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要約 

このドキュメントでは、Dell PowerStoreファイル アーキテクチャでサポートさ

れている機能とプロトコルについて説明します。 
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概要 

 
概要 

 
 
 
 
 
 
 
 

対象読者 

 
 
 

改訂履歴 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

フィードバックを

歓迎いたします 

 

Dell PowerStoreは、モダン データセンター向けに設計されたネイティブ ファイル ソリューションを提供します。

ファイル システム アーキテクチャはパフォーマンス重視で、拡張性、効率性、柔軟性に優れています。

PowerStoreには、豊富なサポート機能セットも含まれています。これにより、部門間の共有やホーム ディレ

クトリーなどの幅広いユースケースをサポートできます。これらのファイル機能は統合されているため、追加の

ハードウェア、ソフトウェア、ライセンスが必要となりません。ファイル管理、モニタリング、プロビジョニングの各機

能は、シンプルで直感的なHTML5ベースのPowerStore Managerを通じて使用できます。 

 

このドキュメントは、IT管理者、ストレージ アーキテクト、パートナー、デル・テクノロジーズの社員を対象と

しています。対象読者には、PowerStoreシステムを使用して、Dellネットワーク ストレージ環境の評価、

取得、管理、運用、設計を行う個人も含まれます。 
 
 

日付 説明 

（2020年4月） イニシャル リリース：PowerStoreOS 1.0 

2020年7月 マイナー アップデート 

2020年9月 PowerStoreOS 1.0.2の更新 

2021年4月 PowerStoreOS 2.0の更新 

2021年11月 マイナー アップデート。テンプレートの更新 

2022年7月 PowerStoreOS 3.0の更新 

 
デル・テクノロジーズおよび本ドキュメントの作成者は、本ドキュメントへのご意見をお待ちしており

ます。デル・テクノロジーズ チームにEメールでお送りください。 

著者：Wei Chen 
 

メモ：このトピックに関する他のドキュメントへのリンクについては、PowerStore Info Hubを参照してください。 
 

 

 

はじめに 
 

PowerStore

の概要 
PowerStoreは、運用のシンプルさと俊敏性を新たなレベルに引き上げ、コンテナベースのマイクロサービ

ス アーキテクチャ、高度なストレージ テクノロジー、統合型の機械学習を使用して、データのパワーを解

き放ちます。PowerStoreは、パフォーマンス重視の設計を特徴とする汎用性の高いプラットフォームで、

多次元の拡張性、常時データ削減、次世代メディアのサポートを提供します。 
 

PowerStoreは、パブリック クラウドのシンプルさをオンプレミス インフラストラクチャにもたらし、統合型の機

械学習エンジンとシームレスなオートメーションによって運用を合理化します。また、環境の監視、分析、

トラブルシューティングを容易にするための予測分析機能も用意されています。PowerStoreは適応性

が高く、アプライアンス上で特殊なワークロードを直接ホストし、中断なしでインフラストラクチャをモダナイ

ズできる柔軟性をもたらします。また、柔軟な支払いソリューションとデータ イン プレース アップグレードに

よって投資保護も実現します。 

mailto:tech.doc.feedback@dell.com
mailto:tech.doc.feedback@dell.com
https://infohub.delltechnologies.com/t/powerstore-15
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PowerStoreの

ファイル機能 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
用語 

PowerStoreには、パフォーマンス重視で拡張性、効率性、柔軟性に優れた、ネイティブのファイル ソ

リューションが用意されています。この設計により、Server Message Block (SMB)、Network File 

System (NFS)、File Transfer Protocol (FTP)、SSH File Transfer Protocol (SFTP)などのファイ

ル プロトコルを介してデータにアクセスできます。 
 

PowerStoreは、仮想化NASサーバーを使用して、ファイル システムへのアクセスを可能にし、データを分

離して、マルチテナンシーの基盤として機能します。ファイル システムには、幅広いプロトコルを介してアクセ

スでき、高度なプロトコル機能を活用できます。ウイルス対策、スケジュール設定されたスナップショット、

NDMP(Network Data Management Protocol)バックアップ、レプリケーションなどのサービスにより、ファ

イル システム上のデータが適切に保護されます。 
 

PowerStoreファイルは、真のユニファイド ストレージ システムとして設計されたPowerStore Tモデル 

アプライアンス上でネイティブに使用できます。この機能を有効にするために、追加のソフトウェア、ハー

ドウェア、ライセンスは必要となりません。ファイル管理、モニタリング、プロビジョニングの機能はすべて、

HTML5ベースのPowerStore Managerを通じて使用できます。 

 

次の表に、本書で使用されているいくつかの用語の定義を示します。 
 

表1. 用語 
 

用語 定義 

ファイル システム SMB、NFSなどのファイル共有プロトコルを介してアクセスできるスト

レージ リソース。 

ネットワーク接続型ストレージ

(NAS)サーバー 

SMB、NFS、FTP、またはSFTPプロトコルを使用して、ファイル システム

共有およびエクスポート内でファイルのカタログ作成、整理、転送を行う、

仮想化されたネットワーク接続型ストレージ サーバー。ファイル レベルのス

トレージ リソースを作成するには、マルチ テナントの基盤となるNASサー

バーを事前に作成しておく必要がある。NASサーバーは、そのサーバーで

稼働するファイル システムの構成パラメーターを管理します。 

Network File System (NFS) ユーザーがネットワーク上のファイルおよびフォルダーにアクセスできる

ようにするアクセス プロトコル。NFSは通常、Linux/UNIXホストに

よって使用されます。 

PowerStore Manager PowerStoreシステムの管理に使用されるHTML5ユーザー インター

フェイス。 

SMB（サーバー メッセージ ブロック） ネットワーク上でクライアントからホストへのリモート ファイル データ アクセ

スを可能にするアクセス プロトコル。通常、SMBはMicrosoft 

Windows環境で使用されます。 

スナップショット ストレージ リソースに格納されたデータのポイントインタイム ビュー。

ユーザーは、スナップショットからファイルをリカバリーしたり、ストレージ リ

ソースをリストアしたりできます。 
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統合アプライアンス 

PowerStore Tモデル アプライアンスで初期構成ウィザード(ICW)を実行する場合は、統合アプライアンス

またはブロック最適化アプライアンスのいずれかとして構成することを選択できます。［統合］を選択すると、

ファイルおよびブロック機能が有効になり、［ブロック最適化］を選択すると、ブロック機能のみが有効になり

ます。この選択により、アプライアンス上のリソース割り当てが決定されます。この選択は初期構成時にのみ

実行でき、再初期化しないと変更できません。この選択は、ファイルをサポートしていないPowerStore Xモ

デル アプライアンスでは表示されません。 
 

アプライアンスでファイル機能を有効にするには、［統合］を選択します。ファイルが必要になる可能性

がある場合は、このオプションを選択することをお勧めします。統合構成を選択した場合、クラスターの作

成が正常に完了すると、NASのインストールが自動的に開始されます。 
 

NASのインストール プロセスを完了するには、2つのノード間に通信チャネルが必要です。

PowerStoreOS 1.0.2以降では、この通信は内部バックプレーン インターコネクトを介して行われます。

以前は、一方のノード上の4ポート カードの最初の2ポート、トップオブラック スイッチ、もう一方のノード上

の4ポート カードの最初の2ポートの順に通信が移動しました。スイッチが正しく構成されていないと、

NASのインストールが失敗します。PowerStoreOS 1.0.2では、スイッチが正しく構成されていない場合

でも、NASのインストールは正常に完了します。この動作により、管理者はシステムをオンラインにして、ス

イッチの構成に後で対処することができます。 
 

PowerStore 500は、4ポート カードなしで注文できます。ただし、ファイル機能をサポートするには、4

ポート カードを注文する必要があります。4ポート カードを搭載していないPowerStore 500システムで

は、［統合］オプションは無効になっており、使用可能なオプションは［ブロック最適化］のみです。4

ポート カードを搭載していないPowerStore 500システムは、ファイルをサポートしていないだけでなく、ク

ラスタリングもサポートしません。 
 

ファイル機能が必要ない場合は、［ブロック最適化］を選択することで、ブロックのIOPS性能がわず

かに高くなる可能性があります。次の図は、PowerStore Tモデル アプライアンスのストレージ構成オ

プションを示しています。 
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図1： Storage configuration 

 

ICWで必要なデータを送信した後、クラスターの作成とファイルのインストール プロセスが開始されます。

PowerStoreOS 3.0以降、これらの操作は2つの別々のフェーズに分離されています。1つ目はコア サー

ビスの初期化フェーズです。これには、クラスターを動作させるために必要なコア サービスがすべて含まれま

す。2番目のフェーズは、ファイルなどの非コア サービスとオプション サービスで構成されます。非コア サービ

スのフェーズ中にエラーが検出された場合、この動作により、クラスターの正常な状態を維持しながら、問

題をトラブルシューティングして対処することが可能になります。ICWのクラスター作成およびファイル サービ

ス初期化ステップを図2に示します。 
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図2： クラスターの作成とファイル サービスの初期化 
 

マルチアプライアンス クラスター構成では、ファイル機能をクラスター内のプライマリー アプライアンスまたは

最初のアプライアンスでのみ使用できます。クラスター内の残りのアプライアンスはブロック最適化として構

成され、最初のアプライアンスの容量のみをファイル システムに使用できます。同じクラスター内の他のア

プライアンスの容量は、ボリュームとVMware vSphere Virtual Volumes (vVols)に使用できますが、

ファイル システムには使用できません。 
 

最初のアプライアンスでは、両方のノードがファイルに使用されます。この構成では、完全に冗長なアクティブ/

アクティブ アーキテクチャが作成され、両方のノードがファイル データの処理に使用されます。この設計により、

両方のノード間でロード バランシングを行い、フェールオーバーで高可用性を確保することができます。 

NASサーバー 
 

はじめに 
 
 
 
 
 
 

マルチテナン

シー 

PowerStoreファイルは、NASサーバーと呼ばれる仮想化ファイル サーバーを使用します。NASサーバー

には、ファイル システムへのアクセスを容易にするために使用される構成、インターフェイス、環境情報が

含まれています。これには、Domain Name System (DNS)、Lightweight Directory Access 

Protocol (LDAP)、Network Information Service (NIS)、プロトコル、ウイルス対策、NDMPなどの

サービスが含まれます。 

 

NASサーバーを使用して、マルチテナンシーを適用できます。この機能は、サービス プロバイダーのように、単

一のシステムで複数のテナントをホストする場合に便利です。各NASサーバーは、独自の独立した構成を

持つため、同じアプライアンス上の他のNASサーバーに影響を与えることなく、各テナントの要件に合わせてカ

スタマイズできます。また、各NASサーバーは論理的に相互に分離されており、1つのNASサーバーにアクセ

スできるクライアントは、他のNASサーバー上のファイル システムに本質的にアクセスできません。ファイル シス

テムは作成時にNASサーバーに割り当てられ、NASサーバー間で移動することはできません。 
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高可用性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interfaces 

新しいNASサーバーは、使用可能なノードにラウンド ロビン方式で自動的に割り当てられます。優先ノー

ドは、このアルゴリズムに基づいて、NASサーバーの実行ノードを示すマーカーとして機能する。プロビジョニ

ング後は、NASサーバーの優先ノードは変更されない。現在のノードは、NASサーバーの実行ノードを示

す。現在のノードを変更すると、NASサーバーが別のノードに移動し、このノードをロード バランシングの目

的で使用できるようになります。NASサーバーが新しいノードに移動されると、そのNASサーバー上のすべ

てのファイル システムもともに移動される。次の図は、NASサーバーの現在のノードの列と優先ノードの列

を示しています。 
 

図3： 現在のノードと優先ノード 

 

PowerStoreノードで障害が発生すると、NASサーバーは、正常に稼働しているノードに自動的にフェー

ルオーバーします。ホストのタイムアウトを回避するため、このプロセスは通常30秒以内に完了します。障

害が発生したノードがリカバリーされたら、NASサーバーをフェールバックしてバランスの取れた構成に戻す

操作を手動で行います。 
 

NASサーバーは、アップグレード プロセス中にも自動的にピア ノードに移動されます。アップグレードが完

了すると、NASサーバーはアップグレードの開始時に割り当てられていたノードに戻ります。 

 

各NASサーバーは、最大50個の本番インターフェイスと10個のバックアップ インターフェイスをサポートしま

す。本番インターフェイスは、FTP、SFTP、NFS、SMBを介したクライアント接続に使用されます。バック

アップ インターフェイスは、バックアップ目的で使用できるNFS専用アクセスをサポートします。 
 

いずれかのNASサーバー インターフェイスからのPingは、トラブルシューティング目的で使用できます。シ

ステムによって1つのインターフェイスが優先インターフェイスとして指定され、外部サービスへの発信通信

に使用されます。また、カスタム ホストとネットワーク ルートは、インターフェイスごとに構成できます。 



NASサーバー 

10 Dell PowerStore：ファイル機能 

 

 

 

Link Aggregation デフォルトで、NASサーバー インターフェイスはすべて、4ポート カード上の最初の2つのボンディング ポー

トで構成されます。両方のボンディング ポートがファイル トラフィックに使用されるため、1つのポートでのリ

ンク ロスはNASサーバーとの接続に影響しません。これらのポートで最大帯域幅を得るには、リンク アグ

リゲーション制御プロトコル(LACP)または同等のテクノロジーをスイッチで使用して、仮想リンクトランキン

グ インターコネクト(VLTi)を構成することをお勧めします。次の図は、4ポート カードを搭載した組み込み

モジュールを示しています。 
 

図4. 4ポート カードを搭載した組み込みモジュール 

 

PowerStoreOS 3.0以降では、ユーザー定義のリンク アグリゲーションをファイル インターフェイス用に構成

できます。これにより、2～4個のポートにカスタム ボンドを作成できます。ボンドは4ポート カードとIOモ

ジュールにまたがっても構いませんが、スピード、デュプレックス、MTUの設定は同じでなければなりません。 
 

ボンドを構成するには、スイッチが適切に構成されている必要があります。ノードAのボンドの一部となる

ポートは、ポート チャネルに含める必要があります。ノードBのポートに対して同じ構成をミラーリングする

必要があります。スイッチの構成がストレージ システムと整合していない場合、PowerStore Manager

によってアラートが表示されます。 
 

その後、PowerStore Managerで［ハードウェア］＞［ポート］に移動します。ノードAまたはノード

Bのポートのうち、ボンドの一部にする必要があるポートを選択して、［リンク アグリゲーション］＞

［リンクの集約］をクリックします（図5を参照）。 
 

図5：  リンクの集約 
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ポートの選択元となったノードに関係なく、ボンドは両方のノードで自動的に作成されます。ボンドの名

前は自動的に生成され、変更できません。オプションの説明はボンドに追加でき、いつでも変更できま

す。図6は作成されたアグリゲーションを示しています。 
 

図6：    両方のノードで集約されたボンド2 

 

既存のボンドを拡張して、メンバーをさらに追加することができます。これを行うには、追加の個々の

ポートとともにボンドを選択し、［リンクの集計］をクリックします。不要になったボンドは削除すること

もできます。 
 

リンク アグリゲーションを作成した後、図7に示すように、NASサーバー上にファイル インターフェイスを作

成するために使用できます。 
 

図7：    NASサーバー インターフェイスのボンドの選択 
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VLAN 
 
 
 
 
 

NASサー

バー パラメー

ター 

各NASサーバー インターフェイスは、特定のVLANで構成できます。異なるVLANに存在するインター

フェイスは、同じNASサーバー内にある場合でも作成できます。異なるVLANに存在する場合でも、各

IPアドレスは一意でなければなりません。iSCSIおよびレプリケーション接続に使用されるストレージ

VLANと同じVLAN上に存在するNASサーバー インターフェイスを作成することはできません。 

 

NASサーバー パラメーターは、ファイル機能の動作と高度なチューニングを制御するために使用されます。パ

ラメーターの管理は、サービス ユーザーがsvc_nas_toolsコマンドを使用してCLIでのみ行えます。パラメー

ターに加えた変更は、ノードの再起動とフェールオーバーを通じてすべて保持されます。 
 

詳細を表示したり、パラメーターを変更したりすると、詳細度や有効になる時期など、パラメーターに関す

る詳細情報が出力に表示されます。パラメーターによって、NASサーバー単位で適用されるもいのと、グ

ローバルに適用されるものがあります。グローバル パラメーターをシステム レベルで適用するには、NAS

サーバー名の代わりに［すべて］を指定します。また、一部のパラメーターでは、変更を有効にするため

に再起動が必要となります。 
 

次の図は、NASサーバーのパラメーターの例を示しています。 
 

図8.    NASサーバー パラメーター 

 

