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パブリッククラウドプロバイダ向けのネットアップ
ストレージオプション

主要な 3 種類のハイパースケーラにおけるストレージとしてのネットアップのオプショ
ンをご確認ください。

AWS / VMC

AWS は、次の構成でネットアップストレージをサポートします。

• ゲスト接続ストレージとしての FSX ONTAP

• Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）をゲスト接続ストレージとして活用

• 補足的なNFSデータストアとしてのFSX ONTAP

詳細を表示します "VMCのゲスト接続ストレージオプション"。詳細を表示します "VMCの追加のNFSデ
ータストアオプション"。

Azure / AVS

Azure は、以下の構成でネットアップストレージをサポートします。

• ゲスト接続ストレージとしての Azure NetApp Files （ ANF

• Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）をゲスト接続ストレージとして活用

• Azure NetApp Files （ANF）を追加のNFSデータストアとして使用できます

詳細を表示します "AVSのゲスト接続ストレージオプション"。詳細を表示します "AVSの補足的なNFSデ
ータストアオプション"。

GCP/GCVE

Google Cloud は、次の構成でネットアップストレージをサポートします。

• Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）をゲスト接続ストレージとして活用

• Cloud Volumes Service （ CVS ）をゲスト接続ストレージとして使用できるようになりました

• Cloud Volumes Service （CVS）をNFSデータストアとして追加

詳細を表示します "GCVEのゲスト接続ストレージオプション"。

詳細については、をご覧ください "NetApp Cloud Volumes Service データストアでのGoogle Cloud

VMware Engineのサポート（ネットアップブログ）" または "ネットアップCVSをGoogle Cloud VMware

Engineのデータストアとして使用する方法（Googleブログ）"

TR-4938：AWSにVMware CloudでNFSデータストアとし
てAmazon FSX for ONTAP をマウント

ネットアップ、 Niyaz Mohamed
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はじめに

成功を収めている組織は、変革と刷新の道を歩んでいます。このプロセスの一環として、企業は通常、既存
のVMwareへの投資を使用して、クラウドのメリットを活用し、プロセスの移行、バースト、拡張、ディザス
タリカバリを可能なかぎりシームレスに実行する方法を模索しています。クラウドに移行するお客様は、柔軟
性とバースト性、データセンターの終了、データセンターの統合、ライフサイクルの終了、合併、合併などの
ユースケースを評価する必要があります。 買収など。

VMware Cloud on AWSはお客様に独自のハイブリッド機能を提供するため、大多数のお客様に適しています
が、ネイティブストレージの選択肢が限られているため、ストレージの負荷が高い組織での有用性が制限され
ています。ストレージはホストに直接関連付けられているため、ストレージを拡張する唯一の方法は、ホスト
を追加することです。これにより、ストレージを大量に消費するワークロードのコストを35～40%以上増加
させることができます。このようなワークロードには、追加の処理能力ではなく、ストレージと分離されたパ
フォーマンスが必要ですが、追加のホストに料金を支払うことになります。ここでは、を行います "最近の統
合" ONTAP 向けFSXは、VMware Cloud on AWSを使用して、大量のストレージとパフォーマンスを必要とす
るワークロードに最適です。

次のシナリオを考えてみましょう。お客様は8台のホストで馬力を求めています（vCPU / vMem）が必要です
が、ストレージにも大きな要件があります。評価に基づいて、ストレージ要件を満たすために16台のホスト
が必要です。これにより、必要な容量をすべて追加購入するだけで、より多くのストレージが必要になるた
め、全体的なTCOが増加します。これは、移行、ディザスタリカバリ、バースト、開発/テストなど、あらゆ
るユースケースに当てはまります。 など。

このドキュメントでは、AWS上のVMware Cloud用のNFSデータストアとしてONTAP 用のFSXをプロビジョ
ニングして接続するために必要な手順を説明します。

この解決策 は、VMwareからも入手できます。にアクセスしてください "VMware Cloud Tech

Zone" を参照してください。

接続オプション

AWS上のVMware Cloudでは、複数AZおよび単一AZ環境のFSX for ONTAP をサポートしま
す。

ここでは、ハイレベルな接続アーキテクチャと、ホストを追加することなくSDDCクラスタ内のストレージを
拡張するために解決策 を実装するために必要な手順について説明します。
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導入手順の概要は次のとおりです。

