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TR-4597 ：『 VMware vSphere for ONTAP 』
ネットアップ Karl Konnerth

NetApp ONTAP ソフトウェアは、 VMware vSphere 環境向けのストレージ解決策を約
20 年にわたって業界をリードしてきました。また、コストを削減しながら管理を簡易化
する革新的な機能を継続的に追加しています。このドキュメントでは、導入の合理化、
リスクの軽減、管理の簡易化を実現するために、最新の製品情報とベストプラクティス
を含む ONTAP 解決策 for vSphere について説明します。

ベストプラクティスは、ガイドや互換性リストなどの他のドキュメントを補うものです。ラボテストに基づい
て開発されており、ネットアップのエンジニアやお客様は広範な現場経験を積んでいます。すべての環境で機
能する唯一のサポート対象となるわけではありませんが、一般に、ほとんどのお客様のニーズを満たす最もシ
ンプルなソリューションです。

本ドキュメントでは、 vSphere 6.0 以降で実行される最近のリリースの ONTAP （ 9.x ）の機能について説明
します。を参照してください "ONTAP および vSphere のリリース固有の情報" 特定のリリースに関する詳細
については、を参照してください。

ONTAP for vSphere を選ぶ理由

数万人のお客様が、 SAN と NAS の両方のプロトコルをサポートするユニファイドストレージシステム、ス
ペース効率に優れたネットアップの Snapshot コピーを使用した堅牢なデータ保護機能など、 vSphere のスト
レージ解決策として ONTAP を選択した理由は数多くあります。 アプリケーションデータの管理に役立つ豊
富なツールを備えています。ハイパーバイザーとは別のストレージシステムを使用すると、さまざまな機能を
オフロードして、 vSphere ホストシステムへの投資を最大限に活用できます。このアプローチにより、ホス
トリソースをアプリケーションワークロードに集中できるだけでなく、ストレージ運用によるアプリケーショ
ンのランダムなパフォーマンスへの影響も回避できます。

vSphere と ONTAP を併用すると、ホストハードウェアと VMware ソフトウェアのコストを削減できます。
また、一貫した高パフォーマンスを維持しながら、低コストでデータを保護することもできます。仮想化され
たワークロードはモバイル対応であるため、 Storage vMotion を使用して、 VMFS 、 NFS 、または VVOL デ
ータストア間で VM を移動するさまざまなアプローチを、すべて同じストレージシステム上で検討できます。

お客様が現在重視している主な要因は次のとおりです。

• * ユニファイド・ストレージ。 * ONTAP ソフトウェアを実行するシステムは、いくつかの重要な方法で統
合されています。当初、このアプローチは NAS プロトコルと SAN プロトコルの両方を指していました
が、 ONTAP は業界をリードする SAN プラットフォームであり続けており、 NAS における従来の強みも
あります。vSphere 環境では、このアプローチは仮想デスクトップインフラ（ VDI ）向けのユニファイド
システムと仮想サーバインフラ（ VSI ）の組み合わせを意味する場合もあります。ONTAP ソフトウェア
を実行するシステムは一般に、従来のエンタープライズアレイに比べて VSI の方が安価ですが、同じシス
テムで VDI を処理するための高度な Storage Efficiency 機能も備えています。また、 ONTAP は、 SSD か
ら SATA までさまざまなストレージメディアを統合し、クラウドへの拡張を容易にします。パフォーマン
スのためにフラッシュアレイを 1 台、アーカイブ用の SATA アレイ、クラウド用のシステムを 1 台購入す
る必要はありません。ONTAP は、これらすべてを 1 つにまとめます。

• * 仮想ボリュームとストレージポリシーベースの管理。 * ネットアップは、 vSphere Virtual Volumes （
VVol ）の開発において VMware との早期設計パートナーであり、アーキテクチャに関する情報提供と、
VVol および VMware vSphere APIs for Storage Awareness （ VASA ）の早期サポートを提供していま
す。このアプローチにより、きめ細かな VM ストレージ管理が VMFS にもたらされるだけでなく、ストレ
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ージポリシーベースの管理によるストレージプロビジョニングの自動化もサポートされています。このア
プローチにより、ストレージアーキテクトは、 VM 管理者が簡単に利用できるさまざまな機能を備えたス
トレージプールを設計できます。ONTAP は VVOL 規模でストレージ業界をリードし、 1 つのクラスタで
数十万もの VVol をサポートします。一方、エンタープライズアレイや小規模なフラッシュアレイベンダ
ーは、アレイあたり数千の VVol をサポートします。ネットアップは、 VVOL 3.0 のサポートに向けて、
今後追加される機能で、きめ細かな VM 管理の進化も推進しています。

• * ストレージ効率。 * ネットアップは、本番環境のワークロードに重複排除を提供した最初のベンダーで
したが、この分野の最初または最後のイノベーションではありませんでした。まずは、パフォーマンスに
影響を与えない、スペース効率に優れたデータ保護メカニズムである ONTAP Snapshot コピーと、本番
環境やバックアップ用に VM の読み取り / 書き込みコピーを瞬時に作成する FlexClone テクノロジからス
タートしました。ネットアップは、重複排除、圧縮、ゼロブロック重複排除などのインライン機能を提供
し、高価な SSD のストレージを最後まで絞ります。ONTAP は最近、圧縮機能を使用して、より小さな
I/O 処理とファイルをディスクブロックに圧縮する機能を追加しました。これらの機能を組み合わせるこ
とで、 VSI では最大 5 分の 1 、 VDI では最大 30 分の 1 のコストを削減できました。

• * ハイブリッド・クラウド。 * オンプレミスのプライベート・クラウド、パブリック・クラウド・インフ
ラストラクチャー、または両方の利点を組み合わせたハイブリッド・クラウドのいずれに使用しても、
ONTAP ソリューションはデータ管理を合理化し、最適化するためのデータ・ファブリックの構築を支援
します。まずハイパフォーマンスのオールフラッシュシステムを導入し、データ保護とクラウドコンピュ
ーティングのためにディスクストレージシステムとクラウドストレージシステムのどちらかと組み合わせ
ます。Azure 、 AWS 、 IBM 、 Google のクラウドから選択して、コストを最適化し、ロックインを回避
できます。必要に応じて、 OpenStack とコンテナテクノロジの高度なサポートを活用できます。ネット
アップ ONTAP では、クラウドベースのバックアップ（ SnapMirror クラウド、 Cloud Backup Service 、
Cloud Sync ）やストレージ階層化 / アーカイブツール（ FabricPool ）も提供しており、運用コストの削
減とクラウドの幅広いリーチの活用を支援します。

• * その他。 * NetApp AFF A シリーズアレイの卓越したパフォーマンスを活用して、コストを管理しながら
仮想インフラを高速化できます。スケールアウト ONTAP クラスタを使用して、ストレージシステムのメ
ンテナンスからアップグレード、完全な交換まで、完全なノンストップオペレーションを実現します。ネ
ットアップの暗号化機能を追加コストなしで使用して、保存データを保護できます。きめ細かいサービス
品質機能により、パフォーマンスがビジネスサービスレベルを満たしていることを確認します。これらは
すべて、業界をリードするエンタープライズデータ管理ソフトウェアである ONTAP に付属する幅広い機
能の一部です。

vSphere 向けの ONTAP 機能

プロトコル

ONTAP は、SAN環境向けのiSCSI、Fibre Channel（FC）、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）、Non-

Volatile Memory Express over Fibre Channel（NVMe/FC）、ゲスト接続用のNFS（v3およびv4.1）、SMBま
たはS3など、仮想化に使用されるすべての主要なストレージプロトコルをサポートしています。お客様は、
環境に最適なものを自由に選択でき、必要に応じてプロトコルを 1 つのシステムで組み合わせることができ
ます。たとえば、いくつかのiSCSI LUNやゲスト共有でNFSデータストアの一般的な使用を補うことができま
す。

の機能

仮想ワークロードの管理に役立つ ONTAP の機能が多数あります。追加の製品ライセンスが必要な製品も、次
のセクションで説明します。スタンドアロンツールとしてパッケージ化されたものもあれば、 ONTAP 向けの
ものもあれば、ネットアップポートフォリオ全体のパッケージ化されたものもあります。

ONTAP の基本機能の詳細は、以下のとおりです。
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• ネットアップのSnapshotコピー。 ONTAP は、Snapshotコピーの作成時や使用時にパフォーマンスへの
影響を伴わない、VMまたはデータストアの瞬時のSnapshotコピーを提供します。パッチの適用前または
シンプルなデータ保護のために、 VM のリストアポイントを作成する際に使用できます。これらは
VMware （整合性）スナップショットとは異なります。ONTAP の Snapshot コピーを作成する最も簡単な
方法は、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere を使用して VM とデータストアをバックアップするこ
とです。

• * Storage Efficiency 。 * ONTAP は、インラインおよびバックグラウンドの重複排除と圧縮、ゼロブロッ
ク重複排除、データコンパクションをサポートしています。

• * ボリュームと LUN の移動。 * ONTAP クラスタ内の vSphere データストアと VVOL をサポートするボリ
ュームや LUN を無停止で移動できます。これにより、パフォーマンスと容量のバランスを取り、無停止
での保守とアップグレードをサポートできます。

• * QoS により、個々の LUN 、ボリューム、またはファイルのパフォーマンスを管理できます。この機能
を使用すると、不明な VM や Bully VM を制限したり、重要な VM に十分なパフォーマンスリソースを確
保したりできます。

• * NetApp Volume EncryptionとNetApp Aggregate Encryption *。ネットアップの暗号化オプションは、ソ
フトウェアベースの簡単な暗号化機能で保存データを保護します。

• * FabricPool 。 * この機能は、コールドデータをブロックレベルで自動的に別のオブジェクトストアに階
層化し、高価なフラッシュストレージを解放します。

• * RESTとAnsible *を使用します "ONTAP REST API" ストレージとデータの管理を自動化するには、を参
照してください "Ansible モジュール" ONTAP システムの構成管理に使用します。

一部のONTAP 機能は、vSphereのワークロードには適していません。たとえば、ONTAP 9.8より前
のFlexGroup テクノロジでは完全なクローニングはサポートされておらず、vSphereではテストされていませ
ん（vSphereでの使用に関する最新情報については、「FlexGroup 」の項を参照してください）。FlexCache

テクノロジは、読み取り主体のワークロード向けに設計されたものであるため、vSphereにも最適ではありま
せん。キャッシュが元のボリュームから切断されていると、両方の側で NFS データストアエラーが発生する
場合があります。

ONTAP ライセンス

仮想ワークロードの管理に役立つ ONTAP の一部の機能には、追加コストなし、ライセンスバンドル内、個別
選択のいずれでも、追加ライセンスが必要です。多くのお客様にとって、最もコスト効率の高いアプローチは
ライセンスバンドルです。vSphere と関連する主なライセンスとその使用方法は次のとおりです。

• * FlexClone 。 * FlexClone を使用すると、 ONTAP のボリュームやファイルのクローンを、スペース効率
に優れた方法で瞬時に作成できます。このクローニングは、 VMware vSphere Storage API – Array

Integration （ VAAI ）によって処理がストレージシステムにオフロードされる場合、バックアップ検証と
リカバリ（ SnapCenter ソフトウェア）、および VVOL のクローニングと Snapshot コピーに使用されま
す。使用方法は次のとおりです。

◦ VAAI はオフロードコピー用の ONTAP でサポートされており、 vSphere のクローニング処理と移行
（ Storage vMotion ）処理をサポートしています。FlexClone ライセンスは NetApp FlexVol ボリュー
ム内に高速クローンを作成できますが、ライセンスがない場合でも、低速のブロックコピーを使用し
てクローンを作成できます。

◦ VVol 機能を使用するには、 FlexClone ライセンスが必要です。この機能を使用すると、 1 つのデータ
ストア内またはデータストア間で VVol をクローニングできます。また、 vSphere で管理される VVol

の Snapshot コピーを、ストレージシステムにオフロードして実行できます。

• ストレージレプリケーションアダプタ（ SRA ）は VMware Site Recovery Manager で使用されます。ま
た、 NAS 環境と SAN 環境の両方でリカバリをテストするには、 FlexClone ライセンスが必要です。検
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出、リカバリ、再保護のワークフローについては、 FlexClone なしで SRA を使用できます。

• * SnapRestore 。 * SnapRestore テクノロジにより、データをコピーすることなく、ボリュームをインプ
レースで瞬時にリカバリできます。この機能は、 SnapCenter などのネットアップのバックアップおよび
リカバリツールで必要です。 を使用して、検証およびリストア処理用にデータストアをマウントします。

• * SnapMirror 。 * SnapMirror テクノロジにより、オンプレミスとクラウドの ONTAP システム間で、シン
プルで高速なデータレプリケーションを実現できます。SnapMirror は、バージョンに依存しない論理レプ
リケーションをサポートしています。ブロックレプリケーションのパフォーマンスにより、変更されたデ
ータのみがセカンダリシステムに送信されます。データはミラーポリシーやバックアップポリシーで保護
できるため、ディザスタリカバリだけでなく、バックアップの長期データ保持にも対応できま
す。SnapMirror は、非同期関係と同期関係をサポートしています。 ONTAP 9.8 では、 SnapMirror のビジ
ネス継続性機能を使用して、透過的なアプリケーションフェイルオーバーが実現します。