使用可能なNASサーバー パラメーターとその設定方法の詳細については、『Dell PowerStoreサービス 

スクリプト ガイド』（Dell.com/powerstoredocs）を参照してください。 

 

プロトコル 
 

はじめに PowerStoreファイルは、SMB、NFS、FTP、SFTPなどの幅広いプロトコルをサポートしています。これらの

プロトコルはNASサーバー レベルで有効になっているため、使用されている特定のプロトコルのみを許可する

ように各NASサーバーをカスタマイズすることが可能です。各NASサーバーは、1つ以上のプロトコルをサポー

トするように構成でき、これらのオプションはいつでも変更できます。 

https://www.dell.com/powerstoredocs
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SMB PowerStoreファイルは、SMB1～3.1.1をサポートしています。PowerStoreでは、Hyper-Vの継続的

な可用性、オフロード コピー、プロトコル暗号化、マルチチャネル、共有VHDXなどのSMB3の機能拡

張がサポートされています。 
 

NASサーバーのSMBオプションは、ファイル システムへのSMB接続を有効または無効にします。ネゴシ

エートされるSMBバージョンは、クライアントのオペレーティング システムによって次のように異なります。 

• CIFS：Windows NT 4.0 

• SMB1：Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Server 
2003 R2 

• SMB2：Windows Vista（SP1以降）およびWindows Server 2008 

• SMB2.1：Windows 7およびWindows Server 2008 R2 

• SMB3.0：Windows 8およびWindows Server 2012 

• SMB3.02：Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2 

• SMB3.1.1：Windows 10、Windows Server 2016、Windows Server 2019 
 

古いプロトコルであることと潜在的なセキュリティの脆弱性があるため、SMB1を使用したクライアント アク

セスはデフォルトで無効になっています。SMB1を使用したクライアント アクセスが必要な場合は、

cifs.smb1.disabled パラメーターを変更して有効にすることができます。SMB1よりもセキュリティ機能

が強化され、効率性が向上するため、少なくともSMB2を使用することをお勧めします。 
 

NASサーバーは、SMB2を使用して、認証、SIDルックアップ、グループ ポリシーなどの操作のためにドメ

イン コントローラーと通信します。SMB2を使用できない場合、NASサーバーはSMB1をバックアップ オプ

ションとして使用しようとします。つまり、SMB1しかサポートしていない、古いオペレーティング システムを

実行しているすべてのドメイン コントローラが機能し続けることができます。 
 

NASサーバーでSMBのサポートが有効になると、SMBサーバーをスタンドアロンまたはActive 

Directory (AD)ドメインに参加させた状態で使用できます。ドメインに参加しているNASサーバーの場

合は、DNSを構成する必要がありますが、この構成はスタンドアロンSMBサーバーの場合はオプションで

す。ドメインに参加しているNASサーバーは、デフォルトでCN=Computersコンテナに配置されます。

SMBサーバーをドメインに参加させる場合は、コンピューター オブジェクトを別のOUロケーションに格納

するように詳細設定で構成できます。 
 

高度なSMBプロトコル オプションのサポートも利用できます。表2は、SMBプロトコル オプション、それら

が構成されている場所、各オプションのデフォルト設定のリストを示しています。 

表2： SMBオプション 
 

プロトコル オプション レベル デフォルト 

同期書き込みの有効 ファイル システム 無効 

Oplockの有効 ファイル システム Enabled 

書き込み時の通知有効 ファイル システム 無効 
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プロトコル オプション レベル デフォルト 

アクセス時の通知有効 ファイル システム 無効 

継続的な可用性 共有 無効 

プロトコル暗号化 共有 無効 

アクセス ベース列挙 共有 無効 

分岐キャッシュの有効化 共有 無効 

オフライン可用性 共有 なし 

UMASK（マルチプロトコル） 共有 022 

 

同期書き込み 

同期書き込みを有効にすると、SMBプロトコルによる書き込み処理の実行方法にかかわらず、ストレー

ジ システムはストレージ操作に対して即時同期書き込みを実行します。同期書き込み処理を有効に

すると、データベース ファイル（MySQLなど）をストレージ システムのSMB共有に格納してアクセスでき

ます。このオプションでは、共有への書き込みが同期的に実行されることが保証され、停電などのさまざま

な障害シナリオでデータ ロスやファイル破損の可能性が減少します。SMB3のCA（継続的な可用性）

が有効な場合、すべての書き込み操作が自動的に同期され、CAに対する要件が満たされます。このオ

プションはパフォーマンスに大きな影響を与える可能性があります。Windowsファイル システムを使用し

てデータベース アプリケーション向けのストレージを提供する場合以外は、推奨されません。 

Oplock 

便宜的ロック機能（oplocks）を有効にした場合、SMBクライアントは、ファイル データをサーバーに送

信する前に、ローカルでバッファリングすることができます。これにより、SMBクライアントでは、ファイルに対し

てローカルな操作を行い、ストレージ システムに対するすべての操作をネットワーク経由で通知するので

はなく、変更内容を定期的にストレージ システムに通知できます。アプリケーションが重要なデータを処理

しているか、このモードまたは操作が現実的でなくなるような特殊な要件がない限り、便宜的ロックは有

効なままにしておくことをお勧めします。 
 

サポートされている便宜的ロックの種類は次のとおりです。 

• レベル2：現在、複数のクライアントがファイルにアクセスしていますが、どのクライアントもまだその

ファイルを修正していません。クライアントは、ローカルのキャッシュ内情報または先読みした情報

を使用して、データ読み取り処理とファイル属性取得処理を行います。その他のファイル アクセ

ス要求は、サーバーに送信する必要があります。 

• 排他的（SMB2のみ）：クライアントに、そのクライアントがファイルを開いている唯一のクライア

ントであるということを通知します。クライアントは、ファイルを閉じるまでの間、キャッシュ内情報ま

たは先読みした情報を使用して、すべてのファイル処理を実行できます。サーバー上のファイル

（コンテンツおよび属性）に変更を加えた場合は、ファイルを閉じるときに、その変更内容で更

新する必要があります。 

• バッチ：クライアントに、そのクライアントがファイルを開いている唯一のクライアントであるということ

を通知します。クライアントは、キャッシュ内情報または先読みした情報を使用して、すべてのファ

イル処理（オープンとクローズを含む）を実行します。サーバ側では、あるクライアント マシン上

のローカル プロセスによってファイルが閉じられた場合でも、そのクライアントに対してファイルを開

いたままにしておくことができます。このしくみには、クライアントが無意味なクローズ要求および

オープン要求を送信する必要がないため、ネットワーク トラフィック量を削減する効果があります。 



プロトコル 

Dell PowerStore：ファイル機能 15 

 

 

便宜的ロックは必ず、SMB2とSMB3を介したクライアント アクセスに対して有効になるため、このオプショ

ンはSMB1を介したクライアント アクセスに対してのみ適用されます。ただし、このオプションを無効にすると、

SMB2.1ファイルとディレクトリ リース機能も無効になります。リースは便宜的ロックと同じ役割を果たします

が、より高い柔軟性と拡張機能が提供され、パフォーマンスが高まり、ネットワーク使用量が削減されます。 

• 読み取りキャッシュ リース：読み取りのキャッシュを許可するものであり、複数のクライアント

で共有することができます。 

• 書き込みキャッシュ リース：書き込みのキャッシュを許可するものであり、クライアントは1つのみに限

定されます。 

• ハンドル キャッシュ リース：ハンドルのキャッシュを許可するものであり、複数のクライアントで共

有することができます。 

書き込み時またはアクセス時の通知有効 

このオプションは、ファイル システムに書き込みまたはアクセスがあった場合に通知を有効にします。

Windowsプラットフォームで動作し、Win32 APIを使用するアプリケーションは、ファイルの作成、変更、

名前の変更といった、ファイルやディレクトリー内容の変更の通知を受け取るよう、SMBサーバーに登録

できます。たとえば、この機能によって、SMBサーバーに常にポーリングしなくても、ディスプレイのリフレッ

シュが必要なタイミング（Windowsエクスプローラー）や、キャッシュのリフレッシュが必要なタイミング

(Microsoft Internet Information Server)を把握することができます。 

継続的な可用性 

継続的な可用性は、共有レベルのSMB3機能です。クライアントやストレージ プロセッサーに障害が発

生した場合、CAによって、セッション状態を失うことなく、ファイル システムに引き続きアクセスできます。こ

れは、Microsoft Hyper-VやSQLなど、ファイルの継続的な可用性が最優先される重要なアプリケー

ションの場合に便利な機能です。SMB3は永続的なハンドルを使用して、NASサーバーがオープン ハン

ドルに関連づけられている特定のメタデータをディスクに保存できるようにします。ノードで障害が発生した

場合、NASサーバとファイル システムのピア ノードへのフェールオーバーがアプリケーションのタイムアウト期

間中に完了すれば、オープン ファイルのコンテンツにアクセスするアプリケーションは影響を受けません。こ

のアクションにより、クライアントのファイルへのアクセスに影響を与えることなく、NASサーバのフェールオー

バー後に、クライアントは透過的にピア ノードに再接続します。 
 

継続的な可用性は、ストレージCAから独立しているクライアント側でも使用できます。クライアント アプリ

ケーション クラスターのノードに障害が発生した場合も、クライアントのCAによりアクセスが透過的に維持

されます。クラスタ内のノードの1つに障害が発生すると、アプリケーションは他のノードに移動し、最初に

割り当てられたアプリケーションIDを使用して、そのノードの共有上でアプリケーションのコンテンツが再度

開きます。アクセスが中断することはありません。共有に設定されたCAオプションは、クライアントのCAを

利用するために有効にする必要はありません。 
 

SMB 3.1.1により、ApplicationIDに加えてApplicationInstanceVersionも追加することにより、

Hyper-Vクラスター クライアントのフェールオーバーに対する信頼性が高まります。

ApplicationInstanceVersionタグは、クラスター内の新しいノードでアプリケーションが再始動されるた

びに増分されます。ネットワーク アクセスが失われたが、ストレージ アクセスはまだ有効である場合、ネッ

トワーク アクセスが欠落しているため、クラスタが認識することなく、新しいノードでアプリケーションが再始

動される可能性があります。ApplicationInstanceVersionタグにより、ストレージ システムはクラスタ内

のどのノードがアプリケーションの正しいオーナーであるかを容易に識別できます。ストレージ システムはよ

り低い値のApplicationInstanceVersionで開かれたすべてのロックを安全に閉じることができるため、ア

プリケーションは競合を起こすことなく再始動できます。 
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プロトコル暗号化 

プロトコル暗号化は、共有レベルのSMB3機能であり、SMB3クライアントとNASサーバー間で転送中のデータ

を暗号化します。クライアントまたはNASサーバーは、ターゲットに送信する前にデータを暗号化します。データは、

ターゲット（NASサーバーまたはSMBクライアント）に届くと復号されます。プロトコルの暗号化はユーザー セッ

ション レベルで適用され、ユーザーセッションが確立されると、全SMBトラフィックが暗号化されます。 
 

NASサーバー レジストリーでは、次の設定を構成できます。 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameter 

s\RejectUnencryptedAccess：暗号化をサポートしていないクライアント（SMB3.0より前）が共有に

アクセスできるかどうかを判断します。 

• 1（デフォルト）：暗号化をサポートしていないSMB3.0より前のクライアントへのアクセス拒否を

返します 

• 0：SMB3.0より前のクライアントが暗号化なしで共有にアクセスできるようにします 
 

SMB 3.1.1により、暗号化アルゴリズムをAES-CCM-128からAES-GCM-128に変更することで、

SMB3に対するセキュリティおよび暗号化トラフィックのパフォーマンスも改善されます。この変更により、大

容量ファイルの転送など、特定の条件下でパフォーマンスが向上します。さらに、これは中間者攻撃に対

するセキュリティを向上させます。 

アクセス ベース列挙 

アクセス ベース列挙は共有レベルのオプションであり、表示しようとするユーザーのアクセス権限に基づい

てファイルおよびフォルダーの表示を制限します。アクセス ベース列挙が有効でないと、すべてのユーザー

がディレクトリー内のすべてのファイルとフォルダーを表示できますが、適切な権限がなければファイルやフォ

ルダーを開いたり表示したりすることはできません。共有でアクセス ベース列挙が有効になっている場合は、

読み取りアクセス以上の権限を持つファイルやフォルダーのみを表示できます。 
 

たとえば、アクセス ベースの列挙が有効でないと、開くことができるかどうかに関係なく、ディレクトリー内の

すべてのファイルを表示できます。一方、アクセス ベースの列挙を有効にすると、アクセスできないファイル

はユーザーのビューに表示されなくなります。管理者ユーザーは、共有でアクセス ベース列挙が有効に

なっている場合でも、すべてのファイルとフォルダーを常に表示できます。 

BranchCache 

BranchCacheは共有レベルのオプションであり、ユーザーはWANを経由してNASサーバーにアクセスす

ることなく、リモートNASサーバーに保存されているデータにLANを介してローカルでアクセスできます。この

機能は、本店のPowerStoreに保存されているデータに支店からアクセスする必要がある、リモートまたは

支店環境で便利です。BranchCacheを使用すると、指定されたWindows BranchCacheサーバーに

よって、またはWindowsクライアントに分散させて、このデータをブランチでローカルにキャッシュできます。こ

の機能により、多くのクライアントが同じデータを求めてWANを繰り返し通過する場合に使用されるWAN

帯域幅を削減できます。 
 

BranchCacheが有効な場合、クライアントはWANを使用して、本店のNASサーバーからファイルのハッ

シュを取得します。クライアントは、一致するハッシュを持つファイルを探すために、ローカル ファイルのキャッ

シュを検索します。すべてまたは一部のデータがローカル（専用のWindows BranchCacheサーバーま

たは別のWindowsクライアント システム）で使用できる場合、データはローカルから取得されます。ファイ

ルが同じであることを確認するために、ハッシュ関数を使用してデータが確認されます。WANを経由して

NASサーバーから取得され、ローカルにキャッシュされていないデータは、今後のリクエストに備えてローカ

ルにキャッシュされます。BranchCacheは、データが頻繁に変更されず、支店で長期間にわたるファイル

のキャッシュが許可されている場合に最適です。 
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オフライン可用性 

オフライン可用性は共有レベルのオプションであり、管理者は、共有内のファイルとプログラムをオフライン

で使用可能にするかどうか、およびどのようにして使用可能にするのかを決定できます。この機能を使用

し、クライアント システムのローカル キャッシュに共有のバージョンを保存しておくと、ネットワークに接続し

ていないときでもユーザーはサーバー上の共有にアクセスできます。オフライン可用性を利用するには、オ

フライン可用性を共有で構成するだけでなく、共有にアクセスする個々のクライアント システムでも構成

する必要があります。 
 

SMB共有は、オフライン可用性について次の4つのオプションをサポートしています。 

• ［なし］（デフォルト）：共有のファイルまたはプログラムはオフラインで使用できません。ク

ライアント システムは、この共有のコンテンツをオフライン アクセスのためにキャッシュできません。 

• ［手動］：ユーザーが指定したファイルとプログラムのみがオフラインで使用できます。

ユーザーがリクエストしない場合、キャッシュには何も保存されません。 

• ［プログラム］：ユーザーが共有から開いたすべてのファイルとプログラムが自動的にオフライン

で使用可能になります。ただし、以前にローカルにキャッシュされた実行可能ファイルは、共有が

使用可能な場合でも、共有上のコピーではなく、キャッシュされたコピーから実行されます。この

オプションは、ネットワーク トラフィックやパフォーマンスのオーバーヘッドを削減するために便利です。 

• ［ドキュメント］：クライアントが共有から開いたすべてのファイルとプログラムが自動的にオフラ

インで使用可能になります。ユーザーが共有からファイルやプログラムにアクセスすると、そのユー

ザーがオフライン モードで使用できるように、そのコンテンツが自動的にキャッシュに保存されます。

開かれたファイルはすべてキャッシュに保存され、キャッシュがいっぱいになるか、ユーザーがキャッ

シュからファイルを削除しない限り、オフラインでアクセス可能になります。キャッシュされたコンテン

ツは、サーバーのバージョンと引き続き同期されます。開いていないファイルとプログラムはオフライ

ンで使用できません。 

DFS 

PowerStoreは、Microsoftの分散ファイル システム(DFS)ネームスペースもサポートしています。この機

能により、管理者は単一のマッピングされた共有を介して、複数のファイル システムから共有を表示する

ことができます。PowerStore SMBサーバーは、スタンドアロンDFSルート ノード、またはActive 

Directory DFSルート上のリーフ ノードとして構成できます。DFS-R（レプリケーション）は、

PowerStore SMBサーバーではサポートされていません。 

ファイル拡張子フィルタリング 

ファイル拡張子フィルタリングを使用すると、特定のファイル拡張子がSMB共有に保存されないように制

限できます。この機能により、.mp3ファイルなどの不要なデータが共有に保存されるのをホーム ディレクト

リーで防ぐことができます。この機能はSMBでのみ機能し、NFSを介した書き込み時にファイル拡張子を

フィルタリングしません。また、明示的にブロックされていない限り、ファイル拡張子の名前を変更して

（.mp3から.m3pへの変更など）、このフィルターをバイパスすることもできます。ブロックされた拡張子の

ファイルをコピーしようとすると、次の図に示すように、アクセス拒否のエラーが表示されます。 
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図9.    フィルタリングされたファイルが原因でアクセスが拒否 

