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FlexGroup ボリュームを管理します

FlexGroup ボリュームのスペース使用量を監視します

FlexGroup とそのコンスティチュエントを表示して、 FlexGroup ボリュームで使用され
ているスペースを監視することができます。

このタスクについて

ONTAP 9.6 以降では、エラスティックサイジングがサポートされます。FlexGroup ボリュームのコンスティ
チュエントがスペース不足になると、空きスペースがある FlexGroup ボリュームの他のコンスティチュエン
トを同じ量だけ縮小することで、 ONTAP によって自動的に拡張されます。エラスティックサイジングを使用
すると、 1 つ以上の FlexGroup コンスティチュエントボリュームのスペース不足が原因で発生するスペース
不足エラーを回避できます。

ONTAP 9.9.1以降では、FlexGroup ボリュームに対して論理スペースのレポートと適用も使用
できます。詳細については、を参照してください https://["ボリュームの論理スペースのレポー
トと適用"]。

ステップ

1. FlexGroup ボリュームとそのコンスティチュエントで使用されているスペースを表示します。 volume

show -vserver vserver_name -volume-style-extended [flexgroup | flexgroup-

constituent]

cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume-style-extended flexgroup

Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size

Available Used%

--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------

---------- -----

vs1       fg1          -            online     RW        500GB

207.5GB   56%
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ccluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume-style-extended flexgroup-

constituent

Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size

Available Used%

--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------

---------- -----

vs1       fg1__0001    aggr3        online     RW      31.25GB

12.97GB   56%

vs1       fg1__0002    aggr1        online     RW      31.25GB

12.98GB   56%

vs1       fg1__0003    aggr1        online     RW      31.25GB

13.00GB   56%

vs1       fg1__0004    aggr3        online     RW      31.25GB

12.88GB   56%

vs1       fg1__0005    aggr1        online     RW      31.25GB

13.00GB   56%

vs1       fg1__0006    aggr3        online     RW      31.25GB

12.97GB   56%

vs1       fg1__0007    aggr1        online     RW      31.25GB

13.01GB   56%

vs1       fg1__0008    aggr1        online     RW      31.25GB

13.01GB   56%

vs1       fg1__0009    aggr3        online     RW      31.25GB

12.88GB   56%

vs1       fg1__0010    aggr1        online     RW      31.25GB

13.01GB   56%

vs1       fg1__0011    aggr3        online     RW      31.25GB

12.97GB   56%

vs1       fg1__0012    aggr1        online     RW      31.25GB

13.01GB   56%

vs1       fg1__0013    aggr3        online     RW      31.25GB

12.95GB   56%

vs1       fg1__0014    aggr3        online     RW      31.25GB

12.97GB   56%

vs1       fg1__0015    aggr3        online     RW      31.25GB

12.88GB   56%

vs1       fg1__0016    aggr1        online     RW      31.25GB

13.01GB   56%

16 entries were displayed.

使用可能なスペースと使用済みスペースの割合の情報を使用して、 FlexGroup ボリュームのスペース使用
量を監視できます。
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FlexGroup ボリュームのサイズを拡張する

FlexGroup ボリュームのサイズを拡張するには、 FlexGroup の既存のコンスティチュエ
ントに容量を追加するか、新しいコンスティチュエントを追加して FlexGroup を拡張し
ます。

必要なもの

アグリゲートに十分なスペースが必要です。

このタスクについて

スペースをさらに追加するには、 FlexGroup ボリューム全体のサイズを増やします。FlexGroup ボリューム
のサイズを増やすと、 FlexGroup ボリュームの既存のコンスティチュエントのサイズが変更されます。

パフォーマンスの向上が必要な場合は、 FlexGroup ボリュームを拡張します。FlexGroup ボリュームを拡張
して新しいコンスティチュエントを追加する状況としては、次のような場合があります。

• クラスタに新しいノードが追加された。

• 既存のノードに新しいアグリゲートが作成された。

• FlexGroup ボリュームの既存のコンスティチュエントがハードウェアの最大 FlexVol サイズに達している
ため、 FlexGroup ボリュームのサイズを変更できません。

ONTAP 9.3 よりも前のリリースでは、 SnapMirror 関係が確立されたあとに FlexGroup ボリュームを拡張する
ことはできません。ONTAP 9.3 よりも前のリリースで SnapMirror 関係の解除後にソース FlexGroup を拡張し
た場合は、デスティネーション FlexGroup ボリュームへのベースライン転送をもう一度実行する必要があり
ます。ONTAP 9.3 以降では、 SnapMirror 関係にある FlexGroup ボリュームを拡張できます。

ステップ

1. 必要に応じて、 FlexGroup の容量またはパフォーマンスを拡張し、 FlexGroup ボリュームのサイズを拡
張します。

追加する項目 操作

FlexGroup ボリュームの容量 FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントのサ
イズを変更します。

volume modify -vserver vserver_name

-volume fg_name -size new_size
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FlexGroup ボリュームのパフォーマンス 新しいコンスティチュエントを追加して FlexGroup

ボリュームを拡張します。

volume expand -vserver vserver_name

-volume fg_name -aggr-list aggregate

name,... [-aggr-list-multiplier

constituents_per_aggr]

のデフォルト値 -aggr-list-multiplier パラ
メータは1です。

ONTAP 9.5 で FabricPool の FlexGroup ボリューム
を拡張するには、新たに使用するアグリゲートがす
べて FabricPool である必要があります。

FlexGroup ボリュームの容量は、可能なかぎり増やす必要があります。FlexGroup ボリュームを拡張する必要
がある場合は、一貫したパフォーマンスが得られるように、既存の FlexGroup ボリュームのコンスティチュ
エント数の倍数となるように追加します。たとえば、既存の FlexGroup にノードごとに 8 つのコンスティチ
ュエントがある 16 個のコンスティチュエントがある場合は、コンスティチュエントを 8 個または 16 個追加
して既存の FlexGroup を拡張します。

例

• 既存のコンスティチュエントの容量拡張の例 *

次の例は、 FlexGroup ボリューム volX に 20TB のスペースを追加します。

cluster1::> volume modify -vserver svm1 -volume volX -size +20TB

FlexGroup ボリュームに 16 個のコンスティチュエントがある場合、各コンスティチュエントのスペースが
1.25TB ずつ増えます。

• 新しいコンスティチュエントを追加してパフォーマンスを向上させる例 *

次の例は、 FlexGroup ボリューム volX に 2 つのコンスティチュエントを追加します。

cluster1::> volume expand -vserver vs1 -volume volX -aggr-list aggr1,aggr2

新しいコンスティチュエントのサイズは、既存のコンスティチュエントと同じです。

FlexGroup ボリュームのサイズを縮小します

ONTAP 9.6 以降では、 FlexGroup ボリュームのサイズを現在のサイズよりも小さい値に
変更して、ボリュームから未使用のスペースを解放できます。FlexGroup ボリュームの
サイズを縮小すると、 ONTAP によってすべての FlexGroup コンスティチュエントのサ
イズが自動的に変更されます。
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ステップ

1. 現在のFlexGroup ボリュームサイズを確認します。「volume size -vserver _vserver_name _-

volume_fg_name _」

2. FlexGroup ボリュームのサイズを縮小します。 volume size -vserver vserver_name -volume

fg_name new_size

新しいサイズを指定するときは、現在のサイズよりも小さい値を指定するか、マイナス記号（-）を使用し
てFlexGroup ボリュームの現在のサイズが縮小される負の値を指定できます。

ボリュームで自動縮小が有効になっている場合 (volume autosize コマンド）を入力した
場合、最小オートサイズはボリュームの新しいサイズに設定されます。

次の例は、volXという名前のFlexGroup ボリュームの現在のボリュームサイズを表示し、ボリュームのサ
イズを10TBに変更します。

cluster1::> volume size -vserver svm1 -volume volX

(volume size)

vol size: FlexGroup volume 'svm1:volX' has size 15TB.

cluster1::> volume size -vserver svm1 -volume volX 10TB

(volume size)

vol size: FlexGroup volume 'svm1:volX' size set to 10TB.

