCache ボリュームを再作成することなく、発信元ボリューム
を移行するために使用されます。

発信元ボリュームが、vFiler ユニットに所有されることは可能です。

v 「snapmirror migrate」コマンドの宛先として、FlexCache の発信元ボリュームを使
用することはできません。

v 発信元ボリュームの言語は、基本となる文字セットの変更が引き起こされる場合
や、新しい言語がキャッシュ・システム上で使用できない場合は変更できませ
ん。

例えば、発信元ボリュームの言語を英語から米国英語に変更することは可能で
す。しかし、言語を英語から日本語のような異なる文字セットを使用する言語へ
変更する場合は、発信元ボリュームをバッキングしたすべての FlexCache ボリュ
ームを破棄してから再作成する必要があります。

v 発信元ボリュームに含まれる qtree が属する vFiler ユニットが、その発信元ボリ
ュームを所有する vFiler ユニットとは異なる場合、その qtree に FlexCache ボリ
ュームがアクセスすることはできません。

例えば、ボリューム「vol1」が vFiler0 に所有されているが、「qtree1」 (これ
は「vol1」に含まれている) が別の vFiler ユニットに所有されていると仮定しま
す。「vol1」をバッキング・ボリュームとして作成されたFlexCache ボリューム
は、「qtree1」に含まれるデータにアクセスすることはできません。

FlexCache に使用できるボリューム・タイプ
FlexCache ボリュームは、常に FlexVol ボリュームである必要があります。発信元
ボリュームは、FlexVol または従来のボリュームになることができ、また SnapLock

ボリュームにもなることができます。これを発信元ボリュームとして使用するに
は、いくつかの制限があります。

次のストレージ・コンテナーを FlexCache の発信元ボリュームとして使用すること
はできません。

v FlexCache ボリューム
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v SnapVault の宛先を含むボリューム

v Qtree

FlexCache Autogrow 機能の使用法
最良のキャッシュ・パフォーマンスを得るために、Data ONTAP に FlexCache

Autogrow 機能を使用した FlexCache ボリュームのサイズ制御をさせてください。

FlexCache ボリュームを小さくしすぎると、キャッシュ・パフォーマンスに悪影響を
与える可能性があります。FlexCache ボリュームが満杯になってくると、前にキャッ
シュされたファイルをランダムに選んで消去し、新しい要求データのための場所を
作成します。ファイルから消去されたデータが再び要求されると、データを再び発
信元ボリュームから取得する必要があります。

そのために、Autogrow 機能の使用と、作業セット・サイズの増大にあわせて
FlexCache ボリュームのサイズを増大させることを Data ONTAP に許可することが
最適となります。この方式には、次の利点があります。

v FlexCache ボリュームの作業セット・サイズが増大した場合、アグリゲート内に
スペースがある限り、キャッシュからのデータ排出を行う代わりに、FlexCache

ボリュームのサイズを自動的に増やします。キャッシュからのデータ排出がある
と、データ・アクセスのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

v サイズ増大はオペレーターが介入せずに行われます。

v 複数の FlexCache ボリュームが同じアグリゲートを共有している場合、最も多く
のデータ・アクセスのあるボリュームが、最も多いスペースを受け取ります。

v アグリゲートのサイズを増やした場合、そのアグリゲートに含まれる FlexCache

ボリュームは、必要であれば追加スペースを自動的に利用します。

Autogrow 機能は、Data ONTAP 7.3 およびそれ以降を使用して、サイズ指定をせず
に新規 FlexCache ボリュームを作成すると、デフォルトで使用可能となります。既
存の FlexCache ボリュームで Autogrow 機能を使用可能にするには、「vol

options」コマンドを「flexcache_autogrow」オプションを付けて使用します。

注: Autogrow 機能が使用可能になる前は、FlexCache ボリュームに推奨されるサイ
ズ変更戦略は、その FlexCache ボリュームを含むアグリゲートのサイズと
FlexCache ボリュームを同じ大きさにすることでした。この手法が、必要とされるパ
フォーマンスおよびスペース使用率を提供している場合、既存の FlexCache ボリュ
ームを Autogrow 機能を使用するために再構成する必要はありません。

FlexCache ボリュームのスペース管理の機能
FlexCache ボリュームは、通常の FlexVol ボリュームと同じ方法のスペース管理は
使用しません。FlexCache ボリューム用に予約されるディスク・スペースの量は、通
常の FlexCache ボリュームのサイズではなく、「flexcache_min_reserved」ボリュー
ム・オプションの値によって決定されます。

「flexcache_min_reserved」ボリューム・オプションのデフォルト値は 100 MB で
す。通常、このオプション値を変更する必要はありません。
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重要: FlexCache ボリュームのスペース・ギャランティーが、受け入れられている
必要があります。FlexCache ボリュームをオフラインにする場合、FlexCache に割り
当てられたスペースはアグリゲート内の別のボリュームから使用可能となります
(すべての FlexVol ボリュームと同様に)。ただし、通常の FlexVol ボリュームとは
異なり、FlexCache ボリュームはアグリゲートがスペース・ギャランティーを受け入
れるためのスペースが不十分だった場合、オンラインにすることができません。

関連概念

170ページの『スペース・ギャランティーとは』
FlexVol 上のスペース・ギャランティーは、スペース予約が有効な特定の FlexVol

ボリュームへの書き込み、またはファイルへの書き込みが、収容するアグリゲート
の使用可能なスペース不足が原因で失敗しないようにします。

111ページの『ボリュームの機能』
ボリュームは、ユーザー・データを保持するファイル・システムを含みます。ユー
ザー・データには、Data ONTAP がサポートする 1 つ以上のアクセス・プロトコル
(NFS、CIFS、HTTP、WebDAV、FTP、FCP、および iSCSI) によってアクセスする
ことができます。

FlexCache ボリュームが別のボリュームとスペースを共有する方法
同じアグリゲートに複数の FlexCache ボリュームを持つことが可能です。また、通
常の FlexVol ボリュームも FlexCache ボリュームと同様に、同じアグリゲートに持
つことが可能です。最も効率的なセットアップをするために、ボリュームのスペー
ス共有方法を理解する必要があります。

同じアグリゲート内に複数の FlexCache ボリュームを配置している場合、それぞれ
の FlexCache ボリュームは少量のスペース (「flexcache_min_reserved」ボリュー
ム・オプションによって指定され、デフォルトは 100 MB) を予約します。残りの
スペースは必要に応じて割り当てられます。これは、「ホット」な FlexCache ボリ
ューム (重いアクセスのあるボリューム) にはより多くのスペースを許可し、アクセ
スされなくなった FlexCache ボリュームからは徐々にサイズを削減していく方法で
す。

注: アグリゲートが含んでいる FlexCache ボリュームが空き領域を使い尽くした場
合、Data ONTAP はアグリゲート内の FlexCache ボリュームをランダムに選択し、
それを切り捨てます。切り捨てるとは、以前のサイズの割合のパーセンテージにボ
リューム・サイズが削減されるまで、FlexCache ボリュームからファイルを排出する
方法です。

FlexCache ボリュームと同じアグリゲートに通常の FlexVol ボリュームがある場
合、およびアグリゲートが満杯になってきた場合、FlexCache ボリュームは一部の予
約されていないスペースを減らすことができます (現在使用されていないスペース
の場合)。この場合に、FlexCache ボリュームが新しいデータ・ブロックを取り出し
てくる必要があり、それを収めるための十分な空き領域がないと、FlexCache ボリュ
ームの 1 つからデータ・ブロックが排出され、新しいデータ・ブロックのための場
所が作られます。

排出されたデータが多数のキャッシュ・ミスの原因となっている場合 (「flexcache

stats」コマンドで表示されます)、アグリゲートにスペースを追加するか、一部のデ
ータを別のアグリゲートに移動します。
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FlexCache 統計情報の表示法
Data ONTAP は、アクセス・パターンや FlexCache ボリュームの効率を理解するの
に便利な、FlexCache ボリュームに関する統計情報を提供します。

ご使用の FlexCache に関する統計情報を表示するには、次の方式を使用します。

v 「flexcache stats」コマンド (クライアントおよびサーバーの統計情報)

v 「nfsstat」コマンド (クライアントの統計情報のみ)

v 「perfstat」ユーティリティー

v 「stats」コマンド

コマンドについて詳しくは、na_flexcache(1)、na_stats(1)、および nfsstat(1) の man

ページを参照してください。

関連タスク

163ページの『FlexCache クライアント統計を表示』
発信元システムではなく、FlexCache ボリュームから提供されている操作がいくつあ
るのか表示するために、クライアント統計を使用することができます。多数のキャ
ッシュ・ミスは、FlexCache ボリュームが小さすぎる、およびデータが廃棄された後
に再び取り出されていることを示している可能性があります。

163ページの『FlexCache サーバー統計の表示』
過負荷になっているボリュームの負荷を軽減するために LAN 展開を使用している
場合、発信元システムに関する情報の取得、およびキャッシュ・ボリューム間で負
荷が均等に分散されているかを確認するために、サーバー統計を使用することがで
きます。

発信元システムへの接続が失われた場合に発生すること
キャッシュ・システムと発信元システム間の接続が失われると、それ以降の
FlexCache ボリュームへの読み込みと書き込みの操作がすべて停止します。キャッシ
ュ・システムと発信元システム間の接続が回復されると、これらの操作が終了し、
FlexCache ボリュームは正常に機能します。

発信元ボリュームの NFS エクスポート状況が FlexCache のアクセスにど
のような影響を与えるか

ボリュームは、FlexCache ボリュームの発信元ボリュームとして働くためにエクスポ
ートされる必要はありません。ボリュームが発信元ボリュームとなるのを回避する
場合は、「flexcache.access」オプションを「none (なし)」に設定します。

FlexCache のキャッシュ方法
FlexCache がキャッシュ・データの妥当性を判断する方法を理解すると、FlexCache

のデータ・セットが最適な候補であるかを判断するのに役立ちます。
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基本的なキャッシュ・ユニットのファイル
ファイルは、FlexCache キャッシュの基本的なオブジェクトですが、場合によっては
ファイルのデータの一部のみがキャッシュされます。データが有効にキャッシュさ
れた場合、データへの読み取り要求は発信元ボリュームにアクセスすることなく完
了します。

特定のファイルのデータ・ブロックが FlexCache ボリュームから要求される場合、
すべてのデータ・ブロックが存在していなくても、そのファイルの属性がキャッシ
ュされていれば、ファイルもキャッシュされていると考えられます。

ファイルのいずれかの部分が変更された場合、ファイル全体が無効化され、キャッ
シュから排出されます。このため、頻繁に更新される 1 つの大きなファイルから構
成されるデータ・セットは、FlexCache を実装するには最適な候補となりません。

注: キャッシュは、ファイルのアクセス時間のみが更新される場合には影響があり
ません。

注: ディレクトリーおよびシンボリック・リンクもキャッシュされます。本書の
「ファイル」という用語は、これらのオブジェクトのことも示します。

キャッシュ整合性を実現する方法
FlexCache ボリュームのキャッシュ整合性は、3 つの主要な手法、すなわち委任、属
性キャッシュ・タイムアウト、および書き込み操作プロキシー を使用して実現され
ます。

委任
委任とは、発信元システムとキャッシュ・ボリューム間の契約と考えることができ
ます。キャッシュ・ボリュームが委任されている間はファイルが変更されません。
委任は特定の状況でのみ使用されます。

発信元ボリュームから取得したファイルのデータの場合、発信元システムはキャッ
シュ・ボリュームにそのファイルを委任することができます。このファイルが発信
元ボリューム上で変更される前に、別のキャッシュ・ボリュームから要求される
か、直接クライアントからアクセスされた場合、発信元システムはそのファイルの
委任を、すでに委任していたすべてのキャッシュ・ボリュームから取り消します。

委任は常に使用されるわけではありません。次に、オブジェクトが変更されないこ
とを保証するために委任を使用することができない状況の概要をリストします。

v 通常のファイル以外のオブジェクト

ディレクトリー、シンボリック・リンク、およびその他のオブジェクトは通常の
ファイルではなく、委任されません。

v SnapMirror の宛先の発信元ボリューム

発信元ボリュームが SnapMirror の宛先の場合、委任は使用できません

v 接続が失われた場合

キャッシュと発信元システム間の接続が失われた場合、委任を引き受けることが
できなくなり、取り消されると見なされることになります。
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v 委任の最大数に到達した場合

発信元ボリュームがすべての委任を保管できない場合、新しい委任の場所を作成
するために、既存の委任が取り消される可能性があります。

注: 委任は、発信元ボリュームへの書き込み性能をわずかに低下させます。これ
は、ファイルが修正される委任を保持しているキャッシュ・ボリュームの数に依存
します。

FlexCache ボリュームがオフラインにされた場合、そのボリュームのすべての委任は
破棄されます。

属性キャッシュ・タイムアウト
発信元ボリュームからデータを取得したときに、そのデータに含まれるファイルに
委任が存在していれば、有効な FlexCache ボリュームと見なされます。委任が存在
しない場合、属性キャッシュ・タイムアウトによって指定される一定時間はファイ
ルが有効とみなされます。

クライアントがファイルからデータを要求したが、そのファイルに対する委任がな
く、また属性キャッシュ・タイムアウトが超過している場合、FlexCache ボリューム
はファイルの属性が発信元システムで変更されていないかを確認します。次のアク
ションの 1 つを実行します。

v ファイルがキャッシュされてからそのファイルの属性が変更されていない場合
は、要求データは直接クライアントに返されるか (データが既に FlexCache ボリ
ュームにある場合)、または発信元システムから取得してからクライアントに返し
ます。

v ファイルの属性が変更されている場合、キャッシュ内のファイルに無効のマーク
をつけます。次に、要求データ・ブロックが発信元システムから読み込まれ、こ
の FlexCache ボリュームから初めてアクセスされたファイルのように FlexCache

ボリュームに保管されます。

属性キャッシュ・タイムアウトを使用すると、次の条件がすべて真となっている場
合、失効したデータをクライアントが取得する可能性があります。

v キャッシュ・ボリューム上のファイルに委任がない。

v ファイルの属性キャッシュ・タイムアウトに到達していない。

v ファイルが、キャッシュ・ボリューム上で最後にアクセスされてから、発信元ボ
リュームで変更された。

注: クライアントは、既に FlexCache ボリュームに保管されているディレクトリー
について、発信元ボリューム上でファイルの追加または削除が行われたときの不整
合なデータを取得する可能性があります。ファイルの追加または削除は、FlexCache

ボリューム上で最後にディレクトリーが更新されてからディレクトリーの属性キャ
ッシュ・タイムアウトに指定された時間 (acdirmax) が経過するまで、FlexCache 上
で認識できるようになりません。

クライアントが不整合のデータを取得することを予防するために、属性キャッシ
ュ・タイムアウトを「0」に設定することが可能です。ただし、委任されていないす
べてのデータ要求が発信元システムへのアクセスを引き起こすため、キャッシュ・
パフォーマンスに悪影響を及ぼします。
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属性キャッシュ・タイムアウトは、ボリューム・オプションを使用して決定されま
す。オプション名およびデフォルト値の概要を、次の表に示します。

ボリューム・オプション 説明 デフォルト値 (秒)

acdirmax ディレクトリー用属性キャッ
シュ・タイムアウト

30 秒

acregmax 通常のファイルの属性キャッ
シュ・タイムアウト

30 秒

acsymmax シンボリック・リンクの属性
キャッシュ・タイムアウト

30 秒

actimeo すべてのオブジェクトの属性
キャッシュ・タイムアウト

30 秒

このオプションの変更について詳しくは、na_vol(1) の man ページを参照してくだ
さい。

書き込み操作プロキシー
キャッシュされたファイルをクライアントが変更した場合、この操作は発信元シス
テムまで渡されるか、プロキシーを介します。それから、このファイルがキャッシ
ュから排出されます。

書き込みがプロキシーになっている場合、発信元ボリューム上のファイル属性も変
更されます。これは、別のクライアントがこのファイルのデータを要求した場合
に、このデータをキャッシュしている別のいずれかの FlexCache ボリュームも属性
キャッシュ・タイムアウトに到達するとすぐにデータを再要求する方法です。

キャッシュのヒットとミス
キャッシュのヒットとミスには、複数のタイプがあります。要因には、データがキ
ャッシュ内に存在するかどうかや、属性キャッシュ・タイムアウトが超過していな
いかどうか、またファイルの属性が変更されていないかなどが含まれます。

クライアントが読み取り要求をすると、該当するブロックが FlexCache ボリューム
にキャッシュされている場合、データは直接 FlexCache ボリュームから読み込まれ
ます。これを「キャッシュ・ヒット」と呼びます。キャッシュ・ヒットは、直前の
要求の結果です。

キャッシュ・ヒットは、次のいずれかのタイプになります。

v ヒット

要求データがキャッシュされていて、検証が必要ない場合です。要求はローカル
で処理され、発信元システムへのアクセスが発生しません。

v ヒットおよび検証

要求データはキャッシュされていますが、属性キャッシュ・タイムアウトが超過
しているため、ファイル属性を発信元システムと照合します。データが、発信元
システムから要求されることはありません。

データが要求され、そのデータが現在 FlexCache ボリューム上にない場合、または
要求データがキャッシュされた後に変更されている場合、キャッシュ・システムは
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発信元システムからデータを読み込み、その後データを要求したクライアントに送
信します。これを「キャッシュ・ミス」と呼びます。

キャッシュ・ミスは、次のいずれかのタイプになります。

v ミス

要求データがキャッシュに存在しません。データは発信元システムまたはキャッ
シュしてから読み込まれます。

v ミスおよび検証

要求データはキャッシュされていますが、ファイル属性がファイルのキャッシュ
後に変更されています。ファイルはキャッシュから排出され、要求データは発信
元システムまたはキャッシュされてから読み込まれます。

標準的な FlexCache の展開
FlexCache は通常、WAN 展開 (リモート・クライアントからの平均アクセス時間が
低下) および LAN 展開 (ストレージ・システムのワークロードの過負荷を削減) を
使用します。

WAN 展開
WAN 展開の場合、FlexCache ボリュームはデータ・センターから離れた位置にあり
ます。クライアントのデータ要求として、FlexCache ボリュームは一般的なデータを
キャッシュし、エンド・ユーザーがより早く情報にアクセスできるようにします。

FlexCache ボリュームは、リモート・オフィスのなるべく近くに配置します。クライ
アント要求は、明示的に FlexCache ボリュームへ送信されます。有効なデータがキ
ャッシュに存在している場合、そのデータがクライアントに直接送信されます。デ
ータがキャッシュに存在していない場合、発信元システムから WAN 経由でデータ
を取得し、FlexCache ボリュームにキャッシュして、クライアントに送信します。

図 3. 標準的な FlexCache の WAN 展開
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LAN 展開
LAN 展開、またはアクセラレーター・モードの場合、FlexCache ボリュームは管理
データ・センターのローカル側にあり、ファイル・サーバーの作業負荷の軽減やシ
ステム・リソースを解放するために使用されます。

頻繁にアクセスされるデータ、または「ホット・オブジェクト」は、FlexCache ボリ
ュームによって複製およびキャッシュされます。これによって、ネットワーク衝突
を削減し、データ・アクセス負荷による待ち時間はすべてのキャッシュ・システム
間で共有されます。

FlexCache ボリュームの LUN の使用について
FlexCache ボリュームへのアクセスに、SAN アクセス・プロトコルを使用すること
はできません。他のデータと共に LUN を含んだボリュームをキャッシュすること
が可能ですが、この構成はシステムの動作を変更する可能性があります。

FlexCache ボリューム内の LUN ファイルを含んだディレクトリーにアクセスしよ
うとした場合、LUN ファイルへのコマンドが「stale NFS file handle (NFS ファイ
ル・ハンドルが不整合)」を返す場合があります。このエラー・メッセージが表示さ
れた場合、コマンドを再実行してください。

LUN ファイル上で「fstat」コマンドを使用した場合、fstat は常にこのファイルはキ
ャッシュされていないと示します。これは予期された動作です。

FlexCache の状況メッセージの意味
FlexCache ボリュームに「vol status」コマンドを実行する、および FlexCache ボリ
ュームが通常の状況ではない場合、FlexCache の状況メッセージを受け取ります。

図 4. 標準的な FlexCache の LAN 展開
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次の表は、FlexCache ボリュームで表示される可能性のある状況メッセージとそれら
の意味をリストしています。

FlexCache 状況 説明

access denied (アク
セス拒否)

発信元システムが FlexCache のアクセスを許可していません。発信
元システムの「flexcache.access」オプションの設定を確認してくだ
さい。

connecting (接続中) キャッシュ・システムが発信元システムに接続をしようとしていま
す。

lang mismatch (言語
の不一致)

発信元ボリュームの言語設定が、FlexCache ボリュームを作成した
後に変更された。

rem vol changed 発信元ボリュームが削除されてから同じ名前で再作成された。
FlexCache の関係を再度使用可能にするために、FlexCache ボリュー
ムを再作成してください。

rem vol unavail 発信元ボリュームがオフラインまたは削除された。

remote nvram err 発信元システムで NVRAM のエラーが起きている。

unsup remote vol Data ONTAP のバージョンが、FlexCache ボリュームをサポートし
ないバージョンか、キャッシュ・システムで稼働しているバージョ
ンと互換性のないバージョンのどちらかで発信元システムが稼働し
ている。

FlexCache ボリュームが発信元ボリュームに接続する方法
FlexCache ボリュームは、発信元ボリュームに接続するために独自のプロトコルを使
用します。このプロトコルは、ポート 2050 を使用します。
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一般的なボリュームの操作

一般的なボリュームの操作は、FlexVol ボリュームまたは従来のボリュームのどちら
かで実行することのできる操作です。これには、ボリュームの言語の管理、状態の
表示と変更、名前変更と破棄、収容することのできるファイル数の増大、および再
分配操作の実行をすることが含まれます。

従来のボリュームから FlexVol ボリュームへの移行
従来のボリュームから FlexVol ボリュームへ、直接変換することはできません。新
規 FlexVol ボリュームを作成し、それからデータを新規ボリュームへ移動する必要
があります。

始める前に

FlexVol ボリュームには、従来のボリュームとは異なるベスト・プラクティス、最適
な構成、およびパフォーマンス特性があります。FlexVol ボリュームの使用可能な資
料を参照して、この違いを理解するようにしてください。ご使用の環境に最適とな
る構成を展開してください。

また、宛先ボリュームが送信元ボリュームと同じストレージ・システムにある場
合、移行中に両方のボリュームのコピーを収容するのに十分な空き領域がシステム
にあることを確認してください。

このタスクについて

ルート・ボリュームの移行にこの手順を使用する場合、ルート・ボリュームの移行
に特有の注意事項にしたがってください。

FlexVol ボリュームから従来のボリュームへ移行したい場合、同じ基本的な手順に、
ボリュームのタイプを反転させてしたがってください。

注: 送信元ボリュームに存在しているスナップショット・コピーには、この手順に
よる影響はありません。ただし、移行の一部として、スナップショット・コピーが
宛先の新しい FlexVol ボリュームへ複製されることはありません。

© Copyright IBM Corp. 2008, 2009 141



関連概念

111ページの『FlexVol ボリュームと従来のボリュームの比較』
ボリュームとボリュームを含むアグリゲートの関連付けには違いがあり、そのボリ
ュームが FlexVol ボリュームか従来のボリュームであるかに依存します。

111ページの『ボリュームの機能』
ボリュームは、ユーザー・データを保持するファイル・システムを含みます。ユー
ザー・データには、Data ONTAP がサポートする 1 つ以上のアクセス・プロトコル
(NFS、CIFS、HTTP、WebDAV、FTP、FCP、および iSCSI) によってアクセスする
ことができます。

関連情報

Data ONTAP 7G テクニカル・レポートの概要

宛先ボリュームの準備
移行する前に、宛先ボリュームを正しいサイズと i ノード数で作成、および名前付
けをする必要があります。

このタスクについて

新規 FlexVol ボリュームをルート・ボリュームにする場合、ストレージ・システム
に基づく、ルート・ボリュームの最小サイズ要件を満たす必要があります。Data

ONTAP は、最小サイズ要件を満たさないボリュームを、ルートとして指定するこ
とを防止します。詳しくは、「System Administration Guide」を参照してください。

1. 次のコマンドを実行して、従来のボリュームが使用しているスペースの大きさを
判別してください: df -Ah vol_name。

sys1>df -Ah vol0
Aggregate total used avail capacity
vol0 24GB 1434MB 22GB 7%
vol0/.snapshot 6220MB 4864MB 6215MB 0%

従来のボリュームが使用している合計スペースは、ボリューム名に対する
「used」として表示されます。

2. 次のコマンドを実行して、従来のボリュームが使用している i ノード数を判別し
てください: df -I vol_name。

sys1>df -I vol0
Filesystem iused ifree %iused Mounted on
vol0 1010214 27921855 3% /vol/vol0

従来のボリュームが使用している i ノード数は、「iused」として表示されま
す。

3. 新規 FlexVol ボリュームを収容するアグリゲートを、特定または作成してくださ
い。

注: 既存のアグリゲートが、新規 FlexVol ボリュームを収めるために十分な広さ
があるか判別するには、「df -Ah」コマンドを使用することができます。
「avail」にリストされるスペースが、新規 FlexVol ボリュームを収容するため
に十分な広さがなければなりません。
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4. 宛先 (FlexVol) ボリュームに送信元 (従来の) ボリュームと同じ名前を使用した
い、かつ、これらが同じストレージ・システム上にある場合、宛先ボリュームを
作成する前に送信元ボリュームの名前を変更する必要があります。次のコマンド
を実行して、名前の変更を行ってください: aggr rename vol_name

new_vol_name。 aggr rename vol0 vol0trad

5. 収容しているアグリゲートに宛先ボリュームを作成します。 vol create vol0

aggrA 90g

注: ルート・ボリュームの場合、(デフォルトの) スペース・ギャランティーを使
用する必要があります。これは、収容しているアグリゲートの使用可能なスペー
スが不足していることにより、ボリュームへの書き込みが失敗することがないよ
うにするためです。

6. 次のコマンドを宛先ボリュームで実行して、宛先ボリュームのサイズが少なくと
も送信元ボリュームと同じサイズであることを確認してください: df -h

vol_name。

7. 次のコマンドを宛先ボリュームで実行して、宛先ボリュームが少なくとも送信元
ボリュームと同じ i ノードの数であることを確認してください: df -I

vol_name。

注: 宛先ボリュームの i ノード数を増やしたい場合は、「maxfiles」コマンドを
使用してください。

タスクの結果

送信元ボリュームからデータを受け入れるための十分なリソースと共に、宛先ボリ
ュームが作成されました。

関連タスク

95ページの『アグリゲートの作成』
1 つ以上の FlexVol ボリューム (または 1 つの従来のボリューム) にディスク・ス
ペースを提供するため、アグリゲートを作成します。

151ページの『FlexVol ボリュームの作成』
Data ONTAP がサポートするすべてのデータ・アクセス・プロトコルを使用してマ
ウントおよびアクセスされる、サイズ変更可能で柔軟なファイル・システムを提供
するために、 FlexVol ボリュームを作成します。

データの移行
「ndmpcopy」コマンドを使用して、Data ONTAP にデータを宛先ボリュームに移行
するように指示をします。

1. 次のコマンドを実行して、NDMP が正しく構成されているか確認してください:

options ndmpd.enable on options ndmpd.authtype challenge。

注: ストレージ・システム間のボリュームで移行する場合は、このオプションが
両方のシステムで正しく設定されていることを確認してください。

2. 送信元ボリュームへのデータ・アクセスを無効にしてください。

3. ストレージ・システムのプロンプトから、次のコマンドを実行してデータを移行
してください: ndmpcopy src_vol_name dest_vol_name。 ndmpcopy

/vol/vol0trad /vol/vol0
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重要: 「ndmpcopy」コマンドを実行するのは、ストレージ・システムのコマン
ド行インターフェースを使用してください。クライアントからこのコマンドを実
行した場合、データの移行は成功しません。

「ndmpcopy」コマンドについて詳しくは、「Data Protection Tape Backup and

Recovery Guide」を参照してください。

4. コピーされたデータを検証することで、「ndmpcopy」操作が正しく完了したこと
を確認してください。

タスクの結果

この時点で、宛先ボリュームは送信元ボリュームからのデータを収容しています。

移行の完了
データをコピーした後に、一部の追加タスクを移行が完了する前に実施する必要が
あります。

1. ルート・ボリュームを移行した場合、次のステップを実行してください。

a. 次のコマンドを実行して、新規 FlexVol ボリュームをルート・ボリュームに
します: vol options vol_name root。 vol options vol0 root

b. ストレージ・システムをリブートします。

2. 新規 FlexVol ボリュームを指すように、クライアントを更新してください。

v CIFS 環境の場合、次のステップを実行します。

a. CIFS 共有を、新規 FlexVol ボリュームに指定します。

b. 新規 FlexVol ボリュームを指すことができるように、クライアント・マシン
の CIFS マップを更新します。

v NFS 環境の場合、次のステップを実行します。

a. NFS エクスポートを、新規 FlexVol ボリュームに指定します。

b. 新規 FlexVol ボリュームを指すことができるように、クライアント・マシン
の NFS マウントを更新します。

3. すべてのクライアントが新規 FlexVol ボリュームの参照と、データの読み取りお
よび書き込みが可能であることを、次の手順で確認してください。

a. CIFS または NFS クライアントを使用して、新規のフォルダーやディレクト
リーを作成します。

b. クライアントを使用して、いくつかのスクラッチ・データを新規のフォルダ
ーやディレクトリーにコピーして、そのデータにクライアントからアクセス
できるか確認します。

c. 新規フォルダーを削除します。

4. ルート・ボリュームを移行した、およびルート・ボリュームの名前を変更した場
合、「httpd.rootdir」オプションを新しいルート・ボリュームを指すように更新し
てください。