1. 新しい指定VPCでAmazon FSX for ONTAP を作成します。

2. SDDCグループを作成します。

3. VMware Transit ConnectとTGWの添付ファイルを作成します。

4. ルーティング（AWS VPCとSDDC）とセキュリティグループを設定する。

5. NFSボリュームをデータストアとしてSDDCクラスタに接続します。

ONTAP 用のFSXをNFSデータストアとしてプロビジョニングして接続する前に、まずCloud SDDC環境
でVMwareをセットアップするか、またはv1.20以上にアップグレードした既存のSDDCを取得する必要があり
ます。詳細については、を参照してください "AWSでのVMware Cloudの導入"。

ONTAP のFSXは、現在、ストレッチクラスタではサポートされていません。

まとめ

このドキュメントでは、AWSでVMwareクラウドを使用してAmazon FSX for ONTAP を設定するために必要
な手順について説明します。Amazon FSX for ONTAP は、アプリケーションワークロードとファイルサービ
スを導入および管理する優れたオプションを提供し、データ要件をアプリケーションレイヤとシームレスにす
ることでTCOを削減します。どのようONTAP なユースケースでも、オンプレミスからAWSにクラウドのメリ
ット、一貫したインフラ、運用を迅速に実現するためには、AWS対応のVMwareクラウドとAmazon FSXを選
択し、ワークロードの双方向の移動性、エンタープライズクラスの容量とパフォーマンスを実現できます。ス
トレージの接続に使用する一般的なプロセスと手順は同じです。新しい名前と同様に変更されたデータの位置
にすぎないことを忘れないでください。ツールとプロセスはすべて変わらないので、Amazon FSX for ONTAP

を使用すると、全体的な導入を最適化できます。

このプロセスの詳細については、詳細なウォークスルービデオをご覧ください。
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[] | Mount Amazon FSx for ONTAP Volumes on VMC SDDC

AWS 用のネットアップゲスト接続ストレージオプション

AWSでは、ゲスト接続のネットアップストレージをネイティブのFSXサービス（FSX

ONTAP ）またはCloud Volumes ONTAP （CVO）でサポートしています。

FSX ONTAP の略

Amazon FSX for NetApp ONTAP はフルマネージドサービスで、ネットアップの広く普及したONTAP ファイ
ルシステムを基盤に、信頼性、拡張性、パフォーマンス、機能豊富なファイルストレージを提供します。FSX

for ONTAP は、ネットアップファイルシステムの使い慣れた機能、パフォーマンス、機能、API操作に、AWS

のフルマネージドサービスならではの即応性、拡張性、シンプルさを兼ね備えています。

FSX for ONTAP は、機能豊富で高速で柔軟性に優れた共有ファイルストレージを提供します。このストレー
ジは、AWSまたはオンプレミスで動作するLinux、Windows、macOSコンピューティングインスタンスから幅
広くアクセスできます。FSX for ONTAP は、1ミリ秒未満のレイテンシでハイパフォーマンスのソリッドステ
ートドライブ（SSD）ストレージを提供します。FSX for ONTAP を使用すると、SSDストレージに支払うデ
ータの量がごくわずかであるのに、ワークロードでSSDレベルのパフォーマンスを実現できます。

ボタンをクリックするだけでファイルのスナップショット作成、複製、複製ができるため、FSX for ONTAP

でのデータ管理が簡単になります。さらに、FSX for ONTAP は、データを低コストで柔軟なストレージに自
動的に階層化し、容量のプロビジョニングや管理の必要性を軽減します。

また、FSX for ONTAP は、フルマネージドのバックアップとクロスリージョンディザスタリカバリのサポー
トにより、可用性と耐久性に優れたストレージを提供します。データの保護とセキュリティを容易にするた
め、ONTAP 対応FSXは、一般的な データ セキュリティ アプリケーションとウィルス対策アプリケーション
をサポートしています。