次の例は、volXという名前のFlexGroup ボリュームの現在のボリュームサイズを表示し、ボリュームのサ
イズを5TBだけ縮小します。

cluster1::> volume size -vserver svm1 -volume volX

(volume size)

vol size: FlexGroup volume 'svm1:volX' has size 15TB.

cluster1::> volume size -vserver svm1 -volume volX -5TB

(volume size)

vol size: FlexGroup volume 'svm1:volX' size set to 10TB.

FlexGroup ボリュームのサイズを自動的に拡張および縮小する
ように設定します

ONTAP 9.3 以降では、必要なスペースに応じて FlexGroup ボリュームを自動的に拡張ま
たは縮小するように設定できます。

必要なもの

FlexGroup はオンラインである必要があります。

このタスクについて
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FlexGroup ボリュームのオートサイズには 2 つのモードがあります。

• ボリュームのサイズを自動的に拡張します (grow モード）

自動拡張機能を使用すると、アグリゲートが追加のスペースを提供できる場合に、 FlexGroup ボリューム
がスペース不足になるのを防ぐことができます。ボリュームの最大サイズを設定できます。拡張は、ボリ
ュームに書き込まれるデータ量と現在使用されているスペースの量、およびしきい値設定に基づいて自動
的にトリガーされます。

デフォルトでは、ボリュームの最大サイズは、自動拡張を有効にしたときのサイズの 120% まで拡張でき
ます。それよりも大容量にする必要がある場合は、必要に応じてボリュームの最大サイズを設定する必要
があります。

• ボリュームのサイズを自動的に縮小します (grow_shrink モード）

自動縮小機能を使用すると、ボリュームが必要以上に拡張されるのを防止し、アグリゲート内のスペース
を他のボリュームで使用できるように解放できます。

自動縮小は、変化するスペース需要に対応するために自動拡張と組み合わせて使用することができ、単独
で使用することはできません。自動縮小を有効にした場合、自動拡張と自動縮小の処理が無限に繰り返さ
れないように縮小動作が ONTAP で自動的に制御されます。

ボリュームが拡張されると、格納できるファイルの最大数が自動的に増える可能性があります。ボリュームが
縮小されても格納できるファイルの最大数は変わらず、ボリュームが縮小前のファイルの最大数に対応するサ
イズよりも小さくなることはありません。そのため、自動縮小でボリュームを元のサイズに戻すことはできま
せん。

ステップ

1. ボリュームのサイズを自動的に拡張および縮小するように設定します。 volume autosize -vserver

vserver_name -volume vol_name -mode [grow | grow_shrink]

ボリュームを拡張または縮小する最大サイズ、最小サイズ、およびしきい値を指定することもできます。

次に、 fg1 という名前のボリュームで自動サイズ変更を有効にするコマンドを示します。ボリュームの
70% が使用された時点で最大 5TB までサイズを拡張するように設定します。

cluster1::> volume autosize -volume fg1 -mode grow -maximum-size 5TB

-grow-threshold-percent 70

vol autosize: volume "vs_src:fg1" autosize settings UPDATED.

クラスタ上のディレクトリを迅速に削除できます

ONTAP 9.8以降では、低遅延高速ディレクトリ削除機能を使用して、Linuxおよ
びWindowsクライアント共有から非同期（つまりバックグラウンド）でディレクトリを
削除できます。クラスタ管理者およびSVM管理者は、FlexVol とFlexGroup の両方のボ
リュームに対して非同期削除処理を実行できます。

ONTAP 9.11.1よりも前のバージョンのONTAP を使用している場合は、クラスタ管理者またはadvanced権限
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モードを使用するSVM管理者である必要があります。

ONTAP 9.11.1以降、ストレージ管理者はボリュームに対する権限を付与して、NFSクライアントとSMBクラ
イアントに非同期削除処理を実行させることができます。詳細については、を参照してください "ディレクト
リを迅速に削除するためのクライアント権限を管理します"。

ONTAP 9.8以降では、ONTAP CLIを使用して、高速ディレクトリ削除機能を使用できます。ONTAP 9.9.1以
降では、この機能をSystem Managerで使用できます。このプロセスの詳細については、を参照してください
https://["分析に基づいて修正措置を講じる"]。
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System Manager の略

詳細については、を参照してください https://["分析に基づいて修正措置を講じる"]。

CLI の使用

• CLIを使用して、高速ディレクトリ削除*を実行します

1. advanced 権限モードに切り替えます。

-privilege advance

2. FlexVol またはFlexGroup ボリューム上のディレクトリを削除します。

volume file async-delete start -vserver vserver_name -volume volume_name

-path file_path -throttle throttle

最小スロットル値は 10 、最大スロットル値は 100 、 000 、デフォルトは 5000 です。

次に、 d1 という名前のディレクトリにある d2 という名前のディレクトリを削除する例を示しま
す。

cluster::*>volume file async-delete start -vserver vs1 -volume

vol1 -path d1/d2

3. ディレクトリが削除されたことを確認します。

event log show

次の例は、ディレクトリが正常に削除されたときのイベントログの出力を示しています。

cluster-cli::*> event log show

Time                 Node             Severity      Event

-------------------  ---------------- -------------

--------------------

MM/DD/YYYY 00:11:11  cluster-vsim     INFORMATIONAL

asyncDelete.message.success: Async delete job on path d1/d2 of

volume (MSID: 2162149232) was completed.

*ディレクトリ削除ジョブ*をキャンセルします

1. advanced 権限モードに切り替えます。

set -privilege advanced

2. ディレクトリの削除が実行中であることを確認します。

volume file async-delete show
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ディレクトリのSVM、ボリューム、ジョブID、およびパスが表示された場合は、ジョブをキャンセ
ルできます。

3. ディレクトリの削除をキャンセルします。

volume file async-delete cancel -vserver SVM_name -volume volume_name

-jobid job_id

ディレクトリを迅速に削除するためのクライアント権限を管理
します

ONTAP 9.11.1以降、ストレージ管理者はボリュームに対する権限を付与して、NFSクラ
イアントとSMBクライアントが自身で低レイテンシの高速ディレクトリ削除操作を実行
できるようにすることができます。クラスタで非同期削除が有効になっている場

合、Linuxクライアントユーザはを使用できます mv コマンドおよびWindowsクライアン

トユーザはを使用できます rename 指定したボリューム上のディレクトリを、デフォル
トで.ontaptrashbinという非表示のディレクトリに移動して迅速に削除するコマンド。

クライアントの非同期ディレクトリ削除を有効にします

手順

1. クラスタCLIからadvanced権限モードに切り替えます。 -privilege advance

2. クライアントの非同期削除を有効にし、必要に応じてtrashbinディレクトリに別の名前を指定します。

volume file async-delete client enable volume volname vserver vserverName

trashbinname name

デフォルトのごみ箱名を使用する例：

cluster1::*> volume file async-delete client enable -volume v1 -vserver

vs0

Info: Async directory delete from the client has been enabled on volume

"v1" in

      Vserver "vs0".