5. 従来のボリュームでクォータを使用していた場合、新しい FlexVol ボリュームに
クォータを設定してください。

6. 必要に応じて、宛先ボリュームのスナップショット・コピーの取得、および新し
いスナップショット・スケジュールを作成してください。 詳しくは、「データ
保護バックアップとリカバリーのガイド」を参照してください。
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7. アプリケーションのデータ・ソースとして、移行済みボリュームの使用を開始し
てください。

8. ボリュームの移行が成功したことが確かな場合、元のボリュームをオフラインに
したり破棄することができます。

注: 新規 FlexVol ボリュームが安定するまでのしばらくの間、元のボリューム
と、そのスナップショット・コピーを保存しておいてください。

ボリュームを制限状態に置く
「vol restrict」コマンドを使用して、ボリュームを制限状態 (クライアントから読み
取りまたは書き込みのアクセスに使用できなくさせる) に置くことができます。ボ
リュームのコピーや SnapMirror 複製操作の宛先にボリュームをしたい場合に、これ
を使用することができます。

このタスクについて

FlexVol ボリュームを制限する場合、ボリュームを収容しているアグリゲートから割
り当てられた未使用のスペースを解放します。このスペースが別のボリュームに割
り当てられた、かつ、その後ボリュームを再びオンラインに戻す場合は、オーバー
コミットされたアグリゲートとなる可能性があります。

関連概念

111ページの『ボリュームの機能』
ボリュームは、ユーザー・データを保持するファイル・システムを含みます。ユー
ザー・データには、Data ONTAP がサポートする 1 つ以上のアクセス・プロトコル
(NFS、CIFS、HTTP、WebDAV、FTP、FCP、および iSCSI) によってアクセスする
ことができます。

186ページの『オーバーコミットされたアグリゲートのボリュームをオンラインに
するときの考慮事項』
FlexVol ボリュームをオフラインにする場合、そのボリュームを収容しているアグリ
ゲートのボリュームに割り当てられたストレージ・スペースは解放します。そのア
グリゲートの別のボリュームは、ボリュームがオフラインにされている間、そのス
ペースを使用し始める可能性があります。こうなった場合、正常な状態としてボリ
ュームを再びオンラインにすることはできません。

関連タスク

103ページの『アグリゲートを制限状態にする』
「aggr restrict」コマンドを使用して、アグリゲートをあるアグリゲートのコピー先
とする、または SnapMirror 複製の操作に使用する場合に、アグリゲートを制限状態
にします。

ボリュームをオフラインにする
「vol offline」コマンドを使用して、ボリュームの移動、または破棄のような保守を
実行するために、ボリュームをオフラインにします。ボリュームがオフラインのと
き、クライアントから読み取りまたは書き込みのアクセスには使用できません。
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このタスクについて

FlexVol ボリュームをオフラインにする場合、ボリュームを収容しているアグリゲー
トから割り当てられた未使用のスペースを解放します。このスペースが別のボリュ
ームに割り当てられた、かつ、その後ボリュームを再びオンラインに戻す場合は、
オーバーコミットされたアグリゲートとなる可能性があります。

注: ルート・ボリュームはオフラインにすることはできません。

注: ボリュームに収容されているファイルのいずれかがオープンされている間に、
ボリュームをオフラインにしようとする場合、「volume offline」コマンドは失敗し
ます。このとき、オープンされているファイル名 (i2p が無効にされている場合は i

ノード) とファイルをオープンしているプロセスが表示されます。

関連概念

111ページの『ボリュームの機能』
ボリュームは、ユーザー・データを保持するファイル・システムを含みます。ユー
ザー・データには、Data ONTAP がサポートする 1 つ以上のアクセス・プロトコル
(NFS、CIFS、HTTP、WebDAV、FTP、FCP、および iSCSI) によってアクセスする
ことができます。

186ページの『オーバーコミットされたアグリゲートのボリュームをオンラインに
するときの考慮事項』
FlexVol ボリュームをオフラインにする場合、そのボリュームを収容しているアグリ
ゲートのボリュームに割り当てられたストレージ・スペースは解放します。そのア
グリゲートの別のボリュームは、ボリュームがオフラインにされている間、そのス
ペースを使用し始める可能性があります。こうなった場合、正常な状態としてボリ
ュームを再びオンラインにすることはできません。

関連タスク

102ページの『アグリゲートをオフラインにする』
「aggr offline」コマンドを使用して、アグリゲートの保守を行う、移動する、また
は破棄するために、アグリゲートをオフラインにします。

ボリュームをオンラインにする
ボリュームを制限にした、またはオフラインにした後で、「vol online」コマンドを
使用してオンラインにすることにより、ストレージ・システムを再び使用可能にす
ることができます。

このタスクについて

オンラインにする FlexVol ボリュームが、そのボリュームのスペース・ギャランテ
ィーを満たすだけの十分な空き領域がないアグリゲートにある場合、このコマンド
は失敗します。

重要: オンラインにするボリュームが不整合の場合、「vol online」コマンドは確認
をするプロンプトを出します。不整合なボリュームをオンラインにする場合、ファ
イル・システムがさらに破損する可能性があります。
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関連概念

111ページの『ボリュームの機能』
ボリュームは、ユーザー・データを保持するファイル・システムを含みます。ユー
ザー・データには、Data ONTAP がサポートする 1 つ以上のアクセス・プロトコル
(NFS、CIFS、HTTP、WebDAV、FTP、FCP、および iSCSI) によってアクセスする
ことができます。

186ページの『オーバーコミットされたアグリゲートのボリュームをオンラインに
するときの考慮事項』
FlexVol ボリュームをオフラインにする場合、そのボリュームを収容しているアグリ
ゲートのボリュームに割り当てられたストレージ・スペースは解放します。そのア
グリゲートの別のボリュームは、ボリュームがオフラインにされている間、そのス
ペースを使用し始める可能性があります。こうなった場合、正常な状態としてボリ
ュームを再びオンラインにすることはできません。

関連タスク

103ページの『アグリゲートをオンラインにする』
アグリゲートを制限した、またはオフラインにした後で、オンラインに戻すことで
ストレージ・システムを再び使用可能にするために、「aggr online」コマンドを使用
することができます。

ボリュームの名前変更
「vol rename」コマンドを使用して、ボリュームの名前を変更します。データ・サー
ビスを中断することなく、ボリュームの名前を変更することができます。

このタスクについて

次のコマンドを実行してください: vol rename vol_name new-name。

タスクの結果

次のイベントが発生します。

v ボリュームの名前が変更される。

v NFS を使用しており、「nfs.exports.auto-update」オプションがオンになっている
場合、新規ボリューム名を反映するために「/etc/exports」ファイルが更新され
る。

v CIFS が稼働している場合、新規ボリューム名を反映するために、ボリュームを参
照している共有が更新される。

v アクティブなエクスポートに関するメモリー内の情報は自動的に更新され、クラ
イアントは問題なくエクスポートへのアクセスを継続します。

次のタスク

NFS を使用してストレージ・システムにアクセスする場合、ストレージ・システム
からボリュームをマウントするクライアント上の「/etc/fstab」や「/etc/vfstab」
ファイルに、適切なマウント・ポイントの情報を追加してください。
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ボリュームの破棄
ボリュームとそのボリュームに含まれるデータがもはや必要でない場合、ボリュー
ムを破棄して他のデータ用スペースを解放することができます。

このタスクについて

FlexVol ボリュームを破棄する場合、そのボリュームを収容しているアグリゲートに
含まれるすべてのディスクは、そのアグリゲートに割り当てられたままになりま
す。ただし、ボリュームに関連付けられているスペースは、収容しているアグリゲ
ートの空き領域として返却されます。

従来のボリュームを破棄した場合、従来のボリュームを専用に収容しているアグリ
ゲートも同様に破棄されます。これにより、パリティー・ディスクとすべてのデー
タ・ディスクは、再びホット・スペアに変換します。ディスクがゼロにリセットさ
れた後は、他のアグリゲート、従来のボリューム、またはストレージ・システムで
そのディスクを使用することができます。

重要: ボリュームを破棄した場合、ボリューム内のデータへアクセスできなくなり
ます。

1. 次のコマンドを実行して、ボリュームをオフラインにしてください: vol offline

vol_name。

2. 次のコマンドを実行して、ボリュームを破棄してください: vol destroy

vol_name 。

タスクの結果

次のイベントが発生します。

v ボリュームが破棄される。

v NFS を使用しており、「nfs.exports.auto-update」オプションがオンになっている
場合、破棄されたボリュームを参照する「/etc/exports」ファイルのエントリー
は削除されます。

v CIFS が稼働している場合、破棄されたボリュームを参照している共有は削除され
ます。

v 破棄したボリュームが FlexVol ボリュームの場合、そのボリュームに割り振られ
ていたスペースは解放され、同じアグリゲートに収容されている他の FlexVol ボ
リュームに割り振るために使用可能となります。

v 破棄したボリュームが従来のボリュームの場合、使用されていたディスクはホッ
ト・スペア・ディスクになります。

次のタスク

NFS を使用してストレージ・システムにアクセスする場合、ストレージ・システム
からボリュームをマウントするクライアント上の「/etc/fstab」または
「/etc/vfstab」ファイルの、適切なマウント・ポイント情報を更新してください。
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ボリュームに許可されるファイルの最大数の増大
ボリュームには、収容することのできるファイル数に制限があります。この制限
は、「maxfiles」コマンドを使用して増大することができますが、一度増大した制限
を減少することはできません。

このタスクについて

ストレージ・システムは、ボリュームのディスク・スペースの大きさを基にして、
新しく作成したボリュームにファイルの最大数を自動的に設定します。ストレー
ジ・システムは、ボリュームにディスクを追加したときに、最大で 1 TB のボリュ
ーム・サイズまでファイルの最大数を増大します。ボリュームが 1 TB より大容量
の場合、必要に応じて「maxfiles」コマンドを使用して、ファイルの最大数を増大さ
せなければなりません。制限を手動で増大させるように要求されることは、テラバ
イトのストレージを使用するストレージ・システムで、必要以上の i ノード・ファ
イルが作成されること (これは無駄なストレージです) を防止します。

i ノード (ファイルに関する情報を収容しているデータ構造体) の不足を伝えるエラ
ー・メッセージを受けた場合に、許可されるファイルの数を増大させたい場合があ
ります。小さなファイルを非常に多数使用している場合、またはボリュームが極め
て大容量の場合のみに、これを実行する必要があります。

注: ファイルの最大数を増大した後は、それを減少させることが不可能なため、フ
ァイルの最大数の増大をする場合は注意が必要です。新規ファイルとして作成され
ると、ファイルに追加される i ノードを保持するために必要な追加のディスク・ス
ペースをファイル・システムは消費します。ストレージ・システムが、このディス
ク・スペースを解放する方法はありません。

1. 次のコマンドを実行してください: maxfiles vol_name max_num_files。

注: ブロックに i ノードが追加され、i ノード全体の数の 5 パーセントが内部
使用のために予約されます。ファイル数増加の要求が、追加される新規 i ノー
ド・ブロックの要求に対して小さすぎる場合、「maxfiles」の値は増大されませ
ん。これが発生した場合、「max_num_files」に大きな値を使用してコマンドを繰
り返してください。

2. 次のコマンドを実行して、新しいファイルの最大数、およびボリュームに現在存
在しているファイル数を確認することができます: maxfiles vol_name 。

注: 戻される値は、ユーザーが作成することのできるファイル数のみを反映しま
す。i ノードは内部使用のために予約され、この数字には含まれません。

ボリュームの言語の変更
既存のボリュームの言語を変更することは、システムがデータを表示する能力に影
響を与える可能性があるため、実行するときは注意が必要です。また、言語の変更
が完了する前に、システムのリブートが必要となります。

始める前に

使用しているボリュームの言語を変更する前に、ボリュームが言語属性をどのよう
に使用するか、およびこの変更がデータのアクセスにどのような影響を与える可能
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性があるかを理解するようにしてください。

1. ボリュームの正確な言語コードを判別します。

「vol lang」コマンドを使用して、可能性のある言語コードを表示することがで
きます。

2. 次のコマンドを実行して、ボリュームの言語を変更してください: vol lang

vol_name language。

注: NFS の文字セットを変更する場合、選択項目の確認が求められます。また
NFS 経由でのアクセスができなくなるファイルをチェックするための
WAFL_check が実施できるように、システムを停止させるかどうかの確認が求め
られます。この質問に対するデフォルトの応答は「yes (はい)」です。システム
を停止したくない場合は、「n」を入力する必要があります。

3. ストレージ・システムをリブートします。

注: 言語の変更は目標のボリュームに対してすぐに有効となりますが、変更の完
全な効果はリブート後まで完了しません。

次のタスク

「 vol status -l」コマンドを指定して、新しい言語を確認することができます。

関連概念

113ページの『ボリュームで言語の属性を使用する方法』
すべてのボリュームは言語を使用します。ボリュームの言語は、そのボリュームの
ファイル名とデータを表示する際に Data ONTAP が使用する文字セットを決定しま
す。

111ページの『ボリュームの機能』
ボリュームは、ユーザー・データを保持するファイル・システムを含みます。ユー
ザー・データには、Data ONTAP がサポートする 1 つ以上のアクセス・プロトコル
(NFS、CIFS、HTTP、WebDAV、FTP、FCP、および iSCSI) によってアクセスする
ことができます。
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FlexVol ボリュームの操作

他のタスクの中でも、FlexVol ボリュームの作成、複製、使用しているスペースの大
きさを判別、サイズ変更、および収容しているアグリゲートの表示をすることがで
きます。

FlexVol ボリュームの作成
Data ONTAP がサポートするすべてのデータ・アクセス・プロトコルを使用してマ
ウントおよびアクセスされる、サイズ変更可能で柔軟なファイル・システムを提供
するために、 FlexVol ボリュームを作成します。

始める前に

FlexVol ボリュームを作成する前に、次の項目を最初に決定する必要があります。

v ボリューム名

ボリューム名は、次の要件に準拠している必要があります。

– 文字または下線 (_) のいずれかから始まる

– 文字、数字、または下線のみを含む

– 文字数が 250 以内

– ストレージ・システム上の他のすべてのボリューム名と異なる

v ボリュームのサイズ

ボリュームは、20 MB から 16 TB の間のサイズにすることができます (ご使用
のシステム構成が、最大サイズを制限する可能性があります)。

v ボリュームで使用する言語 (オプション)

デフォルトの言語は、ルート・ボリュームの言語になります。

v 新規ボリュームのスペース・ギャランティー設定 (オプション)

デフォルトのスペース・ギャランティーは、「ボリューム」です。

v 新規ボリュームの CIFS oplock 設定

v 新規ボリュームのセキュリティー形式の設定

1. まだ作成していない場合は、作成したい FlexVol ボリュームを収容するためのア
グリゲートを作成してください。

2. 次のコマンドを実行してください: vol create vol_name [-l language_code]

[-s {volume|file|none}] aggr_name size{k|m|g|t}。

「vol_name」は、新規 FlexVol ボリュームの名前です (/vol/ prefix は除く)。

「language_code」は、ルート・ボリュームの言語以外の言語を指定します。
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「-s {volume|file|none} 」は、指定された FlexVol ボリュームで有効にされるス
ペース・ギャランティーの設定を指定します。値を指定しなかった場合、デフォ
ルト値は「ボリューム」です。

「aggr_name」は、新規 FlexVol ボリュームを収容するアグリゲートの名前で
す。

「size {k | m | g | t} 」は、キロバイト、メガバイト、ギガバイト、またはテラ
バイトでボリューム・サイズを指定します。例えば、20 メガバイトを示すため
には、「20m」と入力します。単位を指定しない場合、サイズはバイトとして扱
われ、最も近い 4 KB の倍数に切り上げられます。 次のコマンドは、
「newvol」と呼ばれる 200 MB のボリュームを、「aggr1」と呼ばれるアグリゲ
ート内に、フランス語の文字セットを使用して作成します: vol create newvol

-l fr aggr1 200M。 新規ボリュームが作成されます。また、NFS を使用してい
る場合、新規ボリューム用のエントリーが「/etc/export」ファイルに追加され
ます。デフォルトの自動スナップショット・スケジュールが、新規ボリュームに
適用されます。

3. CIFS を使用してストレージ・システムにアクセスする場合、新規ボリュームの
共有情報を更新してください。

4. NFS を使用してストレージ・システムにアクセスする場合、次のステップを実
行してください。

a. 新規ボリューム用に「/etc/exports」ファイルに追加された行が、セキュリ
ティー・モデルに一致するか確認してください。

b. ストレージ・システムからボリュームをマウントするクライアントで、適切
なマウント・ポイント情報を「/etc/fstab」または「/etc/vfstab」ファイル
に追加してください。

次のタスク

CIFS oplock とセキュリティー形式の設定が正しいことを確認し、必要に応じてこ
れらの値を変更してください。

注: これらの値はボリュームを作成後、速やかに設定してください。ボリュームに
ファイルを置いた後にこれらの値を変更した場合、古い値と新しい値が競合するこ
とにより、ファイルがユーザーからアクセス不能となる可能性があります。例え
ば、混在のセキュリティー環境で使用可能となっている UNIX ファイルは、NTFS

セキュリティーに変更後は使用可能とならない場合があります。

デフォルトの自動スナップショット・スケジュールがデータ保護戦略に一致しない
場合、新規作成したボリュームのスナップショット・スケジュールを、より適切な
スケジュールに更新してください。詳しくは、「Data ONTAP データ保護バックア
ップとリカバリーのガイド」を参照してください。
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関連概念

113ページの『ボリュームで言語の属性を使用する方法』
すべてのボリュームは言語を使用します。ボリュームの言語は、そのボリュームの
ファイル名とデータを表示する際に Data ONTAP が使用する文字セットを決定しま
す。

170ページの『スペース・ギャランティーとは』
FlexVol 上のスペース・ギャランティーは、スペース予約が有効な特定の FlexVol

ボリュームへの書き込み、またはファイルへの書き込みが、収容するアグリゲート
の使用可能なスペース不足が原因で失敗しないようにします。

117ページの『CIFS oplock 設定について』
通常、すべてのボリュームおよび qtree の CIFS oplock はそのまま残す必要があり
ます。これはデフォルト設定です。ただし、特別な環境において CIFS oplock をオ
フにすることができます。

118ページの『セキュリティー形式が、データへのアクセスにどのような影響を与
えるか』
すべての qtree とボリュームは、NTFS、UNIX、または混合のセキュリティー形式
を持っています。この設定は、ファイルが Windows NT か UNIX (NFS) どちらの
セキュリティーを使用しているかを判別します。セキュリティー形式のセットアッ
プ方法は、ストレージ・システムでどのプロトコルがライセンスされているかに依
存します。

111ページの『ボリュームの機能』
ボリュームは、ユーザー・データを保持するファイル・システムを含みます。ユー
ザー・データには、Data ONTAP がサポートする 1 つ以上のアクセス・プロトコル
(NFS、CIFS、HTTP、WebDAV、FTP、FCP、および iSCSI) によってアクセスする
ことができます。

関連タスク

95ページの『アグリゲートの作成』
1 つ以上の FlexVol ボリューム (または 1 つの従来のボリューム) にディスク・ス
ペースを提供するため、アグリゲートを作成します。

関連資料

70ページの『最大およびデフォルトの RAID グループ・サイズ』
最大およびデフォルトの RAID グループ・サイズは、ストレージ・システムのモデ
ル、提供される RAID グループの保護レベル、RAID グループで使用されるディス
クのサイズによってさまざまです。一般に、デフォルトの RAID グループ・サイズ
を使用するべきです。

FlexVol ボリュームのサイズ変更
収容しているアグリゲートに占有を許可されている既存の FlexVol ボリュームのス
ペースの大きさを、増大または減少することができます。 FlexVol ボリュームは、
収容しているアグリゲートが増大を収容することのできる十分な空き領域を所有し
ている間は、指定したサイズを増大させることができます。

1. 次のコマンドを実行して、収容しているアグリゲートの使用可能なスペースを確
認してください: df -A aggr_name 。

2. ボリュームの現在のサイズを割り出したい場合は、次のコマンドのいずれかを実
行してください: vol size vol_name。df vol_name。
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3. 次のコマンドを実行して、ボリュームのサイズ変更をしてください: vol size

vol_name [+|-] n{k|m|g|t}。

+ または -、n{k|m|g|t} を含んだ場合、ボリューム・サイズを増大、または減少
させるキロバイト、メガバイト、ギガバイト、またはテラバイトの数を指定しま
す。単位を指定しない場合、サイズはバイトとして扱われ、最も近い 4 KB の
倍数に切り上げられます。

+ または - を省略した場合、ボリュームのサイズはキロバイト、メガバイト、
ギガバイト、またはテラバイトで指定したサイズに設定されます。単位を指定し
ない場合、サイズはバイトとして扱われ、最も近い 4 KB の倍数に切り上げら
れます。

注: 現在使用しているスペースの大きさより小さいサイズに FlexVol ボリューム
を減少しようとした場合、コマンドは失敗します。

4. 次のコマンドを実行して、サイズ変更操作が成功したか確認することができます:

vol size vol_name。

FlexVol ボリュームを自動的に増大させる構成
アグリゲートのスペースを効率的に使用するため、およびボリュームのスペースを
使い尽くされてしまう可能性を削減するために、FlexVol ボリュームを自動的に増大
させるように構成します。

次のコマンドを実行してください: vol autosize vol_name [-m size] [-I size] on

。
「-m size」は、ボリュームの増大させる最大サイズです。サイズは k (KB)、m
(MB)、g (GB) または t (TB) で指定します。
「-I size」は、ボリューム・サイズを増大させるときの増分です。サイズは k
(KB)、m (MB)、g (GB) または t (TB) で指定します。

タスクの結果

指定した FlexVol ボリュームが、空き領域を使い尽くすところであり、またボリュ
ームの最大サイズよりも小さい場合、および収容しているアグリゲートに使用可能
なスペースがある場合、ボリュームのサイズは指定された増分だけ増加されます。
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関連概念

121ページの『Data ONTAP が満杯のボリュームに追加の空き領域を自動的に提供
する方法』
Data ONTAP は、ボリュームがほとんど満杯になっている FlexVol ボリュームに、
追加の使用可能な空き領域を自動的に追加します。使用可能なスペースを作成する
には、最初にボリューム・サイズの増大を許可するか、または最初にスナップショ
ット・コピーを削除するかを選択することができます。

FlexVol ボリュームの自動空き領域維持の構成
FlexVol ボリュームを、自動空き領域維持で構成した場合、ボリュームが満杯に近づ
くと、FlexVol ボリュームが追加の空き領域を提供しようとします。ボリュームがど
のように構成されているかに応じて、ボリュームのサイズを増加させる、またはス
ナップショット・コピーを削除することによって、追加の空き領域を提供すること
ができます。

次のコマンドを実行してください: vol options vol-name try_first

[volume_grow|snap_delete] 。
「volume_grow」を指定した場合、Data ONTAP はスナップショット・コピーを削
除する前に、ボリュームのサイズを増大しようとします。「vol autosize」コマンド
を使用して提供される指定に基づいて、Data ONTAP はボリューム・サイズを増大
します。
「snap_delete」を指定した場合、Data ONTAP はボリュームのサイズを増加する前
に、スナップショット・コピーを削除することで追加の空き領域を作成します。
「snap autodelete」コマンドを使用して提供される指定に基づいて、Data ONTAP は
スナップショット・コピーを削除します。

関連概念

121ページの『Data ONTAP が満杯のボリュームに追加の空き領域を自動的に提供
する方法』
Data ONTAP は、ボリュームがほとんど満杯になっている FlexVol ボリュームに、
追加の使用可能な空き領域を自動的に追加します。使用可能なスペースを作成する
には、最初にボリューム・サイズの増大を許可するか、または最初にスナップショ
ット・コピーを削除するかを選択することができます。

FlexVol ボリュームを収容しているアグリゲートの表示
FlexVol ボリュームを収容しているアグリゲートを表示するには、「vol container」
コマンドを使用します。
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FlexClone ボリュームの操作

FlexClone ボリュームの作成と、親ボリュームからの分割を含む FlexClone ボリュ
ームの操作を実行することができます。

FlexClone ボリュームの作成
早急に、また大量のディスク・スペースを使用することなく、データの一時的なコ
ピーが必要な場合、FlexClone ボリュームを作成することができます。FlexClone ボ
リュームは、データが変更されない間は親ボリュームとスペースを共有します。

始める前に

flex_clone ライセンスがインストールされていることを確認してください。

次のコマンドを実行して、ボリュームを複製します: vol clone create clone_name

[-s {volume|file|none}] -b parent_name [parent_snap]。
「clone_name」は、作成したい FlexClone ボリュームの名前です。
「-s {volume | file | none}」は、新規 FlexClone ボリュームのスペース・ギャラン
ティーの設定を指定します。値を指定しなかった場合、FlexClone ボリュームはその
親ボリュームと同じスペース・ギャランティーの設定をされます。
「parent_name」は、複製しようとしている FlexVol ボリュームの名前です。
「parent_snap」は、親 FlexVol ボリュームの基本スナップショット・コピーの名前
です。名前が指定されない場合、Data ONTAP は「clone_ cl_name_prefix.id」とい
う名前で基本スナップショット・コピーを作成します。ここで、「cl_name_prefix」
は新規 FlexClone ボリューム名 (16 文字まで)、また「id」は固有の識別子となる数
字が入ります (例えば、1、2 など)。

注: 基本スナップショット・コピーは、そのスナップショット・コピーを基にした
複製が存在している限りは、削除することができません。

タスクの結果

FlexClone ボリュームが作成されます。また、NFS を使用中の場合は、検出された
すべての親ボリュームのエントリーが、「 /etc/exports」ファイルに追加されま
す。

基本スナップショット・コピーは、FlexClone ボリュームとその親ボリュームの間で
共有されるスナップショット・コピーになります。

例

FlexClone ボリュームを、「newclone」という名前で、「flexvol1」という名前の親
FlexVol ボリュームから作成するには、次のコマンドを実行します: vol clone

create newclone -b flexvol1。

注: Data ONTAP によって、「clone_newclone.1」と名前の付けられたスナップショ
ット・コピーが作成されます。
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次のタスク

「vol status -v」コマンドを使用して、新規 FlexClone ボリュームの状況を確認する
ことができます。

関連概念

123ページの『FlexClone ボリュームについて』
FlexClone ボリュームとは、書き込み可能な、親 FlexVol ボリュームのポイント・
イン・タイム・コピーです。多くの場合、通常の FlexVol として管理することが可
能ですが、いくつかの特別な機能や制限があります。

170ページの『スペース・ギャランティーとは』
FlexVol 上のスペース・ギャランティーは、スペース予約が有効な特定の FlexVol

ボリュームへの書き込み、またはファイルへの書き込みが、収容するアグリゲート
の使用可能なスペース不足が原因で失敗しないようにします。

FlexClone ボリュームを親ボリュームから分割
親ボリュームのディスク・スペースを使用するのではなく、FlexClone ボリューム自
身にディスク・スペースを所有させたい場合、親ボリュームから FlexClone ボリュ
ームを分割することができます。

1. 次のコマンドを実行して、FlexClone ボリュームをその親ボリュームから分割す
るために必要とされる、空き領域の概算値を判別してください: vol clone split

estimate clone_name。

2. 次のコマンドを実行して、収容しているアグリゲートに分割をサポートするだけ
の空き領域が存在しているか確認してください: df -A aggr_name。 「avail」列
が、アグリゲートの使用可能なスペースがどのくらいあるかを示しています。

3. 次のコマンドを実行して、ボリュームを分割します: vol clone split start

clone_name 。

複製を分割する操作が開始します。既存の複製のスナップショット・コピーはす
べて削除され、また、複製のスナップショット・コピーの作成は、分割操作の間
は実行できなくなります。

この操作が完了するまでには、FlexClone ボリュームとその親ボリュームとの間
で共有されていたスペースの量に応じて、ある程度の時間がかかる可能性があり
ます。

これ以上の操作を行わず、すべての共有データのコピーが完了すると、複製は親
ボリュームから分割され、通常の FlexVol ボリュームとなります。

4. 複製の分割操作の状況を確認したい場合、次のコマンドを実行してください: vol

clone split status clone_name。

5. 進行中の複製の分割操作を停止したい場合は、次のコマンドを実行してください:

vol clone split stop clone_name 。 複製の分割操作は停止します。元のボリ
ュームと FlexClone ボリュームは引き続き複製のパートナーとなりますが、分割
によって複写されたディスク・スペースは共有しません。
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次のタスク

新しく分割した FlexVol ボリュームの状態を表示する、または複製の分割操作が成
功したかを確認するために、「vol status -v」コマンドを使用することができます。