ゲスト接続ストレージとしての FSX ONTAP

AWS で VMware Cloud を使用して、 NetApp ONTAP 用に Amazon FSX を設定します

Amazon FSX for NetApp ONTAP ファイル共有および LUN は、 AWS の VMware クラウドにある
VMware SDDC 環境内で作成された VM からマウントできます。また、このボリュームは、 Linux クラ
イアントにマウントして NFS または SMB プロトコルを使用して Windows クライアントにマッピング
することもできます。また、 iSCSI 経由でマウントした場合、 Linux クライアントまたは Windows クラ
イアントから LUN にブロックデバイスとしてアクセスできます。NetApp ONTAP ファイルシステム用の
Amazon FSX は、次の手順ですばやく設定できます。

パフォーマンスを向上させ、アベイラビリティゾーン間でのデータ転送料金を回避するに
は、 NetApp ONTAP 向け Amazon FSX と AWS 上の VMware Cloud を同じアベイラビリ
ティゾーンに配置する必要があります。
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ONTAP ボリューム用に Amazon FSX を作成してマウントします

NetApp ONTAP ファイルシステム用に Amazon FSX を作成してマウントするには、次の手順を実行しま
す。

1. を開きます "Amazon FSX コンソール" ファイルシステムの作成を選択して ' ファイルシステム作成
ウィザードを開始します

2. [Select File System Type] ページで、 [Amazon FSX for NetApp ONTAP ] を選択し、 [Next] をクリッ
クします。Create File System ページが表示されます。

3. Virtual Private Cloud （ VPC ；仮想プライベートクラウド）のネットワークセクションで、ルーティ
ングテーブルとともに適切な VPC と優先サブネットを選択します。この場合、ドロップダウンから
vmcfsx2.vPC が選択されます。

4. 作成方法として、標準作成を選択します。[ クイック作成 ] を選択することもできますが、このドキ
ュメントでは [ 標準作成 ] オプションを使用します。
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5. Virtual Private Cloud （ VPC ；仮想プライベートクラウド）のネットワークセクションで、ルーティ
ングテーブルとともに適切な VPC と優先サブネットを選択します。この場合、ドロップダウンから
vmcfsx2.vPC が選択されます。
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Virtual Private Cloud （ VPC ；仮想プライベートクラウド）のネットワークセクショ
ンで、ルーティングテーブルとともに適切な VPC と優先サブネットを選択します。こ
の場合、ドロップダウンから vmcfsx2.vPC が選択されます。

6. 「セキュリティと暗号化」セクションの「暗号化キー」で、ファイルシステムの保存データを保護す
る AWS Key Management Service （ AWS KMS ）暗号化キーを選択します。File System

Administrative Password に、 fsxadmin ユーザのセキュアなパスワードを入力します。

7. 仮想マシンで、 vsadmin で REST API または CLI を使用して ONTAP を管理するために使用するパ
スワードを指定します。パスワードを指定しない場合は、 SVM の管理に fsxadmin ユーザを使用で
きます。Active Directory セクションで、 SMB 共有をプロビジョニングするために Active Directory

を SVM に追加してください。Default Storage Virtual Machine Configuration セクションで、この検
証でストレージの名前を指定します。 SMB 共有は自己管理 Active Directory ドメインを使用してプ
ロビジョニングされます。
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8. Default Volume Configuration セクションで、ボリュームの名前とサイズを指定します。これは NFS

ボリュームです。Storage Efficiency の場合、 ONTAP の Storage Efficiency 機能（圧縮、重複排除、
コンパクション）をオンにするには Enabled を、オフにするには Disabled を選択します。

9. Create File System ページに表示されるファイルシステム設定を確認します。
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10. ファイルシステムの作成をクリックします。

詳細については、を参照してください "Amazon FSX for NetApp ONTAP の利用を開始する"。

上記のようにファイルシステムを作成したら、必要なサイズとプロトコルでボリュームを作成します。
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1. を開きます "Amazon FSX コンソール"。