SnapMirror は Site Recovery Manager を使用した SRA レプリケーションに必要です。また、
SnapCenter でセカンダリストレージシステムに Snapshot コピーをレプリケートするためにも必要で
す。

• * SnapCenter * SnapCenter ソフトウェアは、アプリケーションと整合性のあるデータ保護とクローン管
理を実現する、拡張性に優れたユニファイドプラットフォームとプラグインのスイート製品です。AFF ラ
イセンスは、 FAS システムと SnapCenter システムのデータ保護ライセンスバンドルに含まれていま
す。SnapCenter Plug-in for VMware vSphere は、 FAS 、 AFF 、 Cloud Volumes ONTAP 、 ONTAP

Select のいずれかのストレージシステムを使用している場合に無償で提供されます。ただし、
SnapRestore と FlexClone のライセンスが必要です。

• * MetroCluster 。 * NetApp MetroCluster は、キャンパスエリアまたはメトロポリタンエリアにおける高可
用性とディザスタリカバリを組み合わせた同期レプリケーション解決策で、サイト障害とハードウェア停
止の両方からシステムを保護します。データ損失ゼロ（ RPO ゼロ）と高速リカバリ（ RTO が数分以内）
で、障害からの透過的なリカバリを実現します。vSphere 環境では、 vSphere Metro Storage Cluster 構成
の一部として使用されます。

ONTAP の仮想化ツール

ネットアップでは、 ONTAP および vSphere と組み合わせて使用し、仮想環境を管理できるスタンドアロン
のソフトウェアツールをいくつか提供しています。ONTAP ライセンスには、追加コストなしで次のツールが
含まれています。vSphere 環境でこれらのツールがどのように連携するかについては、図 1 を参照してくだ
さい。

VMware vSphere 用の ONTAP ツール

VMware vSphere 用の ONTAP ツールは、 vSphere とともに ONTAP ストレージを使用するための一連のツー
ルです。vCenter プラグインは、以前 Virtual Storage Console （ VSC ）と呼ばれていたもので、 SAN と
NAS のどちらを使用している場合でも、ストレージ管理と効率化機能の簡易化、可用性の向上、ストレージ
コストと運用オーバーヘッドの削減を実現します。データストアのプロビジョニングのベストプラクティスを
使用して、 NFS 環境およびブロックストレージ環境用の ESXi ホスト設定を最適化します。以上のメリット
のために、ネットアップでは、 ONTAP ソフトウェアを実行しているシステムで vSphere を使用する際のベ
ストプラクティスとして、これらの ONTAP ツールを使用することを推奨します。サーバアプライアン
ス、vCenter、VASA Provider、Storage Replication Adapterのユーザインターフェイス拡張機能が含まれてい
ます。ONTAP ツールのほぼすべてを、最新の自動化ツールで利用できるシンプルなREST APIを使用して自
動化できます。

• * vCenter UIの拡張機能* ONTAP ツールのUI拡張機能は、vCenter UIにホストとストレージを管理するた
めの使いやすいコンテキスト依存メニュー、情報ポートレット、およびネイティブアラート機能を直接組
み込み、ワークフローを合理化することで、運用チームやvCenter管理者の業務を簡素化します。
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• * VASA Provider for ONTAP 。* VASA Provider for ONTAP は、VMware vStorage APIs for Storage

Awareness（VASA）フレームワークをサポートしています。VMware vSphere 用の ONTAP ツールの一部
として提供され、導入を容易にする単一の仮想アプライアンスとして提供されます。VASA Provider で
は、 VM ストレージのプロビジョニングと監視に役立つように vCenter Server と ONTAP を接続しま
す。VMware Virtual Volumes （ VVol ）のサポート、ストレージ機能プロファイルと個々の VM VVol のパ
フォーマンスの管理、およびプロファイルの容量と準拠状況の監視用アラームが可能になります。

• * Storage Replication Adapter. SRAは、VMware Site Recovery Manager（SRM）と併用して、本番サイト
と災害復旧サイト間のデータ複製を管理し、DRレプリカを無停止でテストします。検出、リカバリ、再
保護のタスクを自動化します。Windows SRM サーバおよび SRM アプライアンス用の SRA サーバアプラ
イアンスと SRA アダプタの両方が含まれています。

次の図は、 vSphere 用の ONTAP ツールを示しています。

NFS Plug-in for VMware VAAI のこと

NetApp NFS Plug-in for VMware VAAIはESXiホスト向けのプラグインで、ONTAP 上のNFSデータストア
でVAAI機能を使用できます。クローン処理、シック仮想ディスクファイル用のスペースリザベーション、
Snapshot コピーオフロードをサポートしています。コピー処理をストレージにオフロードしても、完了まで
の時間が必ずしも短縮されるとは限りませんが、ネットワーク帯域幅の要件が軽減され、CPUサイクル、バ
ッファ、キューなどのホストリソースがオフロードされます。VMware vSphere用のONTAP ツールを使用し
て、ESXiホストまたはサポートされている場合はvSphere Lifecycle Manager（VLCM）にプラグインをイン
ストールできます。
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データストアおよびプロトコル

vSphere のデータストアとプロトコルの機能

VMware vSphereとONTAP ソフトウェアを実行しているシステム上のデータストアの接続には、次の7つのプ
ロトコルが使用されます。

• FCP

• FCoE

• NVMe/FC

• NVMe/FC

• iSCSI

• NFS v3

• NFS v4.1

FCP、FCoE、NVMe/FC、NVMe/FC、NVMe/FC、NVMe/FC、およびiSCSIはブロックプロトコル
で、vSphere Virtual Machine File System（VMFS）を使用して、ONTAP FlexVol ボリュームに含まれ
るONTAP LUNまたはNVMeネームスペースにVMを格納します。vSphere 7.0 以降では、 VMware は本番環境
でのソフトウェア FCoE をサポートしなくなりました。NFS はファイルプロトコルで、 VM をデータストア
（ ONTAP ボリューム）に配置し、 VMFS を必要としません。SMB（CIFS）、iSCSI、NVMe/FC、NFSもゲ
ストOSからONTAP に直接使用できます。

以下の表に、 vSphere でサポートされる従来のデータストア機能と ONTAP を示します。この情報はVVOLデ
ータストアには該当しませんが、通常は、サポートされているONTAP リリースを使用する環境 vSphere 6.x

以降のリリースで使用されます。を参照することもできます "VMware 構成の最大数" 個々の vSphere リリー
スに固有の制限を確認するため。

機能 / 特徴 FC / FCoE iSCSI NVMe-oF NFS

の形式で入力し VMFS または raw デ
バイスマッピング（
RDM ）

VMFS または RDM VMFS 該当なし

データストアまたは
LUN の最大数

ホストあたり1、024

個のLUN

サーバあたり1、024

個のLUN

サーバごとに256名
を指定します

256 でデフォルトの
NFS がマウントされ
ます。MaxVolumes

は 8 です。VMware

vSphere 用の
ONTAP ツールを使
用して 256 まで増や
す。

データストアの最大
サイズ

64TB 64TB 64TB 100TB 以上の
FlexVol ボリューム
と FlexGroup ボリュ
ーム

データストアの最大
ファイルサイズ

62TB 62TB 62TB 16TBまたは62TB

（ONTAP

9.12.1RC1以降で大
容量ファイルが有効
な場合）
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機能 / 特徴 FC / FCoE iSCSI NVMe-oF NFS

LUN またはファイル
システムごとのキュ
ーの深さの最適値

64 64 自動ネゴシエーショ
ン のNFS.MaxQueueD

epthを参照してくだ
さい "推奨される
ESXi ホストとその
他の ONTAP 設定"。

次の表に、サポートされる VMware ストレージ関連機能を示します。

容量 / 機能 FC / FCoE iSCSI NVMe-oF NFS

vMotion はい。 はい。 はい。 はい。

Storage vMotion の
機能です

はい。 はい。 はい。 はい。

VMware HA はい。 はい。 はい。 はい。

ストレージ分散リソ
ーススケジューラ（
SDRS ）

はい。 はい。 はい。 はい。

VMware vStorage

APIs for Data

Protection （ VADP

）対応のバックアッ
プソフトウェア

はい。 はい。 はい。 はい。

VM 内の Microsoft

Cluster Service （
MSCS ）またはフェ
イルオーバークラス
タリング

はい。 はい * はい * サポート対象外

フォールトトレラン
ス

はい。 はい。 はい。 はい。

Site Recovery

Manager の略
はい。 はい。 いいえ ** v3のみ**

シンプロビジョニン
グされた VM （仮想
ディスク）

はい。 はい。 はい。 はい VAAI を使用し
ない場合、 NFS 上
のすべての VM に対
してこの設定がデフ
ォルトです。

VMware 標準マルチ
パス

はい。 はい。 はい、新しい高性能
プラグイン（HPP）
を使用して

該当なし

次の表に、サポートされる ONTAP ストレージ管理機能を示します。

機能 / 特徴 FC / FCoE iSCSI NVMe-oF NFS

データ重複排除 アレイ内での容量削
減

アレイ内での容量削
減

アレイ内での容量削
減

データストア内での
容量削減

7

https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html
https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_recommended_esxi_host_and_other_ontap_settings.html


機能 / 特徴 FC / FCoE iSCSI NVMe-oF NFS

シンプロビジョニン
グ

データストアまたは
RDM

データストアまたは
RDM

データストア データストア

データストアのサイ
ズを変更

拡張のみ 拡張のみ 拡張のみ 拡張、自動拡張、縮
小

Windows 、 Linux ア
プリケーション用の
SnapCenter プラグ
イン（ゲスト内）

はい。 はい。 いいえ はい。

VMware vSphere 用
の ONTAP ツールを
使用した監視とホス
トの設定

はい。 はい。 いいえ はい。

VMware vSphere 用
の ONTAP ツールを
使用したプロビジョ
ニング

はい。 はい。 いいえ はい。

次の表に、サポートされるバックアップ機能を示します。

機能 / 特徴 FC / FCoE iSCSI NVMe-oF NFS

ONTAP の Snapshot

コピー
はい。 はい。 はい。 はい。

複製バックアップで
サポートされる
SRM

はい。 はい。 いいえ ** v3のみ**

Volume SnapMirror

の略
はい。 はい。 はい。 はい。

VMDK イメージアク
セス

VADP 対応のバック
アップソフトウェア

VADP 対応のバック
アップソフトウェア

VADP 対応のバック
アップソフトウェア

VADP 対応のバック
アップソフトウェ
ア、 vSphere Client

、 vSphere Web

Client データストア
ブラウザ

VMDK のファイルレ
ベルアクセス

VADP 対応のバック
アップソフトウェ
ア、 Windows のみ

VADP 対応のバック
アップソフトウェ
ア、 Windows のみ

VADP 対応のバック
アップソフトウェ
ア、 Windows のみ

VADP 対応のバック
アップソフトウェア
とサードパーティ製
アプリケーション

NDMP の単位 データストア データストア データストア データストアまたは
VM

• VMFSデータストア内でマルチライター対応のVMDKを使用するのではなく、Microsoftクラスタにゲスト
内iSCSIを使用することを推奨します。このアプローチは Microsoft と VMware によって完全にサポートさ
れており、 ONTAP （オンプレミスまたはクラウドの ONTAP システムへの SnapMirror ）を使用した優れ
た柔軟性、設定と自動化が容易で、 SnapCenter で保護できます。vSphere 7 で、新しいクラスタ化され
た VMDK オプションが追加されました。これは、マルチライター対応のVMDKとは異なります。マルチラ
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イター対応のVMDKを使用するには、クラスタ化されたVMDKをサポートするFCプロトコルを介して提供
されるデータストアが必要です。その他の制限が適用されます。「 VMware 」を参照してください
"Windows Server フェールオーバークラスタリングのセットアップ" 設定ガイドラインについては、ドキ
ュメントを参照してください

◦ NVMe-oFとNFS v4.1を使用するデータストアには、vSphereレプリケーションが必要です。アレイベ
ースのレプリケーションはSRMではサポートされていません。

ストレージプロトコルを選択

ONTAP ソフトウェアを実行するシステムは、主要なストレージプロトコルをすべてサポートしているため、
既存および計画されているネットワークインフラやスタッフのスキルに応じて、お客様は環境に最適なものを
選択できます。ネットアップのテストでは、一般に、ほぼ同じ速度の回線で実行されているプロトコル間の違
いはほとんど見られませんでした。そのため、物理プロトコルのパフォーマンスよりもネットワークインフラ
とスタッフの能力に重点を置くことを推奨します。

プロトコルの選択を検討する際には、次の要素が役立ちます。

• * 現在のお客様の環境。 * 一般に、 IT チームはイーサネット IP インフラの管理のスキルを持っています
が、すべてのチームが FC SAN ファブリックの管理のスキルを持っているわけではありません。ただし、
ストレージトラフィック用に設計されていない汎用 IP ネットワークを使用すると、うまく機能しない場
合があります。現在利用しているネットワークインフラストラクチャ、計画的な改善点、およびそれらを
管理するためのスタッフのスキルと可用性を考慮します。

• * セットアップの容易さ * FC ファブリックの初期構成（追加のスイッチとケーブル配線、ゾーニング、
HBA とファームウェアの相互運用性の検証）に加えて、ブロックプロトコルを使用するには、 LUN の作
成とマッピング、ゲスト OS による検出とフォーマットも必要です。作成およびエクスポートされた NFS