 

ファイル拡張子フィルタリングを構成するには、管理者として\\<SMB_Server>\c$\.etc\.filefilterディ

レクトリーに移動します。フィルターを構成するには、命名規則extension@sharenameを使用して

空のファイルを作成 します。たとえば、FS1共有上の.mp3ファイルをフィルタリングするには、

mp3@FS1という名前のファイルを作成します。SMBサーバー上のすべての共有でフィルターを有効に

するには、mp3などの拡張子のみを使用してファイルを作成します。追加のファイルを作成することで、

複数のフィルターを構成できます。各SMBサーバーには、独自の独立したファイル拡張子フィルタリング

構成があります。 
 

ファイル拡張子フィルターを構成した後、特定のユーザーまたはグループの例外を許可できます。このアク

ションは、除外する必要があるユーザーまたはグループにフル コントロール権限を付与するようにフィルター 

ファイルのACLを変更することによって実行されます。たとえば、mp3フィルター ファイルで音楽グループにフ

ル コントロール権限が付与されている場合、音楽グループのユーザーは.mp3ファイルを共有に保存でき

ますが、他のユーザーは保存できません。例外は、作成するファイル フィルターごとに個別に構成できます。 
 

次の図は、ファイル拡張子フィルタリングの構成例を示しています。 
 

図10.     ファイル拡張子フィルタリングの構成 

 
 

NFS PowerStoreは、NFSv3～NFSv4.1、およびSecure NFSをサポートしています。各NASサーバーには、

NFSv3とNFSv4を個別に有効にするオプションがあります。高度なNFSプロトコル オプションのサポートも

利用できます。表3は、NFSプロトコル オプション、それらが構成されている場所、各オプションのデフォルト

設定のリストを示しています。 
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表3. NFSオプション 
 

プロトコル オプション レベル デフォルト 

Secure NFS（Kerberosを使用） NASサーバー 無効 

最小のセキュリティ 共有 Sys 

デフォルトのホスト アクセス 共有 アクセス不可 

 
NFSv4 

NFSv4は、NFSプロトコルの1バージョンですが、それまでの実装とは大きく異なっています。NFSv3とは

異なり、このバージョンはステートフルなプロトコルです。つまり、事前の追加情報がなくても、セッションの

状態が維持され、各リクエストは独立したトランザクションとしては扱われません。この動作は、SMBを含

んだWindows環境と同様です。NFSv4では、以前のバージョンのプロトコルにあったモード ビット ベース

のアクセス制御を拡張したNFS ACLなど、いくつかの新機能がサポートされています。 
 

PowerStoreでは、関連RFCで説明されているNFSv4およびv4.1の機能のほとんどがフル サポートされて

いますが、ディレクトリー デリゲーションとparallel NFSはサポートされません。 
 

NFSv4を構成するには、まずNASサーバーでNFSv4を有効にし、ファイル システムを作成して、NFSエ

クスポートを作成する必要があります。その後、NFSv4マウント オプションを使用して、ファイル システム

をホストにマウントできます。 

Secure NFS 

クライアントのユーザー認証やクライアントが作成するユーザーの資格情報が正しいと想定し、その認証

情報を暗号化されないテキスト形式のまま、ネットワーク経由で送信する点から、NFSはこれまでセキュ

リティ上難点のあるプロトコルであると指摘されてきました。Secure NFSでは、Kerberosを使用し、

ユーザー認証とデータ署名を通じた暗号化でデータを安全に送信できます。Kerberosは、個々のクライ

アントではなく1つのKDC（キー配布センター）を信頼して使用する強力な認証プロトコルで、一般的

に使用されています。PowerStoreでは次の3つの異なるモードが使用可能です。 

• Kerberos：認証用にKerberosのみを使用します 

• Kerberosと整合性：認証用にKerberosを使用し、データの整合性を確保するためのハッ

シュを含みます 

• Kerberosと暗号化：認証にKerberosを使用し、ハッシュを含め、データをその場で暗号化

します 
 

Secure NFSを有効にするには、次の構成を行う必要があります。 

• DNSがNASサーバーで構成されている必要があります。 

• NIS、LDAP、ローカル ファイルなどのUNIXディレクトリー サービス(UDS)が有効になっている必要

があります。 

• Kerberosレルムが存在する必要があります。 
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Active Directoryドメインに参加しているSMBサーバーがNASサーバー上に存在する場合は、その

Kerberosレルムが利用される可能性があります。それ以外の場合は、カスタム レルムを構成して

PowerStore Managerで使用できます。セキュリティ チェーン内で脆弱性が生じるのを回避するために

Secure NFSにはLDAP over SSL (LDAPS)が使用されます。NFSv3はSecure NFSでサポートされて

いますが、NFSv4を使用してセキュリティを最大化することをお勧めします。 

最小のセキュリティ 

最小セキュリティ設定によって、NFSエクスポートに適用されるセキュリティのタイプが決まります。Sysのデフォ

ルト設定では、クライアントから提供されるUNIX UIDとGIDがNFS認証に使用されます。NASサーバーで

Secure NFSが有効になっている場合は、Kerberosオプションが使用可能になります。Kerberosを使用

したSecure NFSオプションの詳細については、上記を参照してください。 

デフォルトのホスト アクセス 

デフォルトのホスト アクセス オプションにより、NFSエクスポートへの接続を試みるすべてのホストに対する

アクセス権限が決まります。利用可能なオプションは次のとおりです。 

• アクセス不可（デフォルト） 

• 読み取り/書き込み 

• 読み取り専用 

• 読み取り/書き込み、rootを許可 

• 読み取り専用、rootを許可 
 

allow rootオプションは、UNIXシステムでのno_root_squashに相当します。つまり、クライアントに対

するrootアクセス権を持っているユーザーには、NFSエクスポートへのrootアクセス権も付与されます。 
 

デフォルトとは異なるアクセス権を必要とするホストの場合は、上記のいずれかのアクセス オプションを使

用して、ホスト名、IPアドレス、サブネットをオーバーライド リストに追加することで構成できます。複数の

エントリーをカンマ区切り形式で同時に追加することもできます。表4は、NFSホスト アクセスを構成す

る際にサポートされるオプションを示しています。 

表4： NFSホスト アクセス 
 

名前 例 メモ 

Hostname host1.dell.com ホスト名は、ローカル ホスト ファイル、

NIS、LDAP、またはDNSで定義する

必要があります。 

IPv4または

IPv6アドレス 

10.10.10.10 
fd00:c6:a8:1::1 

 

サブネット 10.10.10.0/255.255.255.0 

10.10.10.0/24 
IPアドレス/ネットマスクまたは

IPアドレス/プレフィックス 

 
ホスト アクセスは、ホストとそのアクセス レベルのリストを含んだCSVファイルをアップロードして構成することも

できます。PowerStore Managerには、このファイルのフォーマットと構文の例を含んだテンプレートが用意さ

れています。このテンプレートをシステムからダウンロードし、編集してからインポートできます。同じアクセス構

成を必要とする複数のNFSエクスポートが設定されている場合は、同じファイルを複数のクラスターにわたっ

て複数回インポートすることもできます。ファイルがインポートされると、新しくインポートされたホストがアクセス 

リストに追加されます。次の図は、NFSエクスポートでのホスト アクセス構成を示しています。 
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図11：   NFSホスト アクセス構成 

 

FTPおよび
SFTP 

NASサーバーとファイル システムでは、FTPおよびSFTPのアクセスもサポートされます。SFTPは、FTPと

は異なり、ユーザー名とパスワードをクリア テキストで送信しないために、より安全です。FTPおよび

SFTPのアクセスは、NASサーバー レベルで個別に有効または無効にすることができます。アクティブ 

モードのFTP接続とSFTP接続のみがサポートされています。 
 

管理者は、SMB、UNIX、匿名ユーザーなど、FTPおよびSFTP経由でファイルにアクセスできるユーザー 

アカウントのタイプを制御できます。ホーム ディレクトリーの制限オプションは、ファイル システム上のユー

ザー ホーム ディレクトリーのみにアクセスを制限します。このオプションが無効になっている場合は、デフォル

トのホーム ディレクトリーを指定できます。定義されていない、またはアクセス可能でないホーム ディレクト

リーを持つユーザーは、代わりにデフォルトのホーム ディレクトリーに配置されます。 
 

FTP/SFTPは、NASサーバーの接続とアクセスを追跡、記録できます。さらに、監査ログの設定を使用

することで、管理者は監査ログ ファイル ディレクトリと監査ログ ファイルの最大サイズを定義することもでき

ます。 
 

ユーザーがFTPまたはSFTPサーバーに接続したときに、ウェルカム メッセージと日替わりメッセージを表

示できます。ウェルカム メッセージは、クライアントが認証する前に表示されます。日替わりメッセージは、

クライアントが正常に認証された後にのみ表示されます。 
 

アクセスをより詳細に制御するために、FTPおよびSFTPでは、アクセス制御リストを定義できます。ユー

ザー定義のユーザー、グループ、ホストのリストでアクセスの許可または拒否を設定することによって、FTP

またはSFTPアクセスを必要なユーザーのみに制限できます。ただし、プロトコルのACLまたはホスト アク

セス構成で許可されている場合は、FTPまたはSFTPへのアクセスを制限されたユーザー、グループ、ホ

ストもSMBまたはNFSを介してNASサーバーとファイル システムにアクセスできます。表5に、FTPおよび

SFTPのプロトコル オプションのリストを示します。 
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表5： FTPおよびSFTPオプション 
 

プロトコル オプション デフォルト 

FTPの有効化 無効 

SFTPの有効化 無効 

SMBユーザーにFTP/SFTPサーバに対するアクセスを許可 Enabled 

UNIXユーザーにFTP/SFTPサーバに対するアクセスを許可 Enabled 

FTPサーバに対する匿名ユーザー アクセスを許可 無効 

ホーム ディレクトリの制限 Enabled 

デフォルトのホーム ディレクトリ / 

FTP/SFTP監査の有効化 無効 

監査ファイルのディレクトリ /.etc/log 

監査ファイルの最大サイズ 512 KB 

ウェルカム メッセージと日替わりメッセージ 空 

アクセス制御リスト 空 

 
FTPおよびSFTPアクセスは、NFSやSMBと同じ方法で認証できます。認証が完了すると、セキュリティ

および権限に関して、アクセスはSMBやNFSと同じものと見なされます。使用される認証方法は、ユー

ザー名に使用される形式によって異なります。domain@userまたはdomain\userが使用される場合、

SMB認証が使用されます。その他の単一のユーザー名形式の場合、NFS認証が使用されます。SMB

認証ではWindowsドメイン コントローラーが使用されますが、NFS認証ではUDSまたはローカル ファイ

ルが使用されます。 
 

FTPおよびSFTPアクセスにローカル ファイルを使用するには、passwdファイルに、ユーザーの暗号化さ

れたパスワードが含まれている必要があります。このパスワードは、FTPおよびSFTPアクセスのみに使用さ

れます。ローカルのpasswdファイルでは、標準UNIXシステムと同じ形式と構文が使用されるため、これを

使用してpasswdファイルを生成できます。UNIXシステムでは、useradd <user>を使用して新しい

ユーザーを追加し、passwd <user>を使用してそのユーザーにパスワードを設定します。次に、

/etc/shadowファイルからハッシュされたパスワードをコピーし、/etc/passwdファイル内の2番目のフィー

ルドにそれを追加して、NASサーバーにアップロードします。 

 

マルチプロトコル 

NASサーバーでSMBプロトコルとNFSプロトコルの両方が有効になっている場合、マルチプロトコル アク

セスが自動的に有効になります。マルチプロトコル アクセスでは、SMBプロトコルとNFSプロトコルを同

時に使用して、単一のファイル システムにアクセスできます。 
 

WindowsとUNIXでは、認証、識別、アクセス許可、ロックなどの処理方法に固有の違いがあります。これ

らの違いの例をいくつか、次の表に示します。 
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表6： UNIXとWindowsの違い 
 

名前 UNIX Windows 

認証の提供元 クライアントまたはUDS（Secure 

NFSの場合） 

ドメイン コントローラーまたは

ローカル グループ データベース 

ユーザー名の長さ 8文字 20文字以上 

識別子 ユーザーID (UID)とグループID 
(GID) 

セキュリティ識別子(SID) 

グループの概念 シンプルなユーザー/グループの概念 ネストされたグループを許可 

ファイル/ディレクトリーの 

所有権 

ユーザーとグループの所有者が

必要 

ユーザーまたはグループによる所

有が可能 

Permissions NFSv3 – モード ビッ

トNFSv4 – ACL 

ACL 

ファイル ロック NFSv3 – アドバイザリー 

NFSv4 – アドバイザリーまたは必須 

必須 

 
プロトコルに固有のこれらの違いがあるため、シームレスなアクセスを維持し、両方のプロトコルにセキュリ

ティを適用するためには、なんらかの構成が必要になります。 

 

ユーザー  

マッピング 

マルチプロトコル ユーザー マッピングの仕組みを理解するには、まず、SMBとNFSの両方でシングル 

プロトコル ユーザー マッピングがどのように機能するかを理解しておくことが重要です。 

• SMB 

▪ 共有に接続するSMBユーザーは、そのユーザーのSIDによって識別されます。 

▪ Active Directoryは、人間による判読が可能なユーザー名にSIDを解決したり、その逆

を行ったりするために使用されます。 

例：S-1-5-21-1553607022-1141325308-60145995-1789  DELL\Tom 
 

• NFS 

▪ エクスポートに接続するNFSユーザーは、そのユーザーのUIDとプライマリーGIDによって識

別されます。 

▪ UNIXディレクトリー サービス(UDS)またはローカル ファイルは、人間による判読が可能な

ユーザー名にUIDを解決したり、その逆を行ったりするために使用されます。 

例：UID=1000  Tom 
 

▪ UNIXディレクトリー サービス(UDS)またはローカル ファイルは、人間による判読が可

能なグループ名にプライマリーGIDを解決したり、その逆を行ったりするために使用され

ます。 

例：GID=1000  Users 
 

最終的には、マルチプロトコル マッピング プロセスの目標は、Windows SIDとUNIX UIDの間にマッピング

を作成することです。UIDが認識されると、関連づけられたプライマリーGIDを見つけることができます。このタ

スクを実行するには、2つのプロトコルをユーザー名で連結します。次に、SID  UIDとプライマリーGID間

の完全なマルチプロトコル マッピングの例を示します。 
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• マルチプロトコル 

▪ 共有に接続するSMBユーザーは、そのユーザーのSIDによって識別されます。 

▪ Active Directoryは、人間による判読が可能なユーザー名にSIDを解決します。 

▪ Windowsユーザー名はUNIXユーザー名に変換されます。 

▪ UDSまたはローカル ファイルは、UNIXユーザー名をUIDに解決するために使用されます。 

▪ UDSまたはローカル ファイルは、UIDプライマリーGIDを解決するために使用され

ます。例：S-1-5-21-155360702…  DELL\Tom  Tom  UID=1000 

→ GID=1000 
 

マルチプロトコル構成では、SID、SMB名、UNIX名、UID、プライマリーGID間のエンドツーエンドのマッ

ピングが重要です。このエンドツーエンドのマッピングを作成するために結合される各マッピングを提供する

には、WindowsとUNIXの両方のリゾルバーを使用できる必要があります。このマッピングにより、

WindowsユーザーをUNIXユーザーと一致させることができ、逆に、アクセスに他のプロトコルが使用され

ている場合にファイル セキュリティを強化できます。このプロトコル間のマッピングは、基本的にプロトコル

間のユーザー名を一致させることで行われますが、各プロトコルには、対応するユーザー名をそれらのID

にマッピングするための手法も必要です。 
 

ユーザー マッピングが適切に構成されていない場合、ユーザーはファイル システムへのアクセスを拒否され

たり、アクセスできないはずのファイルにアクセスできるようになったり、自分のファイルにアクセスできなくなっ

たりする可能性があります。このマッピングにより、アクセス プロトコルに関係なく、同じユーザーが自分の

ファイルにアクセスしようとしているタイミングをシステムが特定できるようになります。 
 

表7は、ユーザー マッピング プロセスに関連するコンポーネントとその目的の簡単な説明を示しています。 

表7： ユーザー マッピング コンポーネント 
 

名前 サービス 説明 

Windowsリゾルバー
(SMB) 