関連概念

127ページの『親ボリュームから FlexClone ボリュームを分割する方法』
親ボリュームから FlexClone ボリュームを分割すると、FlexClone ボリュームで稼
働しているすべてのスペース最適化が削除されます。分割した後は、FlexClone ボリ
ュームと親ボリュームは共に、スペース・ギャランティーによって決定するスペー
ス全体を割り当てるように要求します。FlexClone ボリュームは、通常の FlexVol

ボリュームとなります。

FlexClone ボリュームの親ボリュームと基本スナップショット・コピーの判
別

「vol status」コマンドを使用して、FlexClone ボリュームの親ボリュームと基本スナ
ップショット・コピーを判別することができます。

FlexClone ボリュームによって使用されるスペースの判別
FlexClone ボリュームは親ボリュームとデータを共有するため、FlexClone ボリュー
ムが使用している実際のスペースを判別するためには、その他のタイプのボリュー
ムとは異なる方式を使用します。

このタスクについて

FlexClone ボリュームを作成した時点では、すべてのデータを親ボリュームと共有し
ています。そのため、論理サイズは親ボリュームのサイズと同等ですが、アグリゲ
ートの空き領域をほとんど使用しません。新しく作成した FlexClone ボリュームが
使用する空き領域は、その論理サイズのおよそ 0.5% です。このスペースは、
FlexClone ボリュームのメタデータを保管するのに使用されます。

親ボリュームか FlexClone ボリュームのいずれかに書き込まれた新しいデータは、
ボリューム間での共有はされません。書き込まれた追加の新しいデータは、ボリュ
ームを収容しているアグリゲートから FlexClone ボリュームに追加のスペースを要
求します。

1. 次のコマンドを実行して、FlexClone ボリュームの論理サイズを判別してくださ
い: df -m clone_name。

2. 次のコマンドを実行して、親ボリュームと FlexClone ボリュームの間で共有され
ているスペースがどれくらいか判別してください: vol clone split estimate

clone_name。

3. FlexClone ボリュームが使用している空き領域の量を判別するために、FlexClone

ボリュームの論理サイズから共有スペースのサイズを減算してください。
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FlexCache ボリュームの操作

FlexCache ボリュームで実行できる操作は、作成、状況と空き領域の表示、
Autogrow 機能の構成、およびキャッシュしているファイルのフラッシュを含みま
す。

FlexCache ボリュームの作成
FlexCache ボリュームは、リモート・データへのアクセスを速めるため、またはアク
セス量の多いボリュームからトラフィック負荷を軽減するために使用することがで
きます。

始める前に

発信元システムとキャッシュ・システムの両方で、FlexCache 機能が正しく構成およ
び使用可能となるようにしてください。

次のコマンドを実行してください: vol create cache_vol aggr [size{k|m|g|t}] -S

origin:source_vol。
「origin」は、発信元システムの名前または IP アドレスです。名前を使用する場
合、発信元システムの IP アドレスの変更が FlexCache ボリュームに影響を与えな
いようにしてください。
「cache_vol」は、作成したい新規 FlexCache ボリュームの名前です。
「aggr」は、新規 FlexCache ボリュームを収容するアグリゲートの名前です。
「size{ k | m | g | t } 」は、FlexCache ボリュームのサイズをキロバイト、メガバ
イト、ギガバイト、またはテラバイトで指定します。単位を指定しない場合、サイ
ズはバイトとして扱われ、最も近い 4 KB の倍数に切り上げられます。

注: 最良のパフォーマンスを得るには、FlexCache ボリュームの作成時にサイズを指
定しないでください。サイズを指定すると、FlexCache の Autogrow 機能が無効に
なります。
「source_vol」は、発信元システムの発信元ボリュームとして使用したいボリューム
の名前です。
新規 FlexCache ボリュームが作成され、新規ボリューム用のエントリーが
「/etc/export」ファイルに追加されます。

例

次のコマンドは、「newcachevol」と呼ばれる FlexCache ボリュームを、Autogrow

機能を有効にして、「aggr1」と呼ばれるアグリゲートに、「corp_toaster」ストレー
ジ・システム上の「vol1」をソース・ボリュームに使用して作成されます: vol

create newcachevol aggr1 -S corp_toaster:vol1。
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関連概念

129ページの『FlexCache のハードウェアおよびソフトウェア要件』
FlexCache ボリュームを作成し、これを使用して発信元ボリュームのデータにアクセ
スする前に、発信元システムとキャッシュ・システムの両方が FlexCache 機能のハ
ードウェアおよびソフトウェア要件を満たしているか、確認する必要があります。

132ページの『FlexCache Autogrow 機能の使用法』
最良のキャッシュ・パフォーマンスを得るために、Data ONTAP に FlexCache

Autogrow 機能を使用した FlexCache ボリュームのサイズ制御をさせてください。

129ページの『FlexCache ボリュームについて』
FlexCache ボリュームは、ローカル・ストレージ・システム上に分散して取り込まれ
たボリュームです。このボリュームは、別の (おそらくリモートの) ストレージ・シ
ステムに裏打ちされています。分散して取り込まれたボリューム (分散ボリューム
とも呼ばれます) は、分散ボリューム内にすべてのデータを必要とすることなく、
リモート・ボリューム上のデータへのアクセスを提供します。

111ページの『ボリュームの機能』
ボリュームは、ユーザー・データを保持するファイル・システムを含みます。ユー
ザー・データには、Data ONTAP がサポートする 1 つ以上のアクセス・プロトコル
(NFS、CIFS、HTTP、WebDAV、FTP、FCP、および iSCSI) によってアクセスする
ことができます。

FlexCache ボリュームの空き領域を表示
キャッシュ・ストレージ・システムで「df」コマンドを使用した場合、ローカル・
キャッシュ・システムではなく、発信元 ボリュームにあるディスクの空き領域が表
示されます。「df」コマンドの「-L」オプションを使用することで、ローカル・キャ
ッシュ・ボリュームのディスクの空き領域を表示することができます。

FlexCache の Autogrow 機能の構成
Autogrow 機能を有効にすると、Data ONTAP はボリュームが満杯になり始めると、
FlexCache ボリュームのサイズを増大します。 Autogrow 機能は FlexCache ボリュ
ームごとに有効または無効にされ、また新規 FlexCache ボリュームではデフォルト
で有効となります。

実行したい操作に応じて、以下のコマンドを実行してください。

実行したい操作 入力するコマンド

Autogrow 機能を有効にする vol options vol_name flexcache_autogrow

on

Autogrow 機能を無効にする vol options vol_name flexcache_autogrow

off

例

「fc1」の FlexCache ボリュームで、FlexCache の Autogrow 機能を有効にするに
は、次のコマンドを実行してください: vol options fc1 flexcache_autogrow on。
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関連概念

132ページの『FlexCache Autogrow 機能の使用法』
最良のキャッシュ・パフォーマンスを得るために、Data ONTAP に FlexCache

Autogrow 機能を使用した FlexCache ボリュームのサイズ制御をさせてください。

FlexCache ボリュームからファイルをフラッシュする
発信元ボリュームで特定のファイルが変更されたことを知っており、またそのファ
イルにアクセスされる前に FlexCache ボリュームからフラッシュしたい場合は、
「flexcache eject」コマンドを使用することができます。このコマンドについて詳し
くは、na_flexcache(1) の man ページを参照してください。

FlexCache クライアント統計を表示
発信元システムではなく、FlexCache ボリュームから提供されている操作がいくつあ
るのか表示するために、クライアント統計を使用することができます。多数のキャ
ッシュ・ミスは、FlexCache ボリュームが小さすぎる、およびデータが廃棄された後
に再び取り出されていることを示している可能性があります。

始める前に

キャッシュ・ミスの追跡をする前に、キャッシュが満たされるようなキャッシュ時
間を設定してください。

表示したい統計に応じて、次の適切なコマンドを実行してください。

表示したい統計 使用するコマンド

FlexCache 統計の表示 flexcache stats -C

FlexCache ボリュームの NFS 統計の表示 nfsstat -C

関連概念

134ページの『FlexCache 統計情報の表示法』
Data ONTAP は、アクセス・パターンや FlexCache ボリュームの効率を理解するの
に便利な、FlexCache ボリュームに関する統計情報を提供します。

FlexCache サーバー統計の表示
過負荷になっているボリュームの負荷を軽減するために LAN 展開を使用している
場合、発信元システムに関する情報の取得、およびキャッシュ・ボリューム間で負
荷が均等に分散されているかを確認するために、サーバー統計を使用することがで
きます。

表示したい統計に応じて、次の適切なコマンドを実行してください。

表示したい統計 使用するコマンド

サーバー統計の全体を表示 flexcache stats -S
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表示したい統計 使用するコマンド

クライアントごとのサーバー統計を表示 flexcache stats -S -c

注: クライアントごとの統計を取得するため
には、「flexcache.per_client_stats」オプション
が「on (オン)」に設定されている必要があり
ます。

関連概念

134ページの『FlexCache 統計情報の表示法』
Data ONTAP は、アクセス・パターンや FlexCache ボリュームの効率を理解するの
に便利な、FlexCache ボリュームに関する統計情報を提供します。

FlexCache 状況の表示
FlexCache ボリュームの状況を表示するには、「vol status」コマンドを使用しま
す。FlexCache ボリュームに問題がある場合、FlexCache 状況が、ボリューム状況の
出力の最終行に表示されます。FlexCache が通常の状況の場合、FlexCache 状況はな
にも表示されません。

関連概念

129ページの『FlexCache ボリュームについて』
FlexCache ボリュームは、ローカル・ストレージ・システム上に分散して取り込まれ
たボリュームです。このボリュームは、別の (おそらくリモートの) ストレージ・シ
ステムに裏打ちされています。分散して取り込まれたボリューム (分散ボリューム
とも呼ばれます) は、分散ボリューム内にすべてのデータを必要とすることなく、
リモート・ボリューム上のデータへのアクセスを提供します。

関連資料

139ページの『FlexCache の状況メッセージの意味』
FlexCache ボリュームに「vol status」コマンドを実行する、および FlexCache ボリ
ュームが通常の状況ではない場合、FlexCache の状況メッセージを受け取ります。
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従来のボリュームの操作

従来のボリュームにのみ適用される操作は、一般的に、そのボリュームと密結合さ
れるアグリゲートの管理を伴います。

このタスクについて

付加的な従来のボリュームの操作は、他の章や以下を含む他のガイドに記載されて
います。

v ボリューム・データの SyncMirror 複製の構成および管理

「データ保護バックアップとリカバリーのガイド」を参照してください。

v SnapLock ボリュームの構成および管理

「データ保護バックアップとリカバリーのガイド」を参照してください。

関連概念

67ページの『Data ONTAP がデータとデータ可用性を保護するために RAID を使
用する方法』
RAID は、データとデータ可用性を保護します。RAID がどのように保護を提供す
るかを理解することは、ストレージ・システムをより効率的に管理することを容易
にします。

関連タスク

97ページの『アグリゲートのサイズの拡張』
アグリゲートに、そのサイズを拡張するためにホット・スペア・ディスクを追加す
ることができます。そうすることで、アグリゲートに含まれるボリュームに追加の
ストレージ・スペースを提供することができます。特定の RAID グループのサイズ
を拡張することもできます。

104ページの『アグリゲートの RAID レベルの変更』
アグリゲートの RAID レベルを変更する (RAID4 から RAID-DP への変更など) 場
合、Data ONTAP は既存の RAID グループを新しいレベルで再構成し、それ以降に
作成される RAID グループに新しいレベルを適用します。

108ページの『物理的なアグリゲートの移動』
あるストレージ・システム (送信元) から別のストレージ・システム (宛先) へアグ
リゲートを移動するには、ディスク、ディスク・シェルフ、またはループやスタッ
ク全体を物理的に移動する必要があります。データを新規のストレージ・システム
に移動する、または機能が損なわれたストレージ・システム・モデルからデータを
削除する場合に、アグリゲートを移動する場合があります。

従来のボリュームの作成
従来のボリュームは、FlexVol ボリュームのような柔軟性は提供しません。これは、
従来のボリュームがそれを収容しているアグリゲートと密結合しているからです。
ただし、単一ボリュームのアグリゲートを使用したい場合に、従来のボリュームを
作成することができます。
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始める前に

ボリュームの名前を決定してください。ボリュームの名前は、次の要件に準拠する
必要があります。

v 文字または下線 (_) のいずれかから始まる

v 文字、数字、または下線のみを含む

v 文字数が 250 以内

注: 「aggr rename」コマンドを使用して、後から従来のボリュームの名前を変更す
ることができます。

新規ボリュームにどのディスクを使用するかを決定してください。ディスクは、デ
ィスクの ID をリストする方法、または速度やタイプのようなディスクの特性を指
定する方法によって指定することができます。ストレージ・システムで使用可能な
スペアのリストを表示するには、「aggr status -s」コマンドを使用します。

新規ボリュームの CIFS oplock 設定を決定してください。

新規ボリュームのセキュリティー形式を決定してください。

1. 次のコマンドを実行してください: aggr create vol_name -v [-l

language_code] [-f] [-m] [-n] [-v] [-t {raid4|raid_dp}] [-r raidsize]

[-T disk-type] -R rpm] [-L] disk-list。

「vol_name」は、新規ボリュームの名前です (/vol/ prefix を除く)。

「language_code」は、新規ボリュームの言語を指定します。デフォルトは、ルー
ト・ボリュームの言語です。

注: RAID 関連のパラメーターの説明については、na_aggr(1) の man ページ、
またはアグリゲートの作成に関する情報を参照してください。
新規ボリュームが作成されます。また、NFS を使用している場合、新規ボリュ
ームのエントリーが「/etc/exports」ファイルに追加されます。デフォルトの自
動スナップショット・スケジュールが、新規ボリュームに適用されます。

2. 次のコマンドを実行して、指定したようにボリュームが存在することを確認でき
ます: aggr status vol_name -r。 システムは、ストレージ・システムの指定さ
れたボリュームにある RAID グループとディスクを表示します。

3. CIFS を使用してストレージ・システムにアクセスする場合、CIFS 共有を必要に
応じて更新してください。

4. NFS を使用してストレージ・システムにアクセスする場合、次のステップを実
行してください。

a. 新規ボリューム用に「/etc/exports」ファイルに追加された行が、セキュリ
ティー・モデルに一致するか確認してください。

b. ストレージ・システムからボリュームをマウントするクライアントで、適切
なマウント・ポイント情報を「/etc/fstab」または「/etc/vfstab」ファイル
に追加してください。
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次のタスク

CIFS oplock とセキュリティー形式の設定が正しいことを確認し、必要に応じてこ
れらの値を変更してください。

注: これらの値はボリュームを作成後、速やかに更新してください。ボリュームに
ファイルを置いた後にこの値を変更した場合、古い値と新しい値が競合することに
より、ファイルがユーザーからアクセス不能となる可能性があります。例えば、混
在のセキュリティー環境で使用可能となっている UNIX ファイルは、NTFS セキュ
リティーに変更後は使用可能とならない場合があります。

デフォルトの自動スナップショット・スケジュールがデータ保護戦略に一致しない
場合、新規作成したボリュームのスナップショット・スケジュールを、より適切な
スケジュールに更新してください。詳しくは、「Data ONTAP データ保護バックア
ップとリカバリーのガイド」を参照してください。
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関連概念

113ページの『ボリュームで言語の属性を使用する方法』
すべてのボリュームは言語を使用します。ボリュームの言語は、そのボリュームの
ファイル名とデータを表示する際に Data ONTAP が使用する文字セットを決定しま
す。

93ページの『異なるタイプが混在するディスク・プール内でのディスク選択を制御
する方法』
同じストレージ・システム上で異なる特性のディスクが共存している場合、そのシ
ステムは異なるタイプが混在するディスク・プールを使用している、と呼ばれま
す。異なるタイプが混在するディスク・プールからアグリゲートにディスクを追加
する場合、正しい特性のディスクを明示して選択する必要があります。

117ページの『CIFS oplock 設定について』
通常、すべてのボリュームおよび qtree の CIFS oplock はそのまま残す必要があり
ます。これはデフォルト設定です。ただし、特別な環境において CIFS oplock をオ
フにすることができます。

118ページの『セキュリティー形式が、データへのアクセスにどのような影響を与
えるか』
すべての qtree とボリュームは、NTFS、UNIX、または混合のセキュリティー形式
を持っています。この設定は、ファイルが Windows NT か UNIX (NFS) どちらの
セキュリティーを使用しているかを判別します。セキュリティー形式のセットアッ
プ方法は、ストレージ・システムでどのプロトコルがライセンスされているかに依
存します。

111ページの『ボリュームの機能』
ボリュームは、ユーザー・データを保持するファイル・システムを含みます。ユー
ザー・データには、Data ONTAP がサポートする 1 つ以上のアクセス・プロトコル
(NFS、CIFS、HTTP、WebDAV、FTP、FCP、および iSCSI) によってアクセスする
ことができます。

89ページの『アグリゲートの機能』
セキュリティー、バックアップ、パフォーマンス、およびデータ共有に対するユー
ザーの異なる要求をサポートするために、ストレージ・システム上の物理データ・
ストレージ・リソースを 1 つ以上のアグリゲートにグループ化することが可能で
す。このようなアグリゲートは、それらが含んでいる単一または複数のボリューム
にストレージを提供します。

関連タスク

95ページの『アグリゲートの作成』
1 つ以上の FlexVol ボリューム (または 1 つの従来のボリューム) にディスク・ス
ペースを提供するため、アグリゲートを作成します。
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スペース管理の機能

Data ONTAP のスペース管理機能は、可能な限り効果的に使用可能なストレージを
使用しながら、システムにアクセスするユーザーおよびアプリケーションによって
要求されるストレージの可用性を提供するために、ストレージ・システムを構成す
ることが可能となります。

Data ONTAP は、次の機能を使用してスペース管理を有効にします。

v スペース・ギャランティー

v スペース予約

v 部分確保

v 自動空き領域維持

どの種類のスペース管理を使用するべきか
使用するべきスペース管理のタイプは、スペース不足エラーの許容度、アグリゲー
トをオーバーコミットさせるプランがあるかどうか、およびデータを上書きする比
率を含む多数の要因に依存します。

次の表は、どのスペース管理機能が要件に最適かを判別するのに役立ちます。

要件 使用に適している機能 代表的な使用法 注

管理を単純にしたい 「ボリューム」のスペー
ス・ギャランティーを使
用する FlexVol ボリュー
ム

または

従来のボリューム

NAS ファイル・
システム

これが、管理の最も
簡単なオプションで
す。ボリュームに十
分な空き領域があり
さえすれば、そのボ
リュームのファイル
への書き込みは常に
成功します。

特定のファイルへの
書き込みを常に成功
させたい

アグリゲートをオー
バーコミットさせた
い

「ファイル」のスペー
ス・ギャランティーを使
用する FlexVol ボリュー
ム

または

従来のボリューム、か
つ、書き込みの成功が要
求されるファイルでスペ
ース予約を使用可能にす
る

LUN

データベース

このオプションを使
用可能にすると、特
定のファイルへの書
き込みが保証されま
す。
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要件 使用に適している機能 代表的な使用法 注

ファイル・スペース
予約が提供するより
も、有効なストレー
ジ使用量がより多く
必要

積極的にボリューム
の使用可能なスペー
スをモニターする、
および必要なときに
修正アクションを取
ることができる

スナップショット・
コピーは一時的な使
用になる

上書きするデータの
比率は、比較的低い
ことが予測される

「ボリューム」のスペー
ス・ギャランティーを使
用する FlexVol ボリュー
ム

または

従来のボリューム、か
つ、書き込みの成功が要
求されるファイルのスペ
ース予約、かつ、部分確
保を 100% より小さくす
る

LUN (アクティ
ブ・スペース監
視が有効)

データベース (ア
クティブ・スペ
ース監視が有効)

部分確保が 100% よ
り小さいと、スペー
ス予約をオンにして
いるのと同等で、使
用可能なスペース全
体まで使用すること
が可能となります。
このオプションを有
効にする前に、書き
込み失敗が許容可能
か、またはストレー
ジとスナップショッ
ト・コピーの使用量
を正確に計算および
予測しているかのど
ちらかを確認してく
ださい。

アグリゲートをオー
バーコミットさせた
い

積極的にアグリゲー
トの使用可能なスペ
ースをモニターす
る、かつ、必要なと
きに修正アクション
を取ることができる

「なし」のスペース・ギ
ャランティーを使用する
FlexVol ボリューム

すぐには使用さ
れない予定のス
トレージを提供
するストレージ
提供者

使用可能なスペ
ースを、ボリュ
ーム間で動的に
共有されること
を許可する必要
があるストレー
ジ提供者

オーバーコミットさ
れたアグリゲート
は、スペースが不十
分な場合に書き込み
が失敗する可能性が
あります。

関連概念

『スペース・ギャランティーとは』
FlexVol 上のスペース・ギャランティーは、スペース予約が有効な特定の FlexVol

ボリュームへの書き込み、またはファイルへの書き込みが、収容するアグリゲート
の使用可能なスペース不足が原因で失敗しないようにします。

111ページの『ボリュームの機能』
ボリュームは、ユーザー・データを保持するファイル・システムを含みます。ユー
ザー・データには、Data ONTAP がサポートする 1 つ以上のアクセス・プロトコル
(NFS、CIFS、HTTP、WebDAV、FTP、FCP、および iSCSI) によってアクセスする
ことができます。

スペース・ギャランティーとは
FlexVol 上のスペース・ギャランティーは、スペース予約が有効な特定の FlexVol

ボリュームへの書き込み、またはファイルへの書き込みが、収容するアグリゲート
の使用可能なスペース不足が原因で失敗しないようにします。
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スペース・ギャランティーは、ボリュームの属性です。これは、ストレージ・シス
テムのリブート、テークオーバー、およびギブバックを行っても持続しています。
スペース・ギャランティーの値は、「volume (ボリューム)」(デフォルト値)、「file
(ファイル)」、または「none (なし)」を使用できます。

v 「ボリューム」のスペース・ギャランティーは、ボリューム用にアグリゲートの
スペースを予約します。予約スペースは、そのアグリゲートの他のボリュームに
は割り振ることができません。

「ボリューム」のスペース・ギャランティーを持つ FlexVol ボリュームのスペー
ス管理は、従来のボリュームと同等です。

v 「ファイル」のスペース・ギャランティーは、そのブロックがスナップショッ
ト・コピーによってディスクに保持されている場合でも、スペース予約が有効に
されているボリューム内のファイルに、完全な再書き込みができるようにアグリ
ゲートにスペースを予約します。

v 「なし」のスペース・ギャランティーを持つ FlexVol ボリュームは、追加スペー
スのないユーザー・データ分を予約します。このボリュームに含まれる LUN や
ファイルへの書き込みは、収容しているアグリゲートにその書き込みに適応する
だけの使用可能なスペースがない場合、失敗する可能性があります。

注: CIFS 環境では、スペース不足のエラーは予期されないものになるため、ボリ
ュームのアクセスに CIFS を使用する場合は、スペース・ギャランティーを「な
し」に設定しないでください。

アグリゲートのスペースが既存のボリュームのスペース・ギャランティーに予約さ
れている場合、そのスペースは空き領域とは見なされません。スナップショット・
コピーの作成や新規ボリュームの作成のような、ボリュームを収容しているアグリ
ゲートの空き領域を消費する操作は、そのアグリゲートに使用可能な空き領域が十
分にある場合にのみ実行することができます。使用するスペースが既に他のボリュ
ームにコミットされている場合は、これらの操作は実行されません。

アグリゲートのコミットされていないスペースが使い果たされている場合、そのア
グリゲートでスペース・ギャランティーが保証されているボリュームやファイルへ
の書き込みのみが成功します。

注: スペース・ギャランティーは、オンラインのボリュームのみに許可されます。
ボリュームをオフラインにすると、ボリュームにコミットされたが未使用のままの
スペースは、アグリゲートの他のボリュームで使用可能なスペースとなります。ボ
リュームを再びオンラインに戻したときに、アグリゲートにスペース・ギャランテ
ィーを実現するだけの使用可能なスペースが十分にない場合、強制 (-f) オプション
を使用する必要があり、かつ、ボリュームのスペース・ギャランティーが無効にさ
れます。ボリュームのスペース・ギャランティーが無効になると、「vol status」コ
マンドの出力で、スペース・ギャランティーに続けて「(disabled)」(無効) の文字
が表示されます。

従来のボリュームに提供されるスペース・ギャランティーの種類
従来のボリュームは、FlexVol ボリュームの「ボリューム」のスペース・ギャランテ
ィーと同様のスペース・ギャランティーを提供します。従来のボリュームの指定し
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たファイルへの書き込みが常に成功することを保証するには、そのファイルにスペ
ース予約を有効にする必要があります。(デフォルトで、LUN はスペース予約が有
効となっています。)

新規または既存のボリュームにスペース・ギャランティーを設定す
る方法

既存のボリュームにスペース・ギャランティーを設定するには、「vol options」コマ
ンドに「guarantee」オプションを付けて使用します。新規ボリュームにスペース・
ギャランティーを設定するには、「vol create」コマンドに「-s」オプションを付け
て使用します。スペース・ギャランティーは、「ボリューム」、「ファイル」、ま
たは「なし」を使用できます。

スペース予約とは
スペース予約が 1 つ以上のファイルで有効にされると、Data ONTAP はボリューム
(従来のボリュームまたは FlexVol ボリューム) に、ディスク・スペースの不足によ
る失敗をせずにそのファイルに書き込みができるような十分なスペースを予約しま
す。

ファイル・スペース予約は、ファイルまたは LUN の属性です。これは、ストレー
ジ・システムのリブート、テークオーバー、およびギブバックを行っても持続して
います。指定したファイルや LUN への書き込みが常に成功することを保証するに
は、「file reservation」コマンドを使用してファイルや LUN にスペース予約を有効
にします。(デフォルトで、LUN はスペース予約が有効となっています。)

ボリュームに、スペース予約が有効になっている 1 つ以上のファイルが含まれてい
る場合、スナップショット・コピーや新規ファイルの作成のような空き領域を必要
とする操作は、予約されたスペースを使用しません。この操作に十分な予約されて
いない空き領域がない場合、この操作は失敗します。ただし、スペース予約が有効
にされているファイルや LUN への書き込みは、継続して成功します。

部分確保とは
ファイルまたは LUN のスペース予約を有効にする場合、部分確保を使用すること
で予約されるスペースのサイズを削減することができます。 部分確保は、「vol

options」コマンドを使用して設定します。

部分確保はボリュームのオプションで、次のタイプのボリュームで使用できます。

v 従来のボリューム

v 「ボリューム」のスペース・ギャランティーを使用する FlexVol ボリューム

注: FlexVol ボリュームの「guarantee (ギャランティー)」オプションが「ファイル」
に設定されている場合、そのボリュームの部分確保は 100 パーセントに設定されま
す。これは調整できません。

部分確保のデフォルトの設定値は 100 パーセントです。これは、スペース予約され
たファイルや LUN を作成した場合、スペース予約されたファイルや LUN が完全
に上書きされる場合でも、そのファイルや LUN への書き込みが常に成功すること
が可能となることを意味します。
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部分確保を 100 パーセントより小さく設定すると、そのボリュームにあるすべての
スペース予約されたファイルの割合を削減するために、スペース予約が保留される
ことになります。このボリュームのスペース予約されたファイルへの書き込みは、
明確に保証はされません。

通常、部分確保は、上書きされる割合の少ないデータがある LUN を保持するボリ
ュームに使用されます。

注: 使用可能なスペースが足りないために書き込みエラーが予期せず発生する環境
で部分確保を使用する場合は、空き領域のモニターと書き込みエラーを回避するた
めの修正アクションを行う必要があります。Data ONTAP は、ボリュームの使用可
能なスペースを監視するためのツールを提供します。

注: (部分確保を使用することによる) 上書き用のスペース予約の削減は、スペース
予約された LUN やファイルそれ自身のサイズには影響しません。LUN やファイル
のサイズ全体に、データを書き込むことができます。上書き用のスペース予約は、
元のデータが上書きされるときにのみ使用されます。

例

500 GB のスペース予約された LUN を作成した場合、Data ONTAP は LUN への
書き込みをハンドルするために、空き領域の 500 GB を常に使用可能な状態にしま
す。

次に、LUN を含むボリュームに部分確保を 50 で設定した場合、Data ONTAP は予
約していた 250 GB、つまり上書き用に以前予約していたスペースの半分を解放し
ます。LUN の半分を超えて上書きされた場合、それ以降の LUN への書き込みは、
ボリュームの空き領域が不足するために失敗する可能性があります。

このボリュームで、スペース予約が有効になっていないファイルや LUN は、ボリ
ュームの予約されたスペース量には影響しません。例えば、同じボリュームに 10

GB のファイルを作成したが、そのファイルでスペース予約を有効にしていない場
合、スペースは予約されません。そのファイルで後ほどスペース予約を有効にした
場合、追加で 5 GB が予約されます (部分確保が既に 50 パーセントに設定されて
いたため)。

注: 同じボリュームでスペース予約が有効な複数のファイルや LUN があり、その
ボリュームの部分確保が 100 パーセントより小さく設定されている場合、Data

ONTAP は予約されたスペースの割合まではどのスペース予約されたファイルや
LUN も制限しません。言い換えると、部分確保が 30 に設定された同じボリューム
に 2 つの 100 GB の LUN があった場合、 LUN の 1 つがそのボリュームの予約
されたスペースの 60 GB までを使用することができます。