ボリュームは、 ESXi ホストによってマウントされ、使用可能な状態になります。NFS では、ハードウェ
アの認定や管理に関する特別なファームウェアはありません。

• * 管理の容易さ。 * SAN プロトコルでは、より多くのスペースが必要な場合、 LUN の拡張、新しいサイ
ズの検出のための再スキャン、ファイルシステムの拡張など、いくつかの手順が必要です。LUN の拡張は
可能ですが、 LUN のサイズを縮小することはできず、未使用スペースのリカバリには追加の作業が必要
になる場合があります。NFS を使用すると、簡単なサイジングが可能です。このサイズ変更は、ストレー
ジシステムで自動化できます。SAN では、ゲスト OS のトリム / マッピング解除コマンドを使用してスペ
ース再生が可能で、削除されたファイルのスペースをアレイに戻すことができます。NFS データストアで
は、このようなスペース再生がより困難になります。

• * ストレージスペースの透過性。 * シンプロビジョニングによって削減効果が即座に現れるため、 NFS 環
境では一般にストレージ利用率が見やすくなります。同様に、重複排除とクローニングによる削減効果
は、同じデータストア内の他の VM や他のストレージシステムボリュームで即座に利用できます。一般
に、 VM の密度は NFS データストア内でも高くなります。管理するデータストアが少ないため、重複排
除による削減効果が向上すると同時に管理コストも削減されます。

データストアのレイアウト

ONTAP ストレージシステムは、 VM および仮想ディスク用のデータストアを柔軟に作成できます。を使用す
る場合、 ONTAP の多くのベストプラクティスが適用されますが vSphere 用のデータストアをプロビジョニ
ングする VSC （を参照） "推奨される ESXi ホストとその他の ONTAP 設定") 、考慮すべきその他のガイドラ
インを次に示します。

• ONTAP NFS データストアを使用して vSphere を導入することで、高性能でありながら管理が容易な実装
を実現でき、ブロックベースのストレージプロトコルでは達成できない VM / データストア比率が提供さ
れます。このアーキテクチャでは、データストア密度を 10 倍に増やすことも可能で、それに伴いデータ
ストアの数は減少します。データストアのサイズを大きくするとストレージ効率が向上し、運用上のメリ
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ットが得られますが、ハードウェアリソースのパフォーマンスを最大限に引き出すためには、少なくとも
4 つのデータストア（ FlexVol ボリューム）を使用して 1 つの ONTAP コントローラに VM を格納するこ
とを検討してください。また、異なるリカバリポリシーを使用してデータストアを確立することもできま
す。ビジネスニーズに基づいて、他のバックアップや複製の頻度を高められるものもありま
す。FlexGroup ボリュームは設計上拡張できるため、複数のデータストアを使用する必要はありません。

• FlexVol ボリューム、および ONTAP 9.8 以降の FlexGroup ボリューム、 NFS データストアの使用を推奨
します。VMware vSphere 用の ONTAP ツールでは現在サポートされていないため、 qtree などの他の
ONTAP ストレージコンテナの使用は一般に推奨されません。データストアレベルのクォータや VM ファ
イルクローンの恩恵を受ける高度に自動化された環境では、 1 つのボリューム内の複数の qtree としてデ
ータストアを導入すると便利です。

• FlexVol ボリュームデータストアの適切なサイズは 4~8TB です。このサイズは、パフォーマンス、管理の
しやすさ、データ保護のバランスが取れた適切なサイズです。小規模構成から開始して（ 4TB など）、
必要に応じてデータストアを拡張します（最大 100TB まで）。小規模なデータストアは、バックアップ
や災害からのリカバリにかかる時間が短く、クラスタ間で迅速に移動できます。使用済みスペースの変化
に応じてボリュームを自動的に拡張または縮小するには、 ONTAP のオートサイズを使用することを検討
してください。VMware vSphere データストアプロビジョニングウィザードの ONTAP ツールでは、新し
いデータストアに対してデフォルトでオートサイズが使用されます。拡張および縮小のしきい値と最大お
よび最小サイズは、 System Manager またはコマンドラインを使用して追加でカスタマイズできます。

• または、 VMFS データストアを、 FC 、 iSCSI または FCoE でアクセスする LUN で構成することもでき
ます。VMFS を使用すると、クラスタ内の各 ESX サーバから同時に従来型の LUN にアクセスすることが
できます。VMFS データストアは、最大 64TB まで拡張でき、最大 32 個の 2TB LUN （ VMFS 3 ）また
は単一の 64TB LUN （ VMFS 5 ）で構成できます。ONTAP の最大LUNサイズは、ほとんどのシステム
で16TBで、オールSANアレイシステムでは128TBです。したがって、ほとんどの ONTAP システムでは、
最大サイズの VMFS 5 データストアを、 4 つの 16TB LUN を使用して作成できます。複数のLUN（ハイ
エンドのFAS またはAFF システムを使用）を使用する高I/Oワークロードではパフォーマンス上のメリッ
トを得られますが、データストアLUNの作成、管理、保護の複雑さが増し、可用性のリスクが増大するこ
とで、このメリットを相殺することができます。ネットアップでは、通常、各データストアに 1 つの大き
な LUN を使用し、 16TB を超えるデータストアを追加する必要がある場合にのみスパンすることを推奨
しています。NFS と同様に、複数のデータストア（ボリューム）を使用することで、 1 台の ONTAP コン
トローラのパフォーマンスを最大化することを検討してください。

• 古いゲストオペレーティングシステム（ OS ）では、パフォーマンスとストレージ効率を最大化するため
に、ストレージシステムとのアライメントが必要でした。しかし、 Microsoft や Linux ディストリビュー
タ（ Red Hat など）が提供する、ベンダーがサポートする最新の OS では、ファイルシステムのパーティ
ションを仮想環境の基盤となるストレージシステムのブロックにアライメントするように調整する必要は
ありません。アライメントが必要な古い OS を使用している場合は、ネットアップサポートの技術情報
で「 VM のアライメント」に関する記事を検索するか、ネットアップの営業担当者またはパートナー担当
者に TR-3747 のコピーを請求してください。

• パフォーマンス上のメリットはなく、ストレージ効率と Snapshot コピーのスペース使用量にも影響する
ため、ゲスト OS でのデフラグユーティリティの使用は避けてください。また、仮想デスクトップのゲス
ト OS で検索インデックスを無効にすることを検討してください。

• ONTAP は、革新的な Storage Efficiency 機能で業界をリードし、使用可能なディスクスペースを最大限に
活用できるようにしています。AFF システムでは、デフォルトのインライン重複排除機能と圧縮機能によ
り、この効率性がさらに向上しています。データはアグリゲート内のすべてのボリュームにわたって重複
排除されるため、類似するオペレーティングシステムやアプリケーションを 1 つのデータストア内にまと
めて、最大限の削減効果を得る必要はありません。

• 場合によっては、データストアが不要なこともあります。パフォーマンスと管理性を最大限に高めるため
には、データベースや一部のアプリケーションなどの高 I/O アプリケーションにはデータストアを使用し
ないでください。代わりに、ゲストが管理する NFS や iSCSI ファイルシステムなど、ゲスト所有のファ
イルシステムや RDM を使用することを検討してください。アプリケーションに関する具体的なガイダン
スについては、ご使用のアプリケーションに関するネットアップのテクニカルレポートを参照してくださ
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い。例： "TR-3633 ：『 Data ONTAP を基盤にした Oracle データベース』 Data ONTAP" 仮想化に関す
るセクションと役立つ詳細情報が記載されています。

• 第 1 クラスのディスク（または強化された仮想ディスク）を使用すると、 vSphere 6.5 以降を搭載した
VM に関係なく、 vCenter で管理されるディスクを使用できます。主に API で管理されますが、 VVol で
は特に OpenStack ツールや Kubernetes ツールで管理する場合に便利です。ONTAP および VMware

vSphere 用の ONTAP ツールでサポートされています。

データストアと VM 移行

別のストレージシステム上の既存のデータストアから ONTAP に VM を移行する際は、いくつか注意しておく
べきプラクティスがあります。

• Storage vMotion を使用して、仮想マシンの大部分を ONTAP に移動します。このアプローチでは、実行
中の VM を停止する必要がなくなるだけでなく、インラインの重複排除や圧縮などの ONTAP の Storage

Efficiency 機能を使用して、移行時にデータを処理できます。vCenter 機能を使用してインベントリリスト
から複数の VM を選択し、適切なタイミングで移行をスケジュール（ Ctrl キーを押しながら [ アクション
] をクリック）することを検討します。

• 適切なデスティネーションデータストアへの移行を慎重に計画することもできますが、多くの場合、一括
で移行して必要に応じてあとから整理する方が簡単です。Snapshot スケジュールの変更など、データ保
護に関する特定のニーズがある場合は、このアプローチを使用して別のデータストアへの移行を実施でき
ます。

• ほとんどの VM とそのストレージは、実行中（ホット）に移行できますが、 ISO 、 LUN 、 NFS ボリュ
ームなどの接続されたストレージ（データストア内にない）を別のストレージシステムから移行する場合
は、コールドマイグレーションが必要になることがあります。

• より慎重な移行が必要な仮想マシンには、接続されたストレージを使用するデータベースやアプリケーシ
ョンなどがあります。一般に、移行を管理するためのアプリケーションのツールの使用を検討しま
す。Oracle の場合は、 RMAN や ASM などの Oracle ツールを使用してデータベース・ファイルを移行す
ることを検討してください。を参照してください "TR-4534" を参照してください。同様に、 SQL Server

の場合は、 SQL Server Management Studio を使用するか、 SnapManager for SQL Server や SnapCenter

などのネットアップのツールを使用することを検討します。

VMware vSphere 用の ONTAP ツール

ONTAP ソフトウェアを実行しているシステムで vSphere を使用する際に最も重要なベストプラクティスは、
VMware vSphere プラグイン（旧 Virtual Storage Console ）用の ONTAP ツールをインストールして使用する
ことです。この vCenter プラグインは、 SAN と NAS のどちらを使用している場合でも、ストレージ管理を
簡易化し、可用性を向上させ、ストレージコストと運用オーバーヘッドを削減します。データストアのプロビ
ジョニングのベストプラクティスを使用して、マルチパスと HBA タイムアウト（これらは付録 B で説明）用
の ESXi ホスト設定を最適化します。vCenter プラグインであるため、 vCenter サーバに接続するすべての
vSphere Web Client で使用できます。

このプラグインは、 vSphere 環境で他の ONTAP ツールを使用する場合にも役立ちます。このプラグインで
は、 NFS Plug-in for VMware VAAI をインストールできます。これにより、 VM のクローニング処理、シック
仮想ディスクファイルのスペースリザベーション、および ONTAP Snapshot コピーオフロードで、 ONTAP

へのコピーオフロードが可能になります。

VASA Provider for ONTAP の多くの機能を使用するための管理インターフェイスでもあり、 VVol でのストレ
ージポリシーベースの管理がサポートされています。VMware vSphere 用の ONTAP ツールを登録したら、ス
トレージ機能プロファイルを作成してストレージにマッピングし、データストアがプロファイルに一定期間に
わたって準拠していることを確認します。VASA Provider には、 VVol データストアの作成と管理を行うため
のインターフェイスも用意されています。
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一般に、 vCenter 内で VMware vSphere インターフェイス用の ONTAP ツールを使用して、従来のデータス
トアと VVol データストアをプロビジョニングし、ベストプラクティスに従っていることを確認することを推
奨します。

一般的なネットワーク

ONTAP ソフトウェアを実行しているシステムで vSphere を使用する場合のネットワーク設定の構成は簡単
で、他のネットワーク構成と同様です。考慮すべき点をいくつか挙げます。

• ストレージネットワークのトラフィックを他のネットワークから分離します。専用の VLAN を使用する
か、ストレージ用に別個のスイッチを使用することで、別のネットワークを実現できます。ストレージネ
ットワークがアップリンクなどの物理パスを共有している場合は、十分な帯域幅を確保するために QoS

または追加のアップリンクポートが必要になることがあります。ホストをストレージに直接接続しないで
ください。スイッチを使用すると冗長パスが確保され、 VMware HA が自動で機能します。

• ジャンボフレームは、必要に応じてネットワークでサポートされていれば、特に iSCSI を使用している場
合に使用できます。使用する場合は、ストレージと ESXi ホストの間のパスにあるすべてのネットワーク
デバイスや VLAN で設定が同じであることを確認してください。そうしないと、パフォーマンスや接続の
問題が発生する可能性があります。MTU は、 ESXi 仮想スイッチ、 VMkernel ポート、および各 ONTAP

ノードの物理ポートまたはインターフェイスグループでも同一の設定にする必要があります。

• ネットワークフロー制御は、 ONTAP クラスタ内のクラスタネットワークポートでのみ無効にすることを
推奨します。データトラフィックに使用される残りのネットワークポートについては、推奨されるベスト
プラクティスはありません。必要に応じて有効または無効にしてください。を参照してください "TR-

4182" を参照してください。

• ESXi および ONTAP ストレージアレイをイーサネットストレージネットワークに接続するときは、接続
先のイーサネットポートを Rapid Spanning Tree Protocol （ RSTP ；高速スパニングツリープロトコル）
のエッジポートとして設定するか、 Cisco の PortFast 機能を使用して設定することを推奨します。ネッ
トアップでは、 Cisco の PortFast 機能を使用していて、 ESXi サーバまたは ONTAP ストレージアレイへ
の 802.1Q VLAN トランキングが有効になっている環境では、 Spanning-Tree PortFast trunk 機能を有効
にすることを推奨します。