代替ごみ箱名の指定例：
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cluster1::*> volume file async-delete client enable -volume test

-trashbin ntaptrash -vserver vs1

Success: Async directory delete from the client is enabled on volume

"v1" in

      Vserver "vs0".

3. クライアントの非同期削除が有効であることを確認します。

volume file async-delete client show

例

cluster1::*> volume file async-delete client show

Vserver Volume      async-delete client TrashBinName

------------ ------------ ----------------------- -------------

vs1          vol1         Enabled          .ntaptrash

vs2          vol2         Disabled          -

2 entries were displayed.

クライアントの非同期ディレクトリの削除を無効にします

手順

1. クラスタCLIで、クライアントの非同期ディレクトリ削除を無効にします。

volume file async-delete client disable volume volname vserver vserverName

例

cluster1::*> volume file async-delete client disable -volume vol1

-vserver vs1

       Success: Asynchronous directory delete client disabled

successfully on volume.

2. クライアントの非同期削除が無効になっていることを確認する。

volume file async-delete client show

例
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cluster1::*> volume file async-delete client show

Vserver      Volume      async-delete client      TrashBinName

------------ ------------ ----------------------- -------------

vs1          vol1         Disabled                -

vs2          vol2         Disabled                -

2 entries were displayed.

FlexGroup を備えた qtree を作成します

ONTAP 9.3 以降では、 FlexGroup ボリュームで qtree を作成できます。qtree を使用す
ると、 FlexGroup を小さなセグメントにパーティショニングして、それぞれ個別に管理
できます。

このタスクについて

• ONTAP を 9.2 以前のバージョンにリバートする場合で、 FlexGroup ボリュームに qtree を作成したか、
デフォルト qtree の属性（セキュリティ形式および SMB oplock ）を変更した場合は、 デフォルト以外の
すべての qtree を削除してから、各 FlexGroup ボリュームで qtree 機能を無効にしてから、 ONTAP 9.2

以前のバージョンにリバートする必要があります。

https://["リバート前に FlexGroup ボリュームの qtree 機能を無効にする"]

• ソース FlexGroup ボリュームに SnapMirror 関係が確立された qtree がある場合、デスティネーションク
ラスタで ONTAP 9.3 以降（ qtree をサポートする ONTAP ソフトウェアのバージョン）が実行されている
必要があります。

• ONTAP 9.5 以降では、 FlexGroup ボリュームで qtree の統計がサポートされます。

手順

1. FlexGroup ボリュームにqtreeを作成します。 volume qtree create -vserver vserver_name

-volume volume_name -qtree qtree name

必要に応じて、 qtree のセキュリティ形式、 SMB oplock 、 UNIX 権限、およびエクスポートポリシーを
指定できます。

cluster1::> volume qtree create -vserver vs0 -volume fg1 -qtree qtree1

-security-style mixed

関連情報

"論理ストレージ管理"
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FlexGroup ボリュームにクォータを使用する

ONTAP 9.4 以前では、 FlexGroup ボリュームにクォータルールを適用してもレポートの
対象となるだけで、クォータ制限を適用することはできませんでした。ONTAP 9.5 以降
では、 FlexGroup ボリュームに適用されるクォータルールに制限を適用できます。

このタスクについて

• ONTAP 9.5 以降では、 FlexGroup ボリュームにハードリミット、ソフトリミット、しきい値制限の各ク
ォータを指定できます。

これらの制限を指定して、特定のユーザ、グループ、または qtree が作成できるスペースの量、ファイル
の数、またはその両方を制限できます。クォータ制限を指定すると、次の状況で警告メッセージが生成さ
れます。

◦ 使用量が設定されたソフトリミットを超えると、 ONTAP は警告メッセージを発行しますが、それ以
上のトラフィックは許可されます。

その後使用量がソフトリミットを再び下回ると、解決済みのメッセージが表示されます。

◦ 使用量が設定されているしきい値制限を超えた場合、 ONTAP は 2 つ目の警告メッセージを発行しま
す。

その後使用量がしきい値制限を下回っても、解決済みのメッセージは表示されません。

◦ 使用量が設定されたハードリミットに達すると、 ONTAP はトラフィックを拒否して、それ以上のリ
ソース消費を防止します。

• ONTAP 9.5 では、 SnapMirror 関係のデスティネーション FlexGroup ボリュームでクォータルールを作成
またはアクティブ化することができません。

• クォータの初期化ではクォータは適用されず、クォータの初期化後に超過したクォータの通知も生成され
ません。

クォータの初期化中にクォータに違反がなかったかどうかを確認するには、を使用します volume

quota report コマンドを実行します

クォータのターゲットとタイプ

クォータにはユーザ、グループ、またはツリーのいずれかのタイプがあります。クォータターゲットは、クォ
ータ制限が適用されるユーザ、グループ、または qtree を指定します。

次の表に、クォータターゲットの種類、各クォータターゲットに関連付けられているクォータのタイプ、およ
び各クォータターゲットの指定方法を示します。

クォータターゲット クォータタイプ ターゲットの指定方法 注：
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ユーザ ユーザクォータ UNIX ユーザ名 UNIX UID

Windows 2000 より前の
形式の Windows ユーザ名

Windows SID の場合

ユーザクォータは、特定
のボリュームまたは qtree

に適用できます。

グループ グループクォータ UNIX グループ名 UNIX

GID

グループクォータは、特
定のボリュームまたは
qtree に適用できます。

ONTAP で
は、
Windows

ID に基づ
いてグルー
プクォータ
を適用しま
せん。

qtree ツリークォータ qtree 名 ツリークォータは特定の
ボリュームに適用され、
他のボリューム内の qtree

には影響しません。

"" ユーザ quotagroup クォー
タ

ツリークォータ

二重引用符（ "" ） と表示されたクォータタ
ーゲットは、 a_default

QUOTA_示さ れていま
す。デフォルトクォータ
の場合、クォータのタイ
プは type フィールドの値
によって決まります。

クォータ制限を超えた場合の FlexGroup ボリュームの動作

ONTAP 9.5 以降では、 FlexGroup ボリュームでクォータ制限がサポートされます。FlexGroup ボリュームと
FlexVol ボリュームでは、クォータ制限の適用方法にいくつかの違いがあります。

クォータ制限を超えたときの FlexGroup ボリュームの動作は次のとおりです。

• FlexGroup ボリュームのスペースとファイルの使用量が、設定されているハードリミットを最大で 5% 上
回っても、クォータ制限が適用されず、後続のトラフィックが拒否されない場合があります。

ONTAP では、最大のパフォーマンスを実現するために、スペース消費量が設定されているハードリミッ
トをわずかに超えてもクォータが適用されないことがあります。この追加で消費されるスペースは、設定
されているハードリミットの 5% 、 1GB 、または 65536 のファイルのいずれか小さい方を超えません。

• クォータ制限に達したあとにユーザまたは管理者が一部のファイルやディレクトリを削除してクォータ使
用量が制限を下回ると、クォータを消費する後続のファイル処理が遅れて再開されます（再開までの時間
は 5 秒以内）。
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• FlexGroup ボリュームのスペースとファイルの合計使用量が設定されているクォータ制限を超えた場合、
イベントログメッセージのロギングがわずかに遅れることがあります。