部分確保の設定
「vol options」コマンドを使用して、ボリュームの部分確保の設定を変更します。

このタスクについて

部分確保の設定は、従来のボリュームおよびスペース・ギャランティーが「ボリュ
ーム」に設定されている FlexVol ボリュームの場合のみ変更することができます。
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ボリュームの部分確保の設定を変更するには、次のコマンドを実行します: vol

options vol_name fractional_reserve pct。 「pct」は、予約を上書きしたいボリ
ュームにある、スペース予約されたファイルや LUN が使用するスペースのパーセ
ンテージです。デフォルト値は 100 です。 次のコマンドは、「testvol」と名前が付
けられたボリュームに部分確保スペースを 50 パーセントに設定します: vol

options testvol fractional_reserve 50。

部分確保をゼロに設定する理由
ボリュームの部分確保をゼロに設定し、かつ、空き領域を手動で管理することは、
Data ONTAP が空き領域を管理するよりもスペース使用率をより詳細に制御するこ
とができます。

上書き用にどれくらいのスペースを割り当てるかを制御することによって、スペー
ス使用率を最大化することができます。コストは、追加の管理時間、およびスペー
ス予約されたファイルや LUN のスペース不足エラーが発生するリスクです。

例えば、部分確保をゼロに設定すると、スペース予約された LUN の qtree

SnapMirror の宛先で役立つ可能性があります。(ボリューム SnapMirror の場合、宛
先の部分確保は常に送信元と同じになります。) データの変更率 (ROC) に応じて、
どのくらいの空き領域がボリュームで使用可能となるのか、およびターゲットを収
容しているボリュームのスナップショットを取得しているかどうかに関わらず、タ
ーゲットの部分確保をゼロに削減させることを理解する可能性があります。

スペース予約と部分確保の設定が継続する方法
スペース予約と部分確保の設定は、ボリュームに十分なスペースが提供されている
場合は、リブート、テークオーバー、ギブバック、および SnapRestore 操作を行っ
ても継続します。

ボリューム上での単一ファイルの SnapRestore 操作とは、ボリュームの部分確保の
設定、およびそのボリュームのスペース予約の設定の保守を行います。ファイルや
LUN の単一ファイルの SnapRestore は、ファイルや LUN のスペース予約の設定を
復元し、ボリュームに十分なスペースが提供されます。

Data ONTAP が満杯のボリュームに追加の空き領域を自動的に提供する方
法

Data ONTAP は、ボリュームがほとんど満杯になっている FlexVol ボリュームに、
追加の使用可能な空き領域を自動的に追加します。使用可能なスペースを作成する
には、最初にボリューム・サイズの増大を許可するか、または最初にスナップショ
ット・コピーを削除するかを選択することができます。

FlexVol ボリュームでこの機能を使用可能にするには、「vol options」オプションに
「try_first」を付けて使用します。

Data ONTAP がボリュームに追加の空き領域を自動的に提供するには、次の方式の
いずれかを使用します。

v ボリュームがほとんど満杯になっている場合、そのサイズを増大する。
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この方式は、ボリュームを収容しているアグリゲートに、大容量のボリュームを
サポートするだけの十分なスペースがある場合に役立ちます。増分サイズで増大
させる、およびボリュームに最大サイズを設定することができます。

v ボリュームがほとんど満杯になっている場合、スナップショット・コピーを削除
する。

例えば、複製されたボリュームや LUN にあるスナップショット・コピーにリン
クされていないスナップショット・コピーを、自動的に削除することができま
す。または、どのスナップショット・コピーを最初に削除するか (最も古い、ま
たは最も新しいスナップショット・コピー) を定義することができます。いつス
ナップショット・コピーの削除を開始するかを決めることも可能です (例えば、
ボリュームがほとんど満杯になったときや、ボリュームのスナップショット予約
がほとんど満杯になったとき)。

Data ONTAP が、最初に試行する方式をどちらにするか (ボリュームのサイズを増
大する、またはスナップショット・コピーを削除する) 選択することができます。
最初の方式がボリュームに十分な追加の空き領域を提供できなかった場合、Data

ONTAP は次にもう一方の方式を試行します。

関連タスク

154ページの『FlexVol ボリュームを自動的に増大させる構成』
アグリゲートのスペースを効率的に使用するため、およびボリュームのスペースを
使い尽くされてしまう可能性を削減するために、FlexVol ボリュームを自動的に増大
させるように構成します。

155ページの『FlexVol ボリュームの自動空き領域維持の構成』
FlexVol ボリュームを、自動空き領域維持で構成した場合、ボリュームが満杯に近づ
くと、FlexVol ボリュームが追加の空き領域を提供しようとします。ボリュームがど
のように構成されているかに応じて、ボリュームのサイズを増加させる、またはス
ナップショット・コピーを削除することによって、追加の空き領域を提供すること
ができます。

スペース予約と部分確保の例
この例は、スペース予約と部分確保の設定が使用可能なスペースにどのような影響
を与えるかの実例です。

100 パーセントの部分確保とスナップショット・コピー

次の例は、部分確保の設定がデフォルトである 100 のときに、500 GB の LUN を
持つ 1 TB のボリュームの使用可能なスペースにどのような影響を与えるかを示し
ます。

次の図は、100 パーセントの部分確保を設定した 1 TB のボリュームに 500 GB の
スペース予約された LUN が含まれている状態を示しています。200 GB のデータ
が LUN に書き込まれており、ボリュームにスナップショット・コピーが作成され
ました。

スナップショット・コピーが作成されたので、200 GB の予約されたスペース (元の
200 GB のデータを上書きするために必要とされる) が、LUN に 500 GB のデータ
を完全に書き込めることを保証するために必要となるので、LUN の 200 GB のデ
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ータはスナップショット・コピーにロックされます。

スペース予約された LUN にデータを書き込むことが使用可能なスペ
ースにどう影響を与えるか

次の図は、100 パーセントの部分確保を設定した 1 TB のボリュームに 500 GB の
スペース予約された LUN が含まれている状態を示しています。200 GB のデータ
が LUN に書き込まれており、ボリュームにスナップショット・コピーが作成され
ました。

LUN に 200 GB のデータが書き込まれているので、元のデータを上書きするため
に 200 GB を予約しています。このボリュームには、他のデータのために 300 GB

の空き領域が残されています。
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次の図は、ボリュームに他のデータを 300 GB 書き込んだ (LUN にではなく) 後の
ボリュームを示しています。すべての空き領域を使用してしまったため、ボリュー
ムは満杯であると報告します。しかし、LUN へのデータの書き込みは永続的に可能
です。

次の図は、LUN に他の 100 GB のデータを書き込んだ後のボリュームを示しま
す。この書き込みは成功しますが、ボリュームには他のスナップショット・コピー
のための十分なスペースがありません。これは、LUN に含まれる 300 GB のデー
タを収めるための 300 GB の予約スペースを、新規スナップショット・コピーが必
要とするためです。
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スペース予約された LUN の外側にデータを書き込むことが使用可能
なスペースにどう影響を与えるか

次の図は、200 GB のデータを含む 500 GB の LUN がある 1 TB のボリュームを
示します。この時点で、まだスナップショット・コピーは取得しておらず、予約さ
れた空き領域はありません。ボリュームには 500 GB の使用可能なスペースがあり
ます。

次の図は、他のデータを 400 GB 書き込んだ後のボリュームを示しています。 Data

ONTAP は、スナップショット・コピーを取得しようとするときに、ボリュームが
満杯と報告します。これは、400 GB のその他のデータによって、上書き予約のた
めの十分なスペースが残されないためです。スナップショット・コピーは Data

ONTAP に 200 GB のスペースを予約するように要求しますが、使用可能なスペー
スは 100 GB のみです。
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部分確保の削減が使用可能なスペースにどのような影響を与えるか

次の例は、部分確保の設定が 50 パーセントで、同じ 500 GB の LUN がある 1

TB のボリューム にスナップショット・コピーを取得した後に使用可能なスペース
にどのような影響を与えるかを示しています。

次の図は、他のデータを 300 GB 追加したボリュームを示しています。ボリューム
にはまだ 100 GB の空き領域があります。これは、次のいずれかのスペースとして
使用できます。

v 最大 200 GB までの LUN への新規データの書き込み、およびスナップショッ
ト・コピーを取得する機能の維持

v 最大 100 GB までの他のデータの書き込み、およびスナップショット・コピーを
取得する機能の維持
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この例と『スペース予約された LUN にデータを書き込むことが使用可能なスペー
スにどう影響を与えるか』に示されるボリュームを比較してください。同じボリュ
ームで 100 パーセントの上書き予約を使用しているので、そのボリュームは空き領
域を使い尽くしています。

部分確保を使用したボリュームのスペースを使い尽くす方法

次の図は、500 GB のスペース予約と部分確保が 50 に設定された LUN を含む 1

TB のボリュームを示しています。LUN に 500 GB 書き込み、次にスナップショッ
ト・コピーを取得しました。ボリュームには、LUN の上書き用に予約された 250

GB と、他のデータに使用可能な 250 GB があります。

次の図は、ボリュームに 200 GB のほかのデータ (ファイルなど) を書き込んだ後
の、空き領域が 50 GB ある状態を示しています。 LUN に 300 GB を超えるデー
タを書き込もうとしても失敗します。ボリュームには、50 GB の空き領域と 250

GB の LUN の上書きに予約されたスペースがあります。ボリュームは、300 GB

を超えないデータを LUN へ書き込むための十分なスペースを所持しています。

180 IBM System Storage N シリーズ: Data ONTAP 7.3 ストレージ管理ガイド



注: ボリュームは現在、300 GB を超えないデータの LUN への書き込みには、十分
なスペースを所持しています。LUN に 300 GB を超えるデータを書き込もうとし
た場合、書き込みは失敗します。これは、ボリュームには、50 GB の空き領域と、
250 GB の LUN の上書きに予約されたスペースがあるからです。

ボリュームが必要とする大きさの見積もり
ボリュームを作成する前に、どれくらいの大きさを必要とされるか見積もることが
できます。ボリューム・サイズを見積もるために使用する方式は、ボリュームのス
ナップショット・コピーを作成するかどうかに依存します。

1. 『合計データ・サイズの計算』で説明されるように、ボリュームに収容されるデ
ータのサイズを見積もりしてください。

2. スナップショット・コピーを使用するかどうかに応じて、適切な手順を使用して
ボリューム・サイズの見積もりを計算してください。

スナップショット・コピーの有無 使用する手順

スナップショット・コピーを使用する 『スナップショット・コピーを使用する場合
のボリューム・サイズと部分確保設定の決
定』

スナップショット・コピーを使用しない 『スナップショット・コピーを使用しない場
合のボリューム・サイズの決定』

合計データ・サイズの計算
合計データ・サイズの判別 (スペース予約された LUN またはファイルのすべての
合計サイズ) は、ボリュームで必要となる大きさを見積もる際に役立ちます。

1. 次の方法で、すべてのスペース予約されたファイルや LUN を計算してくださ
い。
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ボリュームに収容される種類 方法

LUN スペース予約されたすべての LUN のサイ
ズ。

ファイル スペース予約されたすべてのファイルに予想
されるフルサイズ。

データベースに 2 つの 20 GB ディスクが間違いなく必要な場合、20 GB のス
ペース予約された LUN を 2 つ作成する必要があります。この例における LUN
の合計サイズは、40 GB です。

2. スペース予約されていないファイルに割り振りたいスペースの大きさも、追加し
てください。

注: 使用可能となるスペースの大きさ、およびファイルに収容すると予想するデ
ータがどれくらいの量となるのかに応じて、さまざまな大きさになる可能性があ
ります。

スナップショット・コピーを使用する場合のボリューム・サイズと
部分確保設定の決定

スナップショット・コピーが必要なボリュームに要求されるボリューム・サイズ
は、どのくらいのデータを変更するか、どのくらいの期間スナップショット・コピ
ーを保持する必要があるか、およびどのくらいのデータをボリュームに保持する必
要があるかを含む、いくつかの要因に依存します。

1. 1 日あたりのデータの変化率 (ROC) を計算してください。 この値は、データを
上書きする頻度によります。これは、GB/日で表記されます。

2. ROC と保持する予定のスナップショット・コピーの数を掛け合わせて、スナッ
プショット・コピーに必要とされるスペースの大きさを計算してください。

スナップショット・コピーに必要なスペース = ROC × スナップショット・
コピー数

20 GB の LUN が必要、およびデータの変化率が 1 日当たりおよそ 10 パーセ
ント、つまり 2 GB と見積もりました。1 日当たりスナップショット・コピー
を 1 つ取得する、および 3 週間に相当するスナップショット・コピーを保持し
ようとしています (合計 21 個のスナップショット・コピー)。スナップショッ
ト・コピーに必要なスペースの大きさは、21 個 × 2 GB、つまり 42 GB で
す。

3. ROC と時間 (日数) を掛け合わせて、上書きに必要とされるスペースを計算して
ください。スペースが不足している場合は、システムを更新する必要がありま
す。

上書きに必要なスペース = ROC × システム更新に必要な時間

20 GB の LUN があり、データの変更率は 1 日当たり 2 GB あります。最後
にスナップショット・コピーを取得してから 3 日間は、LUN への書き込み操作
が失敗することのないようにします。 LUN には、2 GB × 3 個、つまり 6 GB

の上書き用のスペース予約が必要です。
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4. 合計データ・サイズ、スナップショット・コピーに必要なスペース、および上書
きに必要なスペースを合計して、必要なボリューム・サイズを計算してくださ
い。

ボリューム・サイズ = 合計データ・サイズ + スナップショット
に必要なスペース + 上書きに必要なスペース

5. ボリューム内のスペース予約されたファイルや LUN の合計サイズによって、上
書きに必要なスペースのサイズを分割するために、このボリュームに使用しなけ
ればならない部分確保の値を計算してください。

部分確保 = 上書きに必要なスペース ÷ 合計のデータ・サイズ

20 GB の LUN があります。上書き用に 6 GB 必要です。LUN サイズ全体の
30 パーセントが 6 GB なので、部分確保は「30」を設定する必要があります。

ボリューム・サイズの計算例

次の例は、以下の情報に基づいてボリュームのサイズを計算する方法を示します。

v 50 GB LUN を 2 つ作成する必要があります。

合計の LUN サイズは 100 GB です。

v データの変化率は、1 日当たり LUN サイズの合計の 10 パーセントです。

ROC は 10 GB/日 (100 GB 中の 10 パーセント) です。

v 1 日当たり 1 つのスナップショット・コピーを取得し、10 日間スナップショッ
ト・コピーを保持しようとしています。

スナップショット・コピー用に 100 GB のスペースが必要です (10 GB ROC ×
10 個のスナップショット・コピー)。

v 最後のスナップショット・コピーを取得した後に、それ以上空き領域が残ってい
なくても、週末を通して LUN への書き込みを継続できるようにします。

上書き用に 20 GB のスペース予約が必要です (10 GB/日 ROC × 2 日間)。これ
は、部分確保を 20 パーセントに設定しなくてはならないことを意味します (20

GB = 100 GB の 20 パーセント)。

次のように、ボリュームのサイズが計算されます。

ボリューム・サイズ = 合計データ・サイズ + スナップショット・
コピーに必要なスペース + 上書き用のスペース

この例で、ボリュームのサイズは 220 GB (100 GB + 100 GB + 20 GB) になりま
す。

注: このボリューム・サイズは、新規ボリュームへの部分確保の設定を 20 にする
必要があります。書き込みが失敗することのないように部分確保を 100 のままにし
ている場合、上書きに必要な追加のスペース (20 GB ではなく 100 GB) を収容す
るために、ボリュームのサイズを 80 GB 増大させる必要があります。
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関連概念

121ページの『Data ONTAP が満杯のボリュームに追加の空き領域を自動的に提供
する方法』
Data ONTAP は、ボリュームがほとんど満杯になっている FlexVol ボリュームに、
追加の使用可能な空き領域を自動的に追加します。使用可能なスペースを作成する
には、最初にボリューム・サイズの増大を許可するか、または最初にスナップショ
ット・コピーを削除するかを選択することができます。

スナップショット・コピーを使用しない場合のボリューム・サイズ
の決定

スナップショット・コピーを使用しない場合、ボリュームのサイズは、LUN のサイ
ズおよび使用するのが従来のボリュームか FlexVol ボリュームであるかに依存しま
す。

始める前に

スナップショット・コピーが必要ではないと判断する前に、ご使用の構成における
データ保護の方式を検証してください。ほとんどのデータ保護方式
(SnapRestore、SnapMirror、SnapManager for Microsoft Exchange または Microsoft

SQL Server、SyncMirror、ダンプとリストア、および ndmpcopy の方式など) は、ス
ナップショット・コピーに依存します。これらの方式のいずれかを使用する場合、
ボリューム・サイズを見積もるためにこの手順を使用することはできません。

注: ホスト・ベースのバックアップ方式は、スナップショット・コピーを必要とし
ません。

ボリュームのタイプに応じて、ボリュームに必要とされるサイズを判別するため
に、次の方式を使用してください。

見積もりをするボリューム・タイプ 計算方法

FlexVol ボリューム FlexVol ボリュームは、少なくともボリュー
ムが収容しているデータのサイズと同じ大き
さでなければなりません。

従来のボリューム 従来のボリュームは、ボリュームが収容して
いるデータのサイズを保持するために十分な
ディスクを所持していなければなりません。

200 GB の LUN を 2 つ収容する従来のボリュームが必要な場合、少なくとも 400
GB の記憶容量を提供するために十分なディスクを使用するボリュームを作成しな
ければなりません。
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アグリゲート・オーバーコミットの機能

アグリゲート・オーバーコミットを使用すると、ストレージ管理者はアグリゲート
から供給される実際に使用可能なストレージより多くのストレージを提供できるよ
うに見えます (すべてのストレージが実際に使用されていない場合に限り)。

アグリゲート・オーバーコミットを使用するには、「なし (none)」または「ファイ
ル (file)」のスペース・ギャランティーを設定してフレキシブル・ボリュームを作成
します。「なし」または「ファイル」のスペース・ギャランティーを設定すると、
ボリューム・サイズはアグリゲート・サイズによって制限されません。つまり、そ
れぞれのボリュームは、必要であればボリュームを含んでいるアグリゲートよりも
大きくすることが可能です。アグリゲートが提供するストレージは、作成された
LUN の分、またはボリューム内のファイルに追加されたデータの分のみが使用され
ます。

注: アグリゲートの必要スペースとして、そのアグリゲートが含んでいる各 FlexVol

ボリュームごとのメタデータを収容するのに十分な空き領域が必要となります。
FlexVol ボリュームのメタデータに必要な領域は、ボリュームの論理サイズのおよそ
0.5% です。

このアグリゲート・オーバーコミットを使用すると、すぐ必要になると分かってい
る容量を超えて、より多くのストレージ容量を要求された場合に便利です。あるい
は、一時的な増大が必要となることのあるボリュームを使用している場合、使用可
能なスペースを他のボリュームと動的に共有することが可能となります。

アグリゲートがオーバーコミットされている場合、使用可能なスペースが不足して
いるために、次のタイプの書き込みが失敗する可能性があります。

v 「なし」のスペース・ギャランティーを使用しているボリュームへの書き込み

v スペース予約が使用可能にされていない、および「ファイル」のスペース・ギャ
ランティーを使用しているボリュームのファイルへの書き込み

したがって、アグリゲートをオーバーコミットする場合は、使用可能なスペースを
モニターすることと、スペース不足による書き込みエラーを回避するために、必要
に応じてアグリゲートのストレージを追加する必要があります。

オーバーコミットされたアグリゲートの例

次の例は、1 TB のアグリゲートに 2 つの FlexVol ボリューム (1 つのサイズが
600 GB、もう 1 つのサイズが 500 GB) がある例を示しています。それぞれのボリ
ュームのスペース・ギャランティーは、「ファイル」に設定されています。それぞ
れの FlexVol ボリュームは、200 GB の LUN を含んでいます。「ファイル」ギャ
ランティーを指定すると、それぞれの FlexVol ボリュームに予約スペース目的の
200 GB を確保します。それによって、LUN を含む FlexVol ボリュームのサイズに
関係なく、スペース予約された LUN への書き込み操作が失敗しないようにしま
す。
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それぞれの FlexVol ボリュームには、その他のデータ用のスペースがあります。例
えば、FlexVol ボリュームにスペース予約をしないファイルまたは LUN を作成す
ることができますが、アグリゲートが空き領域を使い尽くしている場合、ファイル
または LUN への書き込み操作が失敗する可能性があります。

オーバーコミットされたアグリゲートのボリュームをオンラインにするとき
の考慮事項

FlexVol ボリュームをオフラインにする場合、そのボリュームを収容しているアグリ
ゲートのボリュームに割り当てられたストレージ・スペースは解放します。そのア
グリゲートの別のボリュームは、ボリュームがオフラインにされている間、そのス
ペースを使用し始める可能性があります。こうなった場合、正常な状態としてボリ
ュームを再びオンラインにすることはできません。

スペース・ギャランティーを受け入れるための空き領域がアグリゲートで不足して
いるときに FlexVol ボリュームをオンラインにしようとすると、「vol online」コマ
ンドは失敗します。ボリュームを強制的にオンラインにするために「 -f」オプショ
ンを使用することができます。ただし、ボリュームのスペース・ギャランティーは
使用不可にされます。後ほど、アグリゲートに使用可能なスペースを追加した場
合、スペース・ギャランティーは自動的に再度使用可能になります。

注: FlexCache ボリュームは、アグリゲートにスペース・ギャランティーを満たすだ
けのスペースが不足している場合、オンラインにすることができません。
重要: スペース・ギャランティーが使用不可にされているボリュームに書き込もう
とすると、使用可能なスペースが不足していることにより、書き込みが失敗する可
能性があります。したがって、このエラーに敏感な環境の場合 (CIFS や LUN のよ
うな)、強制的にボリュームをオンラインにすることは避けるようにしてください。
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qtree について

qtree で、個別に管理することのできるより小さなセグメントにボリュームを分割す
ることが可能となります。qtree のサイズまたはセキュリティー形式を、バックアッ
プやリストアするように設定することができます。

qtree を使用する場合
qtree を使用すると、クォータ、バックアップ方針、セキュリティー形式、および
CIFS oplock 設定の要因を 1 つ以上管理するためにデータを分割することができま
す。

次に、qtree の使用方針の例を説明します。

v クォータ

個々のプロジェクトのデータが使用するサイズを制限することが可能です。これ
を使用するには、すべてのプロジェクトのファイルを qtree 内に配置し、qtree に
ツリー・クォータを適用します。

v バックアップ

qtree を使用すると、バックアップのさらなるモジュール化の保持、バックアッ
プ・スケジュールへ柔軟性の追加、またはテープにバックアップするそれぞれの
サイズを制限することが可能となります。

v セキュリティー形式

プロジェクトが NTFS 形式のセキュリティーを必要としている (プロジェクト・
メンバーが Windows のファイルおよびアプリケーションを使用している) 場合、
このプロジェクトのデータを qtree にグループ化し、セキュリティー形式を
NTFS 形式に設定することが可能です (この場合に、他のプロジェクトに同じセ
キュリティー形式を要求することはありません)。

v CIFS oplock 設定

プロジェクトの使用するデータベースが CIFS oplock をオフにすることを要求す
る場合、他のプロジェクトには CIFS oplock の保持を許可したまま、このプロジ
ェクトの qtree には CIFS oplock をオフに設定することが可能です。

所有することのできる qtree の数
それぞれのボリュームに、最大 4,995 個の qtree を持つことが可能です。これは、
ストレージ・システム全体の最大数ではありません。

qtree とボリュームの比較方法
一般的に、qtree はボリュームとよく似ています。しかし、スナップショット・コピ
ーおよびスペース管理に関連するいくつかのキーとなる違いがあります。
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次の表は、qtree、FlexVol ボリューム、および従来のボリュームとの比較を示しま
す。

機能 qtree FlexVol ボリューム 従来のボリューム

ユーザー・データの
編成が使用可能

Yes Yes Yes

要求が類似するユー
ザーのグループ化が
使用可能

Yes Yes Yes

セキュリティー形式
の受け入れ

Yes Yes Yes

oplock 構成の受け入
れ

Yes Yes Yes

SnapMirrorを使用した
ユニットのバックア
ップおよびリストア
が可能

Yes Yes Yes

SnapVault を使用した
ユニットのバックア
ップおよびリストア
が可能

Yes No No

サイズ変更が可能 Yes (クオータ制限を
使用)

Yes No (拡張は可能、サ
イズ削減は不可)

スナップショット・
コピーをサポート

No (スナップショッ
ト・コピーのボリュ
ームから qtree デー
タを抽出することは
可能)

Yes Yes

クォータをサポート Yes Yes Yes

複製することが可能 No (FlexVol ボリュー
ムの一部でない場合)

Yes No
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qtree の管理

qtree の作成、削除、および名前変更を行うことができます。さらに、状況やアクセ
ス統計を表示することもできます。また、ボリュームのルートにあるディレクトリ
ーを qtree に変換することも可能です。この操作の中の多くが、UNIX や Windows

のクライアントを使用して実行します。

qtree の作成
「qtree create」コマンドを使用して、qtree を作成します。また、新規 qtree に
UNIX 形式のアクセス権を指定することもできます。

次のコマンドを実行します: qtree create [-m mode] path。
「mode」は、新規 qtree のアクセス権を指定する、UNIX 形式の 8 進数の数字で
す。「mode」を指定しなかった場合、qtree は「wafl.default_qtree_mode」オプション
によって指定されるアクセス権で作成されます。
モード番号の書式について詳しくは、ご使用の UNIX の資料を参照してください。

注: qtree を NTFS のみの環境で使用している場合、qtree を作成した後に、
Windows のツールを使用して適切な ACL を設定することができます。
「path」は、qtree のパス名です。次の注意を参照してください。

v ルート・ボリューム以外のボリュームに qtree を作成する場合、qtree 名にボリュ
ーム名を含めてください。

v パス名がスラッシュ (/) で開始していない場合、qtree はルート・ボリュームに作
成されます。

注: qtree のパス名は、最長で 1024 文字までです。qtree 名にスペースは使用しな
いでください。Data ONTAP は、qtree 名にスペースがあっても拒否しませんが、
SnapMirror の更新がその qtree では動作しなくなります。

例

次のコマンドは、新規 qtree をユーザー・ボリュームに、所有者と所有者のグルー
プに読み込み、書き込み、および実行のアクセス権を与えた qtree を作成します:

qtree create -m 770 /vol/users/news。

次のコマンドは、新規 qtree をルート・ボリュームに作成します: qtree create

news。

次のタスク

新規 qtree のデフォルトのセキュリティー形式、またはデフォルトの CIFS oplock

設定を変更したい場合は、ここで変更します。
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関連概念

118ページの『セキュリティー形式が、データへのアクセスにどのような影響を与
えるか』
すべての qtree とボリュームは、NTFS、UNIX、または混合のセキュリティー形式
を持っています。この設定は、ファイルが Windows NT か UNIX (NFS) どちらの
セキュリティーを使用しているかを判別します。セキュリティー形式のセットアッ
プ方法は、ストレージ・システムでどのプロトコルがライセンスされているかに依
存します。

187ページの『qtree について』
qtree で、個別に管理することのできるより小さなセグメントにボリュームを分割す
ることが可能となります。qtree のサイズまたはセキュリティー形式を、バックアッ
プやリストアするように設定することができます。

qtree 状況の表示
ストレージ・システム上のすべてのボリュームと qtree、または特定のボリュームに
関するセキュリティー形式、oplock 属性、および SnapMirror 状況を検索するに
は、「qtree status」コマンドを使用します。

次のコマンドを実行してください: qtree status [-I] [-v] [path]。
「-I」オプションは、表示に qtree の ID 番号を含みます。
「-v」オプションは、所有している vFiler 装置を含みます (MultiStore ライセンス
が有効になっている場合)。

qtree のアクセス統計の表示
システムの qtree にあるファイルへのユーザー・アクセスの統計は、「qtree stats」
コマンドを使用して表示します。これにより、最も多いトラフィックを負担してい
る qtrees を判別することができます。トラフィック・パターンを判別することは、
qtree ベースのロード・バランシングに役立ちます。

このタスクについて

「qtree stats」コマンドは、指定された qtree で最後にカウンターがリセットされて
からの NFS および CIFS のアクセス数を表示します。「qtree stats」のカウンター
は、次のいずれかのアクションを行ったときにリセットされます。

v システムがブートした。

v qtree を収容しているボリュームがオンラインになった。

v 「qtree stats -z」コマンドを使用して、カウンターを明示的にリセットした。

次のコマンドを実行してください: qtree stats [-z] [vol_name]。
「-z」オプションは、指定された qtree のカウンターを消去する、または qtree が指
定されなかった場合にすべてのカウンターを消去します。
「vol_name」はオプションで、ボリュームを指定します。ボリュームのすべての
qtree の統計が表示されます。ボリュームを指定しなかった場合、ストレージ・シス
テムのすべての qtree の統計が表示されます。

190 IBM System Storage N シリーズ: Data ONTAP 7.3 ストレージ管理ガイド



出力例
system> qtree stats vol1
Volume Tree NFS ops CIFS ops
-------- -------- ------- --------
vol1 proj1 1232 23
vol1 proj2 55 312