• リンクアグリゲーションのベストプラクティスとして次を推奨します。

◦ CiscoのVirtual PortChannel（vPC）などのマルチシャーシリンクアグリゲーショングループアプロー
チを使用して、2つの別 々 のスイッチシャーシ上のポートのリンクアグリゲーションをサポートする
スイッチを使用します。

◦ LACPが設定されたdvSwitches 5.1以降を使用していない場合、ESXiに接続されているスイッチポート
のLACPを無効にします。

◦ LACPを使用して、IPハッシュを持つダイナミックマルチモードインターフェイスグループを持
つONTAP ストレージシステムのリンクアグリゲートを作成します。

◦ ESXiでIPハッシュチーミングポリシーを使用します。

次の表に、ネットワーク設定項目とその適用先をまとめます。

項目 ESXi スイッチ ノード SVM

IP アドレス VMkernel いいえ ** いいえ ** はい。

リンクアグリゲーシ
ョン

仮想スイッチ はい。 はい。 いいえ *

VLAN VMkernel と VM ポ
ートグループ

はい。 はい。 いいえ *
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項目 ESXi スイッチ ノード SVM

フロー制御 NIC はい。 はい。 いいえ *

スパニングツリー いいえ はい。 いいえ いいえ

MTU （ジャンボフ
レーム用）

仮想スイッチと
VMkernel ポート（
9000 ）

○（最大に設定） ○（ 9000 ） いいえ *

フェイルオーバーグ
ループ

いいえ いいえ ○（作成） ○（選択）

• SVM LIFは、VLANやMTUなどが設定されたポート、インターフェイスグループ、またはVLANインターフ
ェイスに接続します。ただし、設定の管理はSVMレベルではありません。

◦ これらのデバイスには管理用に独自の IP アドレスがありますが、 ESXi ストレージネットワークのコ
ンテキストでは使用されません。

SAN （ FC 、 FCoE 、 NVMe/FC 、 iSCSI ）、 RDM

vSphere では、ブロックストレージ LUN を 3 通りの方法で使用します。

• VMFS データストアを使用する場合

• raw デバイスマッピング（ RDM ）で使用

• ソフトウェアイニシエータがアクセスおよび制御する LUN として使用 VM ゲスト OS から作成します

VMFS は、共有ストレージプールであるデータストアを提供する、高性能なクラスタファイルシステムで
す。VMFS データストアは、 NVMe/FC プロトコルによってアクセスされる FC 、 iSCSI 、 FCoE 、または
NVMe ネームスペースを使用してアクセスする LUN で構成できます。VMFS を使用すると、クラスタ内の各
ESX サーバから同時に従来型の LUN にアクセスすることができます。ONTAP の最大 LUN サイズは通常
16TB であるため、最大サイズの 64TB （このセクションの最初の表を参照）の VMFS 5 データストアは、 4

つの 16TB LUN を使用して作成されます（すべての SAN アレイシステムが最大 VMFS LUN サイズ 64TB を
サポート）。ONTAP LUN アーキテクチャでは個々のキュー深度が小さくないため、 ONTAP の VMFS デー
タストアは、比較的簡単な方法で従来のアレイアーキテクチャよりも大規模に拡張できます。

vSphere は、ストレージデバイスへの複数のパスを標準でサポートします。この機能はネイティブマルチパス
（ NMP ）と呼ばれます。NMP は、サポートされるストレージシステムのストレージタイプを検出し、使用
中のストレージシステムの機能をサポートするように NMP スタックを自動的に設定できます。

NMP と NetApp ONTAP はどちらも、 Asymmetric Logical Unit Access （ ALUA ；非対称論理ユニットアクセ
ス）による最適パスと非最適パスのネゴシエーションをサポートします。ONTAP では、アクセス対象の LUN

をホストするノード上のターゲットポートを使用する直接データパスが、 ALUA の最適パスとなりま
す。ALUA は、 vSphere と ONTAP の両方でデフォルトで有効になっています。NMP は ONTAP クラスタを
ALUA として認識し、 ALUA ストレージアレイタイププラグイン（ VMW_SATP_ALUA ）を使用し、ラウン
ドロビンパス選択プラグイン（「 VMW_PSP_RR 」）を選択します。

ESXi 6 は、最大 256 個の LUN と、 LUN への最大 1 、 024 個の合計パスをサポートします。これらの制限を
超える LUN やパスは、 ESXi で認識されません。最大数の LUN を使用した場合、 LUN あたりのパス数は最
大 4 つです。大規模な ONTAP クラスタでは、 LUN 数の上限に達する前にパス数の制限に達する可能性があ
ります。この制限に対処するため、 ONTAP では、リリース 8.3 以降の選択的 LUN マップ（ SLM ）がサポー
トされています。

SLM は、特定の LUN へのパスをアドバタイズするノードを制限します。ネットアップのベストプラクティス
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では、各 SVM のノードごとに少なくとも 1 つの LIF を配置し、 SLM を使用して、 LUN とその HA パート
ナーをホストするノードへのアドバタイズパスを制限することを推奨しています。他のパスは存在しますが、
デフォルトではアドバタイズされません。SLM 内で、レポートノードの追加引数および削除引数を使用して
通知されたパスを変更することができます。8.3 より前のリリースで作成された LUN ではすべてのパスがア
ドバタイズされるため、ホストしている HA ペアへのパスのみがアドバタイズされるように変更する必要があ
ることに注意してください。SLM の詳細については、のセクション 5.9 を参照してください "TR-4080"。以
前のポートセットの方式を使用すると、 LUN の使用可能なパスをさらに削減できます。ポートセットを使用
すると、 igroup 内のイニシエータが LUN を認識する際に経由可能なパス数を減らすことができます。

• SLM はデフォルトでは有効になっています。ポートセットを使用しないかぎり、これ以上の設定は必要あ
りません。

• Data ONTAP 8.3 より前のバージョンで作成した LUN の場合、 lun mapping remove-reporting-nodes コマ
ンドを実行して SLM を手動で適用し、 LUN レポートノードを削除し、 LUN へのアクセスを LUN の所有
者ノードとその HA パートナーに制限します。

ブロックプロトコル（ iSCSI 、 FC 、 FCoE ）は、一意の名前に加え、 LUN ID とシリアル番号を使用して
LUN にアクセスします。FC と FCoE は Worldwide Name （ WWNN および WWPN ）を使用し、 iSCSI は
iSCSI Qualified Name （ IQN ）を使用します。ストレージ内での LUN へのパスはブロックプロトコルにとっ
ては意味がないため、どこにも表示されません。したがって、 LUN のみが含まれるボリュームは内部でマウ
ントする必要がなく、データストアで使用される LUN を含むボリュームのジャンクションパスも必要ありま
せん。ONTAP の NVMe サブシステムも同様に機能します。

考慮すべきその他のベストプラクティス：

• 可用性と移動性を最大限に高めるために、 ONTAP クラスタ内の各ノード上の各 SVM に論理インターフ
ェイス（ LIF ）が作成されていることを確認します。ONTAP SAN では、各ファブリックに対して 1 つず
つ、ノードごとに 2 つの物理ポートと LIF を使用することを推奨します。ALUA を使用してパスが解析さ
れ、アクティブな最適化（直接）パスとアクティブな非最適化パスが特定されます。ALUA は FC 、
FCoE 、および iSCSI に使用されます。

• iSCSI ネットワークの場合、複数の仮想スイッチがある場合は、 NIC チーミングを使用して、異なるネッ
トワークサブネット上の複数の VMkernel ネットワークインターフェイスを使用します。また、複数の物
理スイッチに接続された複数の物理 NIC を使用して、 HA を実現し、スループットを向上させることもで
きます。次の図に、マルチパス接続の例を示します。ONTAP では、 2 つ以上のスイッチに接続された 2

つ以上のリンクでフェイルオーバーするシングルモードインターフェイスグループを設定するか、 LACP

または他のリンクアグリゲーションテクノロジをマルチモードインターフェイスグループと併用して HA

を実現し、リンクアグリゲーションのメリットを活かすことができます。

• Challenge Handshake Authentication Protocol （ CHAP ）が ESXi でターゲット認証に使用されている場
合には、 CLI （「 vserver iscsi security create 」）または System Manager （ Storage > SVMs > SVM

Settings > Protocols > iSCSI ）を使用して ONTAP にも設定する必要があります。

• LUN と igroup の作成と管理には、 VMware vSphere の ONTAP ツールを使用します。プラグインによっ
てサーバの WWPN が自動的に判別され、適切な igroup が作成されます。また、ベストプラクティスに従
って LUN を設定し、正しい igroup にマッピングします。

• RDM は管理が難しくなり、前述のように制限されたパスを使用するため、使用には注意が必要で
す。ONTAP LUN は両方をサポートします "物理互換モードと仮想互換モード" RDM ：

• vSphere 7.0 での NVMe/FC の使用については、以下を参照してください "『 ONTAP NVMe/FC Host

Configuration Guide 』を参照してください" および "TR-4684"次の図に、 vSphere ホストから ONTAP

LUN へのマルチパス接続を示します。
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NFS

vSphere を使用すると、エンタープライズクラスの NFS アレイを使用して、 ESXi クラスタ内のすべてのノ
ードへのデータストアへの同時アクセスを提供できます。データストアのセクションで説明したように、
vSphere で NFS を使用すると、使いやすさが向上し、ストレージ効率を可視化できるというメリットがあり
ます。

vSphere で ONTAP NFS を使用する際に推奨されるベストプラクティスは次のとおりです。

• ONTAP クラスタ内の各ノードの各 SVM で、 1 つの論理インターフェイス（ LIF ）を使用します。デー
タストアごとの LIF の過去の推奨事項は不要になりました。直接アクセス（同じノード上の LIF とデータ
ストア）は最適ですが、パフォーマンスへの影響は一般に最小（マイクロ秒）であるため、間接アクセス
を考慮しないでください。

• VMware は、 VMware Infrastructure 3 以降で NFSv3 をサポートしています。vSphere 6.0 では NFSv4.1

がサポートされるようになり、 Kerberos セキュリティなどの高度な機能が使用できるようになりまし
た。NFSv3 ではクライアント側のロックが使用され、 NFSv4.1 ではサーバ側のロックが使用されま
す。ONTAP ボリュームは両方のプロトコルでエクスポートできますが、 ESXi は 1 つのプロトコルでし
かマウントできません。この単一プロトコルのマウントにより、他の ESXi ホストが同じデータストアを
別のバージョンでマウントすることができるわけではありません。すべてのホストが同じバージョン、つ
まり同じロック形式を使用するように、マウント時に使用するプロトコルバージョンを指定してくださ
い。NFS のバージョンをホスト間で混在させないでください。可能であれば、ホストプロファイルを使用
して準拠しているかどうかを確認します

◦ NFSv3 と NFSv4.1 間ではデータストアが自動変換されないため、新しい NFSv4.1 データストアを作
成し、 Storage vMotion を使用して新しいデータストアに VM を移行します。

◦ に記載されている NFS v4.1 と相互運用性に関する表の注を参照してください "NetApp Interoperability

Matrix Tool で確認できます" をサポートするには、特定の ESXi パッチレベルが必要です。

• NFS エクスポートポリシーは、 vSphere ホストによるアクセスの制御に使用されます。複数のボリュー
ム（データストア）で 1 つのポリシーを使用できます。NFSv3 では、 ESXi で sys （ UNIX ）セキュリテ
ィ形式が使用され、 VM を実行するためにルートマウントオプションが必要となります。ONTAP では、
このオプションはスーパーユーザと呼ばれます。スーパーユーザオプションを使用する場合は、匿名ユー
ザ ID を指定する必要はありません。の値が異なるエクスポートポリシールールに注意してください

-anon および -allow-suid 原因 SVM検出がONTAP ツールで問題を検出できるかどうか。ポリシーの
例を次に示します。

◦ Access Protocol ： nfs3

◦ クライアント一致仕様： 192.168.42.21

◦ RO アクセスルール： sys
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◦ RW アクセスルール： sys

◦ 匿名UIDの形式です

◦ superuser ： sys

• NetApp NFS Plug-in for VMware VAAI を使用する場合、エクスポートポリシールールの作成時または変更
時にプロトコルを「 nfs 」に設定する必要があります。VAAI コピーオフロードが機能するためには
NFSv4 プロトコルが必要です。プロトコルを「 nfs 」に指定すると、 NFSv3 バージョンと NFSv4 バー
ジョンの両方が自動的に組み込まれます。

• NFS データストアのボリュームは SVM のルートボリュームからジャンクションされるため、 ESXi がデ
ータストアボリュームに移動してマウントするためにはルートボリュームへのアクセス権も必要となりま
す。ルートボリューム、およびデータストアボリュームのジャンクションがネストされているその他のボ
リュームのエクスポートポリシーには、 ESXi サーバに読み取り専用アクセスを許可するルールが含まれ
ている必要があります。VAAI プラグインを使用したルートボリュームのポリシーの例を次に示します。

◦ Access Protocol：nfs（nfs3とnfs4の両方を含む）

◦ クライアント一致仕様： 192.168.42.21

◦ RO アクセスルール： sys

◦ RW Access Rule：never（ルートボリュームに最適なセキュリティ）

◦ 匿名UIDの形式です

◦ superuser：sys（VAAIを使用するルートボリュームの場合も必要）

• VMware vSphere 用の ONTAP ツール（最も重要なベストプラクティス）を使用：

◦ VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用してデータストアをプロビジョニングすると、エクスポ
ートポリシーの自動管理が簡易化されます。