• FlexGroup ボリュームの一部のコンスティチュエントがいっぱいになったにもかかわらず、クォータ制限
に達していない場合は、「スペース不足」エラーが表示されます。

• クォータのハードリミットが設定されているクォータターゲットで、ファイルまたはディレクトリの名前
変更や qtree 間のファイル移動などの処理を実行すると、 FlexVol で同様の処理を実行する場合に比べて
時間がかかることがあります。

FlexGroup ボリュームのクォータ適用の例

以下の各例では、 ONTAP 9.5 以降で制限が指定されたクォータを設定する方法を説明します。

例 1 ：ディスク制限を指定してクォータルールを適用する

1. タイプがのクォータポリシールールを作成する必要があります user ディスクのソフトリミットとハード
リミットをどちらも達成可能。

cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name

default -volume FG -type user -target "" -qtree "" -disk-limit 1T -soft

-disk-limit 800G

2. クォータポリシールールを表示できます。

cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -policy-name

default -volume FG

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: FG

                                               Soft             Soft

                         User         Disk     Disk   Files    Files

Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit

Threshold

-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------

---------

user   ""        ""      off           1TB    800GB       -        -

-

3. 新しいクォータルールをアクティブ化するには、ボリュームでクォータを初期化します。

cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true

[Job 49] Job succeeded: Successful

4. クォータレポートを使用して、 FlexGroup ボリュームのディスク使用量とファイル使用量の情報を表示で
きます。
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cluster1::> volume quota report -vserver vs0 -volume FG

Vserver: vs0

                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota

Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit

Specifier

-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------

---------

FG                 user    root      50GB      -       1       -

FG                 user    *         800GB    1TB      0       -   *

2 entries were displayed.

ディスクのハードリミットに達すると、クォータポリシールールのターゲット（この場合はユーザ）はファイ
ルへのデータの書き込みをブロックされます。

例 2 ：複数のユーザにクォータルールを適用する

1. タイプがのクォータポリシールールを作成する必要があります user。クォータターゲットに複数のユー
ザ（UNIXユーザ、SMBユーザ、またはその両方の組み合わせ）が指定されていて、現実的な値のディス
クのソフトリミットとハードリミットがルールに設定されている場合。

cluster1::> quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name default

-volume FG -type user -target "rdavis,ABCCORP\RobertDavis" -qtree ""

-disk-limit 1TB -soft-disk-limit  800GB

2. クォータポリシールールを表示できます。

cluster1::> quota policy rule show -vserver vs0 -policy-name default

-volume FG

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: FG

                                               Soft             Soft

                         User         Disk     Disk   Files    Files

Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit

Threshold

-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------

---------

user   "rdavis,ABCCORP\RobertDavis"  "" off  1TB  800GB  -  -

3. 新しいクォータルールをアクティブ化するには、ボリュームでクォータを初期化します。
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cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true

[Job 49] Job succeeded: Successful

4. クォータの状態がアクティブであることを確認できます。

cluster1::> volume quota show -vserver vs0 -volume FG

              Vserver Name: vs0

               Volume Name: FG

               Quota State: on

               Scan Status: -

          Logging Messages: on

          Logging Interval: 1h

          Sub Quota Status: none

  Last Quota Error Message: -

Collection of Quota Errors: -

5. クォータレポートを使用して、 FlexGroup ボリュームのディスク使用量とファイル使用量の情報を表示で
きます。

cluster1::> quota report -vserver vs0 -volume FG

Vserver: vs0

                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota

Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit

Specifier

-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------

---------

FG                 user    rdavis,ABCCORP\RobertDavis  0B  1TB  0  -

rdavis,ABCCORP\RobertDavis

クォータ制限は、クォータターゲットにリストされているすべてのユーザに適用されます。

ディスクのハードリミットに達すると、クォータターゲットにリストされているユーザはそれ以降のファイル
へのデータの書き込みをブロックされます。

例 3 ：ユーザマッピングが有効なクォータを適用する

1. タイプがのクォータポリシールールを作成する必要があります user`を使用して、クォータターゲットと

してUNIXユーザまたはWindowsユーザを指定します `user-mapping をに設定します `on`を使用し、現
実的な値のディスクのソフトリミットとハードリミットを指定してルールを作成します。

UNIXユーザとWindowsユーザ間のマッピングは、を使用して事前に設定しておく必要があります

vserver name-mapping create コマンドを実行します
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cluster1::> quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name default

-volume FG -type user -target rdavis -qtree "" -disk-limit 1TB -soft

-disk-limit  800GB -user-mapping on

2. クォータポリシールールを表示できます。

cluster1::> quota policy rule show -vserver vs0 -policy-name default

-volume FG

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: FG

                                               Soft             Soft

                         User         Disk     Disk   Files    Files

Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit

Threshold

-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------

---------

user   rdavis    ""      on           1TB    800GB       -        -

-

3. 新しいクォータルールをアクティブ化するには、ボリュームでクォータを初期化します。

cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true

[Job 49] Job succeeded: Successful

4. クォータの状態がアクティブであることを確認できます。

cluster1::> volume quota show -vserver vs0 -volume FG

              Vserver Name: vs0

               Volume Name: FG

               Quota State: on

               Scan Status: -

          Logging Messages: on

          Logging Interval: 1h

          Sub Quota Status: none

  Last Quota Error Message: -

Collection of Quota Errors: -

5. クォータレポートを使用して、 FlexGroup ボリュームのディスク使用量とファイル使用量の情報を表示で
きます。
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cluster1::> quota report -vserver vs0 -volume FG

Vserver: vs0

                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota

Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit

Specifier

-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------

---------

FG                 user    rdavis,ABCCORP\RobertDavis  0B  1TB  0  -

rdavis

クォータ制限は、クォータターゲットにリストされているユーザと、そのユーザに対応する Windows ユ
ーザまたは UNIX ユーザの両方に適用されます。

ディスクのハードリミットに達すると、クォータターゲットにリストされているユーザと、そのユーザに対応
する Windows ユーザまたは UNIX ユーザは、それ以降のファイルへのデータの書き込みをブロックされま
す。

例 4 ：クォータが有効になっている場合に qtree のサイズを確認する

1. タイプがのクォータポリシールールを作成する必要があります tree ルールに達成可能なディスクのソフ
トリミットとハードリミットがある場合。

cluster1::> quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name default

-volume FG -type tree -target tree_4118314302 -qtree "" -disk-limit 48GB

-soft-disk-limit 30GB

2. クォータポリシールールを表示できます。

cluster1::> quota policy rule show -vserver vs0

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: FG

                                               Soft             Soft

                         User         Disk     Disk   Files    Files

Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit

Threshold

-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------

---------

tree   tree_4118314302  "" -          48GB        -      20        -

3. 新しいクォータルールをアクティブ化するには、ボリュームでクォータを初期化します。
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cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true