ローカル グループ データ

ベース(LGDB)またはドメ

イン コントローラー(DC) 

LGDBはローカル ユーザーの場合に使用されます 

DCは次の解決に使用：

Windowsアカウント名  SID 

UNIXディレクトリー サービ

ス(NFS) 

LDAP/NIS、ローカル ファ

イル、またはその両方 

次の解決に使用： 

UNIXアカウント名  UIDおよびプライマリー
GID 

UNIXグループ名  GID 

セキュア マッピング キャッシュ secmapキャッシュ NASサーバー上のすべてのマッピングを

格納するローカル キャッシュ。次のマッ

ピングが追跡されます。 

SID  ユーザー名  UID 

ntxmap NTXMAP プロトコル間の高度な名前変換に使用 

 

SMBマッピング – ドメイン ユーザー 

マルチプロトコル構成では、Windowsユーザー名との間でSIDを解決できるよう、SMBサーバーを

Active Directoryドメインに参加させることをお勧めします。マルチプロトコル ファイル システムに接続す

る場合、ドメイン ユーザーはユーザー マッピング プロセスを実行して、Windows SIDからUNIX UIDお

よびプライマリーGIDへのマッピングを作成します。 
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SMBマッピング - ローカル ユーザー 

SMBサーバー上のローカル ユーザーは、SMBのみのアクセスを目的としているため、このプロセスを使

用してマッピングされません。スタンドアロンSMBサーバーは、ローカル ユーザーのみをサポートするため、

適切なマルチプロトコル構成に必要なマッピングを提供しません。 
 

ローカル ユーザーがSMB経由でマルチプロトコル ファイル システムに接続する場合は、LGDBが検索さ

れ、SIDをWindowsユーザー名に解決するために使用されます。ローカル ユーザーは、ローカル管理者

ユーザーとして、2151678452から始まる専用のUID範囲にマッピングされます。その後、UIDは追加の

ローカル ユーザーごとに増分されます。 
 

このため、ファイル システム上のローカル ユーザーのUIDは、UNIXクライアントで構成されたUIDと一致す

る可能性は低くなります。NASサーバーの観点からは、これらのUIDは2人の異なるユーザーとして追跡

されています。その結果、同一ユーザーのアクセス権がプロトコル間で一貫しなくなります。この問題に対

しては、次のような回避策が考えられます。 

• UIDを手動で構成して、ローカルSMBサーバーとの一貫性を確保します 

▪ これを行うには、SMBサーバー上にすべてのローカル ユーザーを作成し、ローカル ユーザー

のUIDを決定してから、それらのUIDを使用するようにUNIXクライアントを構成します 

• セキュリティが懸念事項でない場合は、オープン権限を使用する選択肢もあります 

▪ すべてのユーザーがファイルにアクセスできる場合、プロトコル間でアクセス権の一貫性を維持

する必要はありません 

NFSマッピング 

マルチプロトコル構成では、ユーザー名との間でUIDとGIDを解決するためのサービスを有効にすることを

お勧めします。利用可能なオプションは次のとおりです。 

• UNIXディレクトリー サービス(UDS)：LDAPまたはNIS 

• ローカル ファイル 
 

これらのサービスがなくてもマルチプロトコルを使用できますが、NASサーバーは前述のエンドツーエンドの

マッピングを作成できません。つまり、同じユーザーが別のプロトコルを使用してファイルにアクセスしようとす

ると、権限の問題が発生する可能性があります。 
 

ローカル ファイル、NIS、またはLDAPを構成する方法の詳細については、このドキュメントの各セクションを

参照してください。 

セキュア マッピング キャッシュ 

セキュア マッピング キャッシュ(secmap)は、以前にNASサーバーに接続したユーザーのマッピングを格納

するキャッシュです。これには、各ユーザーのSID、ユーザー名、UIDが含まれます。secmapはキャッシュ

であるため、標準マッピング メカニズムによって生成されたマッピングのみが格納されます。解決サービスで

はないため、それ自体のマッピングは生成しません。 
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ユーザー マッピングがsecmapに格納されると、NASサーバーはそれ以降のマッピング ルックアップにこの

ローカル キャッシュを利用します。NASサーバーに接続する新規ユーザーのみが、マッピングを解決するた

めに外部サービスを利用する必要があります。 
 

通常の状況では、secmapは永続的であり、管理する必要はありません。ただし、ユーザーUIDが変更

された場合などの特定の状況では、secmapを編集する必要が生じることがあります。この場合、

secmapにキャッシュされたエントリーは正確ではなくなり、svc_nas_cifssupportコマンドを使用して

更新または削除できます。エントリーが削除されると、ユーザーは次回接続したときに新しいユーザーとし

て扱われるため、新しいマッピングが解決され、secmapに格納されます。 

Ntxmap 

ntxmapは、プロトコル間の名前変換に使用されるオプションのローカル ファイルです。前述のマルチプロト

コル ユーザー マッピング ワークフローでは、ユーザーのユーザー名が両方のプロトコルで同じであることを前

提としています。ただし、このことが当てはまらない環境もあります。プロトコル間でユーザー名が異なる環

境では、プロトコル間でユーザー名を変換するためにntxmapが必要となります。たとえば、ユーザーが

DELL\Tomという名前のWindowsアカウントと、Thomasという名前のUNIXアカウントを持っている場

合、システムはこれらが同じユーザーであると見なすことはできません。 
 

ntxmapを使用すると、1対1のマッピングに加えて、高度な名前変換を実行することもできます。

ntxmapを使用して、複数のユーザー名を1つのユーザー名に変換できます。たとえば、Windows ENG

ドメイン内のすべてのユーザーは、enguserという名前の単一のUNIXユーザーにマッピングできます。もう

1つの選択肢は、名前変換を実行することです。たとえば、すべてのUNIXユーザーをDELL\unix-

<username>にマッピングできます。 
 

ntxmapは、プロトコル間のユーザー名の変換のみをサポートし、ユーザー名マッピングにIDを提供しません。

ユーザー名が常に同じで、プロトコル間で1対1のマッピングを行う環境では、ntxmapは必要ありません。 

マッピングが解除されたWindowsアカウントの自動マッピング 

PowerStoreファイル システムはUNIXベースであるため、書き込まれるすべてのデータは、有効なUIDお

よびプライマリーGIDに関連づけられている必要があります。NFSユーザーは、UIDとプライマリーGIDをネ

イティブで使用できます。ただし、SMBユーザーには、ネイティブSIDをUIDおよびプライマリーGIDに変換

するマッピングが必要です。UIDからSIDへのリバース マッピングは、Windows権限が適用されている場

合にのみ必要になるため、必ずしも必要なわけではありません（Windowsアクセス ポリシー）。 
 

この機能により、一意のUIDを自動的に生成し、割り当てUIDマッピングを持っていないWindowsユー

ザーにそれを割り当てることができます。この機能を使用すると、マッピング解除されたユーザーの共有への

アクセスが、アクセスを拒否する代わりに有効になります。各ユーザーには固有のUIDがあるため、ユー

ザー クォータなどのUIDベースの機能は、個々のユーザーの消費量を引き続き適切に追跡できます。 
 

このオプションは、SMB専用サーバーとマルチプロトコルNASサーバーでデフォルトで有効になっています。

この機能を有効にすると、デフォルト アカウントを構成する機能が無効になります。各UIDはシステムに

よって自動的に割り当てられるため、これらのユーザーの実際のUIDが重要でない環境でのみ、この機能

を使用する必要があります。管理者がUIDの割り当てを制御する環境では、この機能を無効にする必要

があります。この機能が無効になっていて、マッピング解除されたユーザーが使用できる他のマッピング方法

がない場合、共有へのアクセスは拒否されます。 
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この機能により、管理者によってUDS/ローカル ファイルに定義されたUIDとの競合を回避するために設定

された最も重要なビットとともに、32ビットUIDが生成されます。この機能によって生成されるUIDの範囲

は、2147483649（0x80000001）から2151677951（0x803FFFFF）の間です。自動UIDは、

UDS/ローカル ファイルに構成されたUIDをユーザーがまだ持っていない場合にのみ割り当てられます。 
 

この機能によってすでにUIDが割り当てられた後に、UDSまたはローカル ファイルが更新され、UIDが構

成されると、UDSまたはローカル ファイル内の新しいエントリーは無視されます。UDS/ローカル ファイルの

エントリーを使用する場合は、secmapキャッシュからエントリーを削除する必要があります。 

未割り当てユーザーのデフォルト アカウント 

この機能を使用すると、管理者は、マッピング解除されたユーザーのマッピング先として機能する特定の

WindowsアカウントまたはUNIXアカウント、あるいはその両方を指定できます。この機能を使用すると、

マッピング解除されたユーザーの共有へのアクセスが、アクセスを拒否する代わりに有効になります。たと

えば、多数のユーザーがWindowsアカウントのみを持つ環境では、デフォルトのUNIXユーザーを指定す

ると、マッピング前のユーザーもマルチ プロトコルのファイル システムにアクセスできます。 
 

デフォルトのアカウントが有効な場合、マッピングされていないWindowsユーザーがNFSを介してファイル 

システムにアクセスしようとすると、デフォルトUNIXユーザーのUIDとプライマリーGIDが使用されます。同

様に、マッピングされていないUNIXユーザーがSMBを介してファイル システムにアクセスしようとすると、デ

フォルトWindowsユーザーの認証情報が使用されます。 
 

複数のユーザーがデフォルト ユーザーとしてファイル システムに書き込みを行っている可能性がありますが、

このユーザーは同じUIDを共有しているため、1人のユーザーと見なされます。これにより、ユーザー クォー

タの計算が不正確になります。また、UNIXアカウントには、さまざまなWindowsユーザーのファイルの所

有権がある場合があります。 
 

デフォルトのUNIXユーザーは、ユーザー名として構成するか、数値のUIDおよびプライマリーGID値として

構成できます。ユーザー名を指定する場合、そのユーザー名は、UDSまたはマッピング プロセス用のロー

カル ファイルを介してUIDとプライマリーGIDに解決できなければなりません。 
 

ただし、数値のUIDとプライマリーGID値を使用してデフォルトのUNIXユーザーを構成する場合、ユー

ザーがUDSまたはローカル ファイルにエントリーを持つ必要はありません。これは、SIDからUIDおよびプラ

イマリーGIDへのマッピングを作成するために必要なすべての情報が利用可能であるためです。指定する

UIDは32ビットの範囲であり、@uid=<UID>,gid=<GID>@という形式である必要があります。たとえば、

UIDが1000でプライマリGIDが2000のデフォルトUNIXユーザーを構成する場合、

@uid=1000,gid=2000@と入力します。 
 

このオプションは、SMB専用サーバーとマルチプロトコルNASサーバーでデフォルトで無効になっています。

この機能が有効になっている場合、自動マッピングを有効にする機能は無効になります。この機能が無

効になっていて、マッピング解除されたユーザーが使用できる他のマッピング方法がない場合、共有へのア

クセスは拒否されます。 

マッピング処理 

図12は、Windowsユーザー(SID)をUNIXユーザー（UIDおよびプライマリーGID）に解決するために使

用される処理を示しています。マルチプロトコル構成では、SMBサーバー上のローカル ユーザーはSMB

のみのアクセスに引き続き使用できるため、UNIXユーザーにマッピングされません。 
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図12 SIDからUIDおよびプライマリーGIDへのマッピング 

 

1. secmapでSIDが検索されます。SIDが見つかった場合は、UIDとプライマリGIDのマッピン

グが解決されます。 

2. secmapでSIDが見つからない場合は、Windowsユーザー名を見つける必要があります。 

a. ローカル グループ データベース(LGDB)でSIDが検索され、それがローカル ユーザーであ

るかが判別されます。SIDが見つかった場合、名前はSMB_SERVER\USERになります。

これはSMBのみのアクセスのローカル ユーザーであるため、UNIXマッピングは必要ありま

せん。 

b. SIDがLGDBで見つからない場合、DCでSIDが検索されます。ドメインでSIDが見つか

ると、名前はDOMAIN\USERになります。 

c. SIDを解決できない場合、アクセスは拒否されます。この失敗したマッピングが永続

secmapデータベースに追加されます。 

3. デフォルトのUNIXアカウントを使用しない場合、Windowsの名前がUNIXの名前に変換

されます。 

a. Windowsの名前がNTXMAPで見つかった場合、エントリーはUNIXの名前として使

用されます。 

b. NTXMAPでWindowsの名前が見つからない場合、またはNTXMAPが無効になってい

る場合、Windowsの名前がUNIXの名前として使用されます。 

4. ローカル ファイルまたはUDSでUNIX名が検索され、UIDおよびプライマリーGIDを探します。 

a. UNIX名が見つかった場合は、UIDとプライマリGIDのマッピングが解決されます。この

成功したマッピングが永続secmapデータベースに追加されます。 

b. UNIX名が見つからないが、割り当てが解除されたWindowsアカウントの自動マッピ

ング機能が有効になっている場合、UIDは自動的に割り当てられます。この成功し

たマッピングが永続secmapデータベースに追加されます。 

c. UNIX名は見つからないが、デフォルトUNIXアカウントが構成されている場合、UIDとプ

ライマリGIDはデフォルトUNIXアカウントのものにマップされます。この失敗したマッピング

が永続secmapデータベースに追加されます。 

d. UNIX名を解決できない場合、アクセスは拒否されます。この失敗したマッピングが永続

secmapデータベースに追加されます。 
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結果的に永続UIDを得られないマッピングは、失敗したマッピングであると見なされます：2c、4c、4d。

失敗したマッピングを持つユーザーは、UIDとして4294967294を指定されてsecmapデータベースに追

加されます。これは、次にユーザーが接続したときに、マッピング プロセスが再試行される必要があること

を示しています。後でこれらのユーザーに対するマッピングが拒否されると、接続時に正常にマッピングさ

れたユーザーに変換できます。その後、secmapデータベースは永続的なマッピングで適宜更新されます。

つまり、これらのユーザーは永続的なマッピングが定義されるまで、接続するたびにマッピング プロセスを

行う必要があります。 
 

図13は、UNIXユーザー(UID)をWindowsユーザー(SID)に解決するために使用されるプロセスを示して

います。このプロセスは、アクセス ポリシーがWindowsに設定されている場合にのみ必要です。このプロセ

スは、アクセス ポリシーに関係なく常に必要とされるUNIX UIDとは異なります。UIDはファイルの所有権

とクォータ管理の目的にも使用されます。 
 

図13 UIDからSIDへのマッピング 

 

1. secmapで、UIDが検索されます。UIDが見つかった場合、SIDマッピングが解決されます。 

2. secmapでUIDが見つからない場合は、UNIXユーザー名を見つける必要があります。 

a. ローカル ファイルまたはUDSでUIDが検索されます。UIDが見つかると、UNIX名が

決定されます。 

b. UIDが見つからないが、デフォルトWindowsアカウントが構成されている場合、UIDはデ

フォルトWindowsアカウントにマップされます。それが存在しない場合、デフォルトの

Windowsユーザーが永続的secmapデータベースに追加されます。 

c. UIDを解決できない場合、アクセスは拒否されます。 

 
3. デフォルトのWindowsアカウントを使用しない場合、UNIX名がWindows名に変換されます。 

a. UNIXの名前がNTXMAPで見つかった場合、エントリーはWindows名として使用さ

れます。 

b. UNIX名がNTXMAPで見つからない場合、またはNTXMAPが無効になっている場

合、UNIX名がWindows名として使用されます。 
 

4. DCまたはLGDBでWindows名が検索され、SIDを見つけます。 
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a. DCでWindows名が検索されます。Windows名が見つかった場合、SIDマッピングが