◦ プラグインを使用してVMwareクラスタ用のデータストアを作成するときは、単一のESXサーバではな
くクラスタを選択します。これにより、データストアがクラスタ内のすべてのホストに自動的にマウ
ントされます。

◦ プラグインのマウント機能を使用して、既存のデータストアを新しいサーバに適用します。

◦ VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用しない場合は、すべてのサーバ、または追加のアクセス
制御が必要なサーバクラスタごとに、 1 つのエクスポートポリシーを使用します。

• ONTAP にはフレキシブルボリュームのネームスペース構造が用意されており、ジャンクションを使用し
てボリュームをツリーにまとめることができますが、このアプローチは vSphere には価値がありません。
ストレージのネームスペース階層に関係なく、データストアのルートに各 VM 用のディレクトリが作成さ
れます。そのため、単に SVM のルートボリュームに vSphere のボリュームのジャンクションパスをマウ
ントすることがベストプラクティスです。これは、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールでデータストア
をプロビジョニングする方法です。ジャンクションパスがネストされていないと、ルートボリューム以外
のボリュームに依存しているボリュームがないこと、またボリュームをオフラインにするか破棄するかに
よって意図的に他のボリュームへのパスに影響が及ぶこともありません。

• NFS データストアの NTFS パーティションのブロックサイズは 4K で十分です。次の図は、 vSphere ホ
ストから ONTAP NFS データストアへの接続を示しています。
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次の表に、 NFS のバージョンとサポートされる機能を示します。

vSphere の機能 NFSv3 NFSv4.1

vMotion と Storage vMotion はい。 はい。

高可用性 はい。 はい。

フォールトトレランス はい。 はい。

DRS はい。 はい。

ホストプロファイル はい。 はい。

Storage DRS はい。 いいえ

ストレージ I/O の制御 はい。 いいえ

SRM の場合 はい。 いいえ

仮想ボリューム はい。 いいえ

ハードウェアアクセラレーション
（ VAAI ）

はい。 はい。

Kerberos 認証 いいえ ○（ vSphere 6.5 以降で拡張して、
AES 、 krb5i ）

マルチパスのサポート いいえ いいえ

FlexGroup

ONTAP 9.8 では、 vSphere で FlexGroup データストアがサポートされるようになり、 VMware vSphere 9.8

リリース用の ONTAP ツールも追加されています。FlexGroup を使用すると、大容量のデータストアを簡単に
作成でき、複数のコンスティチュエントボリュームを自動的に作成して、 ONTAP システムのパフォーマンス
を最大限に高めることができます。フル機能の ONTAP クラスタを利用して、拡張性に優れた単一の vSphere

データストアで FlexGroup を使用できます。

ONTAP 9.8 では、 vSphere のワークロードを使用した広範なシステムテストに加えて、 FlexGroup データス
トアのコピーオフロードメカニズムも新たに追加されました。強化されたコピーエンジンを使用して、バック
グラウンドのコンスティチュエント間でファイルをコピーすると同時に、ソースとデスティネーションの両方
でアクセスを許可します。複数のコピーを使用すると、構成要素内で、スペース効率に優れた使用可能なファ
イルクローンを、大規模に応じて即座に利用できます。

ONTAP 9.8 では、 FlexGroup ファイルの新しいファイルベースのパフォーマンス指標（ IOPS 、スループッ
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ト、レイテンシ）も追加されました。これらの指標は、 VMware vSphere ダッシュボードや VM レポート
用の ONTAP ツールで確認できます。VMware vSphere プラグイン用の ONTAP ツールでは、最大 IOPS と最
小 IOPS の組み合わせを使用してサービス品質（ QoS ）ルールを設定することもできます。これらは、デー
タストア内のすべての VM に対して個別に設定することも、特定の VM に対して個別に設定することもでき
ます。

ネットアップが新たに開発したベストプラクティスをいくつかご紹介します。

• FlexGroup プロビジョニングのデフォルトを使用する。VMware vSphere 用の ONTAP ツールは vSphere

内で FlexGroup を作成およびマウントするため推奨されますが、 ONTAP System Manager やコマンドラ
インを使用すると特別なニーズを満たすことができます。さらに、ノードあたりのコンスティチュエント
メンバー数などのデフォルトも使用します。これは、 vSphere でテスト済みの構成メンバー数であるため
です。

• FlexGroup データストアのサイジングを行う場合、 FlexVol は、より大容量のネームスペースを作成する
複数の小さい FlexGroup で構成されることに注意してください。そのため、最大の仮想マシンの 8 倍以上
のサイズのデータストアに設定してください。たとえば、使用している環境に 6TB の VM がある場合、
FlexGroup データストアのサイズは 48TB 以上にする必要があります。

• FlexGroup によるデータストアスペースの管理を許可します。オートサイズと Elastic サイジングは、
vSphere データストアでテスト済みです。データストアの容量がフルに近くなった場合は、 VMware

vSphere 用の ONTAP ツールまたは別のツールを使用して、 FlexGroup ボリュームのサイズを変更しま
す。FlexGroup は、容量と inode をコンスティチュエント間で分散して維持し、容量が許容される場合は
フォルダ（ VM ）内のファイルに同じコンスティチュエントへの優先順位を付けます。

• VMware とネットアップは、現在、一般的なマルチパスネットワークアプローチをサポートしていませ
ん。NFSv4.1 では、ネットアップは pNFS をサポートしていますが、 VMware はセッショントランキン
グをサポートしています。NFSv3 は、ボリュームへの複数の物理パスをサポートしていません。ONTAP

9.8 を使用した FlexGroup の場合、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールを 1 つのマウントにすることを
推奨します。これは、間接アクセスによる影響が通常は最小限（マイクロ秒）であるためです。ラウンド
ロビン DNS を使用して、 FlexGroup 内の異なるノード上の LIF に ESXi ホストを分散することは可能で
すが、その場合、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用せずに FlexGroup を作成してマウントする
必要があります。その場合、パフォーマンス管理機能は使用できません。

• FlexGroup vSphere データストアのサポートは、 9.8 リリースで最大 1500 台の VM でテスト済みです。

• コピーオフロードには、 NFS Plug-in for VMware VAAI を使用します。クローニングは FlexGroup データ
ストア内で強化 ONTAP されますが、 FlexVol ボリュームと FlexGroup ボリュームの間で VM をコピーす
る場合に、 ESXi ホストコピーと比べてパフォーマンス面で大きなメリットはありません。

• VMware vSphere 9.8 用の ONTAP ツールを使用すると、 ONTAP メトリック（ダッシュボードと VM レ
ポート）を使用して FlexGroup VM のパフォーマンスを監視し、個々の VM の QoS を管理できます。現
時点では、これらの指標は ONTAP コマンドや API では使用できません。

• QoS （最大 / 最小 IOPS ）は、個々の VM に対して、またはデータストア内のすべての VM に対して設定
できます。すべての VM に QoS を設定すると、 VM ごとに個別に設定する必要がなくなります。今後
は、新規または移行された VM には適用されません。新しい VM に QoS を設定するか、データストア内
のすべての VM に QoS を再適用してください。

• SnapCenter Plug-in for VMware vSphere リリース 4.4 では、プライマリストレージシステム上の
FlexGroup データストア内の VM のバックアップとリカバリがサポートされています。SnapMirror を手動
で使用して FlexGroup をセカンダリシステムにレプリケートできるが、 SCV 4.4 ではセカンダリコピー
が管理されない。
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vSphere 向けのその他の機能

データ保護

VM のバックアップと迅速なリカバリは、 ONTAP for vSphere の大きな特長の 1 つです。この機能は、
SnapCenter Plug-in for VMware vSphere を使用して vCenter 内で簡単に管理できます。Snapshot コピーを使
用すると、パフォーマンスに影響を与えることなく VM やデータストアのコピーをすばやく作成し、
SnapMirror を使用してセカンダリシステムに送信し、長期にわたるオフサイトでのデータ保護を実現できま
す。このアプローチでは、変更された情報のみを格納することで、ストレージスペースとネットワーク帯域幅
を最小限に抑えます。

SnapCenter では、複数のジョブに適用可能なバックアップポリシーを作成できます。これらのポリシーで
は、スケジュール、保持、レプリケーションなどの機能を定義できます。VMware スナップショットを作成す
る前に、ハイパーバイザの機能を活用して I/O を休止する、オプションの VM 整合性スナップショットを選択
できます。ただし、 VMware スナップショットはパフォーマンスへの影響があるため、ゲストファイルシス
テムを休止する必要がないかぎり、一般には推奨されません。代わりに、 ONTAP の Snapshot コピーを使用
して一般的な保護を行い、 SnapCenter プラグインなどのアプリケーションツールを使用して SQL Server や
Oracle などのトランザクションデータを保護します。これらの Snapshot コピーは VMware （整合性）
Snapshot とは別のものであり、長期的な保護に適しています。VMware スナップショットはのみです "（推奨
）" パフォーマンスやその他の影響があるため、短期的な使用に適しています。

これらのプラグインは、物理環境と仮想環境の両方でデータベースを保護する拡張機能を提供しま
す。vSphere では、これらのプロトコルを使用して、 RDM LUN 、ゲスト OS に直接接続された iSCSI LUN

、 VMFS または NFS データストア上の VMDK ファイルにデータが格納されている SQL Server または
Oracle データベースを保護できます。プラグインでは、さまざまなタイプのデータベースバックアップを指
定し、オンラインまたはオフラインのバックアップをサポートし、ログファイルとともにデータベースファイ
ルを保護できます。プラグインは、バックアップとリカバリに加えて、開発やテスト目的でのデータベースの
クローニングにも対応しています。

次の図は、 SnapCenter の導入例を示しています。

ディザスタリカバリ機能を強化するには、 ONTAP 用 NetApp SRA と VMware Site Recovery Manager の使用
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を検討してください。DR サイトへのデータストアのレプリケーションをサポートするだけでなく、レプリ
ケートしたデータストアをクローニングすることで DR 環境を無停止でテストすることもできます。SRA に
組み込まれている自動化機能を使用すると、災害からのリカバリや、システム停止が解決したあとの本番環境
の再保護も簡単に実行できます。

最後に、最高レベルのデータ保護を実現するために、 NetApp MetroCluster を使用した VMware vSphere

Metro Storage Cluster （ vMSC ）設定を検討してください。vMSC は、同期レプリケーションとアレイベー
スのクラスタリングを組み合わせた VMware 認定の解決策です。高可用性クラスタと同じメリットを提供し
ますが、複数のサイトに分散してサイト障害から保護します。NetApp MetroCluster は、同期レプリケーショ
ン向けの対費用効果の高い構成を提供します。ストレージコンポーネントのあらゆる単一障害から透過的にリ
カバリでき、サイト障害時にコマンド 1 つでリカバリできます。vMSC の詳細については、を参照してくだ
さい "TR-4128"。

スペース再生

VM がデータストアから削除されたときに、他の目的でスペースを再生することができます。NFS データスト
アを使用している場合、 VM が削除されるとすぐにスペースが再生されます（もちろん、このアプローチはボ
リュームがシンプロビジョニングされている場合、つまりボリュームギャランティが none に設定されている
場合にのみ有効です）。ただし、 VM のゲスト OS 内でファイルが削除されても、 NFS データストアではス
ペースが自動的に再生されません。LUN ベースの VMFS データストアの場合、 ESXi およびゲスト OS は、
問題 VAAI UNMAP プリミティブをストレージに（シンプロビジョニングを使用している場合に）再利用でき
ます。リリースによっては、このサポートは手動と自動のどちらかになります。

vSphere 5.5 以降では、 vmkfstools – y コマンドに代わって、空きブロック数を指定する esxcli storage vmfs

unmap コマンドが使用されます（ VMware KB を参照） "2057513" 詳細については、を参照してください
）。vSphere 6.5 以降では、 VMFS 6 を使用している場合、スペースは自動的に非同期で再利用される必要が
あります（を参照） "ストレージスペースの再生" vSphere のドキュメントを参照）。ただし、必要に応じて
手動で実行することもできます。この自動マッピング解除は ONTAP でサポートされ、 VMware vSphere 用
の ONTAP ツールでは低優先度に設定されます。VMFSデータストアとして使用するためにLUNをプロビジョ
ニングする場合は、LUNに対してspace-allocationオプションを手動で有効にする必要があります。VMware

vSphere用のONTAP ツールを使用している場合、スペースの請求がサポートされるようにLUNが自動的に設
定されるため、それ以上の操作は必要ありません。を参照してください "これ" 詳細については、ナレッジベ
ースの記事を参照してください。

VM とデータストアのクローニング

ストレージオブジェクトをクローニングすると、追加の VM のプロビジョニングやバックアップ / リカバリ処
理などの用途に使用できるコピーを簡単に作成できます。vSphere では、 VM 、仮想ディスク、 VVOL 、ま
たはデータストアをクローニングできます。クローニングされたオブジェクトは、多くの場合、自動化された
プロセスによってさらにカスタマイズできます。vSphere では、フルコピークローンとリンククローンの両方
がサポートされます。リンククローンでは、元のオブジェクトとは別に変更が追跡されます。