[Job 49] Job succeeded: Successful

a. クォータレポートを使用して、 FlexGroup ボリュームのディスク使用量とファイル使用量の情報を表
示できます。

cluster1::> quota report -vserver vs0

Vserver: vs0

----Disk---- ----Files----- Quota

Volume Tree Type ID Used Limit Used Limit Specifier

------- -------- ------ ------- ----- ----- ------ ------ ---------

FG tree_4118314302 tree 1 30.35GB 48GB 14 20 tree_4118314302

クォータ制限は、クォータターゲットにリストされているユーザと、そのユーザに対応する Windows

ユーザまたは UNIX ユーザの両方に適用されます。

4. NFSクライアントからを使用します df コマンドを使用して、合計スペース使用量、使用可能スペース、
および使用済みスペースを表示します。

scsps0472342001# df -m /t/10.53.2.189/FG-3/tree_4118314302

Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted on

10.53.2.189/FG-3 49152 31078 18074 63% /t/10.53.2.189/FG-3

ハードリミットが指定されている場合、 NFS クライアントでは次のようにスペース使用量が計算されま
す。

◦ 合計スペース使用量 = ツリーのハードリミット

◦ 空きスペース = ハードリミットから qtree のスペース使用量をハードリミットなしで引いた値は、
NFS クライアントで次のようにスペース使用量が計算されます。

◦ スペース使用量 = クォータ使用量

◦ 合計スペース = ボリューム内のクォータ使用量と物理的な空きスペースの合計です

5. SMB 共有からは、エクスプローラを使用して、合計スペース使用量、使用可能なスペース、および使用
済みスペースを表示します。

SMB 共有では、スペース使用量の計算に関する次の考慮事項を理解しておく必要があります。

◦ 使用可能な合計スペースの計算では、ユーザおよびグループのユーザクォータのハードリミットが考
慮されます。

◦ ツリークォータルール、ユーザクォータルール、グループクォータルールの空きスペースの中で最も
小さな値が、 SMB 共有の空きスペースと見なされます。

◦ SMB では合計スペース使用量が一定ではなく、ツリー、ユーザ、グループの中で最も小さな空きスペ
ースに対応するハードリミットによって決まります。
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FlexGroup ボリュームにルールと制限を適用します

手順

1. ターゲットのクォータルールを作成します。 volume quota policy rule create -vserver vs0

-policy-name quota_policy_of_the_rule -volume flexgroup_vol -type

{tree|user|group} -target target_for_rule -qtree qtree_name [-disk-limit

hard_disk_limit_size] [-file-limit hard_limit_number_of_files] [-threshold

threshold_disk_limit_size] [-soft-disk-limit soft_disk_limit_size] [-soft-

file-limit soft_limit_number_of_files]

◦ ONTAP 9.2およびONTAP 9.1では、クォータターゲットタイプとしてのみを指定できます user また

は group （FlexGroup ボリュームの場合）。

FlexGroup 9.2 および ONTAP 9.1 の ONTAP では、ツリークォータタイプはサポートされません。

◦ ONTAP 9.3以降では、クォータターゲットのタイプをにすることができます user、 group`または

`tree （FlexGroup ボリュームの場合）。

◦ FlexGroup ボリュームのクォータルールを作成する際に、ターゲットとしてパスを指定することはで
きません。

◦ ONTAP 9.5 以降では、 FlexGroup ボリュームに対して、ディスクのハードリミット、ファイルのハー
ドリミット、ディスクのソフトリミット、ファイルのソフトリミット、しきい値制限の各クォータを
指定できます。

ONTAP 9.4 以前では、 FlexGroup ボリュームのクォータルールを作成するときに、ディスクリミッ
ト、ファイルリミット、ディスクリミットのしきい値、ディスクのソフトリミット、ファイルのソフ
トリミットを指定できません。

次の例は、ユーザターゲットタイプにデフォルトのクォータルールを作成します。

cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name

quota_policy_vs0_1 -volume fg1 -type user -target "" -qtree ""

次の例は、 qtree1 という名前の qtree にツリークォータルールを作成します。

cluster1::> volume quota policy rule create -policy-name default -vserver

vs0 -volume fg1 -type tree -target "qtree1"

1. 指定したFlexGroup ボリュームのクォータをアクティブ化します。 volume quota on -vserver

svm_name -volume flexgroup_vol -foreground true

cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume fg1 -foreground true

1. クォータの初期化状態を監視します。 volume quota show -vserver svm_name

FlexGroup ボリュームにが表示される場合があります mixed 状態。これは、まだすべてのコンスティチュエ
ントボリュームの状態が同じではないことを示します。
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cluster1::> volume quota show -vserver vs0

                                          Scan

Vserver    Volume        State            Status

---------  ------------  ---------------  ------

vs0        fg1           initializing         95%

vs0        vol1          off                   -

2 entries were displayed.

1. アクティブなクォータがあるFlexGroup のクォータレポートを表示します。 volume quota report

-vserver svm_name -volume flexgroup_vol

でパスを指定することはできません volume quota report FlexGroup ボリューム用のコマンドです。

次の例は、 FlexGroup ボリューム fg1 のユーザクォータを表示します。

cluster1::> volume quota report -vserver vs0 -volume fg1

  Vserver: vs0

                                      ----Disk----  ----Files-----

Quota

  Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit

Specifier

  -------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------

---------

  fg1                user    *           0B      -       0       -   *

  fg1                user    root       1GB      -       1       -   *

  2 entries were displayed.

次の例は、 FlexGroup ボリューム fg1 のツリークォータを表示します。

cluster1::> volume quota report -vserver vs0 -volume fg1

Vserver: vs0

                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota

Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit

Specifier

-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------

---------

fg1      qtree1  tree      1         68KB      -      18       -

qtree1

fg1              tree      *           0B      -       0       -   *

2 entries were displayed.

結果
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クォータルールとクォータ制限が FlexGroup ボリュームに適用されます。

使用量が設定されているハードリミットを最大 5% 超過するまで、 ONTAP はそれ以上のトラフィックを拒否
してクォータを適用しません。

関連情報

http://["ONTAP 9コマンド"^]

FlexGroup ボリュームで Storage Efficiency を有効にします

FlexGroup に重複排除とデータ圧縮を一緒に、または個別に実行して、最善のスペース
削減効果を得ることができます。

必要なもの

FlexGroup はオンラインである必要があります。

手順

1. FlexGroup ボリュームでStorage Efficiencyを有効にします。 volume efficiency on -vserver

svm_name -volume volume_name

Storage Efficiency 処理は、 FlexGroup のすべてのコンスティチュエントで有効になります。

ボリュームで Storage Efficiency を有効にしたあとに FlexGroup ボリュームを拡張した場合は、新しいコ
ンスティチュエントでも Storage Efficiency が自動的に有効になります。

2. を使用して、FlexGroup ボリュームで必要なStorage Efficiency処理を有効にします volume

efficiency modify コマンドを実行します

FlexGroup ボリュームでは、インライン重複排除、ポストプロセス重複排除、インライン圧縮、およびポ
ストプロセス圧縮を有効にすることができます。FlexGroup ボリュームに対して圧縮形式（二次圧縮また
はアダプティブ圧縮）を設定し、スケジュールや効率化ポリシーを指定することもできます。

3. スケジュールや効率化ポリシーを使用せずにStorage Efficiency処理を実行する場合は、効率化処理を開始

します。 volume efficiency start -vserver svm_name -volume volume_name

重複排除とデータ圧縮が有効になっている場合は、最初にデータ圧縮が実行され、続けて重複排除が実行
されます。FlexGroup ボリュームですでにいずれかの効率化処理がアクティブになっている場合、このコ
マンドは失敗します。

4. FlexGroup ボリュームで有効になっている効率化処理を確認します。 volume efficiency show

-vserver svm_name -volume volume_name
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cluster1::> volume efficiency show -vserver vs1 -volume fg1

             Vserver Name: vs1

              Volume Name: fg1

              Volume Path: /vol/fg1

                    State: Enabled

                   Status: Idle

                 Progress: Idle for 17:07:25

                     Type: Regular

                 Schedule: sun-sat@0

...