ディレクトリーを qtree に変換する
qtree に変換したいディレクトリーがボリュームのルートにある場合、クライアン
ト・アプリケーションを使用して、ディレクトリーに含まれるデータを同じ名前の
新規 qtree に移行する必要があります。

このタスクについて

ディレクトリーを qtree に変換するには、使用するクライアントに応じた正確な手
順で行ってください。次のプロセスは、完了するために必要となる一般的なタスク
の概要です。

1. qtree にするディレクトリー名を変更する。

2. 元のディレクトリー名で新規の qtree を作成する。

3. クライアント・アプリケーションを使用して、ディレクトリーの内容を新規
qtree に移動してください。

4. 空になったディレクトリーを削除してください。

注: ディレクトリーに、既存の CIFS 共有が関連付けられている場合は削除でき
ません。

Windows クライアントを使用してディレクトリーを qtree に変
換する

Windows クライアントを使用してディレクトリーを qtree に変換するには、ディレ
クトリーの名前を変更し、ストレージ・システムに qtree を作成し、ディレクトリ
ーの内容を qtree に移動します。

このタスクについて

この手順には、Windows エクスプローラーを使用する必要があります。Windows の
コマンド行・インターフェースや DOS プロンプト環境からは使用できません。

1. Windows エクスプローラーを開きます。

2. 変更したいディレクトリーを表記するフォルダーをクリックします。

注: ディレクトリーは、収容するボリュームのルートにある必要があります。

3. ファイル・メニューから「名前の変更」を選択して、このディレクトリーに異な
る名前を付けます。

4. ストレージ・システム上で、「qtree create」コマンドを使用して、ディレクトリ
ーの元の名前を使用して新規 qtree を作成します。

5. Windows エクスプローラーで、名前を変更したディレクトリーのフォルダーを
開き、その中のファイルを選択します。
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6. それらのファイルを、新規 qtree を表記するフォルダーの中にドラッグします。

注: 移動しているフォルダーに多くのサブフォルダーが含まれていると、移動操
作はより長い時間がかかります。

7. ファイル・メニューから「削除」を選択して、名前が変更されて、空になったデ
ィレクトリーのフォルダーを削除します。

UNIX クライアントを使用してディレクトリーを qtree に変換す
る

UNIX でディレクトリーを qtree に変換するには、ディレクトリーの名前を変更
し、ストレージ・システムに qtree を作成し、ディレクトリーの内容を qtree に移
動します。

1. UNIX クライアントのウィンドウを開きます。

2. 「mv」コマンドを使用して、ディレクトリーの名前を変更します。

client: mv /n/joel/vol1/dir1 /n/joel/vol1/olddir

3. ストレージ・システムから、「qtree create」コマンドを使用して、ディレクトリ
ーの元の名前で qtree を作成します。

system1: qtree create /n/joel/vol1/dir1

4. クライアントから「mv」コマンドを使用して、古いディレクトリーの内容を
qtree に移動してください。

注: 移動しているディレクトリーに多くのサブディレクトリーが含まれている
と、移動操作はより長い時間がかかります。

client: mv /n/joel/vol1/olddir/* /n/joel/vol1/dir1

5. 「rmdir」コマンドを使用して、空になった古いディレクトリーを削除します。

client: rmdir /n/joel/vol1/olddir

次のタスク

UNIX クライアントの「mv」コマンドの実装方法に応じて、ファイルの所有権とア
クセス権が保持されない可能性があります。この場合、従来の値にファイルの所有
者とアクセス権を更新してください。

qtree の削除
qtree のアクセス権で許可されている場合、Windows エクスプローラーや UNIX ク
ライアントを使用して、qtree を削除することができます。

始める前に

次の条件を満たしているか確認してください。

v 削除したい qtree を含むボリュームがマウント (NFS の場合)、またはマップ
(CIFS の場合) されている。
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v 削除する qtree は、直接マウントされていない、および CIFS 共有が直接関連付
けられていない。

v qtree のアクセス権が、qtree の変更を許可している。

1. 削除したい qtree を検出してください。

注: qtree は、ボリュームのルートにある通常のディレクトリーとして表示され
ます。

2. クライアントに適応した方式を使用して、qtree を削除してください。 次のコマ
ンドは、UNIX ホストでファイルとサブディレクトリーを含む qtree を削除しま
す: rm -Rf directory 。

注: Windows ホスト上では、qtree を削除するために Windows エクスプローラ
ーを使用してください。

関連概念

224ページの『qtree の削除がツリー・クォータに与える影響』
qtree を削除した場合、その qtree に適用されていたすべてのクォータ (明示か派生
かに関係なく) は、Data ONTAP によって適用されることはなくなります。

187ページの『qtree について』
qtree で、個別に管理することのできるより小さなセグメントにボリュームを分割す
ることが可能となります。qtree のサイズまたはセキュリティー形式を、バックアッ
プやリストアするように設定することができます。

qtreeの名前の変更
qtree のアクセス権で許可されている場合、Windows エクスプローラーや UNIX ク
ライアントを使用して、qtree の名前を変更することができます。

始める前に

次の条件を満たしているか確認してください。

v 名前を変更したい qtree を含むボリュームがマウント (NFS の場合)、またはマッ
プ (CIFS の場合) されている。

v 名前を変更する qtree は、直接マウントされていない、および CIFS 共有が直接
関連付けられていない。

v qtree のアクセス権が、qtree の変更を許可している。

1. 名前を変更したい qtree を検出してください。

注: qtree は、ボリュームのルートにある通常のディレクトリーとして表示され
ます。

2. クライアントに適応した方式を使用して、qtree の名前を変更してください。 次
のコマンドは、UNIX ホストで qtree の名前を変更します: mv old_name

new_name。

注: Windows ホスト上では、qtree の名前を変更するために Windows エクスプ
ローラーを使用してください。
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次のタスク

名前を変更した qtree にクォータを使用していた場合、新しい qtree 名を使用して
クォータ・ファイルを更新してください。

関連概念

224ページの『qtree の名前変更がクォータに与える影響』
qtree の名前変更をしても、ID は変更されません。結果として、 qtree に適用でき
るすべてのクォータ (明示かそれとも派生かにかかわらず) は、クォータの再初期化
をしない限りは継続して適用されます。クォータの再初期化をする前に、クォー
タ・ファイルを新しい qtree 名に更新する必要があります。

187ページの『qtree について』
qtree で、個別に管理することのできるより小さなセグメントにボリュームを分割す
ることが可能となります。qtree のサイズまたはセキュリティー形式を、バックアッ
プやリストアするように設定することができます。
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CIFS oplock の管理

CIFS oplock は、ネットワーク・トラフィックの削減と、ストレージ・システムの
パフォーマンスを向上します。ただし、一部の状態では、これを使用不可にしなけ
ればならないことがあります。CIFS oplock は、ストレージ・システム全体、また
は特定のボリュームや qtree で使用不可にすることができます。

CIFS oplock 設定について
通常、すべてのボリュームおよび qtree の CIFS oplock はそのまま残す必要があり
ます。これはデフォルト設定です。ただし、特別な環境において CIFS oplock をオ
フにすることができます。

CIFS oplock (オポチュニスティック・ロック) は、CIFS クライアント上で先読み、
後書き、およびロック情報のキャッシュをクライアント・サイドで実行するための
特定のファイル共有シナリオのリダイレクターを使用可能にします。クライアント
は、ファイルにアクセスするためにサーバーを定期的に促すことなく、読み込みま
たは書き込みにファイルを使用して動作することができます。これにより、ネット
ワーク・トラフィックを削減させ、パフォーマンスが向上します。

次の環境において、ボリュームまたは qtree 上で CIFS oplock をオフにする場合が
あります。

v 使用しているデータベース・アプリケーションの資料が、CIFS oplock をオフに
することを推奨している。

v 重要なデータを取り扱っており、わずかなデータ損失すら許容できない場合。

そうでなければ、CIFS oplock はオンのままで使用できます。

CIFS oplock について詳しくは、「ファイル・アクセスおよびプロトコルの管理ガ
イド」の CIFS セクションを参照してください。
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関連タスク

『ストレージ・システム全体で CIFS oplock を使用可能または使用不可にする』
「cifs.oplocks.enable」オプションを使用して、ストレージ・システム全体で CIFS

oplock の使用可能または使用不可にします。このオプションを「On (オン)」に設定
した場合、CIFS oplock は使用可能となり、個々の設定が qtree およびボリューム
それぞれで有効になります。

『特定のボリュームや qtree で CIFS oplock を使用可能にする』
特定のボリュームや qtree で CIFS oplock を以前使用不可にした、かつ、現在はそ
れを再び使用可能にしたい場合、「qtree oplocks」を使用して実行することができま
す。

197ページの『特定のボリュームや qtree で CIFS oplock を使用不可にする』
特定のボリュームや qtree で CIFS oplock を使用不可にしたい場合、「qtree

oplocks」コマンドを使用して実行することができます。

ストレージ・システム全体で CIFS oplock を使用可能または使用不可にす
る

「cifs.oplocks.enable」オプションを使用して、ストレージ・システム全体で CIFS

oplock の使用可能または使用不可にします。このオプションを「On (オン)」に設定
した場合、CIFS oplock は使用可能となり、個々の設定が qtree およびボリューム
それぞれで有効になります。

特定のボリュームや qtree で CIFS oplock を使用可能にする
特定のボリュームや qtree で CIFS oplock を以前使用不可にした、かつ、現在はそ
れを再び使用可能にしたい場合、「qtree oplocks」を使用して実行することができま
す。

1. 「cifs.oplocks.enable」オプションが「on (オン)」に設定されていることを確認し
ます。 そうでない場合、特定のボリュームや qtree で CIFS oplock を使用可能
にすることによる影響がありません。

2. 次のコマンドを実行してください: qtree oplocks path enable。

例

「vol2」にある「proj1」の qtree で CIFS oplock を使用可能にするには、次のコマ
ンドを使用してください:

sys1> options cifs.oplocks.enable on
sys1> qtree oplocks /vol/vol2/proj enable

次のタスク

「qtree status」コマンドを使用して、更新を確認することができます (qtree の CIFS

oplock を更新した場合、収容しているボリュームの名前を使用します)。
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特定のボリュームや qtree で CIFS oplock を使用不可にする
特定のボリュームや qtree で CIFS oplock を使用不可にしたい場合、「qtree

oplocks」コマンドを使用して実行することができます。

次のコマンドを実行してください: qtree oplocks path disable。

例

「vol2」にある「proj1」の qtree で CIFS oplock を使用不可にするには、次のコマ
ンドを使用してください: qtree oplocks /vol/vol2/proj disable。

次のタスク

「qtree status」コマンドを使用して、更新を確認することができます (qtree の CIFS

oplock を更新した場合、収容しているボリュームの名前を使用します)。
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セキュリティー形式の変更

新規のボリュームや qtree のセキュリティー形式を変更しなければならない場合が
あります。また、他のユーザーに合わせなければならない場合があります。例え
ば、NTFS の qtree を使用していて、その後 UNIX のファイルとユーザーを組み込
む必要ができた場合に、qtree のセキュリティー形式を NTFS から混在に変更する
ことができます。

始める前に

セキュリティー形式を変更しようとしている qtree 上の共有に、 CIFS ユーザーが
接続されていないことを確認してください。ユーザーがいる場合、UNIX セキュリ
ティー形式を混在や NTFS に変更することができず、また NTFS や混在のセキュ
リティー形式を UNIX に変更することもできません。

このタスクについて

ボリュームまたは qtree にセキュリティー形式を設定することができます。ボリュ
ームのセキュリティー形式の設定は、そのボリュームに含まれる qtree のセキュリ
ティー形式には影響を与えません。どの qtree にも含まれていないファイル (この
ファイルを「qtree 0」にあるといいます) のセキュリティー形式だけは、ボリュー
ムのセキュリティー形式が影響します。

次のコマンドを実行してください: qtree security path {unix | ntfs | mixed}。

例

/vol/users/docs のセキュリティー形式を Windows NT に変更するには、次のコマン
ドを実行してください: qtree security /vol/users/docs ntfs。

ユーザー・ボリュームのルート・ディレクトリーのセキュリティー形式を、混在
(ボリュームにある qtree の外側で、あるファイルは NTFS セキュリティーを所有す
ることができ、また別のファイルは UNIX セキュリティーを持つことができるよう
にする) に変更するには、次のコマンドを使用してください: qtree security

/vol/users mixed 。

次のタスク

先ほどセキュリティー形式を変更した qtree やボリュームに影響するクォータがあ
る場合、qtree を収容するボリュームでクォータの再初期化をしてください。
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関連概念

224ページの『qtree のセキュリティー形式の変更がクォータに与える影響』
NTFS または混在のセキュリティー形式を使用している qtree では ACL が適用さ
れますが、UNIX セキュリティー形式を使用する qtree にはありません。したがっ
て、qtree のセキュリティー形式の変更は、クォータの計算法に影響を与える可能性
があります。 qtree のセキュリティー形式を変更した後は、必ずクォータの再初期
化をする必要があります。

118ページの『セキュリティー形式が、データへのアクセスにどのような影響を与
えるか』
すべての qtree とボリュームは、NTFS、UNIX、または混合のセキュリティー形式
を持っています。この設定は、ファイルが Windows NT か UNIX (NFS) どちらの
セキュリティーを使用しているかを判別します。セキュリティー形式のセットアッ
プ方法は、ストレージ・システムでどのプロトコルがライセンスされているかに依
存します。

関連タスク

234ページの『クォータの再初期化』
「quota off」コマンドに続けて「quota on」コマンドを使用して、クォータの再初期
化をします。これにより、Data ONTAP にクォータ・ファイルの再読み取りをさせ
ます。クォータの再初期化には時間がかかります。場合によっては、サイズ変更の
方が効率的です。

200 IBM System Storage N シリーズ: Data ONTAP 7.3 ストレージ管理ガイド



クォータについて

クォータは、ディスク・スペースおよびユーザー、グループ、または qtree によっ
て使用されるファイル数を制限や追跡する手段を提供します。クォータは
/etc/quotas ファイルを使用して指定され、指定したボリュームや qtree に適用され
ます。

クォータを使用する理由
クォータを使用するとリソース使用量を制限し、リソース使用量が特定の水準に到
達したときに通知することができ、またリソース使用量の追跡が容易になります。

クォータは以下の理由から指定されます。

v ディスク・スペース量、またはユーザーやグループによって使用することのでき
る、または qtree によって含まれるファイル数を制限する場合。

v 制限を強制することなくディスク・スペース量や、ユーザー、グループ、および
qtree によって使用されるファイル数を追跡する場合。

v ユーザーのディスク使用量やファイル使用量が高い場合に警告をする場合。

クォータ処理の概要
クォータは、クォータの上限を越えた場合に通知を送信する (ソフト・クォータ) ま
たは書き込み操作を阻む (ハード・クォータ) ことを、Data ONTAP に引き起こす
ことができます。

Data ONTAP は、ボリュームへの書き込み要求を受け取ると、そのボリュームでク
ォータがアクティブにされていないか確認します。アクティブになっている場合、
Data ONTAP はそのボリューム (または qtree に書き込む場合はその qtree ) のい
ずれかのクォータが、書き込み操作を実行することで超過しないか判別します。い
ずれかのハード・クォータが超過してしまう場合、書き込み操作は失敗し、クォー
タの通知が送信されます。いずれかのソフト・クォータが超過してしまう場合、書
き込み操作は成功し、クォータの通知が送信されます。

クォータの通知について
クォータの通知は、コンソールと /etc/messages ファイルに送信されます。また、ク
ォータが超過したときをトリガーとする SNMP トラップを構成することができま
す。

ソフト・クオータやしきい値を超過した場合、リソースの使用量がクォータの制限
を超過している間は 60 分ごとに、コンソール・メッセージが送信されます。別の
メッセージが、しきい値を超過しなくなったときに送信されます。

E メールのような代替の通知方式を使用したい場合に、SNMP トラップを使用する
ことができます。SNMP トラップの詳細は、/etc/mib/netapp.mib ファイルで見つ
けることができます。
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注: syslog メッセージはツリー・クォータの到達時に生成され、qtree 名ではなく
qtree ID 番号を含みます。qtree 名を ID 番号に関連付けるには、「qtree status -I

」コマンドを使用します。

クォータのターゲットとタイプ
クォータ・ターゲットとは、クォータ操作がユーザー、グループ、または qtree の
いずれかによってクォータが操作されるかで決まります。ターゲットはクォータ・
タイプを決めます。

クォータ・ターゲッ
ト クォータ・タイプ

ターゲットの示され
方 注

ユーザー ユーザー・クォータ UNIX ユーザー名

UNIX UID

UID がマッチするユ
ーザーのファイルま
たはディレクトリー

Windows 2000 以前の
形式の Windows ユー
ザー名

Windows SID

ユーザーの SID によ
って所有される ACL

が付与されたファイ
ルまたはディレクト
リー

ユーザー・クォータ
は、特定のボリュー
ムや qtree に適用す
ることができます。

グループ グループ・クォータ UNIX グループ名

UNIX GID

GID がマッチするグ
ループのファイルま
たはディレクトリー

グループ・クォータ
は、特定のボリュー
ムや qtree に適用す
ることができます。
注: Data ONTAP

は、Windows ID を
基にしたグループ・
クォータを適用する
ことはできません。

qtree ツリー・クォータ qtree へのパス名

例えば、
vol/vol1/qtree2

ツリー・クォータは
個々のボリュームに
適用され、他のボリ
ューム内の qtrees に
は影響しません。
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クォータ・ターゲッ
ト クォータ・タイプ

ターゲットの示され
方 注

* ユーザー

グループ

ツリー

アスタリスク文字 (*) クォータ・ターゲッ
トの * は、デフォル
ト・クォータ を意味
します。デフォル
ト・クォータの場
合、クォータ・タイ
プはタイプ・フィー
ルドの値によって決
まります。

特別な種類のクォータ
最も効率的な方法でディスク使用量を管理するために、デフォルト、明示、派生、
および追跡のクォータを使用します。

デフォルト・クォータの機能
デフォルト・クォータを使用すると、クォータ・タイプで示されるすべてのインス
タンスにクォータを適用することができます。例えば、デフォルト・ユーザー・ク
ォータは指定されたボリュームのシステム上のすべてのユーザーに影響します。ま
た、デフォルト・クォータはクォータの変更を容易にします。

デフォルト・クォータを使用すると、クォータ・ファイルの複数のエントリーに記
述をしなくても、大容量のクォータ・ターゲットを設定する制限を自動的に適用す
ることができます。例えば、ほとんどのユーザーのディスク・スペースを 10 GB

に制限したい場合、それぞれのユーザー用のエントリーを /etc/quotas ファイルに作
成する代わりに、ディスク・スペースのデフォルト・ユーザー・クォータを 10 GB

にする記述をすることができます。特定のユーザーに異なる制限を適用したい場合
は、それらのユーザー用に明示クォータを作成することができます。(明示クォータ
はデフォルト・クォータをオーバーライドします。)

Data ONTAP は、派生クォータのクォータ・ターゲットのディスクおよびファイル
使用量を追跡します。これは、クォータを完全に再初期設定することなく、これら
の派生クォータの仕様を変更することを意味します。

デフォルト・クォータは 3 つすべてのタイプのクォータ・ターゲット (ユーザー、
グループ、qtree) を適用することができます。

注: デフォルト・ユーザー・クォータが実施されている場合、Data ONTAP は root

ユーザーおよび BUILTIN¥Administrators グループのリソース使用量も追跡します。
同様に、デフォルト・グループ・クォータが実施されている場合、Data ONTAP は
GID 0 を持つグループのリソース使用量を追跡します。

デフォルト・ユーザー・クォータの例

次のクォータ・ファイルは、デフォルト・ユーザー・クォータを使用し、それぞれ
のユーザーの vol1 に 50 MB の制限を適用します。
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#Quota target type disk files thold sdisk sfile
#----------- ---- ---- ----- ----- ----- -----
* user@/vol/vol1 50M

いずれかのユーザーがシステム上でコマンドを入力した場合 (例えば、エディター
からファイルに書き込む)、このコマンドの結果、vol1 内のユーザーのデータが 50

MB を超えると、コマンドは失敗します。

明示クォータの機能
明示クォータを使用すると、特定のクォータ・ターゲット用にクォータを指定し、
また特定のターゲットのデフォルト・クォータをオーバーライドすることができま
す。

例

次のクォータ・ファイルは、すべてのユーザーのスペースを vol1 内で 50 MB に
制限するデフォルト・ユーザー・クォータを含んでいます。ただし、jsmith という
一人のユーザーは、明示クォータ (太字で示されています) によって 80 MB のスペ
ースが許可されています。

#Quota target type disk files thold sdisk sfile
#----------- ---- ---- ----- ----- ----- -----
* user@/vol/vol1 50M
jsmith user@/vol/vol1 80M

次のクォータ・エントリーは、vol1 ボリューム内で 4 つの ID で示される特定の
ユーザーのディスク・スペースを 500MB、ファイルを 10,240 個に制限します。

jsmith,corp¥jsmith,engineering¥”john smith”,
S-1-5-32-544 user@/vol/vol1 500M 10K

次のクォータ・エントリーは、/vol/vol2/proj1 の qtree 内で eng1 グループのディス
ク・スペースを 150 MB に制限し、ファイル数は無制限にします。

eng1 group@/vol/vol2/proj1 150M

次のクォータ・エントリーは、restricts vol2 ボリューム内の proj1 qtree を、ディス
ク・スペースは 750 MB、ファイルを 76,800 個に制限します。

/vol/vol2/proj1 tree 750M 75K

派生クォータの機能
クォータ・ファイル内で、明示的なエントリーではなくデフォルト・クォータの結
果によって適用されたクォータは、「派生クォータ」とも呼ばれます。

Data ONTAP は、クォータ・ファイル内のデフォルト・クォータのエントリーから
クォータ情報を派生し、クォータ・ターゲットのインスタンスによって使用される
ディスク・スペースやファイル数に影響のある書き込み要求があった場合にその情
報を適用します。派生クォータは、明示クォータを適用しているターゲットを除い
たすべてのクォータ・ターゲット (ユーザー、グループ、および qtree) に適用され
ます。
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追跡クォータの機能
追跡クォータは、ディスクとファイルの使用量の報告を生成し、リソース使用量の
制限は行いません。追跡クォータを使用している場合、クォータ・ファイル内のク
ォータ・サイズ変更は影響がないため、「quota resize」コマンドを使用してくださ
い。追跡クォータを使用していない場合、その設定を変更するにはクォータをオフ
にしてから再度オンにする必要があります。

追跡クォータを作成するには、ダッシュ (-) を disk と files のフィールドに入力し
ます。これは、いかなる制限の強制もせずに、ターゲットとボリュームのディスク
とファイルの使用量をモニターするように Data ONTAP に命令します。

「デフォルト追跡クォータ」を指定することも可能です。これは、ターゲットのす
べてのインスタンスに適用されます。デフォルト追跡クォータは、すべてのクォー
タ・タイプ (例えば、すべての qtree やすべてのユーザー) のインスタンスの使用量
を追跡することが可能となります。また、クォータを停止およびリスタートさせる
ことなくクォータ・ファイルを変更することが可能になります。

例

次のクォータ・ファイルは、指定したユーザー、グループ、および qtree の場所に
追跡クォータを示します。

#Quota target type disk files thold sdisk sfile
#----------- ---- ---- ----- ----- ----- -----
kjones user@/vol/vol1 - -
eng1 group@/vol/vol1 - -
proj1 tree@/vol/vol1 - -

次のクォータ・ファイルは、3 つのデフォルト追跡クォータ (ユーザー、グルー
プ、および qtree) を含んでいます。

#Quota target type disk files thold sdisk sfile
#----------- ---- ---- ----- ----- ----- -----
* user@/vol/vol1 - -
* group@/vol/vol1 - -
* tree@/vol/vol1 - -

関連概念

221ページの『クォータの変更について』
クォータ・ファイルを変更した後に、クォータ・ファイルを再読み取りし、変更を
取り込むよう Data ONTAP に要求する必要があります。これを行うには、クォー
タ・ファイルの内容により 2 つの方法があります。

ユーザーとグループを使用するクォータの機能
クォータのターゲットとしてユーザーやグループを指定する場合、そのユーザーや
グループに適用されたクォータの制限が強制されます。ただし、一部の特別なグル
ープとユーザーには異なる処理がされます。また、いくつかのルールがユーザーと
グループのクォータに適用されます。

次のルールが、ユーザーやグループのクォータに適用されます。

v クォータが適用されるボリュームや qtree のパス名を指定しない場合、クォータ
はルート・ボリュームに適用されます。
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v ユーザーやグループのクォータを qtree に適用する場合、その qtree を含むボリ
ュームのユーザーやグループへのクォータも定義する必要があります。ボリュー
ム・クォータには、デフォルトまたは追跡のクォータを使用することができま
す。

関連概念

203ページの『デフォルト・クォータの機能』
デフォルト・クォータを使用すると、クォータ・タイプで示されるすべてのインス
タンスにクォータを適用することができます。例えば、デフォルト・ユーザー・ク
ォータは指定されたボリュームのシステム上のすべてのユーザーに影響します。ま
た、デフォルト・クォータはクォータの変更を容易にします。

205ページの『追跡クォータの機能』
追跡クォータは、ディスクとファイルの使用量の報告を生成し、リソース使用量の
制限は行いません。追跡クォータを使用している場合、クォータ・ファイル内のク
ォータ・サイズ変更は影響がないため、「quota resize」コマンドを使用してくださ
い。追跡クォータを使用していない場合、その設定を変更するにはクォータをオフ
にしてから再度オンにする必要があります。

クォータ・ファイルで UNIX ユーザーを指定する方法
クォータ・ファイル内で UNIX ユーザーを指定するには、ユーザー名、UID、また
はユーザーの所有するファイルやディレクトリーの 3 つの形式のいずれかを使用す
ることができます。

クォータ・ファイルで UNIX ユーザーを指定するには、次の形式のいずれかを使用
することができます。

v ユーザー名。/etc/passwd ファイルや NIS パスワード・マップで定義され、
「jsmith」のようなユーザー名があります。

注: クォータ・ファイル内では、バックスラッシュ (¥) や @ 記号を含む UNIX

ユーザー名を使用することはできません。これは、Data ONTAP がこれらの文字
を含むユーザー名を Windows 名として処理するためです。

v UID。「20」などがあります。

v そのユーザーが所有するファイルやディレクトリーの名前。ファイルの UID を
ユーザーと一致させます。

注:

ファイルやディレクトリーの名前を指定した場合、システム上にそのユーザー・
アカウントが存在している間は使用することができます。

UID 用にファイルやディレクトリーの名前を指定しても、Data ONTAP はそのフ
ァイルやディレクトリーにクォータを適用しません。

クォータ・ファイルで Windows ユーザーを指定する方法
クォータ・ファイル内で Windows ユーザーを指定するには、Windows 2000 以前の
形式の Windows 名、SID、およびユーザーの SID で所有されるファイルやディレ
クトリーの 3 つの方法のいずれかを使用することができます。
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クォータ・ファイルで Windows ユーザーを指定するには、次の形式のいずれかを
使用することができます。

v Windows 2000 以前の形式の Windows 名。

v セキュリティー ID (SID)。Windows のテキスト・フォームに表示される、
「S-1-5-32-544」のような ID。

v そのユーザーの SID が所有する ACL を持つファイルやディレクトリーの名前。

注:

ファイルやディレクトリーの名前を指定した場合、システム上にそのユーザー・
アカウントが存在している間は使用することができます。

Data ONTAP が ACL から SID を入手するために、ACL が有効である必要があ
ります。

ファイルやディレクトリーが UNIX 形式の qtree に存在している、またはストレ
ージ・システムがユーザー認証に UNIX 方式を使用している場合、Data ONTAP

はそのファイルやディレクトリーに一致する UID (SID ではない) のユーザーに
ユーザー・クォータを適用します。

クォータのユーザーを識別するためにファイルやディレクトリーの名前を指定し
ても、Data ONTAP はそのファイルやディレクトリーにクォータを適用しませ
ん。

Windows 2000 以前の形式でユーザー名を指定する方法
Windows 2000 以前の形式は、例えば「engineering¥john_smith」という形式で、
クォータ・ファイルで Windows ユーザーを指定するのに使用されます。

Windows 2000 以前の形式のユーザー名を作成するときは、次のルールを忘れない
ようにしてください。

v ユーザー名は 20 文字を越えてはならない。

v NetBIOS 形式のドメイン・ネームを使用する必要がある。

QUOTA_TARGET_DOMAIN ディレクティブを使用した Windows
ドメインの指定方法
クォータ・ファイル内で QUOTA_TARGET_DOMAIN ディレクティブを使用する
と、Windows ユーザーのグループのドメイン名を一度だけ指定することができるよ
うになります。

QUOTA_TARGET_DOMAIN ディレクティブは、オプションの引数を使用します。
バックスラッシュ (¥) が続くこの文字列は、クォータ・エントリーで指定される名
前の前に付加されます。Data ONTAP は、クォータ・ファイルの末尾か、他の
QUOTA_TARGET_DOMAIN ディレクティブに到達した時点で、ドメイン名の追加
を停止します。