リンククローンはスペースを節約するのに適していますが、 vSphere が VM に対して処理する I/O 量が増え
るため、その VM のパフォーマンスや場合によってはホスト全体のパフォーマンスに影響します。そのため、
NetApp のお客様は、ストレージシステムベースのクローンを使用して、ストレージの効率的な使用とパフォ
ーマンスの向上という両方のメリットを得ることがよくあります。

次の図は、 ONTAP クローニングを示しています。
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クローニングは、 ONTAP ソフトウェアを実行するシステムに複数のメカニズムを使用してオフロードできま
す。通常は、 VM 、 VVol 、データストアのレベルでオフロードします。これには次のものが含まれます。

• NetApp vSphere APIs for Storage Awareness （ VASA ） Provider を使用した VVol のクローニン
グ。ONTAP クローンは、 vCenter で管理される VVol Snapshot コピーをサポートするために使用されま
す。 VVol Snapshot コピーはスペース効率に優れており、作成や削除の I/O の影響を最小限に抑えること
ができます。VM のクローニングは vCenter を使用して行うこともでき、 1 つのデータストア / ボリュー
ム内かデータストア / ボリューム間かに関係なく、 ONTAP にオフロードされます。

• vSphere APIs – Array Integration （ VAAI ）を使用した vSphere のクローニングと移行：SAN 環境と
NAS 環境の両方で、 VM のクローニング処理を ONTAP にオフロードできます（ネットアップでは、
NFS 用の VAAI を有効にするために ESXi プラグインを提供しています）。vSphere は、 NAS データス
トア内のコールド（電源オフ） VM にのみオフロードします。一方、ホット VM （クローニングと
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Storage vMotion ）の処理も SAN にオフロードされます。ONTAP では、ソース、デスティネーショ
ン、インストールされている製品ライセンスに基づいて最も効率的なアプローチを採用しています。この
機能は VMware Horizon View でも使用されています。

• SRA （ VMware Site Recovery Manager で使用）。ここでは、クローンを使用して、 DR レプリカのリカ
バリを無停止でテストします。

• SnapCenter などのネットアップのツールを使用したバックアップとリカバリVM クローンは、バックア
ップ処理の検証や VM バックアップのマウントに使用され、個々のファイルをコピーできるようにしま
す。

ONTAP オフロードクローニングは、 VMware 、ネットアップ、サードパーティのツールから実行できま
す。ONTAP にオフロードされたクローンには、いくつかのメリットがあります。ほとんどの場合、スペース
効率に優れており、オブジェクトの変更にのみ対応するストレージが必要です。読み取りや書き込みのパフォ
ーマンスには影響しません。また、高速キャッシュでブロックを共有することでパフォーマンスが向上する場
合もあります。また、 CPU サイクルとネットワーク I/O も ESXi サーバからオフロードされます。FlexVol を
使用する従来のデータストア内でのコピーオフロードは、 FlexClone ライセンスを使用すると高速かつ効率的
ですが、 FlexVol 間のコピーの方が低速になる可能性があります。VM テンプレートをクローンのソースとし
て管理する場合は、スペース効率に優れた高速クローンを作成するために、テンプレートをデータストアボリ
ューム内に配置することを検討してください（フォルダやコンテンツライブラリを使用してテンプレートを整
理します）。

ONTAP 内で直接ボリュームまたは LUN をクローニングして、データストアをクローニングすることもでき
ます。NFS データストアの場合は、 FlexClone テクノロジでボリューム全体をクローニングし、 ONTAP か
らクローンをエクスポートして、別のデータストアとして ESXi にマウントできます。VMFS データストアの
場合は、ボリューム内の LUN 、または 1 つ以上の LUN を含むボリューム全体を ONTAP でクローニングで
きます。VMFS を含む LUN を通常のデータストアとしてマウントして使用するためには、 LUN を ESXi

igroup にマッピングし、 ESXi から再署名を受ける必要があります。ただし一部の一時的なユースケースで
は、クローニングされた VMFS を再署名なしでマウントすることができます。クローニングしたデータスト
ア内の VM は、個別にクローニングした VM と同様に登録、再設定、およびカスタマイズすることができま
す。

バックアップや FlexClone 用の SnapRestore など、追加のライセンス機能を使用してクローニングを強化で
きる場合があります。これらのライセンスは、追加コストなしでライセンスバンドルに含まれていることがよ
くあります。FlexClone ライセンスは、 VVOL のクローニング処理、および VVOL の管理対象 Snapshot コピ
ー（ハイパーバイザーから ONTAP にオフロード）をサポートするために必要です。FlexClone をデータスト
ア / ボリューム内で使用すると、特定の VAAI ベースのクローンの品質を向上させることもできます（ブロッ
クコピーではなく、スペース効率に優れたコピーが瞬時に作成されます）。また、 DR レプリカのリカバリを
テストする際に SRA で使用され、クローニング処理用に SnapCenter でバックアップコピーを参照して個々
のファイルをリストアする際にも使用されます。

ストレージ効率とシンプロビジョニング

ネットアップは、プライマリワークロードに初めて重複排除を適用するなどの Storage Efficiency の革新的な
テクノロジを業界でリードしてきました。インラインデータコンパクションは、圧縮機能を強化し、小さなフ
ァイルと I/O を効率的に格納する機能です。ONTAP は、インライン重複排除とバックグラウンド重複排除の
ほか、インライン圧縮とバックグラウンド圧縮の両方をサポートしています。

次の図は、 ONTAP の Storage Efficiency 機能の効果を組み合わせたものです。
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vSphere 環境で ONTAP の Storage Efficiency 機能を使用する際の推奨事項を次に示します。

• 重複排除によって削減されるデータ量は、データにどれくらい共通部分があるかによって異なりま
す。ONTAP 9.1 以前では、データ重複排除はボリュームレベルで機能しましたが、 ONTAP 9.2 以降のア
グリゲート重複排除では、 AFF システムのアグリゲート内のすべてのボリュームのデータが重複排除さ
れます。削減効果を最大化するために、類似するオペレーティングシステムやアプリケーションを 1 つの
データストア内にグループ化する必要はなくなりました。

• ブロック環境で重複排除のメリットを実現するには、 LUN をシンプロビジョニングする必要がありま
す。VM 管理者からは引き続き LUN がプロビジョニング済み容量として認識されますが、重複排除による
削減効果は他のニーズに使用できるようにボリュームに戻されます。これらの LUN は、シンプロビジョ
ニングされた FlexVol ボリュームに導入することを推奨します（ VMware vSphere 用の ONTAP ツールで
は、ボリュームのサイズが LUN よりも約 5% 大きくなるように設定しています）。

• NFS FlexVol ボリュームにはシンプロビジョニングも推奨されます（デフォルトです）。NFS 環境では、
シンプロビジョニングされたボリュームを使用しているストレージ管理者と VM 管理者の両方に、重複排
除による削減効果がすぐに反映されます。

• シンプロビジョニング環境 VM も同様です。ネットアップでは、一般にシックプロビジョニングではなく
シンプロビジョニングされた VMDK を推奨しています。シンプロビジョニングを使用する場合は、スペ
ース不足の問題を回避するために、 VMware vSphere 、 ONTAP 、またはその他の使用可能なツール用の
ONTAP ツールで利用可能なスペースを監視してください。

• ONTAP システムでシンプロビジョニングを使用した場合はパフォーマンスが低下しないことに注意して
ください。データは使用可能なスペースに書き込まれるため、書き込みパフォーマンスと読み取りパフォ
ーマンスが最大限に高まります。この事実にもかかわらず、 Microsoft フェイルオーバークラスタリング
やその他の低レイテンシアプリケーションなどの一部の製品では、保証されたプロビジョニングや固定プ
ロビジョニングが必要になる場合があります。また、サポートの問題を回避するには、これらの要件に従
うことを推奨します。

• 重複排除による削減効果を最大限に高めるために、ハードディスクベースのシステムでのバックグラウン
ド重複排除または AFF システムでの自動バックグラウンド重複排除のスケジュールを設定することを検
討してください。ただし、スケジュールされたプロセスは実行時にシステムリソースを使用するため、非
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アクティブな時間帯（週末など）にスケジュールを設定するか、より頻繁に実行して処理される変更デー
タの量を減らすことが理想的です。AFF システムでの自動バックグラウンド重複排除は、フォアグラウン
ドアクティビティへの影響を大幅に軽減します。バックグラウンド圧縮（ハードディスクベースのシステ
ムの場合）でもリソースが消費されるため、パフォーマンス要件が限定されたセカンダリワークロードで
のみ考慮する必要があります。

• NetApp AFF システムは、主にインラインの Storage Efficiency 機能を使用します。7-Mode Transition

Tool 、 SnapMirror 、ボリューム移動などのブロックレプリケーションを使用するネットアップのツール
を使用してデータを移動する場合は、圧縮スキャナやコンパクションスキャナを実行して、効率化による
削減効果を最大限に高めると効果的です。このネットアップサポートを確認してください "こちらの技術
情報アーティクル" を参照してください。

• 圧縮や重複排除によって削減できるブロックが Snapshot コピーによってロックされる場合があります。
スケジュールされたバックグラウンドの効率化スキャナまたはワンタイムスキャナを使用する場合は、次
の Snapshot コピーが作成される前に、それらの効率化処理が実行および完了していることを確認してく
ださい。Snapshot コピーと保持設定を確認して、特にバックグラウンドジョブやスキャナジョブを実行
する前に、必要な Snapshot コピーだけを保持していることを確認してください。

次の表に、さまざまなタイプの ONTAP ストレージ上にある仮想ワークロードのストレージ効率化のガイドラ
インを示します。

ワークロ
ード

Storage Efficiency に関するガイドライン

AFF Flash Pool の機能です ハードディスクドライブ

VDI およ
び SVI

プライマリワークロードとセカ
ンダリワークロード：

• アダプティブインライン圧
縮

• インライン重複排除

• バックグラウンド重複排除

• インラインデータコンパク
ション

プライマリワークロードとセカ
ンダリワークロード：

• アダプティブインライン圧
縮

• インライン重複排除

• バックグラウンド重複排除

• インラインデータコンパク
ション

プライマリワークロードには次
の機能を使用：

• バックグラウンド重複排除

セカンダリワークロードの場合
：

• アダプティブインライン圧
縮

• バックグラウンドアダプテ
ィブ圧縮

• インライン重複排除

• バックグラウンド重複排除

• インラインデータコンパク
ション

サービス品質（ QoS ）

ONTAP ソフトウェアを実行するシステムでは、 ONTAP ストレージ QoS 機能を使用して、ファイル、 LUN

、ボリューム、 SVM 全体などの異なるストレージオブジェクトに対するスループットを MBps や IOPS （ 1

秒あたりの I/O 数）で制限できます。

スループット制限は、他のワークロードに影響しないように、導入前に不明なワークロードやテストワークロ
ードを制御するのに役立ちます。また、 Bully ワークロードが特定された場合に、この 2 つを使用して抑制す
ることもできます。ONTAP 9.2 では SAN オブジェクトに、 ONTAP 9.3 では NAS オブジェクトに一貫した
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パフォーマンスを提供するために、 IOPS に基づく最小サービスレベルもサポートされています。

NFS データストアの場合は、 QoS ポリシーを FlexVol 全体またはボリューム内の個々の VMDK ファイルに
適用できます。ONTAP LUN を使用する VMFS データストアでは、 LUN を含む FlexVol ボリュームには QoS

ポリシーを適用できますが、 ONTAP が VMFS ファイルシステムを認識しないため、個々の VMDK ファイル
には適用できません。VVol を使用する場合は、ストレージ機能プロファイルと VM ストレージポリシーを使
用して、個々の VM に最小 QoS と最大 QoS を設定できます。

オブジェクトに対する QoS の最大スループット制限は、 MBps と IOPS のいずれかまたは両方で設定できま
す。両方を使用する場合は、最初に到達した制限が ONTAP によって適用されます。ワークロードには複数の
オブジェクトを含めることができ、 QoS ポリシーは 1 つ以上のワークロードに適用できます。ポリシーを複
数のワークロードに適用した場合は、ポリシーの制限はワークロード全体に適用されます。ネストされたオブ
ジェクトはサポートされません（たとえば、ボリューム内のファイルには個別のポリシーを設定することはで
きません）。QoS の最小値は IOPS 単位でのみ設定できます。

ONTAP QoS ポリシーの管理とオブジェクトへの適用に現在使用できるツールは次のとおりです。

• ONTAP CLI

• ONTAP システムマネージャ

• OnCommand Workflow Automation のサポートを利用できます

• Active IQ Unified Manager

• NetApp PowerShell Toolkit for ONTAP 』を参照してください

• VMware vSphere VASA Provider 用の ONTAP ツール

NFS 上の VMDK に QoS ポリシーを割り当てる場合は、次のガイドラインに注意してください。

• ポリシーは 'vmname.vmdk （仮想ディスク記述子ファイル）や 'vmname.vmx （ VM 記述子ファイル）で
はなく ' 実際の仮想ディスクイメージを含む 'vmname-flat.vmdk に適用する必要があります

• 仮想スワップ・ファイル（「 vmname.vswp 」）などの他の VM ファイルにはポリシーを適用しないでく
ださい。

• vSphere Web クライアントを使用してファイルパスを検索する場合は、「 -flat.vmdk 」と「」の情報が結
合されていることに注意してください。VMDK とは ' という名前のファイルを 1 つだけ示しますVMDK で
すが '-flat.vmdk のサイズです正しいパスを取得するには、ファイル名に「 -flat」 を追加します。