             Compression: true

      Inline Compression: true

Incompressible Data Detection: false

      Constituent Volume: false

Compression Quick Check File Size: 524288000

           Inline Dedupe: true

         Data Compaction: false

Snapshot コピーを使用して FlexGroup ボリュームを保護する

Snapshot コピーの作成を自動的に管理する Snapshot ポリシーを作成したり、
FlexGroup ボリュームの Snapshot コピーを手動で作成したりできます。FlexGroup ボ
リュームの有効な Snapshot コピーが作成されるのは、 FlexGroup が ONTAP ボリュー
ムの各コンスティチュエントの Snapshot コピーを正常に作成できたあとのみです。

このタスクについて

• Snapshot ポリシーに複数の FlexGroup ボリュームが関連付けられている場合は、 FlexGroup ボリューム
のスケジュールが重ならないようにする必要があります。

• ONTAP 9.8 以降、 FlexGroup ボリュームでサポートされる Snapshot コピーの最大数は 1023 です。

ONTAP 9.8以降では volume snapshot show FlexGroup 用のコマンドでは、最も新しい所有
ブロックが計算されるのではなく、論理ブロックを使用してSnapshotコピーのサイズが報告さ
れます。この新しいサイズ計算方法では、 Snapshot コピーのサイズが以前のバージョンの
ONTAP での計算よりも大きく表示される場合があります。

手順

1. Snapshot ポリシーを作成するか、手動で Snapshot コピーを作成します。

作成する項目 入力するコマンド
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スナップショットポリシー volume snapshot policy create

FlexGroup ボリュームの Snapshot

ポリシーに関連付けるスケジュール
は、間隔を 30 分よりも長くする必
要があります。

FlexGroup ボリュームを作成すると、が表示されま

す default SnapshotポリシーがFlexGroup ボリュ
ームに適用されます。

Snapshot コピーを手動で作成 volume snapshot create

FlexGroup ボリュームの Snapshot

コピーを作成したあとに、 Snapshot

コピーの属性を変更することはでき
ません。属性を変更する場合は、
Snapshot コピーを削除して作成し直
す必要があります。

Snapshot コピーの作成中は、 FlexGroup ボリュームへのクライアントアクセスが一時的に休止されます。

1. FlexGroup ボリュームの有効なSnapshotコピーが作成されたことを確認します。 volume snapshot

show -volume volume_name -fields state

cluster1::> volume snapshot show -volume fg -fields state

vserver volume snapshot               state

------- ------ ---------------------- -----

fg_vs   fg     hourly.2016-08-23_0505 valid

2. FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントのSnapshotコピーを表示します。 volume snapshot

show -is-constituent true
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cluster1::> volume snapshot show -is-constituent true

 

---Blocks---

Vserver  Volume   Snapshot                                  Size Total%

Used%

-------- -------- ------------------------------------- -------- ------

-----

fg_vs    fg__0001

                  hourly.2016-08-23_0505                    72MB     0%

27%

         fg__0002

                  hourly.2016-08-23_0505                    72MB     0%

27%

         fg__0003

                  hourly.2016-08-23_0505                    72MB     0%

27%

...

         fg__0016

                  hourly.2016-08-23_0505                    72MB     0%

27%

FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントを移動します

FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントをアグリゲート間で移動して、特定のコ
ンスティチュエントのトラフィックが増加した場合に負荷を分散することができます。
コンスティチュエントを移動することで、アグリゲートのスペースを解放して既存のコ
ンスティチュエントのサイズを変更することもできます

必要なもの

SnapMirror 関係にある FlexGroup ボリュームコンスティチュエントを移動する場合は、 SnapMirror 関係を初
期化しておく必要があります。

このタスクについて

ボリューム移動処理は、 FlexGroup のコンスティチュエントの拡張中は実行できません。

手順

1. 移動するFlexGroup ボリュームコンスティチュエントを特定します。 volume show -vserver

svm_name -is-constituent *
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cluster1::> volume show -vserver vs2 -is-constituent *

Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size

Available Used%

--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------

---------- -----

vs2       fg1          -            online     RW        400TB

15.12TB   62%

vs2       fg1__0001    aggr1        online     RW         25TB

8.12MB   59%

vs2       fg1__0002    aggr2        online     RW         25TB

2.50TB   90%

...

2. FlexGroup ボリュームコンスティチュエントの移動先となるアグリゲートを特定します。 volume move

target-aggr show -vserver svm_name -volume vol_constituent_name

選択するアグリゲート内の使用可能なスペースは、移動する FlexGroup ボリュームコンスティチュエント
のサイズよりも大きくする必要があります。

cluster1::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume fg1_0002

Aggregate Name   Available Size   Storage Type

--------------   --------------   ------------

aggr2            467.9TB          hdd

node12a_aggr3    100.34TB         hdd

node12a_aggr2    100.36TB         hdd

node12a_aggr1    100.36TB         hdd

node12a_aggr4    100.36TB         hdd

5 entries were displayed.

3. FlexGroup ボリュームコンスティチュエントを目的のアグリゲートに移動できることを確認します。

volume move start -vserver svm_name -volume vol_constituent_name -perform

-validation-only true

cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume fg1_0002 -destination

-aggregate node12a_aggr3 -perform-validation-only true

Validation succeeded.

4. FlexGroup ボリュームコンスティチュエントを移動します。 volume move start -vserver

svm_name -volume vol_constituent_name -destination-aggregate aggr_name [-

allow-mixed-aggr-types {true|false}]

ボリューム移動処理はバックグラウンドプロセスとして実行されます。

ONTAP 9.5以降では、を設定することで、FlexGroup ボリュームコンスティチュエントをFabric Poolから
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非Fabric Poolに（またはその逆に）移動できます -allow-mixed-aggr-types パラメータの値 true

。デフォルトでは、が表示されます -allow-mixed-aggr-types オプションはに設定されています

false。

を使用することはできません volume move FlexGroup ボリュームで暗号化を有効にする
コマンド。

cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume fg1_002 -destination

-aggregate node12a_aggr3

アクティブなSnapMirror処理が原因でボリューム移動処理が失敗した場合は、を使用し

てSnapMirror処理を中止する必要があります snapmirror abort -h コマンドを実行しま
す場合によっては、 SnapMirror の中止処理も失敗することがあります。このような場合
は、ボリューム移動処理を中止してから再試行してください。

5. ボリューム移動処理の状態を確認します。 volume move show -volume vol_constituent_name

次の例は、ボリューム移動処理のレプリケーションフェーズを完了し、カットオーバーフェーズにある
FlexGroup コンスティチュエントボリュームの状態を示しています。

cluster1::> volume move show -volume fg1_002

Vserver   Volume     State    Move Phase  Percent-Complete Time-To-

Complete

--------- ---------- -------- ----------  ----------------

----------------

vs2       fg1_002    healthy  cutover     -                -

既存の FlexGroup ボリュームには、 FabricPool 内のアグリゲ
ートを使用します

ONTAP 9.5 以降では、 FlexGroup ボリュームで FabricPool がサポートされま
す。FabricPool 内のアグリゲートを既存の FlexGroup ボリュームに使用する場合は、
FlexGroup ボリュームが配置されているアグリゲートを FabricPool 内のアグリゲートに
変換するか、 FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントを FabricPool 内のアグリゲ
ートに移行します。