例

次の例は、QUOTA_TARGET_DOMAIN ディレクティブの使用例を示しています。

クォータについて 207



QUOTA_TARGET_DOMAIN corp
roberts user@/vol/vol2 900M 30K
smith user@/vol/vol2 900M 30K
QUOTA_TARGET_DOMAIN engineering
daly user@/vol/vol2 900M 30K
thomas user@/vol/vol2 900M 30K
QUOTA_TARGET_DOMAIN
stevens user@/vol/vol2 900M 30K

最初の 2 つのエントリーに、「corp¥」の文字列がプレフィックスとしてユーザー名
に追加されます。3 つめから 4 つめのエントリーに、「engineering¥」の文字列がプ
レフィックスとしてユーザー名に追加されます。最後のエントリーは、エントリー
が引数を含んでいないので、QUOTA_TARGET_DOMAIN エントリーの影響を受け
ません。

次のエントリーは、同じ結果となります。

corp¥roberts user@/vol/vol2 900M 30K
corp¥smith user@/vol/vol2 900M 30K
engineering¥daly user@/vol/vol2 900M 30K
engineering¥thomas user@/vol/vol2 900M 30K
stevens user@/vol/vol2 900M 30K

クォータが root ユーザーに適用される場合
UNIX クライアント上の root ユーザー (UID=0) は、ツリー・クォータの対象とな
りますが、ユーザー・クォータやグループ・クォータの対象にはなりません。これ
は、クォータによって防止された他のユーザーに代わって処置を行うことが、root

ユーザーに許可されているからです。

root ユーザーが、ファイルやディレクトリーの所有権を変更したり、その他の操作
(UNIX の「chown」コマンドのような) を特権を持たないユーザーに代わって実行
した場合、Data ONTAP は新規所有者にクォータ・ベースのチェックを行います
が、新規所有者がハード・クォータの制限を超過している場合でも、エラーの報告
や操作の停止はしません。これにより、失われたデータを復旧した結果、一時的に
クォータを超過してしまうといった、管理処置が容易になります。

注: しかし、いったん所有権を移動すると、クォータが超過している間にユーザー
がディスク・スペースをより多く割り当てようとした場合に、クライアント・シス
テムはディスク・スペース・エラーを報告します。

特定の Windows グループにおけるクォータの機能
クォータは、「Everyone」グループと「BUILTIN¥Administrators」グループには、他
の Windows グループとは異なる割り当てをします。

次のリストは、特定の Windows グループ ID がクォータ・ターゲットになった場
合にどうなるのかを説明します。

v クォータ・ターゲットが「Everyone」グループの場合、ACL がファイルの所有者
を「Everyone」と示しているファイルは、「Everyone」の SID の下でカウントさ
れます。

v クォータ・ターゲットが「BUILTIN¥Administrators」の場合、そのエントリーはユ
ーザー・クォータと見なされて、追跡されるのみとなります。
「BUILTIN¥Administrators」に制限を強制することはできません。
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「BUILTIN¥Administrators」のメンバーがファイルを作成した場合、そのファイル
は「BUILTIN¥Administrators」の所有となり、ユーザー固有の SID ではなく
「BUILTIN¥Administrators」の SID の下でカウントされます。

注: Data ONTAP は、Windows グループ ID を基にしたグループ・クォータをサポ
ートしていません。Windows グループ ID をクォータ・ターゲットとして指定する
場合、クォータはユーザー・クォータと見なされます。

クォータを複数の ID に適用する方法
1 つのユーザーに複数の ID を割り当てることができます。ID のリストによって指
定されるユーザーをクォータ・ターゲットとして、単一のユーザー・クォータ・エ
ントリーをセットアップすることができます。 それらの ID が所有するファイル
が、ユーザー・クォータの制限の対象となります。

例えば、UNIX UID の 20 と、Windows ID の corp¥john_smith および
engineering¥jsmith を持つユーザーがいると仮定します。このユーザーに対して、
UID と Windows ID のリストをクォータ・ターゲットとしたクォータを指定するこ
とができます。このユーザーがストレージ・システムに書き込みを行った場合、書
き込みを引き起こしたのが UID 20、corp¥john_smith、および engineering¥jsmith の
いずれかに関わらず、指定されたクォータが適用されます。

注: 異なるクォータ・エントリーにリストされたクォータ・ターゲットは、ID が同
じユーザーに所属している場合であっても、分離したターゲットと見なされます。

例えば同じユーザー用に、UID 20 に 1 GB のディスク・スペースを制限する 1 つ
めのクォータを、corp¥john_smith に 2 GB のディスク・スペースを制限する別のク
ォータを指定します。2 つの ID は、同じユーザーを表しています。 Data ONTAP

は、UID 20 と corp¥john_smith のそれぞれ別々にクォータを適用します。

この場合、同じユーザーの他の ID は制限が適用されるにも関わらず、
engineering¥jsmith には制限が適用されなくなります。

混合環境における Data ONTAP のユーザー IDの判別方法
Data ONTAP ストレージにアクセスするユーザーが、Windows と UNIX の両方の
クライアントからアクセスする場合、Windows と UNIX 両方のセキュリティーが
ファイルの所有権を判別するために使用されます。いくつかの要因で、ユーザー・
クォータを適用する場合に Data ONTAP が UNIX か Windows のどちらの ID を
使用するかを決定します。

ファイルを含む qtree またはボリュームのセキュリティー形式が NTFS のみ、また
は UNIX のみの場合、セキュリティー形式はユーザー・クォートを適用するときの
ID タイプが使用されます。セキュリティー形式が混在している qtree の場合、使用
された ID タイプはファイルの ACL によって判別されます。

次の表は、どの ID タイプが使用されるかを要約したものです。

セキュリティー形式 ACL ACL ではない

UNIX UNIX ID UNIX ID

混合 Windows ID UNIX ID
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セキュリティー形式 ACL ACL ではない

NTFS Windows ID Windows ID

注: ファイルを他のタイプのユーザーが所有している、および決められたタイプの
マッピングが存在しない場合、Data ONTAP は次のオプションによって定義された
デフォルトのユーザー ID を決められたタイプに使用します。

v wafl.default_nt_user

v wafl.default_unix_user

例えば、「winfile」ファイルが UNIX セキュリティー形式を使用する qtree 内にあ
り、そのファイルを Windows ユーザーの corp¥bob が所有していたとします。クォ
ータ・ファイルに corp¥bob と UNIX ユーザー ID 間のマッピングがない場合、
「winfile」ファイルは「wafl.default_nt_user」オプションによって定義されるユーザ
ーに対して制限を課します。

関連概念

118ページの『セキュリティー形式が、データへのアクセスにどのような影響を与
えるか』
すべての qtree とボリュームは、NTFS、UNIX、または混合のセキュリティー形式
を持っています。この設定は、ファイルが Windows NT か UNIX (NFS) どちらの
セキュリティーを使用しているかを判別します。セキュリティー形式のセットアッ
プ方法は、ストレージ・システムでどのプロトコルがライセンスされているかに依
存します。

クォータ用に UNIX と Windows の名前をリンクする方法
混合環境の場合、Windows ユーザーや UNIX ユーザーのどちらかとしてログイン
することが可能です。ユーザーの UNIX ID と Windows ID が同じユーザーを示し
ていると認識するように、クォータを構成することができます。

クォータ・ファイルの同じエントリーを使用して名前をマップする方
法
Windows と UNIX の名前を、クォータ・ファイル内の同じエントリーに一緒に置
いてマップすることができます。ただし、すべてのユーザーにクォータ・ファイル
のエントリーが要求されます。

例

次のクォータ・ファイルのエントリーは、Windows ID の「corp¥jroberts」と UNIX

ID の「roberts」をクォータにリンクしています。roberts,corp¥jroberts

user@/vol/vol2 900M 30K

QUOTA_PERFORM_USER_MAPPING ディレクティブを使用して名
前をマップする方法
すでに構成されたシステムの、1 対 1 で UNIX 名と Windows 名が対応している
/etc/usermap.cfg ファイルがある場合、クォータ・ファイル内の
QUOTA_PERFORM_USER_MAPPING ディレクティブは自動的に名前をリンクしま
す。それぞれのユーザーにエントリーを分けて追加する必要はありません。
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このディレクティブを使用する場合、Data ONTAP はユーザー名をマップするため
に usermap.cfg ファイルを参照します。いったん UNIX と Windows の名前が一緒
にマップされると、クォータの使用量を判別する場合に同じユーザーとして扱いま
す。

usermap.cfg ファイルについて詳しくは、「ファイル・アクセスおよびプロトコルの
管理ガイド」を参照してください。

注: このディレクティブは、1 対 1 で Windows 名と UNIX 名の間を対応させる必
要があります。usermap.cfg ファイル内で 1 つの名前が複数の名前にマップされて
いる場合、クォータ・ファイル内で重複したエントリーとなり、予測不能な結果と
なります。

注: このディレクティブを使用する場合、usermap.cfg を変更するときには、その変
更の影響を受ける前にクォータをオフにして再度オンにする必要があります。

例

次の例は、 QUOTA_PERFORM_USER_MAPPING ディレクティブの使用例を示して
います。

QUOTA_PERFORM_USER_MAPPING on
roberts user@/vol/vol2 900M 30K
corp¥stevens user@/vol/vol2 900M 30K
QUOTA_PERFORM_USER_MAPPING off

「usermap.cfg」ファイルで「roberts」を「corp¥jroberts」にマップしている場合、最
初のクォータ・エントリーは UNIX 名が「roberts」および Windows 名が
「corp¥jroberts」のユーザーに適用されます。どちらかのユーザー名で所有されてい
るファイルが、このクォータ・エントリーの制限の対象となります。

「usermap.cfg」ファイルで「corp¥stevens」を「cws」にマップしている場合、2 つめ
のクォータ・エントリーは Windows 名が「corp¥stevens」および UNIX 名が
「cws」のユーザーに適用されます。どちらかのユーザー名で所有されているファイ
ルが、このクォータ・エントリーの制限の対象となります。

この例の効果は、次の例のようにクォータ・ファイルの単一のエントリーに複数の
ユーザー名を記述することでも得ることができます。

roberts,corp¥jroberts user@/vol/vol2 900M 30K
corp¥stevens,cws user@/vol/vol2 900M 30K

usermap.cfg ファイル内でのワイルドカード・エントリーの使用について:

/etc/usermap.cfg ファイル内でのワイルドカード・エントリーの使用は、不特定の順
序で信頼されたすべてのドメインが一致するまで検索されるため、あいまいな結果
となります。この問題を回避するために、「cifs.search_domains」オプションを使用
して、Data ONTAP がドメインを検索する順序を指定してください。

次のエントリーが「usermap.cfg」ファイルに含まれている場合、予想外の結果とな
る可能性があります。

*\* *
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クォータ・ファイルで QUOTA_PERFORM_USER_MAPPING ディレクティブを使用
し、「usermap.cfg」ファイルでワイルドカード・エントリーも使用している場合、
Data ONTAP は信頼されたドメインの 1 つからユーザーを検出しようと試みます。
しかし、Data ONTAP は不特定の順序でドメインを探索するため、この検索結果は
予測不能となる可能性があります。

この問題に対応するために、「cifs.search_domains」オプションを使用して Data

ONTAP がドメインを検索する順番を指定することが可能です。

qtrees を扱うクォータの機能
ターゲットと同様に qtree を扱うクォータを作成することができます。このクォー
タをツリー・クォータと呼びます。また、ユーザーおよびグループのクォータを特
定の qtree 用に作成することもできます。さらに、ボリュームのクォータをそのボ
リュームを含む qtrees に継承させることもあります。

ツリー・クォータの機能
ターゲットと同様に qtrees を扱うクォータを、qtree の大きさを制限するために作
成することができます。これらのクォータは、「ツリー・クォータ」とも呼ばれま
す。

ツリー・クォータを qtree に適用すると、qtree はいつでもサイズを変更できる点を
除いて、ディスク・パーティションに類似します。ツリー・クォータを適用する
と、Data ONTAP は qtree 内のディスク・スペースとファイル数を、それらの所有
者に関係なく制限します。root と BUILTIN¥Administrators グループのメンバーを含
むすべてのユーザーは、ツリー・クォータの超過を引き起こす場合、qtree に書き込
みを行うことができません。

注: クォータのサイズは、使用可能なスペースの具体的な量を保証しません。クォ
ータのサイズは、qtree の使用可能な空き領域の量よりも大きくすることができま
す。「df」コマンドを使用して、qtree の使用可能なスペースの実際の量を判別する
ことができます。

ユーザーおよびグループのクォータが qtree を処理する方法
ツリー・クォータは、qtree 全体のサイズを制限します。特定のユーザーやグループ
が qtree 全体を消費することを防止するために、この qtree にユーザーやグループ
のクォータを指定してください。

qtree 用にクォータを使用するデフォルト追跡クォータの例

次のクォータ・ファイルを持っているとします。

#Quota target type disk files thold sdisk sfile
#----------- ---- ---- ----- ----- ----- -----
* user@/vol/vol1 50M - 45M
jsmith user@/vol/vol1 80M - 75M

注意をしている特定のユーザー (kjones とする) が、「vol2」にある重要な qtree で
ある「qt1」のスペースを過剰に使用しています。次の行をクォータ・ファイルに追
加して、このユーザーのスペースを制限することができます。

kjones user@/vol/vol2/qt1 20M - 15M
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ボリュームから qtrees に継承されるクォータの機能
ボリュームのクォータを作成した場合、このクォータは通常、このボリューム内の
すべての qtrees に自動的に継承されます。ただし、一部の条件でボリューム・クォ
ータがボリュームの qtree に継承されるのを防止してしまう可能性があります。

次のリストは、ボリュームのクォータがそのボリュームの qtree に継承されない条
件の概要です。

v 明示クォータが qtree 用にある、およびその明示クォータが収容しているボリュ
ームに適用されているクォータと競合する場合、qtree に適用されるクォータがボ
リューム・クォータよりも優先されます。

v ボリュームに定義されたデフォルト・クォータをオーバーライドして明示ユーザ
ーまたはグループ・クォータを作成した場合、qtree 用のデフォルト・クォータに
類似した存在が、qtree が継承したボリュームのオーバーライドを防止します。

v qtree 用のデフォルト・クォータは、収容しているボリュームの明示クォータより
も優先されます。

ハード、ソフト、およびしきい値クォータの違い
ハード・クォータ (Disk および Files フィールド) は、システム・リソース上のハ
ード制限を強制します。制限を超過する結果をもたらすすべての操作は失敗しま
す。ソフト・クォータ (Threshold (しきい値)、Soft Disk および Soft Files フィール
ド) は、一定のリソース・レベルに到達した場合に、データ・アクセスに影響を与
えることなく警告を受け取ることができます。これによりクォータが超過する前
に、適切なアクションを取ることが可能となります。

しきい値クォータ (Threshold (しきい値) フィールドを使用しているクォータ) は、
Soft Disk フィールドを使用しているクォータと同等です。

クォータ・ファイルの機能
/etc ディレクトリーにあるクォータ・ファイルは、qtree、グループ、およびユーザ
ーに対する 1 つ以上の制限を指定、または追跡するクォータを含みます。このファ
イルには、デフォルト (一般) および具体的なエントリーを含むことができます。

クォータ・エントリーの構文規則
クォータ・ファイル内のクォータ・エントリーの構文は、quota_target

type[@/vol/dir/qtree_path] disk [files] [threshold] [soft_disk] [soft_files] です。フィール
ドは、スペース文字またはタブで区切られます。

クォータ・ターゲット (Target)・フィールドの使用法
クォータ・ターゲット・フィールドは、そのクォータが適用される qtree、グルー
プ、またはユーザーの名前を指定します。アスタリスク (*) がこのフィールドにあ
ると、デフォルト・クォータを意味します。デフォルト・クォータは、エントリー
で指定されたタイプの明示クォータを持たないすべてのメンバーに適用されます。
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注: クォータがユーザーまたはグループのクォータの場合、同じクォータ・ターゲ
ットを複数のクォータ・ファイルのエントリーに使用することができます。クォー
タがツリー・クォータの場合、そのクォータ・ターゲットを指定できるのは 1 回だ
けです。

関連概念

クォータのターゲットとタイプ
クォータ・ターゲットとは、クォータ操作がユーザー、グループ、または qtree の
いずれかによってクォータが操作されるかで決まります。ターゲットはクォータ・
タイプを決めます。

クォータ・タイプ (Type)・フィールドの使用法
タイプ・フィールドは、そのクォータが適用されるエンティティー (qtree、グルー
プ、またはユーザー) のタイプを指定します。タイプがユーザーまたはグループの
場合、オプションで、クォータを特定のボリューム、ディレクトリー、または qtree

にこのフィールドを制限することができます。

タイプ・フィールドはクォータ・タイプを指定します。クォータ・タイプは次のい
ずれかのタイプになります。

v ユーザーまたはグループのクォータ。特定のユーザーおよびグループが所有する
ことのできるディスク・スペースの量とファイル数を指定します。

v ツリー・クォータ。特定の qtree に含むことのできるディスク・スペースの量と
ファイル数を指定します。

次の表は、タイプ・フィールドに設定可能な値を、例と共に要約しています。

クォータ・タイプ タイプ・フィールドの値 タイプ・フィールドの例

ボリュームのユーザー・クォ
ータ

(明示またはデフォルト)

user@/vol/volume user@/vol/vol1

qtree のユーザー・クォータ

(明示またはデフォルト)

user@/vol/volume/qtree user@/vol/vol0/home

ボリュームのグループ・クォ
ータ

(明示またはデフォルト)

group@/vol/volume group@/vol/vol1

qtree のグループ・クォータ

(明示またはデフォルト)

group@/vol/volume/qtree group@/vol/vol0/home

明示ツリー・クォータ tree tree

デフォルト・ツリー・クォー
タ

tree@/vol/volume tree@/vol/vol0

ディスク (Disk)・フィールドの使用法
ディスク・フィールドは、クォータ・ターゲットが使用することのできるディス
ク・スペースの最大値を指定します。このフィールドの値は、超過することのでき
ないハード制限を意味します。
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次のリストは、このフィールドに指定する値のルールを説明しています。

v ディスク・フィールドをブランクのままにすることはできません。

タイプ・フィールドに続く値が、常にディスク・フィールドに割り当てられま
す。したがって、例えば、 Data ONTAP は次の 2 つのクォータ・ファイル・エ
ントリーを同等と見なします。

#Quota Target type disk files
/export tree 75K
/export tree 75K

v K は 1,024 バイトを意味し、M は 2 の 20 乗 (または 1024 * 1024) バイトを
意味し、G は 2 の 30 乗 (または 1024 * 1024 * 1024) バイトを意味します。

注: ディスク・フィールドは、大/小文字の区別をしません。つまり、K、
k、M、m、G、または g を使用することができます。

v ディスク・フィールドに入力することのできる最大値は、次の値のいずれかです
(これは 16 TB に等しい値です)。

– 16,383G

– 16,777,215M

– 17,179,869,180K

注: K、M、または G を省略した場合、Data ONTAP は K をデフォルト値とし
ます。この値は 10 進表記法で指定することはできません。

v ディスク・フィールドの値は、4 KB の倍数にする必要があります。

そうでない場合、ディスク・フィールドはクォータ・レポートで不正と表示され
る可能性があります。これは、ディスク・スペース制限 (4 KB に変換されます)

にそろえるために、ディスク・フィールドは最も近い 4 KB の倍数に常に切り上
げるためです。

v クォータの制限は、ボリューム内の使用可能なディスク・スペース量より大きく
することが可能です。

この場合、クォータを初期化するときに警告メッセージがコンソールに表示され
ます。

v 追跡クォータ (制限を強制せずにディスク使用量を追跡する) を適用するには、ハ
イフン (-) を入力します。

ファイル (Files)・フィールドの使用法
ファイル・フィールドは、クォータ・ターゲットが使用することのできるファイル
の最大数を指定します。このフィールドはオプションです。このフィールドの値
は、超過することのできないハード制限を意味します。

次のリストは、このフィールドに指定する値のルールを説明しています。

v K は 1,024 バイトを意味し、M は 2 の 20 乗 (または 1024 * 1024) バイトを
意味し、G は 2 の 30 乗 (または 1024 * 1024 * 1024) バイトを意味します。

K、M、または G は省略することが可能です。例えば、「100」と入力した場
合、ファイルの最大数が 100 であることを意味します。
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注: ファイル・フィールドは、大/小文字の区別をしません。つまり、K、
k、M、m、G、または g を使用することができます。

v ファイル・フィールドに入力することのできる最大値は、4G (4 GB) または次の
値のいずれかです。

– 4,294,967,295

– 4,194,304K

– 4,096M

v 追跡クォータ (制限を強制せずにファイルの使用量を追跡する) を適用するには、
ハイフン (-) を入力します。

注: クォータ・ターゲットが root の場合、つまり UID や GID に 0 を指定した
場合、ハイフンを 必ず 入力してください。

v ファイル・フィールドのブランクは、クォータ・ターゲットが使用することので
きるファイル数には制限がないことを意味します。

注: ファイル・フィールドをブランクにする場合は、Threshold (しきい値)、Soft

Disk (ソフト・ディスク)、またはSoft Files (ソフト・ファイル) フィールドに値
を指定することはできません。

v ファイル・フィールドは、ディスク・フィールドと同じ行になければなりませ
ん。

それ以外の場合、ファイル・フィールドは無視されます。

しきい値 (Threshold) フィールドの使用法
しきい値フィールドは、ディスク・スペースのしきい値を指定します。書き込みに
よってクォータ・ターゲットのしきい値を超過する場合は、書き込みはそのまま成
功しますが、警告メッセージがストレージ・システムのコンソールに記録され、
SNMP トラップが生成されます。このフィールドはオプションです。

次のリストは、このフィールドに指定する値のルールを説明しています。

v K は 1,024 バイトを意味し、M は 2 の 20 乗 (または 1024 * 1024) バイトを
意味し、G は 2 の 30 乗 (または 1024 * 1024 * 1024) バイトを意味します。

注: しきい値フィールドは、大/小文字の区別の区別をしません。つまり、K、
k、M、m、G、または g を使用することができます。

v しきい値フィールドに入力することのできる最大値は、次の値のいずれかです
(これは 16 TB に等しい値です)。

– 16,383G

– 16,777,215M

– 17,179,869,180K

注: K、M、または G を省略した場合、Data ONTAP は K をデフォルト値とし
ます。この値は 10 進表記法で指定することはできません。

v しきい値フィールドの値は (存在する場合)、4 KB の倍数にする必要がありま
す。
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そうでない場合、しきい値フィールドはクォータ・レポートで不正と表示される
可能性があります。これは、ディスク・スペース制限 (4 KB に変換されます) に
そろえるために、しきい値フィールドは最も近い 4 KB の倍数に常に切り上げる
ためです。

v しきい値フィールドは、ディスク・フィールドと同じ行になければなりません。

それ以外の場合、しきい値フィールドは無視されます。

v クォータ・ターゲットにしきい値を指定しない場合は、このフィールドにハイフ
ン (-) を入力するか、ブランクのままにします。

ソフト・ディスク (Soft Disk)・フィールドの使用法
ソフト・ディスク・フィールドは、クォータ・ターゲットが警告される前に使用す
ることができるディスク・スペースを指定します。クォータがソフト制限を超過し
た場合、警告メッセージがストレージ・システムのコンソールに記録され、SNMP

トラップが生成されます。このフィールドはオプションで、しきい値フィールドと
同じ方法で機能します。

次のリストは、このフィールドに指定する値のルールを説明しています。

v K は 1,024 バイトを意味し、M は 2 の 20 乗 (または 1024 * 1024) バイトを
意味し、G は 2 の 30 乗 (または 1024 * 1024 * 1024) バイトを意味します。

注: ソフト・ディスク・フィールドは、大/小文字の区別をしません。つまり、
K、k、M、m、G、または g を使用することができます。

v ソフト・ディスク・フィールドに入力することのできる最大値は、次の値のいず
れかです (これは 16 TB に等しい値です)。

– 16,383G

– 16,777,215M

– 17,179,869,180K

注: K、M、または G を省略した場合、Data ONTAP は K をデフォルト値とし
ます。この値は 10 進表記法で指定することはできません。

v ソフト・ディスク・フィールドの値は (存在する場合)、4 KB の倍数にする必要
があります。

そうでない場合、ソフト・ディスク・フィールドはクォータ・レポートで不正と
表示される可能性があります。これは、ディスク・スペース制限 (4 KB に変換
されます) にそろえるために、ソフト・ディスク・フィールドは最も近い 4 KB

の倍数に常に切り上げるためです。

v ソフト・ディスク・フィールドは、ディスク・フィールドと同じ行になければな
りません。

それ以外の場合、ソフト・ディスク・フィールドは無視されます。

v クォータ・ターゲットにソフト・ディスク制限を指定しない場合は、このフィー
ルドにハイフン (-) を入力するか、ブランクのままにします。

ソフト・ファイル (Soft Files)・フィールドの使用法
ソフト・ファイル・フィールドは、クォータ・ターゲットが警告される前に使用す
ることができるファイル数を指定します。クォータがソフト制限を超過した場合、
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警告メッセージがストレージ・システムのコンソールに記録され、SNMP トラップ
が生成されます。これは、オプションのフィールドです。

次のリストは、ソフト・フィールドに指定する値のルールを説明しています。

v K は 1,024 バイトを意味し、M は 2 の 20 乗 (または 1024 * 1024) バイトを
意味し、G は 2 の 30 乗 (または 1024 * 1024 * 1024) バイトを意味します。

K、M、または G は省略することが可能です。例えば、「100」と入力した場
合、ファイル数のソフト制限が 100 であることを意味します。

注: ソフト・ファイル・フィールドは、大/小文字の区別をしません。つまり、
K、k、M、m、G、または g を使用することができます。

v ソフト・ファイル・フィールドに入力することのできる最大値は、4G (4 GB) ま
たは次の値のいずれかです。

– 4,294,967,295

– 4,194,304K

– 4,096M

v ソフト・ファイル・フィールドのブランクは、クォータ・ターゲットが使用する
ことのできるファイル数には、割り当て量のソフト制限がないことを意味しま
す。

v ソフト・ファイル・フィールドは、ディスク・フィールドと同じ行になければな
りません。

それ以外の場合、ソフト・ファイル・フィールドは無視されます。

Data ONTAP がクォータ・ファイルを読み取る方法
Data ONTAP がクォータ・ファイルを適切に読み込むことができるように、いくつ
かの簡単なルールに従ってください。

クォータ・ファイルのエントリーは、複数行に拡張することができます。ただし、
ファイル、しきい値、ソフト・ディスク、およびソフト・ファイルのフィールド
は、ディスク・フィールドと同じ行になければなりません。そうでない場合、これ
らのフィールドは無視されます。

エントリー中間のフィールドの値を指定しない場合は、ダッシュ (-) を使用するこ
とができます。

ポンド記号 (#) の後にあるすべてのテキストは、コメントと見なされます。

クォータ・ファイルのエントリーは、任意の順序にすることができます。Data

ONTAP が書き込み要求を受け取ると、この要求がすべてのクォータ・エントリー
の指定する要件を満たす場合に限り、アクセスを認可します。

クォータ・ターゲットがクォータ・ファイルの複数のエントリーに影響を受ける場
合、最も厳しい制限のエントリーが適用されます。
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クォータ・ファイルでサポートされる文字エンコードの種類
クォータ・ファイルは、ユニコードおよびルート・ボリュームの UNIX エンコード
(ルート・ボリュームに「vol lang」コマンドを使用して言語を指定します) の、2 つ
のタイプの文字エンコードをサポートします。

PC または UNIX ワークステーションのいずれかを使用して、クォータ・ファイル
を編集することができます。 Data ONTAP は、ファイルが「メモ帳」などのユニコ
ード対応のエディターで編集、保存されているかどうかを検出することができま
す。その場合、Data ONTAP はファイル内のすべてのエントリーがユニコードであ
ると見なします。それ以外は、Data ONTAP はエントリーがルート・ボリュームの
UNIX エンコードであると見なします。

Standard Generalized Markup Language (SGML) エンティティーは、ルート・ボリュ
ームの UNIX エンコードである場合のみに許可されます。

注: クォータ・ファイルに非 ASCII文字を含む場合は、ユニコードか SGML を使用
する必要があります。

クォータ・ファイルのサンプル
以下の解説が一緒になったクォータ・ファイルの簡単な例は、異なるタイプのクォ
ータ・エントリーと、それがどのようにクォータに影響するのか理解することを簡
単にします。

次のクォータ・ファイルのサンプルは、デフォルトと明示のクォータを両方含んで
います。

#Quota Target type disk files thold sdisk sfile
#------------ ---- ---- ----- ----- ----- -----
* user@/vol/vol1 50M 15K
* group@/vol/vol1 750M 85K
* tree@/vol/vol1 100M 75K
jdoe user@/vol/vol1/proj1 100M 75K
msmith user@/vol/vol1 75M 75K
msmith user@/vol/vol1/proj1 75M 75K