解決されます。この成功したマッピングが永続secmapデータベースに追加されます。 

b. Windows名にピリオド(.)が使われている場合に、最後のピリオド(.)に続く名前の一部が

SMBサーバー名と一致していると、SMBサーバーのLGDBが検索されます。Windows

名が見つかった場合、SIDマッピングが解決されます。この成功したマッピングが永続

secmapデータベースに追加されます。 

c. Windows名が見つからないが、デフォルトWindowsアカウントが構成されている場合、

SIDはデフォルトWindowsアカウントのものにマップされます。それが存在しない場合、

デフォルトのWindowsユーザーが永続的secmapデータベースに追加されます。 

d. Windows名を解決できない場合、アクセスは拒否されます。 

 
Permissions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

アクセス ポリ

シー 

SMBとNFSでは、セキュリティの処理方法も異なります。NFSの場合、認証情報はクライアントによっ

て提供され、Secure NFSの場合はUDSから作成されます。ユーザー権限はNFSv3モード ビットまた

はNFSv4 ACLによって判別され、識別にはUID/GIDが使用されます。UNIXセキュリティに関連づい

た権限はありません。 
 

SMBの場合、認証情報はドメイン コントローラー(DC)およびSMBサーバーのローカル グループ データ

ベース(LGDB)から作成されます。ユーザー権限はACLによって判別され、識別にはSIDが使用されま

す。Windowsセキュリティには、所有権の取得、バックアップ、リストアなどの権限が含まれており、これら

の権限はLGDBまたはグループ ポリシーオブジェクト(GPO)によって付与されます。 
 

マルチプロトコルNAS環境を構成または管理する場合、ファイルシステム データにアクセスするSMBユー

ザーとNFSユーザー間でアクセス権を処理する方法に関連する、NASサーバー レベルとファイルシステム 

レベルの追加の構成オプションがあります。これらのオプションは表8のとおりです。 

表8： マルチプロトコル アクセス権オプション 
 

オプション レベル デフォルト 

アクセス ポリシー ファイル システム ネイティブ 

UMASK（SMB） 共有 022 

 
アクセス ポリシーを使用して、マルチプロトコル ファイル システムでセキュリティがどのように実行されるのか

が定義されます。ネイティブのデフォルトの設定にはファイルごとに2つの別個の権限セットが保持されてお

り、ファイルにアクセスするために使用されるプロトコルによって、どの権限セットがチェックされるのかが決定

されます。SMBを使用する場合は、ACLがチェックされます。NFSを使用する場合は、NFSv3モード 

ビットまたはNFSv4 ACLがチェックされます。 
 

マルチプロトコル環境が、どちらかのタイプのユーザーに偏っている場合は、アクセス ポリシーをいずれか

の値に設定するようお勧めします。Windowsの設定ではACLのみがチェックされ、NFSv3モード ビット

とNFSv4 ACLは完全に無視されますが、UNIXポリシーの場合はこれとは反対のチェックが行われます。 
 

表9は、ファイルシステム レベルで構成できるポリシーについて説明したものです。 
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表9： アクセス ポリシーの詳細 
 

アクセス ポリシー 説明 

native（デフォルト） 独自のネイティブ セキュリティにより、各プロトコルのアクセスを個別に管理します 

NFS共有のセキュリティではUNIXモード ビットまたはNFSv4 ACLを使用し、

SMB共有のセキュリティではSMBアクセス制御リスト(ACL)を使用します。 

この2つの権限セットは独立しており、それらの間の同期は行われません 

NFSv3 UNIXモード ビットまたはNFSv4 ACLの権限の変更はお互いに同期され

ますが、SMB ACLは変更されません 

SMB ACLの権限が変更されても、NFSv3 UNIXモード ビットまたはNFSv4 

ACLは変更されません 

Windows 両方のプロトコルに対してSMB ACLを使用します 

NFSアクセスに対する要求が行われると、DC/LGDBから作成されたWindows認

証情報を使用して、ACLで権限がチェックされます 

SMB ACL権限が変更されると、NFSv3 UNIXモード ビットまたはNFSv4 

ACLが更新されます 

NFSv3 UNIXモード ビットまたはNFSv4 ACL権限の変更は拒否されます 

UNIX 両方のプロトコルにNFSv3 UNIXモード ビットまたはNFSv4 ACLが使用されます 

SMBアクセスに対する要求が行われると、UDS/ローカル ファイルから作成された

UNIX認証情報を使用して、NFSv3モード ビットまたはNFSv4 ACLで権限が

チェックされます 

NFSv3 UNIXモード ビットまたはNFSv4 ACLが変更されると、SMB ACL権

限は更新されます 

システム停止が発生しないようにSMB ACL権限を変更することは可能ですが、こ

れらの権限は維持されません 

 
図14は、ファイル システムでアクセス ポリシーを構成する方法を示しています。 

 

図14. アクセス ポリシー 
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UMASK 

NFSで作成されたファイルの場合、SMB ACLはACL継承によって判別されます。SMBで作成された

ファイルの場合、NFSv3 UNIX権限はUMASK設定によって判別されます。UMASKは、新たに作

成されたファイルとフォルダーのデフォルトのUNIX権限を制御するbitmaskです。この設定は、マルチプ

ロトコル ファイル システム用にSMBで作成された新しいファイルおよびフォルダーにのみ適用されます。 
 

UMASKの設定によって、新しいファイルやディレクトリに対してどのUNIX権限が除外されるのかが決定

されます。デフォルトでは、新しいファイルには666 (-rw-rw-rw-)の権限が含まれ、新しいディレクト

リーには777 (drwxrwxrwx)の権限が含まれています。UMASKがデフォルト値の022に設定されて

いる場合、新しいファイルには644 (-rw-r--r--)の権限が含まれ、新しいディレクトリーには755 

(drwxr-xr-x)の権限が含まれるようになります。ただし、ディレクトリーにNFSv4 ACL継承が存在

する場合、その設定がUMASKの設定よりも優先されます。 
 

この処理は、ファイルが作成されるときにUNIX権限を判別するためにのみ使用されます。既存の

ファイルで権限が変更された場合、構成されているアクセス ポリシーによって処理は異なります。 
 

図15は、SMB共有でUMASK設定を構成する方法を示しています。 
 

図15： UMASK設定 

 

マルチプロトコ

ル ポリシー 

マルチプロトコル ファイル システムでは、ロック ポリシーとフォルダー名変更ポリシーを構成できます。プロト

コルに応じてロックとフォルダーの名称変更の動作が異なるために、管理者はこの設定を使用して動作を

制御できます。 

ロック ポリシー 

範囲ロックにより、ホストはファイルのバイト範囲をロックできます。これらのロックは、共有ロック（書き込みを

拒否）または排他ロック（読み取りと書き込みを拒否）のいずれかです。各プロトコルでは、強制ロックま

たはアドバイザリー ロックを実装します。強制ロックでは、ロック範囲に対するI/Oは拒否されます。アドバイザ

リー ロックでは、ロックのチェックはクライアントの責任であり、ロックが検出された場合でもそれを無視してI/O

を実行できます。表10に、NFSv3、NFSv4、SMBのロック セマンティクスとメカニズムを示します。 
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表10：    ロック機構 
 

プロトコル アドバイザリー/必須 メカニズム 

NFSv3 Advisory 個別のプロトコル(NLM) 

NFSv4 アドバイザリーまたは必須（デフォルト） プロトコルに組み込み 

SMB 必須 プロトコルに組み込み 

 
プロトコル仕様の違いのため、ロック ポリシーは、マルチプロトコル ファイル システムでの動作を制御するよ

うに構成できます。使用するプロトコルとロック ポリシーの設定によって、ロックでI/Oが阻止されるかどうか

が決定します。 

• 必須：すべてのI/Oが、SMBおよびNFSv4の範囲ロックを適用する必要があります。NFSv3

範囲ロックは、プロトコルの仕様により、常にアドバイザリであるために、IOを阻止しません。 

• アドバイザリー（デフォルト）：NFSv3/v4/FTPのI/Oでは、すべての範囲ロックがバイパスさ

れます。SMBではプロトコルの仕様により、NFSv4の範囲ロックはバイパスされますが、SMB

範囲ロックは常に尊重されます。すべてのロック リクエストで引き続き、ロックの競合がレポート

されます。 
 

表11に、各プロトコルおよびロック ポリシーの設定で適用されるロックをチャート形式で示します。 

表11：    適用されるロック 
 

プロトコル 必須（デフォルト） Advisory 

NFSv3 SMB + NFSv4 なし 

NFSv4 SMB + NFSv4 なし 

FTP SMB + NFSv4 なし 

SMB SMB + NFSv4 SMB 

 
図16は、ファイル システムでロック ポリシーを構成する方法を示しています。 

 

図16： ロック ポリシー 
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フォルダー名変更ポリシー 

SMBプロトコルの仕様に従って、開いているファイルのパスに位置するディレクトリーの名前を変更することは

禁止されています。たとえば、C:\Folder1\Folder2\Folder3\File1.txtがSMBクライアントによって開かれ

ている場合は、他のクライアントがFile1.txtに至るパス内のフォルダー名を変更することはできません。 
 

NFSまたはFTPを使用するクライアントには、同じ制限は適用されません。これは、SMBではパス全体

を開きますが、NFSおよびFTPではその代わりにファイル ハンドルを使用するためです。プロトコルのこの

違いにより、ストレージ管理者はフォルダー名変更ポリシーを使用してマルチプロトコル ファイル システム

で動作を構成できます。開いているファイルのパス内のフォルダー名を変更しようとすると、フォルダー名変

更ポリシーの設定のみが呼び出されます。パスで開いているファイルがないフォルダー名の変更は常に許

可されます。 
 

フォルダー名変更ポリシーは、次のように構成できます。 

• すべて許可：すべてのプロトコルで、制限なく、開いているファイルのパスでフォルダー名を変

更できます 

• SMBを禁止：開いているファイルのパスでフォルダーのSMBプロトコルの名前変更は行えませ

んが、他のプロトコルでは行えます 

• すべて禁止（デフォルト）：開いているファイルのパスでフォルダー名を変更できるプロトコル

はありません 
 

図17は、ファイル システムでフォルダー名を変更する方法を示しています。 
 

図17： フォルダー名変更ポリシー 

 

ネーミング サービスとディレクトリー サービス 

PowerStoreは、次のネーミング サービスとディレクトリー サービスをサポートしています。 

• DNS - ホスト名とIPアドレス間の変換を可能にするために使用されるサービス 

• UDS (LDAP/NIS) – ユーザー名とIDを解決するための一元化されたユーザー ディレクトリーを

提供するサービス 

• ローカル ファイル - ユーザー名とIDを解決するために使用される個々のファイル 
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DNSは、データ センター内の個々のコンポーネントのIPアドレスを覚えておく必要性を軽減する、一般的

に使用されるサービスです。代わりに、わかりやすい名前を接続とアクセスに使用できます。 
 

環境が大規模で、複数のNASサーバー間で一貫したUIDとGIDのマッピングが必要な場合は、UDSを

構成する必要があります。マッピングは、一元化されたUDSサーバーから管理し、外部に伝播できます。 
 

マッピングはNASサーバーにアップロードすることによって構成されるため、ローカルのpasswdおよびgroup

ファイルは小規模な環境で使用できます。これらのローカルのpasswdおよびgroupファイルは、UNIX環

境と同じ構文を共有します。つまり、ホストで構成されているファイルと同じファイルを活用して、NASサー

バーへのマッピングを提供できます。 
 

UDSまたはローカル ファイルを構成したら、使用するサービスをUNIXディレクトリー サービスの検索順序

で指定する必要があります。デフォルトでは、この設定は［なし］に設定されています。つまり、ディレクト

リー サービスは検索されません。UDSに加えてローカル ファイルを有効にすることもできます。両方が構

成されている場合は、ローカル ファイル、UDS、またはその両方を使用するかどうかを選択するオプション

があります。これは、NASサーバーの作成時に構成するか、後でNASサーバーを変更することによって構

成できます（図18を参照）。 
 

図18. UNIXディレクトリー サービスの検索順序 

 
 

DNS ドメインに参加しているSMBサーバー、Secure NFS、適切なマルチプロトコル構成を設定する場合は、

DNSが必要です。DNSを構成するときは、次の情報を指定します。 

• UDPプロトコル（デフォルト）またはTCPプロトコル 

• Domain 

• DNSサーバーのIPアドレス 
 

NASサーバーは、1～3台のDNSサーバーを受け入れます。複数のDNSサーバーが指定されている場

合は、優先度リストで上下に移動できます。 
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LDAP LDAPはUDSの場合に使用できます。LDAPは、匿名認証、シンプル認証、Kerberos認証をサポート

します。また、LDAPスキーマを構成し、（SSLを使用して）LDAPセキュアでLDAPトラフィックの暗号

化を有効化して、認証機関(CA)の証明書を認証用に構成するオプションもあります。表12に、すべて

のLDAP構成設定の説明と構文を示します。 

表12： LDAP構成設定 
 

  
匿名 

 

シンプル（iPlanetま

たはOpenLDAP） 

 

シンプル（AD LDAP

またはIDMU） 

 
Kerberos 

Server LDAPサーバのIPアドレスまたはホスト名 

ポート LDAPサーバー ポート番号 - デフォルト：389/SSL：636 

ベースDN LDAP表記形式のベースDNです。たとえば、

svt.lab.comを使用している場合、ベースDNは

DC=svt,DC=lab,DC=comです 

ベースDNは、完全修

飾ドメイン名と同じで

す。たとえば、

svt.lab.comなどになり

ます。 

LDAP表記形

式のベースDNで

す。たとえば、

svt.lab.comを

使用している場

合、ベースDNは
DC=svt,DC=la 

b,DC=comです 

プロファイルDN 

（オプション） 

iPlanet/OpenLDAPサーバのプロファイルDNです 
  

バインドDN 

（シンプルのみ） 

 
LDAP表記形式のユーザー アカウントたとえば、
cn=administrator,cn=users,dc=svt,dc=lab,d 

c=comなど 

 

バインドDNパスワード 

（シンプルのみ） 

 
ユーザー アカウントのパスワード 

 

メモ 匿名のLDAP認証では、

AD（Active Directory）

はサポートされていません 

  
次のKerberos

認証オプションを

参照してください 

 

Kerberosを構成する方法は2つあります。 

• SMBドメインによる認証：SMBサーバー アカウントを使用して認証するか、他の認証情報を

使用して認証します。 

• カスタム レルムを構成：任意のタイプのKerberosレルム（Windows、MIT、Heimdal）をポ

イントします。このオプションでは、NASサーバーは、NASサーバーのSecurityタブの［Kerberos］

サブセクションで定義されているカスタムKerberosレルムを使用します。このオプションを選択する

と、AD認証は使用されません。カスタム レルムとともにNFSセキュアを使用する場合は、キータブ 

ファイルをアップロードする必要があります。 

IDMU、RFC 2307、RFC2307bisのいずれかのスキーマを使用してLDAPを構成する必要があります。

各スキーマに必要なもののリストについては、RFCを参照してください。LDAPページの現在のスキーマの

取得リンクを使用してldap.confファイルを取得し、編集して、新しいバージョンをアップロードすることで、

現在のスキーマ構成を確認できます。 
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ldap.confファイルに指定されているすべてのコンテナは、netgroupやホストなど、使用されていない可能

性のあるものを含み、有効でLDAP構成に存在するロケーションをポイントしている必要があります。この

ファイルからいずれかのエントリーが削除されると、NASサーバーはベースDNに基づいてデフォルト値にそ

れらを自動的に設定するため、検索で問題が生じる可能性があります。ドメイン管理者に連絡して、各

コンテナの正しい値を取得してください。図19は、IDMUの有効なLDAPスキーマの例を示しています。 
 

図19. LDAP confファイル 

 

NIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

ローカル  

ファイル 

NISはUDSの場合に使用できます。NISを構成するには、次の情報を入力します。 

• NISドメイン 

• NISサーバーのIPアドレス 
 

複数のNISサーバーが指定されている場合は、優先度リストで上下に移動できます。 

 

ローカルのpasswdファイルとgroupファイルを使用して、IDとユーザー名を解決できます。NASサーバーか

ら現在のバージョンのローカル ファイルをダウンロードできます。このファイルには、構文、例、および追加の

詳細も含まれています。ユーザーの詳細でファイルを編集した後、NASサーバーにアップロードし直すこと

ができます。 
 

passwdファイルはUNIXベースのオペレーティング システムと同じ形式と構文を使用するため、ホストか

らの既存のファイルをNASサーバーにも活用できます。図20は、passwdファイル内の構文とサンプル 

エントリーを示しています。コメント、ホーム ディレクトリー、シェルはNASサーバーで使用されないため、

空にすることができます。NASサーバーでは、ユーザー名、ハッシュ化されたパスワード（FTP認証に使

用）、UID、プライマリーGIDのみ使用されます。 
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図20.    ローカルのpasswdファイル 

 

ファイル システム 
 

はじめに 

 
 
 