必要なもの

• FlexGroup ボリュームのスペースギャランティをに設定する必要があります none。

• FlexGroup ボリュームが配置されているアグリゲートを FabricPool 内のアグリゲートに変換する場合は、
アグリゲートが SSD ディスクのみを使用している必要があります。

このタスクについて

既存の FlexGroup ボリュームが SSD 以外のアグリゲートにある場合は、 FlexGroup ボリュームのコンスティ
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チュエントを FabricPool 内のアグリゲートに移行する必要があります。

選択肢

• FlexGroup ボリュームが配置されているアグリゲートを FabricPool のアグリゲートに変換するには、次の
手順を実行します。

a. 既存のFlexGroup ボリュームで階層化ポリシーを設定します。 volume modify -volume

flexgroup_name -tiering-policy [auto|snapshot|none|backup]

cluster-2::> volume modify -volume fg1 -tiering-policy auto

b. FlexGroup ボリュームが配置されているアグリゲートを特定します。 volume show -volume

flexgroup_name -fields aggr-list

cluster-2::> volume show -volume fg1 -fields aggr-list

vserver volume aggr-list

------- ------ -----------

vs1     fg1    aggr1,aggr3

c. アグリゲートリストに表示された各アグリゲートにオブジェクトストアを接続します。 storage

aggregate object-store attach -aggregate aggregate name -name object-store-

name -allow-flexgroup true

すべてのアグリゲートをオブジェクトストアに接続する必要があります。

cluster-2::> storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1

-object-store-name Amazon01B1

• FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントを FabricPool 内のアグリゲートに移行するには、次の手順
を実行します。

a. 既存のFlexGroup ボリュームで階層化ポリシーを設定します。 volume modify -volume

flexgroup_name -tiering-policy [auto|snapshot|none|backup]

cluster-2::> volume modify -volume fg1 -tiering-policy auto

b. FlexGroup ボリュームの各コンスティチュエントを、同じクラスタ内のFabricPool 内のアグリゲート

に移動します。 volume move start -volume constituent-volume -destination

-aggregate FabricPool_aggregate -allow-mixed-aggr-types true

FlexGroup ボリュームのすべてのコンスティチュエントを FabricPool 内のアグリゲートに移動し（
FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントが異なるタイプのアグリゲートに配置されている場合
）、それらのコンスティチュエントをクラスタ内のノード間に分散します。
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cluster-2::> volume move start -volume fg1_001 -destination-aggregate

FP_aggr1 -allow-mixed-aggr-types true

関連情報

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

FlexGroup ボリュームのリバランシング

ONTAP 9.12.1以降では、FlexGroup 内のコンスティチュエント間でファイルを無停止で
移動することにより、FlexGroup ボリュームをリバランシングできます。

FlexGroup のリバランシングは、新しいファイルの追加やファイルの拡張によって不均衡が時間の経過ととも
に生じた場合に容量を再配分するのに役立ちます。リバランシング処理を手動で開始すると、ONTAP はファ
イルを選択し、システムを停止せずに自動的に移動します。

自動リバランシングは、クラスタ内のすべてのノードでONTAP 9.12.1以降のリリースが実行されている場合
にのみ使用できます。リバランシング処理を実行するFlexGroup ボリュームでは、マルチパートinodeの詳細
データ機能を有効にする必要があります。この機能を有効にすると、FlexGroup を削除して以前のバージョン
をリストアしないかぎり、以前のバージョンのONTAP にリバートできません。

FlexGroup のリバランシングに関する考慮事項

FlexGroup のリバランシングの仕組みと他のONTAP 機能との連携について理解しておく必要があります。

• FlexVol からFlexGroup への変換

FlexVol からFlexGroup への変換後は、FlexGroup の自動リバランシングを使用しないことを推奨しま
す。代わりに、ONTAP 9.10.1以降で使用可能なシステム停止を伴う逆アクティブファイル移動機能を使

用するには、を入力します volume rebalance file-move コマンドを実行しますコマンド構文につい

ては、を参照してください volume rebalance file-move start のマニュアルページ。

システムを停止させない逆方向のファイル移動機能を使用したリバランシングでは、FlexVol か
らFlexGroup への変換の実行時などに大量のファイルを移動すると、FlexVol ボリューム上のデータの50

～85%が新しいコンスティチュエントに移動されると、パフォーマンスが低下することがあります。

• ファイルの最小サイズと最大サイズ

LIFの自動リバランシングで選択されるファイルは、保存されたブロックに基づいています。リバランシ
ングに考慮される最小ファイルサイズはデフォルトで100MBで（次に示すmin-file-sizeパラメータを使用
して4KBの値として設定可能）、最大ファイルサイズは100GBです。

• Snapshotコピー内のファイル

FlexGroup のリバランシングを設定して、Snapshotコピーに現在存在しないファイルのみを移動すること
ができます。リバランシングが開始されると、リバランシング処理中にいつでもSnapshotコピー処理がス
ケジュールされているかどうかが通知されます。

ファイルの移動中で、デスティネーションでフレーミングが実行されている場合、Snapshotコピーは制限
されます。ファイルのリバランシングが実行中の場合、Snapshotコピーのリストア処理は実行できませ
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ん。

• SnapMirror 処理

FlexGroup のリバランシングは、スケジュールされたSnapMirror処理の間に行う必要がありま
す。SnapMirror処理の開始前にファイルを再配置している場合、そのファイルの移動が24分間
のSnapMirror再試行期間内に完了しないと、SnapMirror処理が失敗することがあります。SnapMirror転送
の開始後に開始される新しいファイルの再配置は失敗しません。

• ファイルベースの圧縮のストレージ効率化

ファイルベースの圧縮によるストレージ効率化では、ファイルはデスティネーションに移動する前に解凍
されるため、圧縮による削減が失われます。リバランシング後に手動で開始したバックグラウンドスキャ
ナをFlexGroup で実行した場合、圧縮による削減効果が再び得られます。ただし、いずれかのボリューム
上のSnapshotコピーに関連付けられたファイルは、圧縮の対象として無視されます。

• 重複排除

重複排除されたファイルを移動すると、原因 でFlexGroup ボリュームの全体的な使用量が増加する可能性
がファイルのリバランシング時には、一意のブロックのみがデスティネーションに移動され、ソースの容
量が解放されます。共有ブロックはソースに保持され、デスティネーションにコピーされます。このた
め、ほぼフルのソースコンスティチュエントで使用済み容量を減らすことは目標ですが、新しいデスティ
ネーションに共有ブロックがコピーされるため、FlexGroup ボリューム全体の使用量が増加することもあ
ります。また、Snapshotコピーの一部であるファイルを移動する場合にも使用できます。Snapshotコピ
ースケジュールがリサイクルされるまでスペース削減は完全には認識されず、Snapshotコピー内のファイ
ルのコピーも削除されます。

• FlexClone ボリューム

FlexCloneボリュームの作成時にファイルのリバランシングが実行中の場合、FlexCloneボリュームではリ
バランシングは実行されません。FlexCloneボリュームでのリバランシングは、FlexCloneボリュームの作
成後に実行する必要があります。