2. 左側のナビゲーションペインで、 [ ファイルシステム ] を選択し、ボリュームを作成する ONTAP フ
ァイルシステムを選択します。

3. Volumes （ボリューム）タブを選択します。

4. Create Volume （ボリュームの作成）タブを選択します。

5. Create Volume （ボリュームの作成）ダイアログボックスが表示されます。

デモ用として、このセクションで NFS ボリュームを作成します。このボリュームは、 AWS 上の
VMware クラウドで実行されている VM に簡単にマウントできます。nfsdemovol01 は次のように作成さ
れます。
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FSX ONTAP ボリュームを Linux クライアントにマウントします

前の手順で作成した FSX ONTAP ボリュームをマウントします。AWS SDDC 上の VMC 内の Linux VM

から、次の手順を実行します。

1. 指定された Linux インスタンスに接続します。

2. Secure Shell （ SSH ）を使用してインスタンスの端末を開き、適切なクレデンシャルを使用してロ
グインします。

3. 次のコマンドを使用して、ボリュームのマウントポイント用のディレクトリを作成します。

 $ sudo mkdir /fsx/nfsdemovol01

. 前の手順で作成したディレクトリに、 NetApp ONTAP NFS ボリュームの Amazon

FSX をマウントします。

sudo mount -t nfs nfsvers=4.1,198.19.254.239:/nfsdemovol01

/fsx/nfsdemovol01

4. 実行したら、 df コマンドを実行してマウントを検証します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/media/vmc_linux_vm_nfs.mp4 (video)
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FSX ONTAP ボリュームを Microsoft Windows クライアントに接続します

Amazon FSX ファイルシステム上のファイル共有を管理およびマッピングするには、共有フォルダ GUI

を使用する必要があります。

1. [ スタート ] メニューを開き、 [ 管理者として実行 ] を使用して fsmgmt.msc を実行します。これによ
り、共有フォルダ GUI ツールが開きます。

2. アクション > すべてのタスクをクリックし、別のコンピュータに接続を選択します。

3. 別のコンピュータの場合は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の DNS 名を入力します。たとえ
ば、 FSXSMBTESTING01.FSXTESTING.LOCAL はこの例で使用されています。

TP が Amazon FSX コンソールで SVM の DNS 名を検索し、 Storage Virtual

Machines を選択してから、 endpoints までスクロールして SMB DNS 名を検索しま
す。[OK] をクリックします。共有フォルダのリストに Amazon FSX ファイルシステ
ムが表示されます。

4. 共有フォルダツールの左ペインで [ 共有 ] を選択すると、 Amazon FSX ファイルシステムのアクテ
ィブな共有が表示されます。
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5. 新しい共有を選択し、共有フォルダの作成ウィザードを完了します。
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Amazon FSX ファイルシステムでの SMB 共有の作成と管理の詳細については、を参照してください
"SMB 共有の作成"。

6. 接続が確立されると、 SMB 共有を接続してアプリケーションデータに使用できるようになります。
これを行うには、共有パスをコピーし、 Map Network Drive オプションを使用して、 AWS SDDC 上
の VMware Cloud で実行されている VM にボリュームをマウントします。
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iSCSI を使用して、 NetApp ONTAP LUN の FSX をホストに接続します

► https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/media/vmc_windows_vm_iscsi.mp4 (video)

FSX の iSCSI トラフィックは、前のセクションで説明したルートを介して、 VMware Transit

Connect/AWS Transit Gateway を経由します。NetApp ONTAP 用に Amazon FSX 内の LUN を設定する
には、該当するマニュアルを参照してください "こちらをご覧ください"。

Linux クライアントでは、 iSCSI デーモンが実行されていることを確認します。LUN のプロビジョニン
グが完了したら、（例として） Ubuntu を使用した iSCSI 構成に関する詳細なガイダンスを参照してく
ださい。 "こちらをご覧ください"。

このドキュメントでは、 iSCSI LUN を Windows ホストに接続する方法を示します。
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NetApp ONTAP の FSX で LUN をプロビジョニングします。