VMFS と RDM 、 ONTAP SVM （ SVM として表示）、 LUN パス、シリアル番号などの LUN に QoS ポリシ
ーを割り当てるには、 ONTAP Tools for VMware vSphere のホームページのストレージシステムメニューから
QoS ポリシーを取得します。ストレージシステム（ SVM ）を選択し、 Related Objects > SAN の順に選択し
ます。この方法は、いずれかの ONTAP ツールを使用して QoS を指定する場合に使用します。

VVol ベースの VM には、 VMware vSphere または Virtual Storage Console 7.1 以降の ONTAP ツールを使用
して、最大 QoS と最小 QoS を簡単に割り当てることができます。VVol コンテナのストレージ機能プロファ
イルを作成するときは、パフォーマンス機能の下に最大 IOPS または最小 IOPS の値を指定し、この SCP を
VM のストレージポリシーで参照します。このポリシーは VM を作成するときに使用するか、ポリシーを既存
の VM に適用します。

FlexGroup データストアでは、 ONTAP ツールを VMware vSphere 9.8 以降で使用する場合に、 QoS 機能が
強化されています。QoS は、データストア内のすべての VM 、または特定の VM に簡単に設定できます。詳
細については、本レポートの「 FlexGroup 」セクションを参照してください。
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ONTAP の QoS と VMware の SIOC

ONTAP の QoS と VMware vSphere の Storage I/O Control （ SIOC ）は、 vSphere 管理者とストレージ管理
者が組み合わせて、 ONTAP ソフトウェアを実行するシステムでホストされる vSphere VM のパフォーマンス
を管理できる、相互に補完するテクノロジです。各ツールには、次の表に示すようにそれぞれの長所がありま
す。VMware vCenter と ONTAP ではスコープが異なるため、一部のオブジェクトは一方のシステムで認識お
よび管理でき、もう一方のシステムではできません。

プロパティ（ Property ） ONTAP QoS VMware SIOC

アクティブになっている場合 ポリシーは常にアクティブです 競合が発生している（データスト
アのレイテンシがしきい値を超え
ている）場合

単位のタイプ IOPS 、 MBps IOPS 、共有数

対象となる vCenter またはアプリ
ケーション

複数の vCenter 環境、その他のハ
イパーバイザーとアプリケーショ
ンがあります

単一の vCenter サーバ

VM に QoS を設定？ NFS 上の VMDK のみ NFS 上または VMFS 上の VMDK

です

LUN （ RDM ）で QoS を設定？ はい。 いいえ

LUN （ VMFS ）への QoS の設定 はい。 いいえ

ボリューム（ NFS データストア）
への QoS の設定

はい。 いいえ

SVM （テナント）に QoS を設定
？

はい。 いいえ

ポリシーベースのアプローチ はい。ポリシー内のすべてのワー
クロードで共有することも、ポリ
シー内の各ワークロードにフルに
適用することもできます。

はい。 vSphere 6.5 以降が必要で
す。

ライセンスが必要です ONTAP に付属しています Enterprise Plus

VMware Storage Distributed Resource Scheduler の略

VMware Storage Distributed Resource Scheduler （ SDRS ）は、現在の I/O レイテンシとスペース使用量に
基づいて VM をストレージに配置する vSphere の機能です。その後、 VM や VMDK の配置先として最適なデ
ータストアをデータストアクラスタ内から選択し、システムを停止することなくデータストアクラスタ（ポッ
ドとも呼ばれます）内のデータストア間で VM や VMDK を移動します。データストアクラスタとは、類似し
たデータストアを vSphere 管理者の観点から単一の消費単位に集約したものです。

SDRS を NetApp ONTAP Tools for VMware vSphere と併用する場合は、まずプラグインを使用してデータス
トアを作成し、 vCenter を使用してデータストアクラスタを作成し、そこにデータストアを追加する必要があ
ります。データストアクラスタを作成したら、プロビジョニングウィザードの詳細ページからデータストアク
ラスタにデータストアを直接追加できます。

SDRS に関するその他の ONTAP のベストプラクティスは、次のとおりです。

• クラスタ内のすべてのデータストアで同じタイプのストレージ（ SAS 、 SATA 、 SSD など）を使用し、
すべて VMFS データストアまたは NFS データストアとし、レプリケーションと保護の設定を同じにしま
す。
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• デフォルト（手動）モードでは SDRS の使用を検討してください。このアプローチでは、推奨事項を確認
し、適用するかどうかを決定できます。VMDK の移行による影響を次に示します。

◦ SDRS がデータストア間で VMDK を移動すると、 ONTAP のクローニングや重複排除によるスペース
削減効果は失われます。重複排除機能を再実行すれば、削減効果を取り戻すことができます。

◦ SDRS で VMDK を移動したあとに、移動された VM によってスペースがロックされないように、ソー
スデータストアで Snapshot コピーを再作成することを推奨します。

◦ 同じアグリゲート上のデータストア間で VMDK を移動してもメリットはほとんどなく、 SDRS はア
グリゲートを共有する可能性のある他のワークロードを可視化できません。

ストレージポリシーベースの管理と VVOL

VMware vSphere APIs for Storage Awareness （ VASA ）を使用すると、ストレージ管理者は、明確に定義さ
れた機能を使用してデータストアを簡単に設定でき、 VM 管理者は、相互にやり取りすることなく、いつでも
VM をプロビジョニングするためのこれらの機能を使用できます。仮想化ストレージの運用を合理化し、複雑
な作業を回避する方法を確認するには、このアプローチを検討することをお考えください。

VASA が導入される前は、 VM 管理者が VM ストレージポリシーを定義することもできましたが、適切なデー
タストアを特定するには、多くの場合、ドキュメントや命名規則を使用する必要がありました。VASA を使用
すると、ストレージ管理者は、パフォーマンス、階層化、暗号化、レプリケーションなど、さまざまなストレ
ージ機能を定義できます。1 つのボリュームまたはボリュームセットの一連の機能を、ストレージ機能プロフ
ァイル（ SCP ）と呼びます。

SCP は、 VM のデータ VVOL の最小および最大 QoS をサポートします。最小 QoS は AFF システムでのみ
サポートされます。VMware vSphere 用の ONTAP ツールには、 ONTAP システム上の VVOL の VM の詳細な
パフォーマンスと論理容量を表示するダッシュボードがあります。

次の図は、 VMware vSphere 9.8 VVol ダッシュボード用の ONTAP ツールを示しています。

ストレージ機能プロファイルを定義したら、そのプロファイルを使用して要件を定義するストレージポリシー
を使用して VM をプロビジョニングできます。vCenter では、 VM ストレージポリシーとデータストアストレ
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ージ機能プロファイルのマッピングに基づいて、互換性があるデータストアのリストを選択対象として表示で
きます。この方法のことをストレージポリシーベースの管理と呼びます。

VASA は、ストレージを照会して一連のストレージ機能を vCenter に返すためのテクノロジを提供しま
す。VASA ベンダープロバイダは、ストレージシステムの API およびコンストラクトと、 vCenter が認識可能
な VMware API との間の変換機能を提供します。ネットアップの VASA プロバイダ for ONTAP は、 VMware

vSphere アプライアンス VM 用の ONTAP ツールの一部として提供されます。 vCenter プラグインは、 VVol

データストアのプロビジョニングと管理のインターフェイスと、ストレージ機能プロファイル（ SCP ）の定
義機能を提供します。

ONTAP は、 VMFS データストアと NFS データストアの両方をサポートしています。SAN データストアで
VVOL を使用すると、 VM レベルのきめ細かさなど、 NFS のメリットの一部を活用できます。ここでは考慮
すべきベストプラクティスをいくつか示します。また、追加情報はにあります "TR-4400"：

• VVOL データストアは、複数のクラスタノードにある複数の FlexVol で構成できます。ボリュームごとに
機能が異なる場合でも、最もシンプルなアプローチは 1 つのデータストアです。SPBM により、互換性の
あるボリュームが VM に使用されています。ただし、すべてのボリュームが 1 つの ONTAP SVM に含ま
れていて、単一のプロトコルでアクセスできる必要があります。各プロトコルでノードごとに 1 つの LIF

で十分です。1 つの VVOL データストアで複数の ONTAP リリースを使用することは避けてください。リ
リースによってストレージ機能が異なる場合があります。

• VVol データストアの作成と管理には、 VMware vSphere プラグインの ONTAP ツールを使用します。デ
ータストアとそのプロファイルの管理に加え、必要に応じて、 VVOL にアクセスするためのプロトコルエ
ンドポイントが自動的に作成されます。LUN を使用する場合、 LUN PE は 300 以上の LUN ID を使用し
てマッピングされます。ESXi ホストの詳細システム設定「 Disk .MaxLUN 」で 300 より大きい LUN ID

番号が許可されていることを確認します（デフォルトは 1 、 024 ）。この手順を実行するには、 vCenter

で ESXi ホストを選択し、次に Configure タブを選択して、 Advanced System Settings のリストから「
Disk .MaxLUN 」を探します。

• VASA Provider 、 vCenter Server （アプライアンスまたは Windows ベース）、または VMware vSphere

用の ONTAP ツールは相互に依存するため、 VVOL データストアにインストールしたり移行したりしない
でください。これらのツールは、停電やその他のデータセンターの停止が発生した場合に管理しなくなる
ためです。

• VASA Provider VM を定期的にバックアップします。VASA Provider が格納された従来のデータストアの
Snapshot コピーを少なくとも 1 時間に 1 回は作成してください。VASA Provider の保護とリカバリの詳
細については、こちらを参照してください "こちらの技術情報アーティクル"。

次の図は、 VVOL のコンポーネントを示しています。
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クラウドへの移行とバックアップ

ONTAP のもう 1 つの強みは、ハイブリッドクラウドを幅広くサポートすることで、オンプレミスのプライベ
ートクラウドのシステムとパブリッククラウドの機能を統合できることです。vSphere と組み合わせて使用で
きるネットアップのクラウドソリューションには、次のものがあります。

• * Cloud Volume 。 * NetApp Cloud Volumes Service for AWS または GCP と Azure NetApp Files for ANF

は、主要なパブリッククラウド環境でハイパフォーマンスなマルチプロトコルマネージドストレージサー
ビスを提供します。VMware Cloud VM ゲストで直接使用できます。

• * Cloud Volumes ONTAP 。 * NetApp Cloud Volumes ONTAP データ管理ソフトウェアは、お客様が選択
したクラウド上のデータを管理、保護、柔軟性、効率性で保護します。Cloud Volumes ONTAP は、
NetApp ONTAP ストレージソフトウェアを基盤としたクラウドネイティブのデータ管理ソフトウェアで
す。Cloud Volumes ONTAP インスタンスをオンプレミスの ONTAP システムと一緒に導入、管理する際
には、 Cloud Manager と組み合わせて使用できます。NAS および iSCSI SAN の高度な機能に加え、
Snapshot コピーや SnapMirror レプリケーションなどの統合データ管理機能も利用できます。

• * Cloud Backup Service * 。クラウドサービスまたは SnapMirror クラウドを使用して、パブリッククラウ
ドストレージを使用してオンプレミスシステムからデータを保護します。Cloud Sync を使用すると、
NAS 、オブジェクトストア、 Cloud Volumes Service ストレージ間でデータを移行し、同期を維持できま
す。
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• * ONTAP * FabricPool は、 FabricPool データの階層化を迅速かつ容易にします。Snapshot コピーのコー
ルドブロックは、パブリッククラウドまたはプライベート StorageGRID オブジェクトストアのオブジェ
クトストアに移行でき、 ONTAP データが再びアクセスされると自動的にリコールされます。または、
SnapVault ですでに管理されているデータの第 3 レベルの保護としてオブジェクト階層を使用することも
できます。この方法を使用すると、を実行できます "より多くの VM Snapshot コピーを格納する" プライ
マリおよびセカンダリ ONTAP ストレージシステム。

• * ONTAP Select * 。ネットアップの Software-Defined Storage を使用して、インターネット経由でプライ
ベートクラウドをリモートの施設やオフィスに拡張できます。 ONTAP Select を使用すれば、ブロックサ
ービスやファイルサービスのほか、エンタープライズデータセンターと同じ vSphere データ管理機能をサ
ポートできます。

VM ベースのアプリケーションを設計する際は、将来のクラウドのモビリティを考慮してください。たとえ
ば、アプリケーションファイルとデータファイルを一緒に配置するのではなく、データ用に別の LUN または
NFS エクスポートを使用します。これにより、 VM とデータを別々にクラウドサービスに移行できます。

vSphere データの暗号化

現在、保管データを暗号化で保護する必要性はますます高まっています。最初は財務情報と医療情報に重点を
置いていましたが、ファイル、データベース、その他の種類のデータに保存されているすべての情報を保護す
ることに関心が高まっています。

ONTAP ソフトウェアを実行するシステムでは、保存データの暗号化を使用してあらゆるデータを簡単に保護
できます。NetApp Storage Encryption （ NSE ）は、 ONTAP を備えた自己暗号化ディスクドライブを使用し
て、 SAN と NAS のデータを保護します。また、 NetApp Volume Encryption と NetApp Aggregate