 
拡張性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ストレージ

効率 

PowerStoreファイルは、拡張性、効率性、パフォーマンス、柔軟性に優れた64ビット ファイル システムを

活用します。PowerStoreファイル システムは成熟度が高く堅牢であるため、従来のさまざまなNASユー

スケースで使用できます。 

 

PowerStoreファイル システムは、大量のデータ、ディレクトリー、ファイルに対応できます。表13は、ファイ

ル システムの拡張性の属性と制限の一部を示しています。 

表13： ファイル システムの拡張性 
 

ファイル システムの属性 制限 

最大ファイル システムのサイズ 256 TB 

ディレクトリあたりのサブディレクトリ数 最大1,000万 

ファイル システムあたりのファイル数 最大320億 

ディレクトリあたりのファイル名数 最大1,000万 

ACL ID 400万 

タイムスタンプの精度 1ナノ秒 

 

 
すべてのファイル システムはシン プロビジョニングされており、圧縮と重複排除が常に有効になっています。

シン ファイル システムでは、ファイル システムのサイズに関係なく、メタデータに対して事前に割り当てられ

るのは1.5 GBのみです。容量はファイル システムで消費されるため、追加の容量はオンデマンドで割り当

てられます。これは、指定されたファイル システムのサイズに到達するか、ファイル システムがいっぱいにな

るまで継続的に行われます。 
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圧縮と重複排除は、データの保存に必要な物理容量を減らすことで、総所有コストを削減し、システム

の効率性を向上させることができます。容量の節約は、ファイル システムそのものに限らず、ファイル シス

テムのスナップショットとシン クローンにも当てはまります。圧縮と重複排除は、システム キャッシュとバック

エンド ドライブの間で行われます。圧縮タスクはノード上の専用チップにオフロードされ、これによってCPU

サイクルが解放されます。 

 
 

Performance 
 
 
 
 
 
 
 

縮小と拡張 

PowerStoreファイル システムは、すべてのユースケースでハイ パフォーマンスを実現するように調整お

よび最適化されています。また、Non-Volatile Memory Express (NVMe)ドライブなどのプラット

フォーム コンポーネントと高速接続オプションにより、システムは大規模ワークロードを処理しながら、レ

スポンス タイムを短く維持できます。ファイル システムを構成する際のパフォーマンスのベスト プラクティ

スの詳細については、『Dell PowerStore：ベスト プラクティス ガイド』を参照してください。 

 

PowerStoreファイル システムは、必要に応じてファイル システムを縮小および拡張する機能を提供する

ことで、柔軟性を高めます。縮小操作と拡張操作は、ファイル システムのサイズを変更し、クライアントが

認識する容量を更新するために使用されます。拡張操作では、ファイル システムに割り当てられる容量

は変更されません。ただし、縮小操作では、ファイル システムに割り当てられている容量とスナップショット

またはシン クローンの有無に応じて、未使用の領域を再利用できる場合があります。 
 

アドバタイズされたファイル システムのサイズが小さすぎる、またはいっぱいになった場合に、ファイル システ

ムを拡張すると、追加のデータを書き込むことができるようになります。アドバタイズされたファイル システム

のサイズが大きすぎる場合は、サイズを縮小すると、ファイル システムに書き込むことのできるデータの量

が制限されます。縮小および拡張の場合、最小値はファイル システムの使用済みサイズと等しく、最大

値は256 TBです。ファイル システムを使用済みサイズよりも小さいサイズに縮小することはできません。

ファイル システムを100%以上使用しているとクライアントによって見なされる可能性があります。 
 

図21は、ファイル システムを縮小または拡張できるPowerStore Managerのファイル システム プロパ

ティ ページを示しています。 
 

図21. ファイル システムの縮小と拡張 

https://infohub.delltechnologies.com/t/dell-powerstore-best-practices-guide/
https://infohub.delltechnologies.com/t/dell-powerstore-best-practices-guide/
https://infohub.delltechnologies.com/t/dell-powerstore-best-practices-guide/
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ファイル シス

テム タイプ 

一般的なファイル システム 

PowerStoreリリースはすべて、一般的なファイル システムをサポートしています。一般的なファイル シス

テムは、VMware NFSデータストアを除くすべてのファイル ユースケースで使用する必要があります。 

VMwareファイル システム 

PowerStoreOS 3.0以降、VMwareファイル システムを作成するオプションが追加されました。

VMwareファイル システムは、VMware NFSデータストアとして使用するように特別に設計され、最適

化されています。VMwareファイル システムは、AppSync for VMware NFS、Virtual Storage 

Integrator (VSI)、ハードウェア アクセラレーション、PowerStore ManagerでのVM認識をサポートしま

す。図22は、ファイル システム プロビジョニング ウィザードのファイル システム タイプの選択を示しています。 
 

図22： ファイル システム タイプ 
 

ホストI/Oサイズ 

VMwareファイル システムをプロビジョニングする場合は、ホストIOサイズを構成できます。パフォーマン

スを最大限に高めるには、アプリケーションのIOサイズと一致するようにホストのIOサイズを構成します。

選択可能なオプションは、8K、16K、32K、64Kです。一般的なVMware NFSデータストアの場合

は、デフォルト設定の8Kを使用します。ファイル システム タイプとホストIOサイズの設定は作成時に指

定され、後で変更することはできません。 
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図23. ホストI/Oサイズ 

 

既存のファイル システムの場合は、PowerStore Managerの［ストレージ］＞［ファイル システム］

ページに移動し、［構成タイプ］列を確認することで、ファイル システム タイプを特定できます。また、

図24に示すように、［変更］ボタンをクリックすると、構成済みのホストIOサイズを表示できます。 
 

図24： ［構成タイプ］列 

 

PowerStoreは、過去24時間にVMwareファイル システムに送信されたIOを監視します。IOの50%

以上が構成済みのホストIOサイズと異なる場合、または正しく整合していない場合、PowerStore 

Managerに警告が表示されます。24時間(1 IOPS)で受信したIOが86,400未満の場合、このチェック

はスキップされます。 
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VAAI（vStorage APIs for Array Integration） 

VMwareファイル システムは、vStorage APIs for Array Integration (VAAI)をサポートしています。

VAAIは、ホストからストレージ システムへのストレージ操作のオフロードを可能にする一連のストレージ プ

リミティブです。VAAIを活用するには、PowerStore NAS VAAIプラグインをESXiホストにインストールす

る必要があります。サポートされるVAAIプリミティブは次のとおりです。 

• 高速ファイル クローン – 仮想マシン スナップショットの作成をアレイにオフロードできるようにします 

• フル ファイル クローン – アレイへの仮想ディスク クローニングのオフロードを有効にします 

• 領域の予約 – NFS経由でシック レイジーおよびイーガー ゼロ オプションを使用した仮想ディスク

のプロビジョニングを有効にします 

• 拡張統計 – 容量使用率に関する追加の情報を提供します 

VM認識 

PowerStore Managerは、VMwareファイル システムのVMware環境に関するインサイトを提供

します。図25に示すように、vSphereのデータストアの名前がPowerStore Managerに表示され

るため、管理者はリソースを簡単に関連づけることができます。PowerStore Managerで、［スト

レージ］＞［ファイル システム］ページに移動し、［データストア］列を有効にします。 
 

図25：    VMwareファイル システムと関連データストア 

 

また、管理者はこのデータストアに格納されているVMを表示できます（図26を参照）。PowerStore 

Managerで、［ストレージ］＞［ファイル システム］＞［ファイル システム プロパティ］＞［仮想

マシン］ページに移動します。 
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図26： VMware NFSデータストア上の仮想マシン 
 

Performance 

VMwareファイル システムは、VMware環境のパフォーマンスに合わせて最適化されています。

VMwareファイル システムでは、メタデータの更新はVMware NFSデータストアにとって重要でな

いため、非同期で実行されます。この動作により、ファイル システムの効率性とパフォーマンスが向

上します。 

VMwareファイル システムの相互運用性 
 

クォータとファイル レベル保存期間設定(FLR)は、VMware NFSデータストアで必要とならないた

め、VMwareファイル システムではサポートされません。 

 

ファイル機能のサポート 
 

はじめに 

 

 
クォータ 

PowerStoreには、データの安全性を確保し、保護し、簡単に監視できるようにするための豊富なサ

ポート ファイル機能も用意されています。 

 

ファイル システム ストレージの消費を規制するために、PowerStoreにはクォータ サポートが含まれており、

管理者は利用できる領域の量を制限できます。シンプルでありながら柔軟なクォータは、使用可能な管

理インターフェイスのいずれかを使用して簡単に構成できます。PowerStoreは、ユーザー クォータ、

クォータ ツリー、ツリー クォータのユーザー クォータをサポートします。3つのタイプのクォータはすべて同じファ

イル システム上に共存でき、併用するとストレージ使用率をより詳細に制御できます。クォータは、一般

的なファイル システムでサポートされています。クォータは、NFSデータストアには必要ないため、

VMwareファイル システムでは使用できません。 

ユーザー クォータ 

ユーザー クォータはファイル システム レベルで設定され、ユーザーがファイル システムで消費できる領域

の量を制限します。クォータはデフォルトでは無効になっていますが、デフォルトのユーザー クォータ設定と

ともに、[クォータ プロパティ]ページのダイアログ ボックスで有効にすることができます。デフォルトのクォータ

制限は、ファイル システムにアクセスするすべてのユーザーに自動的に適用されます。ただし、

PowerStore Managerで新しいユーザー クォータ エントリーを作成することで、特定のユーザーのデフォ

ルト制限をオーバーライドできます。 
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不特定のすべてのユーザーがデフォルトのクォータ設定の対象となるため、ユーザー クォータは削除できま

せん。代わりに、ユーザー クォータを0に設定して、無制限のアクセスを許可することができます。または、

デフォルトの制限を継承するようにユーザー クォータを設定することもできます。 

ツリークォータ 

クォータ ツリーは、ファイル システム上のディレクトリーの最大サイズを制限します。ユーザーごとに適用、

追跡されるユーザー クォータとは異なり、クォータ ツリーはファイル システム内のディレクトリーに適用されま

す。新規または既存のディレクトリーにクォータ ツリーを適用できます。 
 

新しいクォータ ツリーを構成する際に管理者が存在しないディレクトリーを指定すると、クォータ構成の一

部として、ディレクトリーが自動的に作成されます。ただし、管理者はクォータ ツリーを作成する際に既存

のデータを持つ既存のファイル システム ディレクトリーも指定できます。つまり、すでに本番環境にある既

存のファイル システムやディレクトリー構造にクォータを実装できます。ツリー クォータが削除された場合で

も、ディレクトリ自体が損なわれることはなく、またすべてのファイルは引き続き利用できます。 
 

クォータ ツリーを1つのディレクトリー内にネストすることはできません。たとえば、クォータ ツリーを

/directory1に作成した場合、別のクォータ ツリーを/directory1/subdirectory1に作成することはできま

せん。ただし、/directory2、/directory3などにクォータ ツリーを作成することは可能です。 
 

PowerStoreOS 1.0では、クォータの猶予期間の設定は、ファイル システム内のすべてのユーザー クォータ

とツリー クォータに適用されます。PowerStoreOS 2.0以降では、この設定はユーザー クォータにのみ適用

されます。各ツリー クォータには個別の猶予期間を設定することができます。 

新しく作成されたツリー クォータには、デフォルトの猶予期間の7日間が設定されています。これは、作成

時または後でカスタマイズすることができます。図27は、異なる猶予期間が構成された複数のツリー 

クォータを含むファイル システムを示しています。 
 

図27. 猶予期間が異なる複数のツリー クォータ 
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ツリー クォータ上のユーザークォータ 

クォータ ツリーを作成する場合は、ユーザー クォータを適用することを選択して、その特定のディレクト

リー内に追加のユーザー クォータを作成することもできます。複数の制限が適用される場合、ユーザー

は最初に達した制限によって拘束されます。たとえば、1人のユーザーがファイル システムで次の制限に

よって拘束される場合があります。 

• ファイル システムのユーザー クォータ：25 GB 

このユーザーには、ファイル システム全体で25 GBという制限があります。 
 

• ツリー クォータ(/directory1)：100 GB 

このディレクトリー内のすべてのユーザーのデータは、100 GB を超えることはできません。 
 

• ツリー クォータ(/directory1)のユーザー クォータ：10 GB 

このユーザーは、このディレクトリーで10 GBを超えるデータを消費することはできません。 
 

クォータ制限 

すべてのクォータは、3つの主要なパラメーターで構成されます。これらは、ファイル システムで使用される

領域の量を決定し、制限に近づいた場合または超過した場合の動作を定義します。パラメーターは次

のとおりです。 

• ソフト リミット（GB） 

• 猶予期間（時間） 

• ハード リミット（GB） 
 

ソフト リミットは、猶予期間タイマーの開始をトリガーする容量のしきい値です。ソフト リミットを超えている

限り、猶予期間はカウント ダウンを続けます。猶予期間が過ぎるまでソフト リミットを超過した状態が続

くと、ユーザーまたはディレクトリーに新しいデータを追加することはできません。猶予期間の最小値は1分、

最大値は無制限です。ただし、猶予期間が過ぎる前にファイル システムやディレクトリーから十分なデー

タを削除し、使用率がソフト リミットを下回ると、データを正常に書き込み続けることができます。管理者

は、ソフト リミットの値を増やすことで、ユーザーが引き続きデータを書き込めるようにすることもできます。 
 

各クォータにはハード リミットも構成できます。ハード リミットに達すると、ユーザーまたはディレクトリーに新

しいデータを追加できなくなります。この場合、クォータを増やすか、ファイル システムからデータを削除す

ると、データを書き込めるようになります。 
 

ファイル システムで次のユーザー クォータが構成されているとします。 

• ソフト リミット：20 GB 

• 猶予期間：1日 

• ハード リミット：25 GB 
 

ユーザーがファイル システムにデータのコピーを開始し、その後ファイル システムに保存されたファイルが16 GB

になったとします。この場合、ユーザーはクォータ制限に達していないため、ファイル システムにさらにデータ

を追加することができます。図28は、通常の運用状態にあるファイル システムを示しています。 
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図28 通常の運用 

 

その後、ユーザーはファイル システムにデータを追加し続け、20 GBのソフト リミットを超えました。この場

合も引き続きファイル システムにデータを追加できますが、1日の猶予期間が始まります。猶予期間が終

了する前にファイル システムからデータを削除しないと、ファイル システムにデータを追加できなくなります。

まず、使用量がソフト リミットを下回るのに十分なデータを削除する必要があります。図29は、ソフト リ

ミットを超え、猶予期間が終了したユーザーを示しています。 
 

図29 猶予期間が終了 

 

ユーザーがソフト リミットを超えてファイル システムへの書き込みと領域の使用を続けると、最終的にハー

ド リミットに達する場合があります。この場合、ユーザーは最初にデータを削除しない限り、ファイル シス

テムにデータを追加できなくなります。図30は、ソフト リミットを超え、ハード リミットに達したユーザーを示

しています。 
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図30 ハード リミットに到達 

 

スナップショット PowerStoreは、ポインター ベースのスナップショットを備えています。ポインター ベースのスナップショットは、

個々のファイルまたはファイル システム全体を以前のポイント イン タイムにリストアするために使用できま

す。これらのスナップショットは、Redirect-on-Writeテクノロジーを活用するため、スナップショットの作成

時に追加の容量を消費しません。データがファイル システムに書き込まれると、容量が消費され始め、変

更が追跡されます。 
 

スナップショットは、手動で作成するか、統合されたスケジューラーによって作成できます。手動スナップ

ショットは、ファイル システムのプロパティ ページでいつでも作成できます。スケジュール設定されたスナップ

ショットは、1つ以上のスナップショット ルールを使用して保護ポリシーを作成し、そのポリシーをファイル シ

ステムに適用することで構成できます。 
 

スナップショットを作成するとき、特定の日付と時刻まで自動削除または保存が行われないようにスナップ

ショットを構成できます。保存が設定されている場合、スナップショットは保存日付に達すると自動的に

削除されます。これにより、保存日付より前にスナップショットを削除できないということにはなりません。 
 

保存期限は、保護ポリシーによって作成されるすべてのスナップショットに必要です。保存期限の最大値

は、スナップショットのスケジュール設定頻度によって決まります。各ファイル システムは最大256個のス

ナップショットをサポートするため、スナップショットの頻度と保存期間の組み合わせをこの数を超えるように

構成することはできません。 
 

ファイル スナップショットには、次の2つのアクセス タイプがあります。 

• プロトコル（デフォルト） – スナップショットをファイル システムのように共有およびマウントで

きるようにします 

• スナップショット – スナップショットをセルフサービス リストアに使用できるようにします 
 

プロトコルとスナップショットのどちらのタイプのスナップショットも読み取り専用です。プロトコル スナップショッ

トのデータにアクセスするには、共有を作成する必要があります。共有が作成されると、スナップショットを

ホストにマウントして、読み取り専用ファイル システムであるかのようにアクセスできます。 
 

スナップショット タイプのスナップショットは、WindowsおよびUNIXシステムと統合されており、セルフサー

ビス リストアを可能にします。UNIXシステムでは、ユーザーは.snapshotディレクトリーに移動してスナッ

プショット データにアクセスできます。Windowsシステムでは、ユーザーは［以前のバージョン］タブを使

用してスナップショット データにアクセスできます。図31は、以前のバージョンからスナップショット データに

アクセスする方法を示しています。 
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図31： 以前のバージョンを使用したスナップショット データへのアクセス 
 