1. ONTAP ファイルシステムの FSX の管理ポートを使用して、 NetApp ONTAP CLI にアクセスしま
す。

2. サイジング結果から得られるように、必要なサイズの LUN を作成します。

FsxId040eacc5d0ac31017::> lun create -vserver vmcfsxval2svm -volume

nimfsxscsivol -lun nimofsxlun01 -size 5gb -ostype windows -space

-reserve enabled

この例では、 5g （ 5368709120 ）の LUN を作成しました。

3. 必要な igroup を作成して、どのホストが特定の LUN にアクセスできるかを制御します。

FsxId040eacc5d0ac31017::> igroup create -vserver vmcfsxval2svm

-igroup winIG -protocol iscsi -ostype windows -initiator iqn.1991-

05.com.microsoft:vmcdc01.fsxtesting.local

FsxId040eacc5d0ac31017::> igroup show

Vserver   Igroup       Protocol OS Type  Initiators

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

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

vmcfsxval2svm

          ubuntu01     iscsi    linux    iqn.2021-

10.com.ubuntu:01:initiator01

vmcfsxval2svm

          winIG        iscsi    windows  iqn.1991-

05.com.microsoft:vmcdc01.fsxtesting.local

2 つのエントリが表示されました。

4. 次のコマンドを使用して、 LUN を igroup にマッピングします。

16



FsxId040eacc5d0ac31017::> lun map -vserver vmcfsxval2svm -path

/vol/nimfsxscsivol/nimofsxlun01 -igroup winIG

FsxId040eacc5d0ac31017::> lun show

Vserver   Path                            State   Mapped   Type

Size

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

--------

vmcfsxval2svm

          /vol/blocktest01/lun01          online  mapped   linux

5GB

vmcfsxval2svm

          /vol/nimfsxscsivol/nimofsxlun01 online  mapped   windows

5GB

2 つのエントリが表示されました。

5. 新しくプロビジョニングした LUN を Windows VM に接続します。

AWS SDDC 上の VMware クラウド上にある Windows ホストに新しい LUN の接続を行うには、次の
手順を実行します。

a. AWS SDDC 上の VMware Cloud でホストされる Windows VM への RDP

b. サーバーマネージャ > ダッシュボード > ツール > iSCSI イニシエータと進み、 iSCSI イニシエー
タのプロパティダイアログボックスを開きます。

c. Discovery （検出）タブで、 Discover Portal （ポータルの検出）または Add Portal （ポータルの
追加）をクリックし、 iSCSI ターゲットポートの IP アドレスを入力します。

d. ターゲットタブで検出されたターゲットを選択し、ログオンまたは接続をクリックします。

e. [ マルチパスを有効にする ] を選択し、 [ コンピュータの起動時にこの接続を自動的に復元する ]

または [ この接続をお気に入りターゲットのリストに追加する ] を選択します。Advanced （詳
細設定）をクリック

Windows ホストには、クラスタ内の各ノードへの iSCSI 接続が必要です。ネイテ
ィブ DSM では、使用する最適なパスが選択されます。
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Storage Virtual Machine （ SVM ）の LUN は、 Windows ホストではディスクとして表示されます。追加
した新しいディスクは、ホストでは自動的に検出されません。手動の再スキャンをトリガーしてディス
クを検出するには、次の手順を実行します。

1. Windows コンピュータの管理ユーティリティを開きます。 [ スタート ]>[ 管理ツール ]>[ コンピュー
タの管理 ] を選択します。

2. ナビゲーションツリーでストレージノードを展開します。

3. [ ディスクの管理 ] をクリックします

4. ［ アクション ］ > ［ ディスクの再スキャン ］ の順にクリック
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Windows ホストから初めてアクセスした時点では、新しい LUN にはパーティションやファイルシステ
ムは設定されていません。LUN を初期化し、必要に応じて、次の手順を実行してファイルシステムで
LUN をフォーマットします。

1. Windows ディスク管理を開始します。

2. LUN を右クリックし、必要なディスクまたはパーティションのタイプを選択します。

3. ウィザードの指示に従います。この例では、ドライブ F ：がマウントされています。

Cloud Volumes ONTAP （CVO）

Cloud Volumes ONTAP （CVO）は、ネットアップのONTAP ストレージソフトウェアを基盤に構築された、
業界をリードするクラウドデータ管理解決策 です。Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure

、Google Cloud Platform（GCP）でネイティブに利用できます。

ソフトウェアで定義されるONTAP バージョンで、クラウドネイティブなストレージを消費し、クラウドとオ
ンプレミスで同じストレージソフトウェアを使用できるため、まったく新しい方法でIT担当者のデータ管理を
再トレーニングする必要がありません。

CVOを使用すれば、エッジ、データセンター、クラウド間でシームレスにデータを移動し、ハイブリッドク
ラウドを統合できます。すべてを1画面の管理コンソールであるNetApp Cloud Managerで管理できます。

設計上、CVOは卓越したパフォーマンスと高度なデータ管理機能を備えており、クラウドで最も要件の厳し
いアプリケーションにも対応できます

Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）をゲスト接続ストレージとして活用
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AWS に新しい Cloud Volumes ONTAP インスタンスを導入（自分で実行）

Cloud Volumes ONTAP 共有および LUN は、 AWS SDDC 環境の VMware クラウドで作成された VM か
らマウントできます。Cloud Volumes ONTAP では iSCSI 、 SMB 、 NFS の各プロトコルがサポートさ
れているため、このボリュームをネイティブの AWS VM Linux Windows クライアントにマウントするこ
ともでき、 iSCSI 経由でマウントする場合は、 Linux クライアントまたは Windows クライアントからブ
ロックデバイスとして LUN にアクセスできます。Cloud Volumes ONTAP ボリュームは、いくつかの簡
単な手順で設定できます。

ディザスタリカバリや移行の目的でオンプレミス環境からクラウドにボリュームをレプリケートするに
は、サイト間 VPN または DirectConnect を使用して、 AWS へのネットワーク接続を確立します。オン
プレミスから Cloud Volumes ONTAP へのデータのレプリケートについては、本ドキュメントでは扱い
ません。オンプレミスシステムと Cloud Volumes ONTAP システム間でデータをレプリケートする方法
については、を参照してください "システム間のデータレプリケーションの設定"。

を使用します "Cloud Volumes ONTAP サイジングツール" Cloud Volumes ONTAP インス
タンスのサイズを正確に設定します。また、オンプレミスのパフォーマンスを監視して、
Cloud Volumes ONTAP サイジングツールの入力として使用することもできます。

1. NetApp Cloud Central にログインします。 Fabric View 画面が表示されます。Cloud Volumes

ONTAP タブを探し、 Go to Cloud Manager を選択します。ログインすると、キャンバス画面が表示
されます。

2. Cloud Manager のホームページで、 Add a Working Environment をクリックし、 AWS をクラウドと
して選択し、システム構成のタイプを選択します。
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3. 環境名と admin クレデンシャルなど、作成する環境の詳細を指定します。Continue をクリックしま
す。 .

4. クラウドデータセンス、クラウドバックアップ、 Cloud Insights など、 Cloud Volumes ONTAP 導入
用のアドオンサービスを選択します。Continue をクリックします。 .

5. HA Deployment Models ページで、 Multiple Availability Zones 設定を選択します。
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6. Region & VPC ページで、ネットワーク情報を入力し、 Continue をクリックします。

7. [Connectivity and SSH Authentication] ページで、 HA ペアとメディエータの接続方法を選択しま
す。

8. フローティング IP アドレスを指定し、 Continue （続行）をクリックします。
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9. フローティング IP アドレスへのルートを含める適切なルーティングテーブルを選択し、 Continue （
続行）をクリックします。

10. Data Encryption ページで、 AWS で管理する暗号化を選択します。
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11. ライセンスオプションとして、「従量課金制」または「 BYOL for using an existing license 」を選択
します。この例では、 ［ 従量課金制 ］ オプションを使用します。

12. AWS SDDC 上の VMware クラウドで実行されている VM に導入するワークロードのタイプに基づい
て、複数の事前設定パッケージから選択できます。

13. [ 確認と承認 ] ページで、選択内容を確認して確定します。 Cloud Volumes ONTAP インスタンスを
作成するには、 [ 移動 ] をクリックします。
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14. Cloud Volumes ONTAP のプロビジョニングが完了すると、 [Canvas] ページの作業環境に表示され
ます。
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SMB ボリューム用の追加の設定