このクォータ・ファイルは、次の効果があります。

v このファイルに別の記述がないユーザーは、ディスク・スペースを 50 MB、ファ
イルを 15,360 個、「vol1」ボリューム内で使用することができます。

v このファイルに別の記述がないグループは、ディスク・スペースを 750 MB、フ
ァイルを 87,040 個、「vol1」ボリューム内で使用することができます。

v このファイルで別の記述がない 「vol1」内の qtree は、ディスク・スペースを
100 MB、ファイルを 76,800 個使用することができます。

v 「vol1」ボリューム内に qtree を作成した場合 (例えば、「/vol/vol1/proj2」と指定
された qtree)、Data ONTAP は、派生デフォルト・ユーザー・クォータと派生デ
フォルト・グループ・クォータを強制します。これは、次のクォータ・エントリ
ーと同じ効果となります。

* user@/vol/vol1/proj2 50M 15K
* group@/vol/vol1/proj2 750M 85K

v 「vol1」ボリューム内に qtree を作成した場合 (例えば、「/vol/vol1/proj2」と指定
された qtree)、Data ONTAP は「/vol/vol1/proj2」の qtree 内で UID 0 および
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GID 0 に所有されているディスク・スペースとファイル数を追跡します。これ
は、クォータ・ファイルの次のエントリーに起因します。

* tree@/vol/vol1 100M 75K

v ユーザー名「msmith」のユーザーは、「vol1」ボリューム内で 75 MB のディス
ク・スペースと 76,800 個のファイルを使用することができます。これは、この
ユーザーの明示クォータが /etc/quotas ファイルに存在するため、デフォルトの制
限である 50 MB のディスク・スペースと15,360 個のファイルの制限をオーバー
ライドするからです。

v 「proj1」の qtree で、「jdoe」に 100 MB、「msmith」に 75 MB の明示クォー
タを与えることによって (この qtree には 100 MB のツリー・クォータがあるの
で)、qtree が超過します。これは、ユーザーがクォータを使い切る前に、qtree の
スペースを使い尽くしてしまう可能性があることを意味します。

注: クォータの超過はサポートされますが、超過していること警告するアラート
が表示されます。

クォータのアクティブ化または再初期化について
再初期化は、クォータ・ファイルをスキャンすること、およびボリュームのすべて
のクォータを再計算することを引き起こします。「quota on」コマンドを使用して、
クォータのアクティブ化、または再初期化を行うことができます。クォータの初期
化方法を知ることは、悪影響の少ないクォータ管理をするうえで役立ちます。

次のリストは、クォータのアクティブ化と再初期化について知っておくべきいくつ
かの事実の概要を示します。

v クォータ・ファイルの変更は、クォータを再初期化するか、「quota resize」コマ
ンドを実行するかどちらかまで、影響はありません。

v 一回に 1 つのボリュームのクォータのみを、アクティブ化または再初期化しま
す。

v クォータをアクティブ化するために、クォータ・ファイルのすべてのエラーを取
り除く必要はありません。無効なエントリーは報告され、かつ、スキップされま
す。クォータ・ファイルがいずれかの有効なエントリーを含んでいる場合、クォ
ータはアクティブ化されます。

v クォータの再初期化はしばらく時間がかかる可能性がありますが、その間もスト
レージ・システムのデータは使用可能です。ただし、クォータは指定したボリュ
ームに強制されません。

v クォータの再初期化は、デフォルトでは非同期に実行されます。再初期化がバッ
クグラウンドで進行している間に、他のコマンドを実行することができます。

注: 再初期化の処理からエラーまたは警告があると、他のコマンドの出力と混在
して出力される可能性があります。

v クォータの再初期化は、「-w」オプションをつけて呼び出されると同期して実行
します。これは、スクリプトから再初期化を行いたい場合に便利です。

v 再初期化処理からのエラーと警告は、コンソールと /etc/messages に記録されま
す。

v クォータのアクティブ化は、停止およびリブートを行っても継続します。クォー
タは、「/etc/rc」にあるファイルでアクティブ化しないでください。
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関連概念

『サイズ変更を使用できる場合』
クォータのサイズ変更はクォータの再初期化よりも高速なため、可能な限りサイズ
変更を使用するべきです。ただし、サイズ変更は特定の変更をクォータ・ファイル
に行った場合のみ効果があります。(サイズ変更が動作しない場合、警告メッセージ
が送信されます。)

223ページの『クォータの完全な再初期化が必要とされる場合』
クォータのサイズ変更は高速ですが、クォータ・ファイルに広範囲な変更を行っ
た、またはある特定の条件にある場合、クォータの完全な再初期化の実行が必要と
なります。

クォータの変更について
クォータ・ファイルを変更した後に、クォータ・ファイルを再読み取りし、変更を
取り込むよう Data ONTAP に要求する必要があります。これを行うには、クォー
タ・ファイルの内容により 2 つの方法があります。

クォータ・ファイルを再読み取りするように Data ONTAP に要求するには、次の 2

つの方法のいずれかを使用します。

v クォータのサイズ変更

クォータのサイズ変更をすることは、完全な再初期化より高速です。ただし、ク
ォータ・ファイルの一部の変更が反映されない可能性があります。

v クォータの再初期化

完全なクォータの再初期化を行うと、クォータ・ファイル全体を読み込み、再計
算を行います。これは、ある程度時間がかかる可能性がありますが、初期化が完
了した後に、クォータ・ファイルのすべての変更が反映されることを保証しま
す。

注: クォータが初期化されている間、ストレージ・システムは正常に機能していま
す。ただし、指定のボリュームの初期化が完了するまで、クォータは非アクティブ
化されています。

サイズ変更を使用できる場合
クォータのサイズ変更はクォータの再初期化よりも高速なため、可能な限りサイズ
変更を使用するべきです。ただし、サイズ変更は特定の変更をクォータ・ファイル
に行った場合のみ効果があります。(サイズ変更が動作しない場合、警告メッセージ
が送信されます。)

次のタイプの変更をクォータ・ファイルに行った場合に、クォータのサイズ変更を
使用できます。

v クォータ・ファイルの既存のエントリーを変更した (フィールドの追加や削除を
含む)。

例えば、既存のクォータのサイズを変更。

v デフォルト、またはデフォルト追跡クォータが指定されているクォータ・ターゲ
ットのエントリーを、クォータ・ファイルに追加した。
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v デフォルト、またはデフォルト追跡クォータが指定されたエントリーを、クォー
タ・ファイルから削除した。

重要: クォータ・ファイルに大規模な変更を加えた場合は、すべての変更を確実に
実施するために、完全な再初期化を実施する必要があります。

注: 「resize (サイズ変更)」コマンドを使用した、かつ、反映されない変更がクォー
タ・ファイルに含まれている場合、Data ONTAP は警告を出します。

ストレージ・システムが、特定のユーザー、グループ、または qtree のディスク使
用量を追跡しているかどうかを、クォータのレポートから判別できます。クォータ
のレポート内で割り当て量を参照できる場合、クォータ・ターゲットが所有してい
るディスク・スペースおよびファイル数を、ストレージ・システムが追跡している
ことを意味します。

resize (サイズ変更) コマンドを使用して有効にすることのできるクォ
ータ・ファイルの変更例

一部のクォータ・ファイルの変更は、resize (サイズ変更) コマンドを使用して有効
にすることができます。次のクォータ・ファイルのサンプルを見てください。

#Quota Target type disk files thold sdisk sfile
#------------ ---- ---- ----- ----- ----- -----
* user@/vol/vol2 50M 15K
* group@/vol/vol2 750M 85K
* tree@/vol/vol2 - -
jdoe user@/vol/vol2/ 100M 75K
kbuck user@/vol/vol2/ 100M 75K

これに次の変更を行うとします。

v デフォルト・ユーザー・ターゲット用のファイル数を増加。

v 新規ユーザー用に新規のユーザー・クォータを追加 (このユーザーは、デフォル
ト・ユーザー・クォータより大きくする必要がある)。

v 「kbuck」ユーザーの明示クォータ・エントリーを削除。これから「kbuck」ユー
ザーはデフォルト・クォータの制限のみが必要となります。

この変更の結果、次のクォータ・ファイルになります。

#Quota Target type disk files thold sdisk sfile
#------------ ---- ---- ----- ----- ----- -----
* user@/vol/vol2 50M 25K
* group@/vol/vol2 750M 85K
* tree@/vol/vol2 - -
jdoe user@/vol/vol2/ 100M 75K
bambi user@/vol/vol2/ 100M 75K

この変更はすべて、「quota resize」コマンドを使用して有効にすることができま
す。クォータの完全な再初期化は必要ありません。

resize (サイズ変更) コマンドを使用して有効にすることのできないク
ォータ・ファイルの変更例

一部のクォータ・ファイルの変更は、「resize」(サイズ変更) コマンドを使用して有
効にすることはできません。例えば、クォータ・ファイルにデフォルト追跡ツリ
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ー・クォータが含まれていないときに、クォータ・ファイルにツリー・クォータを
追加しようとしたとします。その結果、クォータ・ファイルは次のようになりま
す。

#Quota Target type disk files thold sdisk sfile
#------------ ---- ---- ----- ----- ----- -----
* user@/vol/vol2 50M 25K
* group@/vol/vol2 750M 85K
jdoe user@/vol/vol2/ 100M 75K
bambi user@/vol/vol2/ 100M 75K
/vol/vol2/proj1 tree 500M 100K

この場合、「quota resize」コマンドを使用しても、新しく追加したエントリーを有
効にすることはできません。既に有効になっているツリー・クォータのデフォル
ト・エントリーがないためです。クォータの完全な再初期化が必要です。

関連概念

225ページの『クォータ・レポートの機能』
クォータ・レポートは、どのクォータを Data ONTAP が適用しているか参照するこ
とを可能とします。クォータ・レポートの形式と、どのユーザー ID を表示させる
か変更するには、「quota report」コマンドのオプションを使用してください。

クォータの完全な再初期化が必要とされる場合
クォータのサイズ変更は高速ですが、クォータ・ファイルに広範囲な変更を行っ
た、またはある特定の条件にある場合、クォータの完全な再初期化の実行が必要と
なります。

クォータ・ファイルの複雑さ、およびファイル・システムのサイズに応じて、クォ
ータの初期化にはある程度の時間がかかります。クォータの初期化中は、データ・
アクセスに影響はありません。ただし、初期化が完了するまでクォータは強制され
ません。

クォータの完全な再初期化は、次の事情のときに必要となります。

v クォータ・ファイルにエントリーを追加した、かつ、そのエントリーで指定され
たターゲットに影響しているクォータがない。

v usermap.cfg ファイルのユーザー・マッピングを変更した、およびクォータ・ファ
イルで QUOTA_PERFORM_USER_MAPPING エントリーを使用している。

v qtree のセキュリティー形式を、UNIX から混合か NTFS のいずれかに変更し
た。

v qtree のセキュリティー形式を、混合か NTFS から UNIX に変更した。

v クォータ・ファイルに、大規模な変更を行った。
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関連概念

210ページの『QUOTA_PERFORM_USER_MAPPING ディレクティブを使用して名
前をマップする方法』
すでに構成されたシステムの、1 対 1 で UNIX 名と Windows 名が対応している
/etc/usermap.cfg ファイルがある場合、クォータ・ファイル内の
QUOTA_PERFORM_USER_MAPPING ディレクティブは自動的に名前をリンクしま
す。それぞれのユーザーにエントリーを分けて追加する必要はありません。

qtree の変更がクォータに与える影響
qtree の削除、名前変更、またはセキュリティー方式の変更をする場合、Data

ONTAP によって適用されたクォータも変更される可能性があります (現在適用され
ているクォータによります)。

qtree の削除がツリー・クォータに与える影響
qtree を削除した場合、その qtree に適用されていたすべてのクォータ (明示か派生
かに関係なく) は、Data ONTAP によって適用されることはなくなります。

削除した qtree のいずれかと同じ名前の qtree を新規に作成した場合、削除された
qtree に以前適用されていたクォータは、新規の qtree にはクォータを再初期化する
まで適用されません。デフォルトの・ツリー・クォータが存在している場合、Data

ONTAP は新規の qtree 用に新規の派生クォータを作成します。

削除した qtree のいずれかと同じ名前の qtree を新規に作成しない場合、クォー
タ・ファイルからその qtree に適用されていたクォータ・エントリーを削除して、
クォータを再初期化するときにエラーが発生しないようにします。

qtree の名前変更がクォータに与える影響
qtree の名前変更をしても、ID は変更されません。結果として、 qtree に適用でき
るすべてのクォータ (明示かそれとも派生かにかかわらず) は、クォータの再初期化
をしない限りは継続して適用されます。クォータの再初期化をする前に、クォー
タ・ファイルを新しい qtree 名に更新する必要があります。

qtree のセキュリティー形式の変更がクォータに与える影響
NTFS または混在のセキュリティー形式を使用している qtree では ACL が適用さ
れますが、UNIX セキュリティー形式を使用する qtree にはありません。したがっ
て、qtree のセキュリティー形式の変更は、クォータの計算法に影響を与える可能性
があります。 qtree のセキュリティー形式を変更した後は、必ずクォータの再初期
化をする必要があります。

qtree のセキュリティー形式を、NTFS または混在から UNIX に変更する場合、そ
の qtree のファイルにある ACL は無視され、ファイル使用量の制限は UNIX ユー
ザー ID に対して課されます。

qtree のセキュリティー形式を UNIX から混在または NTFS のいずれかに変更する
場合、それまで非表示にされていた ACL が表示されるようになり、無視されてい
た ACL は再度有効になり、それから NFS ユーザー情報が無視されます。
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注: これ以前に ACL が存在していなかった場合は、NFS 情報が引き続きクォータ
の計算に使用されます。
重要: 変更した qtree のセキュリティー形式を使用した後に、UNIX および
Windows のユーザー両方のクォータ使用量が正しく計算されることを確実にするた
めに、その qtree を収容しているボリュームのクォータを必ず再初期化してくださ
い。

例

「A」という qtree で NTFS セキュリティーが有効になっており、ACL が 5 MB

のファイルの所有権を Windows ユーザーの「corp/joe」に与えていると仮定しま
す。「corp/joe」ユーザーは、「A」の qtree に 5 MB のディスク・スペース使用量
の制限が課されています。

このとき、「A」の qtree のセキュリティー形式を NTFS から UNIX に変更しまし
た。クォータが再初期化された後、Windows ユーザーの「corp/joe」は、もはやこの
ファイルに制限は課せられません。このとき、「corp/joe」ユーザーにマップされて
いる UNIX ユーザーは、このファイルへの制限が課せられます。「corp/joe」にマッ
プされている UNIX ユーザーがいない場合、デフォルトの UNIX ユーザーに制限
が課せられます。

注: UNIX グループ・クォータのみが qtree に適用されます。つまり、qtree のセキ
ュリティー形式の変更は、グループ・クォータには影響がありません。

関連概念

209ページの『混合環境における Data ONTAP のユーザー IDの判別方法』
Data ONTAP ストレージにアクセスするユーザーが、Windows と UNIX の両方の
クライアントからアクセスする場合、Windows と UNIX 両方のセキュリティーが
ファイルの所有権を判別するために使用されます。いくつかの要因で、ユーザー・
クォータを適用する場合に Data ONTAP が UNIX か Windows のどちらの ID を
使用するかを決定します。

クォータ・レポートの機能
クォータ・レポートは、どのクォータを Data ONTAP が適用しているか参照するこ
とを可能とします。クォータ・レポートの形式と、どのユーザー ID を表示させる
か変更するには、「quota report」コマンドのオプションを使用してください。

クォータ・レポートに含まれるフィールドの種類
クォータ・レポートの一部のフィールドは常に表示されます。その他は、「quota

report」コマンドにどのオプションを使用したかに依存します。

次の表は、クォータ・レポートに表示することのできる見出しを、説明とその見出
しを表示するために必要となるオプション (必要である場合) と共にリストしていま
す。

クォータ・レポートの
見出し 説明

Type クォータ・タイプ: ユーザー、グループ、またはツリー。
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クォータ・レポートの
見出し 説明

ID ユーザー ID、UNIX グループ名、qtree 名。

クォータがデフォルト・クォータの場合、このフィールドの値はア
スタリスクになります。

Volume クォータの適用されたボリューム。

Tree クォータの適用されている qtree。

K-Bytes Used クォータ・ターゲットが現在使用しているディスク・スペースの
量。

クォータがデフォルト・クォータの場合、このフィールドのは 0 に
なります。

Limit クォータ・ターゲットが使用することのできるディスク・スペース
の最大値 (クォータ・ファイルの「Disk」フィールドの値)。

S-Limit 警告が出される前にクォータ・ターゲットが使用することのできる
ディスク・スペースの最大値 (クォータ・ファイルの「Soft Disk」
フィールドの値)。

この列が表示されるのは、「quota report」コマンドに「-s」オプシ
ョンを使用した場合のみです。

T-hold ディスク・スペースのしきい値 (クォータ・ファイルの
「Threshold」フィールドの値)。

この列が表示されるのは、「quota report」コマンドに「-t」オプシ
ョンを使用した場合のみです。

Files Used クォータ・ターゲットが現在使用しているファイル数。

クォータがデフォルト・クォータの場合、このフィールドのは 0 に
なります。

Limit クォータ・ターゲットに許可されているファイルの最大数 (クォー
タ・ファイルの「File」フィールドの値)。

S-Limit 警告が出される前にクォータ・ターゲットが使用することのできる
ファイルの最大数 (クォータ・ファイルの「Soft Files」フィールド
の値)。

この列が表示されるのは、「quota report」コマンドに「-s」オプシ
ョンを使用した場合のみです。

VFiler クォータ・エントリーの vFiler ユニット名を表示します。

この列が表示されるのは、「quota report」コマンドに「-v」オプシ
ョンを使用した場合のみです。このオプションは、ストレージ・シ
ステムが MultiStore のライセンス交付を受けている場合のみに使用
可能です。

Quota Specifier 明示クォータの場合、このフィールドはクォータ・ターゲットがク
ォータ・ファイルでどのように指定されているかを示します。派生
クォータの場合、このフィールドはブランクになります。
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クォータ・レポートのオプションがクォータ・レポートにどのよう
な影響を与えるか

どのオプションを「quota report」コマンドに使用するかは、レポートがどのように
フォーマット設定されるかと、どのようにユーザー ID が表示されるかに影響しま
す。

次の表は、「quota report」コマンドのオプションと、クォータ・レポートがどのよ
うな結果となるかをリストしています。

オプション 結果

なし
デフォルトのクォータ・レポートを生成します。

ID フィールドは、次の書式を使用したいずれかの ID が表示されます。

v Windows 名の場合、ユーザー名の最初の 7 文字と、その前にバックスラッ
シュが表示されます。ドメイン名は省略されます。

v SID の場合、最後の 8 文字が表示されます。

Quota Specifier フィールドには、ID フィールドのいずれかと一致した ID

が、/etc/quotas ファイルのエントリーと同じ書式を使用して表示されます。

-q クォータ・ターゲットの UNIX UID、GID または Windows SID を、次の書式
で表示します。

v UNIX の UID と GID は、数字で表示されます。

v Windows SID は、テキストとして表示されます。

注: Data ONTAP は、ターゲットの ID と関連付けられた名前の検索は行いま
せん。

-s ソフト制限 (S-limit) 列が含まれます。

-t しきい値 (T-hold) 列が含まれます。

-v vFiler 列が含まれます。

-u クォータ・ターゲットの複数の ID が表示されます。

ID フィールドは、ユーザー・クォータのクォータ・ターゲットにリストされた
すべての ID を、次の書式で表示します。

v 最初の行は、デフォルトの書式と同様の書式になります。

v 別の行に、クォータ・ターゲット内の追加される各名前の全体が表示されま
す。

Quota Specifier フィールドは、クォータ・ターゲットで指定された ID のリス
トが表示されます。
注: 「-u」と「-x」のオプションを組み合わせて使うことはできません。

-x クォータ・ターゲットのエントリーの最初の行に、すべてのクォータ・ターゲ
ットの ID をコンマ区切りのリストで表示します。
注:

「-u」と「-x」のオプションを組み合わせて使うことはできません。

しきい値の列が含まれます。
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クォータ・レポートで ID フィールドの表示法
通常、クォータ・レポートの ID フィールドは、UID や SID の代わりにユーザー
名を表示します。ただし、この規則にはいくつかの例外があります。

ID フィールドには、次の環境の場合にユーザー名を表示しません。

v ターゲットとして UNIX ユーザーを使用するクォータの場合、次のいずれかの条
件に適合する場合、名前の代わりに UID が ID フィールドに表示されます。

– パスワード・データベース内にその UID のユーザー名が見つからない。

– 「quota reports」コマンドに「-q」オプションをつけて、UID を表示するよう
に特別な要求をした。

v ターゲットとして Windows ユーザーを使用するクォータの場合、次のいずれか
の条件に適合する場合、名前の変わりに SID が ID フィールドに表示されます。

– SID がクォータ・ターゲットとして指定され、その SID がユーザー名に一致
しない。

– Data ONTAP が、SID と名前をマップするキャッシュでその SID のエントリ
ーを検出できない、およびクォータ・レポートを生成するときに、SID のユー
ザー名を確認するためのドメイン・コントローラーに接続できない。

連続的なクォータの例
次の連続的な例の一連は、クォータ・ファイルの作成とクォータ・レポートを読み
取る方法の理解を簡単にします。

次の例の場合、1 つのボリューム「vol1」を持ったストレージ・システムを使用して
いるとしています。

例 1: デフォルト・クォータ

vol1 内で、それぞれのユーザーに 50 MB のハード制限を強制しようとする場合、
次のクォータ・ファイルを使用します。

#Quota target type disk files thold sdisk sfile
#----------- ---- --- ----- ---- ----- -----
* user@/vol/vol1 50M

いずれかのユーザーが、「vol1」内で 50 MB を超える可能性のあるコマンドをシ
ステム上で入力した場合 (例えば、エディターからファイルに書き込む)、そのコマ
ンドは失敗します。

例 2: デフォルト・クォータのオーバーライド

ある重要なユーザーから、「vol1」により多くのスペースが必要だというクレームを
受け取ったとします。このユーザーに追加のスペースを与えるには、クォータ・フ
ァイルを次のように更新します (このユーザー名を「jsmith」とします)。

#Quota target type disk files thold sdisk sfile
#----------- ---- --- ----- ---- ----- -----
* user@/vol/vol1 50M
jsmith user@/vol/vol1 80M

これで、「jsmith」は「vol1」で最大 80 MB のスペースを使用することができ、他
のすべてのユーザーは 50 MB に制限されたままとなります。
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クォータ・レポートは次のようになります。

filer1> quota report
K-Bytes Files

Type ID Volume Tree Used Limit Used Limit Quota Specifier
----- -------- -------- -------- --------- --------- ------- ------- ---------------
user * vol1 - 102930 51200 153 - *
user jsmith vol1 - 63275 81920 37 - jsmith
user root vol1 - 0 - 1 -

root ユーザー用の、特別なクォータがあることに注意してください。デフォルト・
ユーザー・クォータは root には適用されないので、「vol1」上で root ユーザーは
スペース制限されません。クォータ・レポートの root ユーザー用の Limit (制限)

列はダッシュ (-) が示されます。

例 3: しきい値

この例は、「jsmith」(このユーザーには 75 MB のしきい値を設定します) を除いた
すべてのユーザーに、45 MB のしきい値をセットアップします。ユーザー指定のし
きい値をセットアップするには、次に示すようにクォータ・ファイルを変更しま
す。

#Quota target type disk files thold sdisk sfile
#----------- ---- ---- ----- ----- ----- -----
* user@/vol/vol1 50M - 45M
jsmith user@/vol/vol1 80M - 75M

Files (ファイル) フィールドにダッシュ (-) をプレースホルダーとして追加する必要
があることに注意してください。これは、クォータ・ファイル内で Threshold (しき
い値) フィールドは、ファイル・フィールドの後に来る必要があるためです。

このとき、クォータ・レポートは次のようになります。

filer1> quota report -t
K-Bytes Files

Type ID Volume Tree Used Limit T-hold Used Limit Quota Specifier
------ ----- -------- ----- ------ -------- -------- ------- -------- ----------------
user * vol1 - 102930 51200 46080 5863 - *
user jsmith vol1 - 63280 81920 76800 47 - jsmith
user root vol1 - 0 - - 51 -

しきい値の制限を表示するには、「-t」フラグを使用することに注意してください。

例 4: qtree 上のクォータ

2 つのプロジェクト用に、いくらかのスペースで分割する必要があると判断したと
仮定します。「vol1」にこれらのプロジェクトを収容するための 2 つの qtree を作
成し、それぞれに「proj1」と「proj2」という名前をつけます。qtree の作成は、使用
中のクォータには変更を引き起こしません。これは、この時点ではクォータ・ファ
イルはボリュームにのみクォータを適用しているからです。ユーザーは、ボリュー
ム全体を割り当てられたのと同じ量を、qtree のスペースとして使用することができ
ます (ルートまたは別の qtree 内で使用しているスペースにより、ボリュームへの
制限を超過することはありません)。また、それぞれの qtree は、ボリューム全体を
消費するまで増大することができます。

両方の qtree が、20 GB を超えないようにしたいと判断したとします。クォータ・
ファイルは次のようになります。
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#Quota target type disk files thold sdisk sfile
#----------- ---- ---- ----- ----- ----- -----
* user@/vol/vol1 50M - 45M
jsmith user@/vol/vol1 80M - 75M
* tree@/vol/vol1 20G

ここで使用される正しいタイプは、tree です (qtree ではありません)。

このとき、クォータ・レポートは次のようになります。

filer1> quota report -t
K-Bytes Files

Type ID Volume Tree Used Limit T-hold Used Limit Quota Specifier
----- ------ -------- ------ --------- --------- -------- ------- ----- -------------
user * vol1 - 102930 51200 46080 5865 - *
user jsmith vol1 - 63280 81920 76800 55 - jsmith
tree * vol1 - 0 20971520 - 0 - *
tree 1 vol1 proj1 0 20971520 - 1 - /vol/vol1/proj1
user * vol1 proj1 0 51200 46080 0 -
user root vol1 proj1 0 - - 1 -
tree 2 vol1 proj2 0 20971520 - 1 - /vol/vol1/proj2
user * vol1 proj2 0 51200 46080 0 -
user root vol1 proj2 0 - - 1 -
user root vol1 - 0 - - 3 -

いくつかの新しい行が現れています。最初の新しい行は、クォータ・ファイルに追
加した行に一致します: tree * vol1 - 0 20971520 - 0 - *。次の行は、「derived

quota (派生クォータ)」と呼ばれるクォータを示します。このクォータは直接追加を
していません。追加されたデフォルト・ツリー・クォータから派生したクォータで
す。この新しい行は、「proj1」の qtree に 20 GB のクォータが適用されているこ
とを意味します: tree 1 vol1 proj1 0 20971520 - 1 - /vol/vol1/proj1。その次の
行は、別の派生クォータを示します。このクォータは、手前の例で追加したデフォ
ルト・ユーザー・クォータから派生したものです。ボリューム上のデフォルト・ユ
ーザー・クォータは、そのボリュームに含まれるすべての qtree に自動的に継承さ
れます (その qtree でクォータが有効にされた場合)。qtree に最初のクォータを追加
して、そのクォータを有効にした場合に、この派生クォータが作成されます: user *

vol1 proj1 0 51200 46080 0 - 。残りの新しい行は、root ユーザーおよび他の
qtree 用のクォータです。

例 5: qtree 上のユーザー・クォータ

ボリューム全体ではなく、「proj1」の qtree 内でより少ないスペースにユーザーを
制限するように判断したとします。「proj1」の qtree で 10 MB を超えて使用され
ることを避けたいと望んでいます。そうするには、クォータ・ファイルを次のよう
に更新します。
#Quota target type disk files thold sdisk sfile
#----------- ---- ---- ----- ----- ----- -----
* user@/vol/vol1 50M - 45M
jsmith user@/vol/vol1 80m - 75M
* tree@/vol/vol1 20G
* user@/vol/vol1/proj1 10M

このとき、クォータ・レポートは次のようになります。
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filer1> quota report
K-Bytes Files

Type ID Volume Tree Used Limit Used Limit Quota Specifier
----- -------- -------- -------- --------- --------- ------- ------- ---------------
user * vol1 - 0 51200 5231 - *
user jsmith vol1 - 0 81920 57 - jsmith
tree * vol1 - 0 20971520 0 - *
user * vol1 proj1 0 10240 0 - *
tree 1 vol1 proj1 0 20971520 1 - /vol/vol1/proj1
tree 2 vol1 proj2 0 20971520 1 - /vol/vol1/proj2
user * vol1 proj2 0 51200 0 -
user root vol1 proj2 0 - 1 -
user root vol1 - 0 - 3 -
user root vol1 proj1 0 - 1 -

新しいレポートのエントリーが、追加した行の結果として次のように表示されてい
ます: user * vol1 proj1 0 10240 0 - *。しかし、ユーザーからの連絡がありまし
た。再び「jsmith」で、割り当て量が減少しているとの不満です。あなたが彼女にど
こにデータを置こうとしているのか確認すると、「proj1」でした。彼女は「proj1」
の qtree に追加のデータを書き込むことが阻止されています。これは、デフォル
ト・ユーザー・クォータを (彼女により多くのスペースを与えるために) オーバーラ
イドするために作成したクォータが、ボリューム上にあるからです。qtree 上にユー
ザー・クォータがない間は、彼女のオーバーライドは qtree にも継承されます。し
かし今、「proj1」の qtree にユーザー・クォータが追加されました。追加された明
示クォータは、ボリューム・クォータより優先順位が高くなります。そのため、彼
女のオーバーライドは qtree に適用されなくなりました。「proj1」の qtree でより
多くのスペースを彼女に与えるためには、クォータ・ファイルへ qtree のデフォル
ト・クォータをオーバーライドする新しい行を追加する必要があります。

jsmith user@/vol/vol1/proj1 80M

クォータ・レポートに次の行が追加されます。

Type ID Volume Tree Used Limit Used Limit Quota Specifier
----- -------- -------- -------- --------- --------- ------- ------- ---------------
user jsmith vol1 proj1 57864 81920 57 - jsmith
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関連概念