プロトコルとスナップショットのどちらのタイプのスナップショットも、データをスナップショットからファイル システ

ムにコピーして戻すことにより、個々のファイルとフォルダーのリストアに使用できます。また、どちらのタイプの

スナップショットも、ファイル システム全体をその時点までリストアするために使用できます。ファイル システ

ム全体をリストアする場合、現在のファイル システム データのバックアップ スナップショットがデフォルトで作

成されます。 
 

スナップショットはいつでも更新できます。スナップショットを更新すると、現在ファイル システム上にあるデー

タでスナップショットの内容が上書きされます。スナップショットを更新しても、スナップショットのデータ コンテ

ンツのみが更新されるため、スナップショットのプロパティは変更されません。 
 

スナップショットの詳細については、『Dell PowerStore：スナップショットとシン クローン』を参照して

ください。 
 

シン クローン ファイル システム シン クローン 

シン クローンは、書き込み可能なファイル システムのポインタベースのコピーです。シン クローンを使用すると、

テスト、開発、分析などのコピー データ管理ユースケースにファイル システムをリパーパスできます。シン ク

ローンは、現在のファイル システムまたは任意のスナップショットに基づいて作成できます。 
 

ポインタベースのクローンであるため、ファイル システムおよびスナップショットとブロックを共有し続けます。こ

れは、シン クローンが最初に作成されるときに、追加の容量が消費されないことを意味します。データが

ファイル システムまたはシン クローンに書き込まれると、容量が消費され始め、変更が追跡されます。シン 

クローンまたはファイル システム上のデータに対する変更は、相互に影響しません。 

https://infohub.delltechnologies.com/t/powerstore-snapshots-and-thin-clones/
https://infohub.delltechnologies.com/t/powerstore-snapshots-and-thin-clones/
https://infohub.delltechnologies.com/t/powerstore-snapshots-and-thin-clones/
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ブロックは共有されますが、ファミリー内のオブジェクト間に依存関係はありません。たとえば、シン クローン

のソースとして使用されるファイル システムは、シン クローンに影響を与えることなく削除できます。シン ク

ローンが作成されると、シン クローンはファイル システムであるかのように扱われます。つまり、シン クローン

をソースとして使用してシン クローンを作成することもできます。 
 

これらは独立したリソースとして扱われるため、シン クローンには独自のスナップショット セットと保護ポリ

シーを適用できます。シン クローンが作成されると、ソース ファイル システムの保護ポリシーが継承されま

す。これは後で変更できます。シン クローンは、スナップショット、SMB共有、またはNFSエクスポートを

ソースから継承しません。 

NASサーバー シン クローン 

PowerStoreOS 3.0以降では、NASサーバーのクローンを作成することによって、同じ構成のNASサー

バーを作成できます。ネットワーク インターフェイスやドメインへのSMBサーバーの参加など、競合の原因

となる設定だけはコピーされません。新しくクローンを作成されたNASサーバーへのアクセスを有効にする

には、新しいインターフェイスをクローンに追加する必要があります。ドメインに参加しているSMBサーバー

が必要な場合は、新しいSMBコンピューター名、ドメイン ユーザー名、パスワードを入力してドメインに参

加させます。 
 

NASサーバーのクローンを作成する場合は、新しいNASサーバーにクローンを作成するファイル システム

も必要に応じて選択できます。NASサーバーのクローン操作に含まれるファイル システムでは、SMB共

有とNFSエクスポートのクローンも作成されますが、スナップショットのクローンは作成されません。 
 

これにより、本番NASサーバーに影響を与えることなく、テスト/開発や分析などのユースケースに対応す

る新しいNASサーバーを簡単に構成できます。NASサーバーのクローンを使用して、レプリケーション先の

データにアクセスすることもできます。図32は、1つのファイル システムを使用したNASサーバーのクローン

作成を示しています。 
 

図32： NASサーバー クローン 

 

シン クローンの詳細については、『Dell PowerStore：スナップショットとシン クローン』を参照してください。 

https://infohub.delltechnologies.com/t/powerstore-snapshots-and-thin-clones/
https://infohub.delltechnologies.com/t/powerstore-snapshots-and-thin-clones/
https://infohub.delltechnologies.com/t/powerstore-snapshots-and-thin-clones/


ファイル機能のサポート 

50 Dell PowerStore：ファイル機能 

 

 

 

レプリケーション 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NDMP 

PowerStoreOS 3.0以降では、非同期ファイル レプリケーションを使用できます。非同期レプリケーショ

ンは、データのコピーをリモート システムに作成することでストレージ システム アウテージからデータを保護

するのに使用されます。レプリケーションは、同じサイト内のリモート システムまたは別の場所にデータを

同期するソフトウェア機能です。データをレプリケーションしておけば、データに冗長性を持たせ、メインの

本番サイトでストレージ システムに障害が発生した場合にも対応できます。リモートのディザスター リカ

バリー（DR）サイトを設置することで、システムおよびサイト全体の停止からデータを保護できます。こ

れにより、本番稼働を再開して、災害によるダウンタイムを最小限に抑えることのできるリモート ロケー

ションも提供されます。PowerStoreプラットフォームは、さまざまな環境でのディザスター リカバリー ニー

ズを満たすことのできる多くのデータ保護ソリューションを提供します。 
 

PowerStoreの非同期レプリケーションは、ホストI/Oのレイテンシーへの影響を最小限に抑えるように設

計されています。ホスト書き込みの受信確認は、書き込みがローカル ストレージ リソースに保存されると

行われ、変更追跡のための追加の書き込みは必要となりません。書き込み処理がただちにターゲット リ

ソースにレプリケートされることがないため、ソース上のすべての書き込みがトラッキングされます。このデー

タは、次回の同期中にレプリケートされます。保護ポリシーでは、非同期レプリケーションは目標リカバ

リー ポイント（RPO）の概念を使用します。RPOは、停止が原因で失われる可能性のある許容可

能なデータ量を表し、時間単位で測定されます。この時間のデルタは、次の同期中にレプリケートする

必要があるデータの量にも影響します。また、災害シナリオで発生する可能性のあるデータ ロスの量も

反映しています。 
 

ファイル非同期レプリケーションの詳細については、『Dell PowerStore：レプリケーション テクノロジー』を

参照してください。 

 

PowerStoreファイルは、3方向のNetwork Data Management Protocol (NDMP)バックアップをサ

ポートしているため、管理者は、テープ ライブラリーまたはその他のバックアップ デバイスにバックアップする

ことでファイル システムを保護できます。NDMP構成には、次の3つの主要コンポーネントがあります。 

• プライマリー システム – バックアップ対象のソース システム（PowerStoreなど） 

• データ管理アプリケーション(DMA) – バックアップ セッションをオーケストレーションするバックアッ

プ アプリケーション（Dell NetWorkerなど） 

• セカンダリー システム – バックアップ ターゲット（Data Domainなど） 
 

3方向NDMPは、メタデータとバックアップ データの両方をネットワーク経由で転送します。メタデータは、

プライマリー システムからDMAに移動します。データはプライマリー システムからDMAに移動し、最後に

セカンダリー システムに移動します。図33は、3方向NDMP構成の例を示しています。 

https://infohub.delltechnologies.com/t/powerstore-replication-technologies/
https://infohub.delltechnologies.com/t/powerstore-replication-technologies/
https://infohub.delltechnologies.com/t/powerstore-replication-technologies/
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図33 3方向NDMPバックアップ 

 

PowerStoreは、NDMPフル バックアップの取得、増分バックアップの取得、リストア、テープ クローン作

成をサポートしています。dumpバックアップとtarバックアップの両方がサポートされていますが、ボリューム

ベースのバックアップ(VBB)はサポートされていません。DMAでは、NDMPバックアップの実行時に以下の

パラメーターを指定できます。 
 

NDMPバックアップを実行する場合は、これらすべてのパラメーターを有効化することをお勧めします。 

• HIST：バックアップ アプリケーションがストレージ システムからファイル履歴をリクエストできる

ようにします。 

• UPDATE：バックアップ アプリケーションが増分バックアップのファイル履歴をリクエストできるよ

うにします。 

• DIRECT：バックアップから1つのファイルをリストアできるようにします。 

• SNAPSURE：バックアップ アプリケーションが、バックアップを目的としてファイル システムのスナッ

プショットをリクエストできるようにします。 
 

ファイルレベル 

リテンション設

定[ふぁいるれ

べるりてんしょ

んせってい] 

PowerStoreOS 3.0以降では、ファイル レベル保存期間設定(FLR)を使用できます。FLRは、指定

した保存期限までファイル データの削除や変更を防ぐために使用される機能です。この機能は、ライト

ワンス リードメニー(WORM)とも呼ばれます。 

FLRモード 

PowerStoreは、FLR-Enterprise (FLR-E)およびFLR-Compliance (FLR-C)をサポートしています。

FLR-Cには他にも制限があり、連邦規制を遵守する必要のある企業向けに設計されています。FLR-

EとFLR-Cの比較を表14に示します。 

表14 FLR-EおよびFLR-C 
 

名前 FLR-Enterprise (FLR-E) FLR-Compliance (FLR-C) 

機能 SMB、NFS、FTPなどのNASプロトコルにより、ユーザーと管理者によるファイ

ルの変更や削除を防止します。 

ロックされたファイルがある

ファイル システムの削除 

許可（警告を表示） 不許可 

出荷時設定へのリ

セット（すべてのデー

タを破棄） 

許可 

DMA 

セカンダリー 

ストレージ

(TLU) 
プライマリ システム 

メタデータ Data 

メタデータ 
Data 

Data 
LANまたはWAN 
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名前 FLR-Enterprise (FLR-E) FLR-Compliance (FLR-C) 

無期限保存期間

の動作 

ソフト - 無期限保存期間でロック

されたファイルは、後で特定の期

間に短縮できます。 

ハード - 無期限保存期間でロックされ

たファイルの期間を短縮することはでき

ません（無期限保存期間でロックされ

たファイルを持つFLR-Cファイル システ

ムは削除できません） 

データ整合性チェック 使用不可 使用可能（詳細は下記を参照） 

スナップショットからのファ

イル システムのリストア 

許可 不許可 

SEC規則17a-4(f)の要

件を満たす 

No Yes 

 

FLR-Cには、SEC規則17a-4(f)で要求されるデータ整合性チェックが含まれています。データが書き込

まれると、ストレージ システムによってデータが読み取られ、書き込みプロセス中にデータが変更されてい

ないことが確認されます。データが整合していない場合は、さらに2回比較が再試行されます。それでも

不整合がある場合は、エラーが報告されます。すでにロックされているファイルには、それ以上書き込むこ

とができないため、追加の書き込み検証は行われません。追加のオーバーヘッドが原因でパフォーマンス

に影響が及ぶ可能性があるため、書き込み検証機能はデフォルトで無効になっています。コンプライアン

ス上の理由で必要な場合は、これを有効にすることが重要です。有効にするには、NASサーバーのパラ

メーターFLRCompliance.writeverifyを0から1に変更します。 

FLRモードは、一般的なファイル システムを作成するときに設定され、後で変更することはできません。ファイ

ル ロックはNFSデータストアには必要ないため、FLRはVMwareファイル システムでは使用できません。使

用可能なFLRモードは、オフ（デフォルト）、エンタープライズ、コンプライアンスです。 

保存期間設定 

FLRが有効になっている場合は、次の保存期間を設定できます。 
 

• 最小 - ファイルをロックできる最短の期間を指定します 

• デフォルト - ファイルがロックされており、保存期間が指定されていない場合に使用されます 

• 最大 - ファイルをロックできる最長の期間を指定します 

最小、最大、デフォルトの保存期間は後で変更できますが、更新内容はすでにロックされているファイル

には適用されません。図34は、ファイル システム プロビジョニング ウィザードのFLRステップを示しています。 
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図34. ファイルレベル保持構成 

 

FLRには、自動ロック機能と自動削除機能も組み込まれており、オプションで自動化を目的として有効

にすることができます。これらの設定は、図35に示すように、プロビジョニング後にFLR対応ファイル システ

ムで構成できます。いずれの設定もデフォルトで無効になっており、いつでも変更できます。 
 

図35： ファイルレベル保持プロパティ 
 

• 自動ロック - ユーザーが指定した期間（ポリシー インターバル）に変更されていないファ

イルは自動的にロックされます 

▪ 自動ロックされたファイルは、デフォルトの保存期間を使用します 

▪ 追加専用モードのファイルも自動ロックの対象になります 

• ポリシー インターバル - ファイルが変更されてから自動的にロックされるまでの待機時間を指定

します 

▪ ファイルが変更されてから自動的にロックされるまでの待機時間を指定します 

▪ デフォルト：1時間、最小：1分、最大：365日 
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• 自動削除 - ロックされたファイルは、保存期限が切れた後で自動的に削除されます 

▪ ファイル システムをスキャンして期限切れのファイルを検索する週次プロセス 

▪ 最初のスキャンは、機能が有効になった7日後に開始されます 

FLRファイルの状態 

FLR対応ファイル システムでは、ファイルは次の4つの状態のいずれかになります。 
 

• ロック解除 

▪ 新しいファイルの初期状態 

▪ FLR以外のファイル システムのファイルと同じ方法で扱われます（変更、削除、

名前変更、移動などが可能） 

• Locked 

▪ 保存期限が過ぎるまで変更も削除もできません 

▪ ファイルは、ユーザーが手動でロックするか、システムまたはFLR Toolkitによって自動的に

ロックできます 

▪ ロックされているファイルの保存期間を延長することはできますが、短縮はできません 

• 追加専用 

▪ 既存のデータは変更も削除もできません 

▪ ファイルの末尾に新しいデータを追加できます 

▪ ログ ファイルの場合に便利です 

▪ 後でロックできます 

• Expired 

▪ 以前にロックされていたが、保存期限が経過したファイル 

▪ 期限切れのファイルは、ファイル システムから再ロックまたは削除することしかできず、追加

専用に変更することはできません（ファイルが空の場合を除く） 

▪ 期限切れのファイル内のデータは変更できません 

Linuxでのファイルのロック 

保存期限を設定してファイルをロックするプロセスは、クライアントのオペレーティング システムによって異なりま

す。Linuxには、これらの操作を実行するためのコマンドがネイティブに含まれています。 

• ユーザーは、touchコマンドを使用して保存期間を設定し、ファイルの最後のアクセス時間を将来

の日付と時刻に設定できます 

▪ root@vm:~# touch -at 202201141200 FLRtest01.txt 

• ユーザーは、 

chmodコマンドを使用してアクセス権を読み取り専用に変更することで、ファイルをロックできます 

▪ root@vm:~# chmod -w FLRtest01.txt 
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Windowsでのファイルのロック 