Encryption も、シンプルなソフトウェアベースの手法として、ディスクドライブ上のボリュームを暗号化しま
す。このソフトウェア暗号化は、特殊なディスクドライブや外部キー管理ツールを必要とせず、 ONTAP のお
客様は追加料金なしで利用できます。クライアントやアプリケーションを停止することなくアップグレードし
て使用を開始でき、オンボードキーマネージャなどの FIPS 140-2 レベル 1 標準で検証されます。

VMware vSphere 上で実行される仮想アプリケーションのデータを保護する方法はいくつかあります。1 つ
は、 VM 内のソフトウェアをゲスト OS レベルで使用してデータを保護する方法です。別の方法として、
vSphere 6.5 などの新しいハイパーバイザーでは VM レベルの暗号化がサポートされるようになりました。た
だし、ネットアップのソフトウェア暗号化はシンプルで使いやすく、次のようなメリットがあります。

• * 仮想サーバの CPU には影響しません。 * 仮想サーバ環境によっては、アプリケーションに使用可能なす
べての CPU サイクルが必要ですが、ハイパーバイザーレベルの暗号化では最大 5 倍の CPU リソースが
必要です。暗号化ソフトウェアがインテルの AES-NI 命令セットをサポートして暗号化ワークロードをオ
フロードしている場合でも（ NetApp ソフトウェアの暗号化がサポートされているため）、古いサーバと
互換性のない新しい CPU の要件が原因でこのアプローチが実現できない場合があります。

• * オンボードキーマネージャを含む。 * ネットアップのソフトウェア暗号化機能には、追加料金なしでオ
ンボードキーマネージャが含まれているため、購入や使用が複雑な高可用性キー管理サーバなしで簡単に
利用を開始できます。

• * ストレージ効率への影響はありません。 * 重複排除や圧縮などの Storage Efficiency テクノロジは現在広
く使用されており、フラッシュディスクメディアをコスト効率よく使用する上で鍵となります。ただし、
一般に、暗号化されたデータは重複排除も圧縮もできません。ネットアップのハードウェアとストレージ
の暗号化は下位レベルで動作し、他のアプローチとは異なり、業界をリードするネットアップの Storage

Efficiency 機能を最大限に活用できます。

• * データストアのきめ細かい暗号化が容易。 * NetApp Volume Encryption を使用すると、各ボリュームに
専用の AES 256 ビットキーが設定されます。変更が必要な場合は、 1 つのコマンドで変更できます。こ
のアプローチは、テナントが複数ある場合や、さまざまな部門やアプリケーションに対して個別に暗号化
を証明する必要がある場合に適しています。この暗号化はデータストアレベルで管理されるため、個々の
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VM の管理よりもはるかに簡単です。

ソフトウェアの暗号化を簡単に開始できます。ライセンスのインストールが完了したら、パスフレーズを指定
してオンボードキーマネージャを設定し、新しいボリュームを作成するかストレージ側のボリューム移動を実
行して暗号化を有効にします。ネットアップでは、 VMware ツールの今後のリリースで、暗号化機能のサポ
ートをさらに統合する予定です。

Active IQ Unified Manager

Active IQ Unified Manager を使用すると、仮想インフラ内の VM を可視化し、仮想環境内のストレージやパフ
ォーマンスの問題を監視してトラブルシューティングすることができます。

ONTAP の一般的な仮想インフラ環境には、さまざまなコンポーネントがコンピューティングレイヤ、ネット
ワークレイヤ、ストレージレイヤに分散して配置されています。VM アプリケーションのパフォーマンス低下
は、各レイヤのさまざまなコンポーネントでレイテンシが生じていることが原因である可能性があります。

次のスクリーンショットは、 Active IQ Unified Manager の仮想マシンビューを示しています。

Unified Manager のトポロジビューには、仮想環境の基盤となるサブシステムが表示され、コンピューティン
グノード、ネットワーク、またはストレージでレイテンシ問題が発生したかどうかが確認されます。また、修
復手順を実行して基盤となる問題に対応するために、パフォーマンス低下の原因となっているオブジェクトが
強調表示されます。

次のスクリーンショットは、 AIQUM の拡張トポロジを示しています。
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ONTAP および vSphere のリリース固有の情報

ここでは、 ONTAP および vSphere の特定のリリースでサポートされる機能について説
明します。ネットアップでは、リリースの特定の組み合わせをで確認することを推奨し
ます "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

ONTAP リリース

本ドキュメントの発行時点で、ネットアップは、以下のリリースファミリーを完全にサポートしています。

• ONTAP 9.5

• ONTAP 9.6

• ONTAP 9.7

• ONTAP 9.8

vSphere および ESXi のサポート

NetApp ONTAP は、 vSphere ESXi ホストを幅広くサポートしています。上記の 4 つのメジャーリリースフ
ァミリー（ 9.5 、 9.6 、 9.7 、および 9.8 ）は、 6.0 、 6.5 、 7.0 （これらのリリースの更新を含む）を含む
最近の vSphere リリースのデータストレージプラットフォームとして完全にサポートされています。NFS v3

の相互運用性は幅広く、ネットアップではハイパーバイザーを含むすべてのクライアントをサポートしていま
すが、これらのクライアントには NFS v3 標準に準拠しています。NFSv4.1 のサポートは vSphere 6.0 から
7.0 までに制限されています。

SAN 環境については、ネットアップでは SAN コンポーネントの広範なテストを実施しています。一般に、ネ
ットアップは標準の x86-64 ラックサーバと Cisco UCS サーバを、 iSCSI 接続用の標準イーサネットアダプ
タと組み合わせてサポートしています。FC 環境、 FCoE 環境、 NVMe / FC 環境では、 HBA ファームウェア
やドライバの必要性が原因で、より具体的にサポートが定義されています。
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必ずをチェックしてください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" 特定のハードウェアとソ
フトウェアの設定のサポートを確認するため。

NFS Plug-in for VMware VAAI のこと

ESXi ホスト向けのこのプラグインは、 VAAI を使用して ONTAP に処理をオフロードします。最新リリース
の 1.1.2 では、 Kerberos （ krb5 と krb5i ）のサポートなど、 NFSv4.1 データストアがサポートされま
す。ESXi 6.0 、 6.5 、および 7.0 と ONTAP 9.5-9.8 を併用できます。

VASA Provider

NetApp VASA プロバイダは VVol のプロビジョニングと管理をサポートします（セクション 3.7 を参照）。最
近の VASA Provider リリースでは、 ESXi 6.0 、 6.5 、 7.0 と ONTAP 9.5-9.8 がサポートされています。

VMware vSphere 用の ONTAP ツール

VMware vSphere 用の ONTAP ツールは、 ONTAP ストレージと vSphere を一緒に管理するための鍵です（こ
れを使用することがベストプラクティスです）。最新リリース 9.8 は、 vSphere 6.5 および 7.0 と ONTAP

9.5-9.8 でサポートされています。

推奨される ESXi ホストとその他の ONTAP 設定

ネットアップでは、 ONTAP を使用する際に適切に動作する ESXi ホストのマルチパス
と HBA タイムアウトの設定を、テスト結果に基づいて作成しました。これらは、
VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用して簡単に設定できます。サマリダッシュ
ボードで、ホストシステムポートレットの設定の編集をクリックするか、 vCenter でホ
ストを右クリックして、 ONTAP ツール > 推奨値の設定を選択します。9.8 リリースで
現在推奨されているホスト設定は次のとおりです。

ホスト設定 ネットアップが推奨する値 再起動が必要です

* ESXi Advanced Configuration *

VMFS3.HardwareAcceleratedLocki

ng
そのまま使用（VMwareのデフォル
トは1）

いいえ

VMFS3.EnableBlockDelete の 2 つ
のオプションがあります

そのままにします（ VMware のデ
フォルトは 0 ですが、 VMFS6 で
は必要ありません）。詳細につい
ては、を参照してください
"VMware KB 2007427"

いいえ

* NFS 設定 *

Net.TcpipHeapSize の場合 vSphere 6.0 以降： 32 に設定他の
すべてのNFS設定の場合は、30に
設定されます

はい。

Net.TcpipHeapMax vSphere 6.Xのほとんどのリリース
では512 MBに設定されていま
す。6.5U3、6.7U3、7.0以降の場合
は、1024MBに設定します。

はい。

33

http://mysupport.netapp.com/matrix/
http://mysupport.netapp.com/matrix/
http://mysupport.netapp.com/matrix/
http://mysupport.netapp.com/matrix/
http://mysupport.netapp.com/matrix/
http://mysupport.netapp.com/matrix/
http://mysupport.netapp.com/matrix/
http://mysupport.netapp.com/matrix/
http://mysupport.netapp.com/matrix/
http://mysupport.netapp.com/matrix/
http://mysupport.netapp.com/matrix/
https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2007427


NFS.MaxVolumes の場合 vSphere 6.0以降では、ほかのすべ
てのNFS構成で256を64に設定。

いいえ

NFS41.MaxVolumes の場合 vSphere 6.0 以降では、 256 に設定
されます。

いいえ

NFS.MaxQueueDepth^1 ^ vSphere 6.0以降では、128に設定
されます

はい。

NFS.HeartbeatMaxFailures の略 すべてのNFS設定について、10に
設定されます

いいえ

nfs.HeartbeatFrequency すべてのNFS設定について、12に
設定されます

いいえ

nfs.HeartbeatTimeout すべての NFS 設定について、 5 に
設定されます。

いいえ

SunRPC.MaxConnPerIP vSphere 7.0 以降では 128 に設定さ
れます。

いいえ

* FC / FCoE 設定 *

パス選択ポリシー FC パスの ALUA を使用する場合
は、 RR （ラウンドロビン）に設
定されます。それ以外の構成で
は、すべて FIXED に設定されま
す。この値を RR に設定すると、
最適化されたすべてのアクティブ
なパスで負荷を分散できま
す。FIXED は、 ALUA に対応して
いない従来の構成用の値で、プロ
キシ I/O を防止できますつま
り、Data ONTAP 7-Modeを実行す
る環境でハイアベイラビリティ
（HA）ペアの他方のノードにI/Oが
送られないようにすることができ
ます

いいえ

Disk.QFullSampleSize すべての構成で 32 に設定されま
す。この値を設定すると、 I/O エラ
ーの防止に役立ちます。

いいえ

Disk.qFullThreshold すべての構成で 8 に設定します。
この値を設定すると、 I/O エラーの
防止に役立ちます。

いいえ

Emulex FC HBA タイムアウト デフォルト値を使用します。 いいえ

QLogic FC HBA タイムアウト デフォルト値を使用します。 いいえ

* iSCSI 設定 *

パス選択ポリシー すべての iSCSI パスで RR （ラウ
ンドロビン）に設定されます。こ
の値を RR に設定すると、最適化
されたすべてのアクティブなパス
で負荷を分散できます。

いいえ
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Disk.QFullSampleSize すべての構成で 32 に設定されま
す。この値を設定すると、I/Oエラ
ーの防止に役立ちます

いいえ

Disk.qFullThreshold すべての構成で 8 に設定します。
この値を設定すると、 I/O エラーの
防止に役立ちます。

いいえ

VMware vSphere ESXi 7.0.1およびVMware vSphere ESXi 7.0.2を使用する場合、1-NFSの高度
な設定オプションMaxQueueDepthが想定どおりに機能しないことがあります。参照してくださ
い "VMware KB 86331" を参照してください。

ONTAP ツールでは、 ONTAP FlexVol および LUN の作成時に特定のデフォルト設定も指定されます。

* ONTAP ツール* デフォルト設定

Snapshot リザーブ（ -percent-snapshot-space ） 0

フラクショナルリザーブ（ -fractional-reserve ） 0

アクセス時間の更新（ -atime-update ） いいえ

最小限の先読み（ -min-readahead ） いいえ

スケジュールされた Snapshot コピー なし

ストレージ効率 有効

ボリュームギャランティ なし（シンプロビジョニング）

ボリュームのオートサイズ grow_shrink

LUN のスペースリザベーション 無効

LUN スペースの割り当て 有効

その他のホストマルチパス構成に関する考慮事項

現在使用可能な ONTAP ツールで設定されていませんが、以下の設定オプションを検討することを推奨しま
す。

• ハイパフォーマンスな環境で、または単一の LUN データストアでパフォーマンスをテストする場合は、
ラウンドロビン（ VMW_PSP_RR ）パス選択ポリシー（ PSP ）の負荷分散設定をデフォルトの IOPS 設
定 1000 から 1 に変更することを検討します。VMware の技術情報を参照 "2069356" 詳細については、

• vSphere 6.7 Update 1 では、 VMware がラウンドロビン PSP 用に新しいレイテンシの負荷分散メカニズ
ムを導入しました。新しいオプションでは、 I/O に最適なパスを選択する際に、 I/O 帯域幅とパスレイテ
ンシが考慮されます1 つのパスに別のパスよりも多くのネットワークホップがある場合や、 NetApp All

SAN Array システムを使用している場合など、パス接続に同等でない環境では、この方法を使用するとメ
リットが得られます。を参照してください "パス選択プラグインとポリシー" を参照してください。

追加情報の参照先

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、以下のドキュメントや Web

サイトを参照してください。
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• VMware 製品ドキュメン
トhttps://www.vmware.com/support/pubs/["https://www.vmware.com/support/pubs/"^]

• ネットアップの製品マニュアルhttps://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

お問い合わせください

このテクニカルレポートに関するご意見やご要望はありますか？

doccomments@netapp.com に送信し、件名に TR-4597 を含めてください。
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