203ページの『デフォルト・クォータの機能』
デフォルト・クォータを使用すると、クォータ・タイプで示されるすべてのインス
タンスにクォータを適用することができます。例えば、デフォルト・ユーザー・ク
ォータは指定されたボリュームのシステム上のすべてのユーザーに影響します。ま
た、デフォルト・クォータはクォータの変更を容易にします。

204ページの『派生クォータの機能』
クォータ・ファイル内で、明示的なエントリーではなくデフォルト・クォータの結
果によって適用されたクォータは、「派生クォータ」とも呼ばれます。

204ページの『明示クォータの機能』
明示クォータを使用すると、特定のクォータ・ターゲット用にクォータを指定し、
また特定のターゲットのデフォルト・クォータをオーバーライドすることができま
す。

213ページの『クォータ・ファイルの機能』
/etc ディレクトリーにあるクォータ・ファイルは、qtree、グループ、およびユーザ
ーに対する 1 つ以上の制限を指定、または追跡するクォータを含みます。このファ
イルには、デフォルト (一般) および具体的なエントリーを含むことができます。

225ページの『クォータ・レポートの機能』
クォータ・レポートは、どのクォータを Data ONTAP が適用しているか参照するこ
とを可能とします。クォータ・レポートの形式と、どのユーザー ID を表示させる
か変更するには、「quota report」コマンドのオプションを使用してください。

201ページの『クォータについて』
クォータは、ディスク・スペースおよびユーザー、グループ、または qtree によっ
て使用されるファイル数を制限や追跡する手段を提供します。クォータは
/etc/quotas ファイルを使用して指定され、指定したボリュームや qtree に適用され
ます。
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クォータの管理

ユーザーまたはストレージの要件および制限の変更に応じて、クォータの作成、削
除、および変更をします。また、どのクォータ・メッセージを記録、およびクォー
タ・レポートに表示させるかの管理をすることが可能です。これは、どのクォータ
を Data ONTAP が適用しているかを理解するのを簡単にします。

クォータのアクティブ化
クォータをオンにし、クォータ・ファイルを読み込むためには、クォータをアクテ
ィブ化します。クォータをアクティブ化するには、「quota on」コマンドを一度に 1

つのボリュームに対して使用します。

始める前に

ターゲットとして Windows ID を使用するユーザー・クォータがクォータ・ファイ
ルに含まれている場合、クォータをアクティブ化するときに CIFS が稼働している
必要があります。

次のコマンドを実行します : quota on [-w] vol_name。 「-w」オプションは、 ク
ォータ・ファイル全体をスキャンしてからのみ戻ってくるようにコマンドを実行し
ます (同期モード)。これは、スクリプトからクォータをアクティブ化する場合に役
立ちます。 次の例は、「vol2」という名前の付いたボリュームのクォータをアクテ
ィブ化します : quota on vol2。 クォータの再初期化が、指定したボリュームで開
始されます。クォータの再初期化はしばらく時間がかかる可能性がありますが、そ
の間もストレージ・システムのデータは使用可能です。ただし、クォータは指定し
たボリュームに強制されません。

タスクの結果

クォータの初期化が完了すると、クォータが指定したボリュームで有効になりま
す。この手続きは、他のボリュームに対しては変更や初期化を行いません。

次のタスク

ストレージ・システムをアップグレードするときにクォータの初期化が実行中の場
合、Data ONTAP はクォータの初期化を中断します。クォータの初期化は、手動で
最初から再開する必要があります。したがって、ストレージ・システムをアップグ
レードする前に、実行中のクォータの初期化を完了させるようにするべきです。
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関連概念

220ページの『クォータのアクティブ化または再初期化について』
再初期化は、クォータ・ファイルをスキャンすること、およびボリュームのすべて
のクォータを再計算することを引き起こします。「quota on」コマンドを使用して、
クォータのアクティブ化、または再初期化を行うことができます。クォータの初期
化方法を知ることは、悪影響の少ないクォータ管理をするうえで役立ちます。

221ページの『クォータの変更について』
クォータ・ファイルを変更した後に、クォータ・ファイルを再読み取りし、変更を
取り込むよう Data ONTAP に要求する必要があります。これを行うには、クォー
タ・ファイルの内容により 2 つの方法があります。

201ページの『クォータについて』
クォータは、ディスク・スペースおよびユーザー、グループ、または qtree によっ
て使用されるファイル数を制限や追跡する手段を提供します。クォータは
/etc/quotas ファイルを使用して指定され、指定したボリュームや qtree に適用され
ます。

クォータの再初期化
「quota off」コマンドに続けて「quota on」コマンドを使用して、クォータの再初期
化をします。これにより、Data ONTAP にクォータ・ファイルの再読み取りをさせ
ます。クォータの再初期化には時間がかかります。場合によっては、サイズ変更の
方が効率的です。

始める前に

ターゲットとして Windows ID を使用するユーザー・クォータがクォータ・ファイ
ルに含まれている場合、クォータを再初期化するときに CIFS が稼働している必要
があります。

1. クォータの再初期化をしようとしているボリュームで、既にクォータがアクティ
ブ化されている場合は、次のコマンドを実行してください : quota off

vol_name。 指定したボリュームのクォータがオフになります。

2. 次のコマンドを実行します : quota on [-w] vol_name。 「-w」オプションは、
クォータ・ファイル全体をスキャンしてからのみ戻ってくるようにコマンドを実
行します (同期モード)。これは、スクリプトからクォータをアクティブ化する場
合に役立ちます。 クォータの再初期化が、指定したボリュームで開始されま
す。クォータの再初期化はしばらく時間がかかる可能性がありますが、その間も
ストレージ・システムのデータは使用可能です。ただし、クォータは指定したボ
リュームに強制されません。

タスクの結果

クォータの初期化が完了すると、クォータが指定したボリュームで再び有効になり
ます。

注: 「quota on」コマンドで指定したボリューム以外のボリュームのクォータには影
響しません。
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関連概念

220ページの『クォータのアクティブ化または再初期化について』
再初期化は、クォータ・ファイルをスキャンすること、およびボリュームのすべて
のクォータを再計算することを引き起こします。「quota on」コマンドを使用して、
クォータのアクティブ化、または再初期化を行うことができます。クォータの初期
化方法を知ることは、悪影響の少ないクォータ管理をするうえで役立ちます。

221ページの『クォータの変更について』
クォータ・ファイルを変更した後に、クォータ・ファイルを再読み取りし、変更を
取り込むよう Data ONTAP に要求する必要があります。これを行うには、クォー
タ・ファイルの内容により 2 つの方法があります。

201ページの『クォータについて』
クォータは、ディスク・スペースおよびユーザー、グループ、または qtree によっ
て使用されるファイル数を制限や追跡する手段を提供します。クォータは
/etc/quotas ファイルを使用して指定され、指定したボリュームや qtree に適用され
ます。

クォータの非アクティブ化
「quota off」コマンドを使用して、特定のボリュームのクォータを非アクティブ化
します。

このタスクについて

クォータの初期化がほぼ完了している場合、「quota off」コマンドが失敗する可能
性があります。そうなった場合、少し間を置いてからコマンドを再試行してくださ
い。

クォータの初期化の取り消し
クォータの初期化を開始してからそれを取り消す場合は、「quota off」コマンドを
使用します。

このタスクについて

クォータの初期化がほぼ完了している場合、「quota off」コマンドが失敗する可能
性があります。そうなった場合、「quota on」コマンドはまもなく終了します。

クォータのサイズ変更
「quota resize」コマンドを使用して、Data ONTAP に特定のボリュームのクォー
タ・ファイルを再読み取りさせることができます。サイズ変更は、特定のタイプの
変更をクォータ・ファイルに行った場合のみ処理をします。その他の変更の場合
は、クォータの再初期化を行う必要があります。
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関連概念

221ページの『サイズ変更を使用できる場合』
クォータのサイズ変更はクォータの再初期化よりも高速なため、可能な限りサイズ
変更を使用するべきです。ただし、サイズ変更は特定の変更をクォータ・ファイル
に行った場合のみ効果があります。(サイズ変更が動作しない場合、警告メッセージ
が送信されます。)

201ページの『クォータについて』
クォータは、ディスク・スペースおよびユーザー、グループ、または qtree によっ
て使用されるファイル数を制限や追跡する手段を提供します。クォータは
/etc/quotas ファイルを使用して指定され、指定したボリュームや qtree に適用され
ます。

クォータの削除
クォータ・ターゲットへのクォータの制限を削除するには、クォータ・ファイルの
エントリーを、クォータ・ターゲットへのリソースの使用制限をしないように変更
する方法、またはクォータ・ターゲットのエントリーをクォータ・ファイルから削
除する方法の 2 とおりがあります。

リソース制限を除去することによるクォータの削除
特定のターゲットからクォータを削除するには、そのターゲットのリソース制限を
削除することによって行うことができます。これは、そのクォータ・エントリーを
追跡クォータに変更することに相当します。

1. ご使用のエディターでクォータ・ファイルを開き、指定のターゲットのクォー
タ・エントリーを追跡クォータとなるように、クォータ・ファイルのエントリー
を編集してください。 クォータ・ファイルに「jdoe」ユーザー用の次のエントリ
ーが含まれていると仮定します。

jdoe user@/vol/vol2/ 100M 75K

jdoe 用の制限を削除するには、次のようにエントリーを編集します。

jdoe user@/vol/vol2/ - -

2. クォータ・ファイルを保存して閉じます。 クォータ・ファイルは更新されまし
たが、変更はまだ有効になっていません。

次のタスク

Data ONTAP に指定のボリュームのクォータ・ファイルを再読み取りさせるため
に、「quota resize」コマンドを実行してください。これにより、変更内容が有効に
なります。
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関連概念

221ページの『クォータの変更について』
クォータ・ファイルを変更した後に、クォータ・ファイルを再読み取りし、変更を
取り込むよう Data ONTAP に要求する必要があります。これを行うには、クォー
タ・ファイルの内容により 2 つの方法があります。

クォータ・ファイルのエントリーを除去することによるクォータの
削除

特定のターゲットからクォータを削除するには、そのターゲットのクォータ・ファ
イルのエントリーを削除することによって行うことができます。他のクォータにど
のようなセットアップをしているかに応じて、クォータのサイズ変更または再初期
化を実行する必要があります。

1. ご使用のエディターでクォータ・ファイルを開き、削除したいクォータのエント
リーを削除してください。

注: その変更が一時的なものである場合、行の先頭にポンド記号 (#) を付加する
ことでクォータを無効にすることができます。これにより、Data ONTAP はこの
行をコメントとして処理します。

2. クォータ・ファイルを保存して閉じます。 クォータ・ファイルは更新されまし
たが、変更はまだ有効になっていません。

次のタスク

変更したクォータ・タイプにデフォルト・クォータやデフォルト追跡クォータが実
施されていた場合、Data ONTAP にクォータ・ファイルを再読み取りさせるのに
「quota resize」コマンドを使用することが可能です。そうでない場合、「quota

off」と「quota on」コマンドを変更したクォータのボリュームで使用して、クォー
タの再初期化をしてください。

関連概念

221ページの『クォータの変更について』
クォータ・ファイルを変更した後に、クォータ・ファイルを再読み取りし、変更を
取り込むよう Data ONTAP に要求する必要があります。これを行うには、クォー
タ・ファイルの内容により 2 つの方法があります。

クォータのメッセージ・ロギングの管理
単一またはすべてのボリュームに対して、クォータのメッセージ・ロギングをオン
またはオフにするには、「quota logmsg」コマンドを使用します。クォータのメッセ
ージを記録しない時間間隔を指定することも可能です。この間隔は、デフォルトで
60 分です。

このタスクについて

「quota logmsg」コマンドについて詳しくは、na_quota(1) の man ページを参照して
ください。
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クォータ・レポートの表示
「quota report」コマンドを使用して、クォータ・レポートを表示することができま
す。すべてのクォータか、パス名を指定することで特定のファイル、ディレクトリ
ー、qtree、またはボリュームのクォータ・レポートを表示することができます。

クォータ・レポートを表示するには、次のコマンドを実行します: quota report

[path]。
すべてのクォータか、パスを指定することで特定のファイル、ディレクトリー、
qtree、またはボリュームのクォータ・レポートを表示することができます。
「quota report」コマンドのオプションを使用して、表示される書式やフィールドを
制御することができます。使用可能なオプションについて詳しくは、na_quota(1) の
man ページを参照してください。

関連概念

225ページの『クォータ・レポートの機能』
クォータ・レポートは、どのクォータを Data ONTAP が適用しているか参照するこ
とを可能とします。クォータ・レポートの形式と、どのユーザー ID を表示させる
か変更するには、「quota report」コマンドのオプションを使用してください。

201ページの『クォータについて』
クォータは、ディスク・スペースおよびユーザー、グループ、または qtree によっ
て使用されるファイル数を制限や追跡する手段を提供します。クォータは
/etc/quotas ファイルを使用して指定され、指定したボリュームや qtree に適用され
ます。
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省略形

省略形のリストとフルスペルの形式は、参照用にここに挙げてあります。

A

ABE (Access-Based Enumeration、アクセス・ベースのディレクトリー列挙)

ACE (Access Control Entry、アクセス制御エントリー)

ACL (access control list、アクセス制御リスト)

AD (Active Directory、アクティブ・ディレクトリー)

ALPA (arbitrated loop physical address、アービトレーテッド・ループ物理アドレス)

ALUA (Asymmetric Logical Unit Access、非対称論理装置アクセス)

AMS (Account Migrator Service、アカウント・マイグレーター・サービス)

API (Application Program Interface、アプリケーション・プログラム・インターフェース)

ARP (Address Resolution Protocol、アドレス解決プロトコル)

ASCII (American Standard Code for Information Interchange、情報交換用米国標準コード)

ASP (Active Server Page)

ATA (Advanced Technology Attachment)

B

BCO (Business Continuance Option)

BIOS (Basic Input Output System、基本入出力システム)

BURT (Bug Reporting Tool、バグ報告ツール)

BCD (block checksum disk、ブロック・チェックサム・ディスク)

BLI (block-level incremental、ブロック・レベル・インクリメンタル)
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C

CD-ROM (compact disc read-only memory、読み取り専用光ディスク)

CDDI (Copper Distributed Data Interface)

CDN (content delivery network、コンテンツ・デリバリー・ネットワーク)

CFE (Common Firmware Environment、共通ファームウェア環境)

CFO (cluster failover、クラスター・フェイルオーバー)

CGI (Common Gateway Interface、コモン・ゲートウェイ・インターフェース)

CHA (channel adapter、チャネル・アダプター)

CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol、チャレンジ・ハンドシェーク認証プロ
トコル)

CHIP (Client-Host Interface Processor、クライアント/ホスト・インターフェース・プロセッ
サー)

CIDR (Classless Inter-Domain Routing、クラスレス・ドメイン間ルーティング)

CIFS (Common Internet File System、コモン・インターネット・ファイル・システム)

CIM (Common Information Model、共通情報モデル)

CLI (command-line interface、コマンド行インターフェース)

CP (consistency point、整合性ポイント)

CPU (central processing unit、中央演算処理装置)

CRC (cyclic redundancy check、巡回冗長検査)

CSP (communication service provider、通信サービス・プロバイダー)
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D

DAFS (Direct Access File System、直接アクセス・ファイル・システム)

DBBC (database consistency checker、データベース整合性チェッカー)

DCE (Distributed Computing Environment、分散コンピューティング環境)

DDS (Decru Data Decryption Software)

dedupe (deduplication、非重複化)

DES (Data Encryption Standard、データ暗号化規格)

DFS (Distributed File System、分散ファイル・システム)

DHA (Decru Host Authentication)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol、動的ホスト構成プロトコル)

DIMM (dual-inline memory module、デュアル・インライン・メモリー・モジュール)

DITA (Darwin Information Typing Architecture)

DLL (Dynamic Link Library、ダイナミック・リンク・ライブラリー)

DMA (direct memory access、直接メモリー・アクセス)

DMTD (Distributed Management Task Force)

DNS (Domain Name System、ドメイン・ネーム・システム)

DOS (Disk Operating System、ディスク・オペレーティング・システム)

DPG (Data Protection Guide、データ保護ガイド)

DTE (Data Terminal Equipment、データ端末装置)
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E

ECC (Elliptic Curve Cryptography); Decru、または (EMC Control Center); V-Series

ECDN (enterprise content delivery network、エンタープライズ・コンテンツ・デリバリー・ネ
ットワーク)

ECN (Engineering Change Notification、技術変更通知)

EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory、電気的消去再書込可能
ROM)

EFB (environmental fault bus、環境障害バス)

EFS (Encrypted File System、暗号化ファイル・システム)

EGA (Enterprise Grid Alliance)

EISA (Extended Infrastructure Support Architecture、拡張 ISA)

ELAN (Emulated LAN、エミュレートされた LAN)

EMU environmental monitoring unit、環境モニター装置)

ESH (embedded switching hub、組み込みスイッチング・ハブ)

F

FAQ (frequently asked questions、よくある質問)

FAS (fabric-attached storage、ファブリック接続ストレージ)

FC (Fibre Channel、ファイバー・チャネル)

FC-AL (Fibre Channel-Arbitrated Loop、ファイバー・チャネル・アービトレーテッド・ルー
プ)

FC SAN (Fibre Channel storage area network、ファイバー・チャネル・ストレージ・エリ
ア・ネットワーク)

FC Tape SAN (Fibre Channel Tape storage area network、ファイバー・チャネル磁気テー
プ・ストレージ・エリア・ネットワーク)

FC-VI (virtual interface over Fibre Channel、仮想インターフェース・オーバー・ファイバ
ー・チャネル)

FCP (Fibre Channel Protocol、ファイバー・チャネル・プロトコル)

FDDI (Fiber Distributed Data Interface、光ファイバー分散データ・インターフェース)

FQDN (fully qualified domain name、完全修飾ドメイン・ネーム)

FRS (File Replication Service、ファイル複製サービス)

FSID (file system ID、ファイル・システム ID)

FSRM (File Storage Resource Manager、ファイル・ストレージ・リソース・マネージャー)

FTP (File Transfer Protocol、ファイル転送プロトコル)
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G

GbE (Gigabit Ethernet、ギガビット・イーサネット)

GID (group identification number、グループ識別番号)

GMT (Greenwich Mean Time、グリニッジ標準時)

GUI (graphical user interface、グラフィカル・ユーザー・インターフェース)

GUID (globally unique identifier、グローバルな固有 ID)

H

HA (high availability、高可用性)

HBA (host bus adapter、ホスト・バス・アダプター)

HDM (Hitachi Device Manager Server)

HP (Hewlett-Packard Company)

HTML (hypertext markup language、ハイパーテキスト・マークアップ言語)

HTTP (Hypertext Transfer Protocol、ハイパーテキスト転送プロトコル)

I

IB (InfiniBand、インフィニバンド)

IBM (International Business Machines Corporation、アイ・ビー・エム)

ICAP (Internet Content Adaptation Protocol)

ICP (Internet Cache Protocol、インターネット・キャッシュ・プロトコル)

ID (identification、識別番号)

IDL (Interface Definition Language、インターフェース定義言語)

ILM (information lifecycle management、情報ライフ・サイクル管理)

IMS (If-Modified-Since)

I/O (input/output、入出力)

IP (Internet Protocol、インターネット・プロトコル)

IP SAN (Internet Protocol storage area network、インターネット・プロトコル・ストレー
ジ・エリア・ネットワーク)

IQN (iSCSI Qualified Name、iSCSI 修飾名)

iSCSI (Internet Small Computer System Interface、インターネット SCSI)

ISL (Inter-Switch Link、スイッチ間リンク)

iSNS (Internet Storage Name Service、インターネット・ストレージ・ネーム・サービス)

ISP (Internet storage provider、インターネット・ストレージ・プロバイダー)
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J

JBOD (just a bunch of disks、単純ディスク束)

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

K

KB (Knowledge Base、知識ベース)

Kbps (kilobits per second、キロビット/秒)

KDC (Kerberos Distribution Center)

L

LAN (local area network、ローカル・エリア・ネットワーク)

LBA (Logical Block Access、論理ブロック・アクセス)

LCD (liquid crystal display、液晶ディスプレイ)

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

LDEV (logical device、論理装置)

LED (light emitting diode、発光ダイオード)

LFS (log-structured file system、ログ構造化ファイル・システム)

LKM (Lifetime Key Management、存続時間キー管理)

LPAR (system logical partition、システム論理区画)

LRC (Loop Resiliency Circuit、ループ復元性回路)

LREP (logical replication tool utility、論理複製ツール・ユーティリティー)

LUN (logical unit number、論理装置番号)

LUSE (Logical Unit Size Expansion、論理装置サイズ拡張)

LVM (Logical Volume Manager、論理ボリューム・マネージャー)
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M

MAC (Media Access Control、メディア・アクセス制御)

Mbps (megabits per second、メガビット/秒)

MCS (multiple connections per session、セッション当たりの多重接続)

MD5 (Message Digest 5)

MDG (managed disk group、管理対象ディスク・グループ)

MDisk (managed disk、管理対象ディスク)

MIB (Management Information Base、管理情報ベース)

MIME (Multipurpose Internet Mail Extension)

MMC (Microsoft Management Console、Microsoft 管理コンソール)

MMS (Microsoft Media Streaming、Microsoft メディア・ストリーミング)

MPEG (Moving Picture Experts Group)

MPIO (multipath network input/output、マルチパス・ネットワーク入出力)

MRTG (Multi-Router Traffic Grapher)

MSCS (Microsoft Cluster Service)

MSDE (Microsoft SQL Server Desktop Engine)

MTU (Maximum Transmission Unit、最大伝送単位)

N

NAS (network-attached storage、ネットワーク接続ストレージ)

NDMP (Network Data Management Protocol)

NFS (Network File System、ネットワーク・ファイル・システム)

NIC (network interface card、ネットワーク・インターフェース・カード)

NMC (Network Management Console、ネットワーク管理コンソール)

NMS (network management station、ネットワーク管理ステーション)

NNTP (Network News Transport Protocol、ネットワーク・ニュース・トランスポート・プロ
トコル)

NTFS (New Technology File System)

NTLM (NetLanMan)

NTP (Network Time Protocol)

NVMEM (nonvolatile memory management、不揮発性メモリー管理)

NVRAM (nonvolatile random-access memory、不揮発性ランダム・アクセス・メモリー)
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O

OFM (Open File Manager、オープン・ファイル・マネージャー)

OFW (Open Firmware、オープン・ファームウェア)

OLAP (Online Analytical Processing)

OS/2 (Operating System 2、オペレーティング・システム 2)

OSMS (Open Systems Management Software、オープン・システム管理ソフトウェア)

OSSV (Open Systems SnapVault)

P

PC (personal computer、パーソナル・コンピューター)

PCB (printed circuit board、プリント回路ボード)

PCI (Peripheral Component Interconnect)

pcnfsd (storage daemon、ストレージ・デーモン)

(PC)NFS (Personal Computer Network File System、パーソナル・コンピューター・ネットワ
ーク・ファイル・システム)

PDU (protocol data unit、プロトコル・データ単位)

PKI (Public Key Infrastructure)

POP (Post Office Protocol)

POST (power-on self-test、電源オン自己診断テスト)

PPN (physical path name、物理パス名)

PROM (programmable read-only memory、プログラマブル読取専用メモリー)

PSU power supply unit、電源機構装置)

PVC (permanent virtual circuit、パーマネント・バーチャル・サーキット)

Q

QoS (Quality of Service、サービス品質)

QSM (Qtree SnapMirror)
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R

RAD (report archive directory、レポート・アーカイブ・ディレクトリー)

RADIUS (Remote Authentication Dial-In Service、リモート認証ダイヤルイン・サービス)

RAID (redundant array of independent disks、新磁気ディスク制御機構)

RAID-DP (redundant array of independent disks, double-parity、新磁気ディスク制御機構、二
重パリティー)

RAM (random access memory、ランダム・アクセス・メモリー)

RARP (Reverse Address Resolution Protocol、逆アドレス解決プロトコル)

RBAC (role-based access control、役割ベースアクセス制御)

RDB (replicated database、複製されたデータベース)

RDMA (Remote Direct Memory Access、リモート直接メモリー・アクセス)

RIP (Routing Information Protocol)

RISC (Reduced Instruction Set Computer)

RLM (Remote LAN Module、リモート LAN モジュール)

RMC (remote management controller、リモート管理コントローラー)

ROM (read-only memory、読み取り専用メモリー)

RPM (revolutions per minute、回転数/分)

rsh (Remote Shell、リモート・シェル)

RTCP (Real-time Transport Control Protocol、リアルタイム移送制御プロトコル)

RTP (Real-time Transport Protocol、リアルタイム転送プロトコル)

RTSP (Real Time Streaming Protocol、リアルタイム・ストリーミング・プロトコル)
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S

SACL (system access control list、システム・アクセス制御リスト)

SAN (storage area network、ストレージ・エリア・ネットワーク)

SAS (storage area network attached storage、ストレージ・エリア・ネットワーク接続ストレ
ージ) または (serial-attached SCSI、シリアル接続 SCSI)

SATA (serial advanced technology attachment、シリアル ATA)

SCSI (Small Computer System Interface)

SFO (storage failover、ストレージ・フェイルオーバー)

SFSR (Single File SnapRestore operation、単一ファイル SnapRestore 操作)

SID (Secure ID、セキュア ID)

SIMM (single inline memory module、シングル・インライン・メモリー・モジュール)

SLB (Server Load Balancer、サーバー・ロード・バランサー)

SLP (Service Location Protocol)

SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNTP (Simple Network Time Protocol)

SP (Storage Processor、ストレージ・プロセッサー)

SPN (service principal name、サービス基本名)

SPOF (single point of failure)

SQL (Structured Query Language、構造化照会言語)

SRM (Storage Resource Management、ストレージ・リソース管理)

SSH (Secure Shell、セキュア・シェル)

SSL (Secure Sockets Layer)

STP (shielded twisted pair、シールドされた対より線)

SVC (switched virtual circuit、スイッチド・バーチャル・サーキット)
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T

TapeSAN (tape storage area network、磁気テープ・ストレージ・エリア・ネットワーク)

TCO (total cost of ownership、総所有コスト)

TCP (Transmission Control Protocol、伝送制御プロトコル)

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol、伝送制御プロトコル/インターネッ
ト・プロトコル)

TOE (TCP offload engine、TCP オフロード・エンジン)

TP (twisted pair、対より線)

TSM (Tivoli Storage Manager)

TTL (Time To Live、存続時間)

U

UDP (User Datagram Protocol、ユーザー・データグラム・プロトコル)

UI (user interface、ユーザー・インターフェース)

UID (user identification number、ユーザー識別番号)

Ultra ATA (Ultra Advanced Technology Attachment)

UNC (Uniform Naming Convention、一様命名規則)

UPS (uninterruptible power supply、無停電電源装置)

URI (universal resource identifier、汎用リソース ID)

URL (uniform resource locator)

USP (Universal Storage Platform、汎用ストレージ・プラットフォーム)

UTC (Universal Coordinated Time、協定世界時)

UTP (unshielded twisted pair、対より線 (シールドなし))

UUID (universal unique identifier)

UWN (unique world wide number、固有のワールド・ワイド番号)
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V

VCI (virtual channel identifier、仮想チャネル ID)

VCMDB (Volume Configuration Management Database、ボリューム構成管理データベース)

VDI (Virtual Device Interface、仮想デバイス・インターフェース)

VDisk (virtual disk、仮想ディスク)

VDS (Virtual Disk Service、仮想ディスク・サービス)

VFM (Virtual File Manager)

VFS (virtual file system、仮想ファイル・システム)

VI (virtual interface、仮想インターフェース)

vif (virtual interface、仮想インターフェース)

VIRD (Virtual Router ID、仮想ルーター ID)

VLAN (virtual local area network、仮想ローカル・エリア・ネットワーク)

VLD (virtual local disk、仮想ローカル・ディスク)

VOD (video on demand、ビデオ・オンデマンド)

VOIP (voice over IP、ボイス・オーバー IP)

VRML (Virtual Reality Modeling Language、バーチャル・リアリティー・モデル化言語)

VTL (Virtual Tape Library、仮想テープ・ライブラリー)

W

WAFL (Write Anywhere File Layout)

WAN (wide area network、広域ネットワーク)

WBEM (Web-Based Enterprise Management)

WHQL (Windows Hardware Quality Lab)

WINS (Windows Internet Name Service)

WORM (write once, read many、追記型光ディスク)

WWN (worldwide name)

WWNN (worldwide node name)

WWPN (worldwide port name)

www (worldwide web、ワールド・ワイド・ウェブ)

X
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Y

Z

ZCD (zoned checksum disk、ゾーン・チェックサム・ディスク)
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