Windowsでは、ネイティブのUIまたはCLIオプションは提供されず、代わりにWindows API 

SetFileTime関数を使用する必要があります。Dell FLR Toolkitは、SetFileTime関数を使い

やすい方法で提供するWindowsアプリケーションです。管理者はこれを使用して、FLR対応ファイル シ

ステム上のファイルを管理できます。 

FLR Toolkitには、次のユーザー インターフェイスとツールが含まれています。 

• FLRエクスプローラー – 保存期間の設定、ファイルのロック、クエリーの実行、レポートの

生成に使用できるGUI 

• FLRApply – 保存期間の設定とファイルのロックに使用できるCLIオプション 

• FLR監視サービス – ユーザー設定のポリシーに基づいて、FLR対応ファイル システム内のフォ

ルダーを監視し、必要な処理を行うサービス 

• Windowsエクスプローラーの機能拡張 - FLRオプションをWindowsエクスプローラーの右ク

リック メニューとプロパティ メニューに追加します 

FLR Toolkitをセットアップするには、NASサーバーで分散階層型ストレージ管理(DHSM) APIを有効

にし、ツールキットが使用する認証情報を指定して、ツールキットをWindowsクライアントにインストールし

ます。 

追加専用ファイルの作成 

追加専用ファイルを作成するには、空のファイルを作成し、書き込みアクセス権を削除してから、ファイ

ルに書き込みアクセス権を再適用します。後で追加専用ファイルをロックするには、保存期限を設定し、

書き込みアクセス権を再度削除するだけです。これは、ネイティブのLinuxコマンドを使用するか、FLR 

Toolkitを使用して実行できます。 

FLR相互運用性 

FLR対応ファイル システムでのシン クローンやレプリケーションなどの操作では、同じFLRモードが維持さ

れます。たとえば、ソース ファイル システムでFLR-Eが有効になっている場合は、クローンまたはレプリケー

ションのターゲット ファイル システムでもFLR-Eが有効になっており、これを変更することはできません。 

FLRアクティビティ ログ 

FLR対応ファイル システムが作成されると、そのファイル システムのルートにFLR_Logsディレクトリー

が自動的に作成され、FLR関連のすべてのアクティビティが格納されます。これには、ファイルの正常

なロック、ロックされたファイルに対する変更の試行、保存設定の更新などの操作が含まれます。また、

ユーザー、タイムスタンプ、ファイル情報、結果など、各イベントの個々の詳細も含まれます。アクティビ

ティ ログ内のファイルは、inode番号で識別されます。 
 

ログ自体は追加専用ファイルです。サイズが10MBに達したログは、最大保存期間でロックされ、新し

いログが作成されます。FLRアクティビティ ログの例を次に示します。 
 

root@vm:~# cd /mnt/FLR_Logs/ 

root@vm:/mnt/FLR_Logs/# ls 

flrLog20220126193040 

root@vm:/mnt/FLR_Logs/# cat flrLog20220126193040 
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Wed Jan 26 19:30:40 2022 : Activity log file created 

 

Wed Jan 26 19:30:40 2022 : Initial fs rp range: max = infinite, 

default = 1D, min = 0D 

 

Wed Jan 26 19:36:27 2022 : Set auto lock feature: oldVal = disable 

: newVal = enable : Passed 

 

Wed Jan 26 19:36:27 2022 : Set auto lock policy Interval: oldVal = 

3600 : newVal = 60 : Passed 

 

Wed Jan 26 19:40:58 2022 : Worm commit clean file : Inode No = 

9459 : Generation No = 1643225480 : Uid = 0 : Gid = 1 : FileMode 

= 

444 : FileSize = 14 : RP = Thu Jan 27 19:40:58 2022 : Passed 

 

CAVA Common Anti-Virus Agent (CAVA)は、サード パーティー製ウイルス対策ソフトウェアを使用してSMB

クライアントにウイルス対策ソリューションを提供し、ストレージ システムのファイルに感染する前に既知のウ

イルスを識別して排除します。Windowsクライアントでは、このファイル システムでウイルスに感染したファ

イルを格納する可能性を減少させ、ウイルスに感染したファイルを開いてしまった場合に保護するために、

この機能が必要です。このウイルス対策ソリューションは、PowerStore、Common Event Enabler 

(CEE) CAVAエージェント、サード パーティー製ウイルス対策エンジンの組み合わせで構成されます。

CAVAはNASサーバーごとに有効化されます。 
 

PowerStoreは、イベントを監視して、必要な場合にスキャンを開始するためにウイルス対策エンジンをト

リガーします。有効なイベント トリガーには、ファイル名の変更、変更、最初の読み取りなどが含まれます。

ファイルのスキャン中に、SMBクライアントからのファイルへのアクセスは一時的にブロックされます。CAVA

ソリューションは、SMBプロトコルを実行しているクライアント専用です。クライアントがNFSまたはFTPのプ

ロトコルを使用してファイルの作成、変更、移動を行っている場合、CAVAソリューションでは、それらの

ファイルのウイルス スキャンは行われません。 
 

CAVAは、特定のニーズに応じてカスタマイズできます。特定のファイル拡張子のスキャン、特定のファイル

拡張子の除外、スキャンするファイルの最大サイズの構成、ウイルス対策サーバーがオフラインになったとき

の動作の構成を行うことができます。いずれかのウイルス対策サーバーがオフラインになったり、アクセス不

能になったりしても、ファイル スキャンが続行されるよう、少なくとも2つのCAVAサーバーを設定する必要

があります。 
 

図36は、PowerStore Managerのウイルス対策構成ページを示しています。 
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図36. ウイルス対策構成 

 

サポートされているAVエンジンのリスト、またはCAVAを構成する方法の詳細については、『Dell 

PowerStoreシンプル サポート マトリックス』および『Dell PowerStore SMBの構成』

(Dell.com/powerstoredocs)を参照してください。 

 

CEPA： PowerStoreOS 3.0以降では、Common Event Publishing Agent (CEPA)を使用できます。

CEPAは、SMBおよびNFSのファイルとディレクトリーのイベント通知をサーバーに配信し、サード パー

ティー アプリケーションによって解析および制御できるようにします。この機能は、ランサムウェアの検出、

ユーザー アクセスの管理、クォータの設定、ストレージ分析の提供などのユースケースに使用できます。イ

ベント通知ソリューションは、PowerStore、Common Event Enabler (CEE) CEPAソフトウェア、

サード パーティー アプリケーションの組み合わせで構成されます。 
 

CEPAには、サード パーティー アプリケーションで活用できる次の機能が含まれています。 
 

• 監査 – 作成、開く、削除、閉じる、名前変更、ACLの更新などの操作のファイル監査を有効

にします 

• 一元化されたクォータ管理(CQM) – 複数のストレージ システムにわたるクォータの管理を有効に

します 

• VCAPS – ファイルを再スキャンするタイミングになると、検索アプライアンスとインデックス作成アプライ

アンスに通知します 

プールの公開 

CEPAを構成するには、PowerStore Managerの［ストレージ］＞［NASサーバー］＞［NAS

設定］ページで、パブリッシング プールとイベント パブリッシャーを作成します。パブリッシング プールで

は、通知をトリガーするイベントと通知の送信先サーバーを指定します。最大5個のCEPAサーバーを

使用でき、IPv4アドレス、IPv6アドレス、FQDNで指定できます。利用可能なイベントは、次の3つの

カテゴリーに分類されます。 

• イベント前 - 操作が要求されると、NASサーバーは通知を送信し、承認を待ってから操作の実

行を許可します 

• イベント後 - NASサーバーは、操作が実行された後に通知を送信します 

https://www.dell.com/powerstoredocs
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• エラー イベント後 -- NASサーバーは、操作がエラーを生成した場合に通知を送信します 

図37は、パブリッシング プールの構成ページを示しています。 

図37. パブリッシング プールの構成 
 

イベント パブリッシャー 

イベント パブリッシャーは、1～3個のパブリッシング プールを指定し、詳細設定の構成を有効にします。 

• イベント前失敗ポリシー - PowerStoreがCEPAサーバーにアクセスできない場合のイベ

ント前動作を決定します 

▪ 無視（デフォルト） - CEPAサーバーがオフラインのときにイベント前通知が応答確認され

たものと見なします 

▪ 拒否 - CEPAサーバーへの対応するイベント前リクエストが失敗した場合にユーザー ア

クセスを拒否します 

• イベント後失敗ポリシー - PowerStoreがCEPAサーバーにアクセスできない場合のイベント

後動作を決定します 

▪ 無視 - 続行し、イベントの喪失を許容します 

▪ 累積（デフォルト） - 続行し、イベントの喪失を内部バッファーに保持します 

▪ 保証 - イベントの喪失を保持し、バッファーがいっぱいになったときにファイル システムへの

アクセスを拒否します 

▪ 拒否 - CEPAサーバーがオフラインのときにファイル システムへのアクセスを拒否します 

• 接続設定とプロトコル設定 

▪ HTTPおよびポート – デフォルトでHTTPおよび12228 

▪ Microsoft RPCおよびアカウント – デフォルトで有効およびSMB 

▪ ハートビートおよびタイムアウト – デフォルトで10秒および1,000ミリ秒 
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図38は、イベント パブリッシャーの構成ページを示しています。 
 

図38： イベント パブリッシャーの構成 
 

イベント パブリッシングの有効化 

イベント パブリッシャーが作成されると、NASサーバーでイベント パブリッシングを有効にすることができます。

複数のNASサーバーで同じイベント パブリッシャーを使用できます。これを行うには、［NASサーバーのプ

ロパティ］＞［セキュリティとイベント］＞［イベント パブリッシング］ページに移動します。イベント 

パブリッシングを有効にする場合は、SMBとNFSについてNASサーバーの配下にあるすべての既存の

ファイル システムに対して有効にするfオプションもあります（図39を参照）。 
 

図39： NASサーバーのイベント パブリッシャーを有効にする 
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NASサーバーには、イベント パブリッシングが有効になっているファイル システムと、有効になっていないファイ

ル システムの組み合わせを含めることができます。NASサーバーでイベント パブリッシングが有効になってい

る場合は、個々のファイル システムでイベント パブリッシング有効または無効にすることができます。これを行

うには、［ストレージ］＞［ファイル システム］＞［ファイル システムのプロパティ］＞［セキュリティと

イベント］ページに移動します（図40を参照）。 
 

図40. ファイル システムのイベント パブリッシング 

 

サポートされているサード パーティー アプリケーションのリスト、またはCEPAを構成する

方法の詳細については、『Dell PowerStoreシンプル サポート マトリックス』、『Dell 

PowerStore SMBの構成』、『Dell PowerStore NFSの構成』

(Dell.com/powerstoredocs)を参照してください。 

 

MMC 

スナップイン 
Microsoft管理コンソール(MMC)スナップインを使用すると、Windowsクライアントからファイルの機能を

直接管理できます。スナップインを使用して構成できる機能は次のとおりです。 

• ウイルス対策：スキャンまたは除外するファイル拡張子、スキャンする最大ファイル サイズ、再試

行のタイムアウトなどのウイルス対策パラメーターを設定できます。 

• 監査ポリシー：SMBセキュリティ ログに記録されるセキュリティ イベントを決定します。成功した

試行を記録するか、失敗した試行を記録するか、その両方を記録するか、いずれも記録しない

かを決定できます。これらのイベントは、Windowsイベント ビューアーで表示できます。 

• ユーザー権限の割り当て：SMBサーバーでユーザーとグループに割り当てる権限を管理します。 

• HomeDir（ホーム ディレクトリー）：ホーム ディレクトリー機能の設定を構成します。これは、

ホーム ディレクトリーが存在しない場合に自動的に作成するなどのオプションに使用できます。 

図41は、MMCスナップインを使用した監査ポリシー管理画面を示しています。 

https://www.dell.com/powerstoredocs
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図41. MMCスナップイン 

 

メトリック 
 

PowerStoreOS 1.0では、パフォーマンス メトリックに、ファイルとブロックの両方のワークロードを含む

バックエンド パフォーマンス全体が表示されます。PowerStoreOS 2.0以降、ファイル固有のパフォーマ

ンス メトリックを表示する機能も使用できます。全体のバックエンド パフォーマンス メトリックが

［Overall］タブに表示され、［File］タブにファイル メトリックが表示されます。 
 

ファイル メトリックは、ノード、アプライアンス、クラスターの各レベルで使用できます。 

• ノード – 20秒単位 

▪ ノードレベルのSMBメトリック – 5秒単位 

▪ ノードレベルのNFSメトリック – 5秒単位 

• アプライアンス – 20秒単位 

• クラスター – 5秒単位。使用可能

なメトリックは次のとおりです。 

• 読み取り、書き込み、総IOPS 

• 読み取り、書き込み、総帯域幅 

• 読み取り、書き込み、平均レイテンシー 

• 読み取り、書き込み、平均IOサイズ 
 

図42は、ファイル メトリック ページを示しており、ノードBのノードレベルSMBプロトコル メトリックが表示さ

れています。 
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図42： ノードBのSMBプロトコル メトリック 

 

PowerStoreOS 3.0以降では、ファイル システムとNASサーバーの容量とパフォーマンスに関する追加のメ

トリックを使用できます。図43に示すように、次のファイル システム容量メトリックは5分単位で使用できます。 

• シン節約 

• スナップ節約 

• スナップ/シン クローン領域 

• ファイル システム ファミリーに固有のデータ 

図43： ファイル システム容量メトリック 

 

NASサーバーのメトリックを使用すると、管理者はNASサーバー上に存在するすべてのファイル システムの集

計データを表示できます。図44に示すように、次のNASサーバー容量メトリックは5分単位で使用できます。 

• 使用済みサイズ 

• プロビジョニング済みサイズ 
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図44. NASサーバー容量メトリック 

 

図45に示すように、次のNASサーバー パフォーマンス メトリックは20秒単位で使用できます。 

• 読み取り、書き込み、平均レイテンシー 

• 読み取り、書き込み、平均IOPS 

• 読み取り、書き込み、平均帯域幅 

• 読み取り、書き込み、平均IOサイズ 

図45： NASサーバー パフォーマンス メトリック 
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移行 

 
Dell Select 
Datadobi 
DobiMigrate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ネイティブ ファイル 

インポート 

Dell SelectパートナーのDatadobiは、PowerStoreプラットフォームへのファイル システムの移行を実

行する移行ソフトウェアDobiMigrateを提供しています。DobiMigrateは、Dellストレージ システムや一

連のサード パーティー製ストレージ アレイなど、さまざまなソース ストレージ システムと互換性があります。

詳細については、DobiMigrateのサポートマトリックスを参照してください。 
 

DobiMigrateは、OVA導入環境をサポートするハイパーバイザー上で実行されるか（VMware ESXi

など）、RPMを使用してRed Hat Enterprise LinuxまたはCentOS Linuxホスト上にインストールさ

れます。また、DobiMigrateソフトウェアを実行して移行のデータ転送を処理する、プロキシと呼ばれる

ホスト マシンを使用して、NFS、SMB、基本的なマルチプロトコル移行をサポートします。 

DobiMigrateを使用した移行セッションの管理は、直感的なUIを使用して実行される。このGUIには、移

行操作の各ステップのステータスとレポート作成オプションが表示される。 
 

図46は、Datadobiのドキュメント『NAS and Object Migration Software for Modern Data 

Centers』からの構成図を示しています。 
 

図46. DobiMigrate構成 

 

Datadobi DobiMigrateの詳細については、Datadobiのサイトを参照してください。また、Datadobiに

関する情報とDellストレージとの統合ポイントについての解説については、Dellサポートをご覧ください。 

 

PowerStoreOS 3.0以降では、ネイティブ ファイル インポートを使用できます。これにより、VNX2から

ファイル ストレージ リソースをインポートする機能が提供され、関連するNFSまたはSMBファイル システ

ムとともに仮想Data Mover (VDM)をPowerStoreに移行できるようになります。移行セッションの作成、

モニタリング、管理はすべてPowerStoreによって行われ、ネイティブ ブロック インポートと同様のユーザー 

エクスペリエンスが実現します。 
 

ネイティブ ファイル インポートの詳細については、『Dell PowerStore：移行テクノロジー』および『Dell 

PowerStore：PowerStoreへの外部ストレージのインポート』(Dell.com/powerstoredocs)を参照

してください。 

https://datadobi.com/
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support
https://infohub.delltechnologies.com/t/powerstore-migration-technologies/
https://infohub.delltechnologies.com/t/powerstore-migration-technologies/
https://infohub.delltechnologies.com/t/powerstore-migration-technologies/
https://www.dell.com/powerstoredocs
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まとめ 

管理者は、PowerStoreで利用可能なネイティブ ファイル機能を使用して、モダン データセンター向けに

設計された、拡張性、効率性、パフォーマンス、柔軟性に優れたソリューションを簡単に実装できます。豊

富なサポート機能セットと成熟したアーキテクチャにより、幅広いユースケースをサポートすることが可能で

す。これらのファイル機能は統合されているため、この機能を利用するために追加のハードウェア、ソフト

ウェア、ライセンスは必要となりません。すべてのファイル管理、モニタリング、およびプロビジョニング機能が

HTML5ベースのPowerStore Managerで利用できるため、管理は迅速かつシンプルです。

PowerStoreファイルは、ブロック、ファイル、またはその両方を組み合わせた環境に大きな価値をもたらし

ます。 
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付録：テクニカル サポートおよびリソース 

Dell Technologies Info Hub＞Storageサイトでは、Dellストレージ プラットフォームでのお客様の

成功の実現に役立つ専門知識を提供します。 

Dell.com/powerstoredocsには、Dell PowerStoreシステムをインストール、構成、管理する方法に関す

る詳細なドキュメントが用意されています。 

https://infohub.delltechnologies.com/
https://infohub.delltechnologies.com/t/storage/
https://www.dell.com/powerstoredocs