• ファイル移動

FlexGroup のリバランシング処理中にファイルが移動されると、ソースとデスティネーションの両方のコ
ンスティチュエントについて、クォータアカウンティングの一部としてファイルサイズが報告されます。
移動が完了すると、クォータアカウンティングは通常に戻り、ファイルサイズは新しいデスティネーショ
ンでのみ報告されます。

• 自律的なランサムウェア防御

ONTAP 9.13.1以降では、停止を伴うリバランシング処理と無停止のリバランシング処理の両方で、inode

間で自律型ランサムウェア対策をコピーできます。

FlexGroup のリバランシングを有効にする

ONTAP 9.12.1以降では、無停止FlexGroup ボリュームの自動リバランシングを有効にして、FlexGroup コン
スティチュエント間でファイルを再配分できます。

ONTAP 9.13.1以降では、特定の日時にFlexGroupのリバランシング処理を開始するようにスケジュールを設定
できます。
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作業を開始する前に

を有効にしておく必要があります granular-data FlexGroup のリバランシングを有効にする前にFlexGroup

ボリュームのオプションを選択します。有効にするには、次のいずれかの方法を使用します。

• を使用してFlexGroup ボリュームを作成する場合 volume create コマンドを実行します

• を使用して、既存のFlexGroup ボリュームを変更して設定を有効にします volume modify コマンドを実
行します

• を使用してFlexGroup のリバランシングを開始した場合に自動的に設定されます volume rebalance コ
マンドを実行します

FlexGroup のリバランシングは、ONTAP のSystem ManagerまたはONTAP のCLIを使用して管理できます。
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System Manager の略

手順

1. [ストレージ]>[ボリューム]に移動し、再バランスするFlexGroup ボリュームを探します。

2. 選択するオプション  をクリックしてボリュームの詳細を確認してください。

3. [リバランス]*を選択します。

4. 「* Rebalance Volume *」（ボリュームの再バランス）ウィンドウで、必要に応じてデフォルト設定
を変更します。

5. リバランシング処理をスケジュールするには、*[あとでリバランシング]*を選択して日時を入力しま
す。

CLI の使用

手順

1. 自動リバランシングを開始します。 volume rebalance start -vserver SVM_name -volume

volume_name

必要に応じて、次のオプションを指定できます。

[[-max-runtime]<time interval>最大実行時間

[-max-threshold <percent>]コンスティチュエントあたりの最大不均衡しきい値

[-min-threshold <percent>]コンスティチュエントごとの最小不均衡しきい値

[-max-file-moves <integer>]コンスティチュエントあたりの同時ファイル移動の最大数

[-min-file-size｛<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]｝]最小ファイルサイズ

[-start-time <mm/dd/yyyy-00:00:00>]再バランスの開始日時をスケジュールします

[-exclude-snapshots｛true|false｝] Snapshotコピーで停止しているファイルを除外します

例

volume rebalance start -vserver vs0 -volume fg1

FlexGroup のリバランシング設定を変更します

FlexGroup のリバランシング設定を変更して、不均衡しきい値、同時ファイルの移動数の最小ファイルサイ
ズ、最大実行時間、およびSnapshotコピーを追加または除外することができます。FlexGroup リバランシン
グスケジュールを変更するオプションは、ONTAP 9.13.1以降で使用できます。
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System Manager の略

手順

1. [ストレージ]>[ボリューム]に移動し、再バランスするFlexGroup ボリュームを探します。

2. 選択するオプション  をクリックしてボリュームの詳細を確認してください。

3. [リバランス]*を選択します。

4. 「* Rebalance Volume *」（ボリュームの再バランス）ウィンドウで、必要に応じてデフォルト設定
を変更します。

CLI の使用

ステップ

1. 自動リバランシングを変更します。 volume rebalance modify -vserver SVM_name

-volume volume_name

次のオプションを1つ以上指定できます。

[[-max-runtime]<time interval>最大実行時間

[-max-threshold <percent>]コンスティチュエントあたりの最大不均衡しきい値

[-min-threshold <percent>]コンスティチュエントごとの最小不均衡しきい値

[-max-file-moves <integer>]コンスティチュエントあたりの同時ファイル移動の最大数

[-min-file-size｛<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]｝]最小ファイルサイズ

[-start-time <mm/dd/yyyy-00:00:00>]再バランスの開始日時をスケジュールします

[-exclude-snapshots｛true|false｝] Snapshotコピーで停止しているファイルを除外します

FlexGroup のリバランシングを停止します

FlexGroupのリバランシングを有効またはスケジュール設定したあとは、いつでも停止できます。

System Manager の略

手順

1. [ストレージ]>[ボリューム]の順に選択し、FlexGroup ボリュームを探します。

2. 選択するオプション  をクリックしてボリュームの詳細を確認してください。

3. [Stop Rebalance]*を選択します。

CLI の使用

ステップ

1. FlexGroup のリバランシングを停止します。 volume rebalance stop -vserver SVM_name

-volume volume_name
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FlexGroup のリバランシングステータスを確認します

FlexGroup のリバランシング処理、FlexGroup のリバランシング設定、リバランシング処理の時間、およびリ
バランシングインスタンスの詳細に関するステータスを表示できます。
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System Manager の略

手順

1. [ストレージ]>[ボリューム]の順に選択し、FlexGroup ボリュームを探します。

2. 選択するオプション  をクリックしてFlexGroup の詳細を確認してください。

3. * FlexGroup Balance Status *は、詳細ペインの下部に表示されます。

4. 前回のリバランシング処理に関する情報を表示するには、*[前回のボリュームのリバランシングステ
ータス]*を選択します。

CLI の使用

ステップ

1. FlexGroup のリバランシング処理のステータスを表示します。 volume rebalance show

再バランス状態の例：

> volume rebalance show

Vserver: vs0

                                                        Target

Imbalance

Volume       State                  Total      Used     Used

Size     %

------------ ------------------ --------- --------- ---------

--------- -----

fg1          idle                     4GB   115.3MB         -

8KB    0%

設定のリバランシングの例：

> volume rebalance show -config

Vserver: vs0

                    Max            Threshold         Max

Min          Exclude

Volume              Runtime        Min     Max       File Moves

File Size    Snapshot

---------------     ------------   -----   -----     ----------

---------    ---------

fg1                 6h0m0s         5%      20%          25

4KB          true

リバランシング時間の詳細の例：
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> volume rebalance show -time

Vserver: vs0

Volume               Start Time                    Runtime

Max Runtime

----------------     -------------------------     -----------

-----------

fg1                  Wed Jul 20 16:06:11 2022      0h1m16s

6h0m0s

インスタンスの再バランスの詳細の例：

    > volume rebalance show -instance

    Vserver Name: vs0

    Volume Name: fg1

    Is Constituent: false

    Rebalance State: idle

    Rebalance Notice Messages: -

    Total Size: 4GB

    AFS Used Size: 115.3MB

    Constituent Target Used Size: -

    Imbalance Size: 8KB

    Imbalance Percentage: 0%

    Moved Data Size: -

    Maximum Constituent Imbalance Percentage: 1%

    Rebalance Start Time: Wed Jul 20 16:06:11 2022

    Rebalance Stop Time: -

    Rebalance Runtime: 0h1m32s

    Rebalance Maximum Runtime: 6h0m0s

    Maximum Imbalance Threshold per Constituent: 20%

    Minimum Imbalance Threshold per Constituent: 5%

    Maximum Concurrent File Moves per Constituent: 25

    Minimum File Size: 4KB

    Exclude Files Stuck in Snapshot Copies: true
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