1. 作業環境の準備ができたら、 CIFS サーバに適切な DNS および Active Directory 設定パラメータが設
定されていることを確認します。この手順は、 SMB ボリュームを作成する前に実行する必要があり
ます。

2. CVO インスタンスを選択してボリュームを作成し、 Create Volume （ボリュームの作成）オプショ
ンをクリックします。適切なサイズを選択し、包含アグリゲートを選択するか、高度な割り当てメカ
ニズムを使用して特定のアグリゲートに配置します。このデモでは、 SMB がプロトコルとして選択
されます。

3. ボリュームのプロビジョニングが完了すると、 Volumes （ボリューム）ペインにボリュームが表示
されます。CIFS 共有はプロビジョニングされるため、ユーザまたはグループにファイルおよびフォ
ルダに対する権限を付与し、ユーザが共有にアクセスしてファイルを作成できることを確認する必要
があります。
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4. ボリュームが作成されたら、 mount コマンドを使用して、 AWS SDDC ホストの VMware Cloud で
実行されている VM から共有に接続します。

5. 次のパスをコピーし、 Map Network Drive オプションを使用して、 AWS SDDC の VMware Cloud で
実行されている VM にボリュームをマウントします。
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LUN をホストに接続します

Cloud Volumes ONTAP LUN をホストに接続するには、次の手順を実行します。

1. Cloud Manager のキャンバスページで、 Cloud Volumes ONTAP 作業環境をダブルクリックしてボリ
ュームを作成および管理します。

2. Add Volume （ボリュームの追加） > New Volume （新規ボリューム）をクリックし、 iSCSI を選択
して Create Initiator Group （イニシエータグループのContinue をクリックします。 .

3. ボリュームのプロビジョニングが完了したら、ボリュームを選択し、ターゲット IQN をクリックし
ます。iSCSI Qualified Name （ IQN ）をコピーするには、 Copy （コピー）をクリックします。ホ
ストから LUN への iSCSI 接続をセットアップします。

AWS SDDC 上の VMware Cloud にあるホストでも同じ処理を実行するには、次の手順を実行します。

1. AWS の VMware クラウドでホストされる VM への RDP
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2. ［ iSCSI イニシエータのプロパティ ］ ダイアログ・ボックスを開きます ［ サーバーマネージャ ］
＞ ［ ダッシュボード ］ ＞ ［ ツール ］ ＞ ［ iSCSI イニシエータ ］

3. Discovery （検出）タブで、 Discover Portal （ポータルの検出）または Add Portal （ポータルの追
加）をクリックし、 iSCSI ターゲットポートの IP アドレスを入力します。

4. ターゲットタブで検出されたターゲットを選択し、ログオンまたは接続をクリックします。

5. [ マルチパスを有効にする ] を選択し、コンピュータの起動時に [ この接続を自動的に復元する ] また
は [ この接続をお気に入りターゲットのリストに追加する ] を選択します。Advanced （詳細設定）
をクリック

Windows ホストには、クラスタ内の各ノードへの iSCSI 接続が必要です。ネイティブ
DSM では、使用する最適なパスが選択されます。

[+]

SVM の LUN は、 Windows ホストではディスクとして表示されます。追加した新しいディスクは、ホス
トでは自動的に検出されません。手動の再スキャンをトリガーしてディスクを検出するには、次の手順
を実行します。

1. Windows コンピュータの管理ユーティリティを開きます。 [ スタート ]>[ 管理ツール ]>[ コンピュー
タの管理 ] を選択します。

2. ナビゲーションツリーでストレージノードを展開します。

3. [ ディスクの管理 ] をクリックします

4. ［ アクション ］ > ［ ディスクの再スキャン ］ の順にクリック
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Windows ホストから初めてアクセスした時点では、新しい LUN にはパーティションやファイルシステ
ムは設定されていません。LUN を初期化します。必要に応じて、次の手順を実行してファイルシステム
で LUN をフォーマットします。

1. Windows ディスク管理を開始します。

2. LUN を右クリックし、必要なディスクまたはパーティションのタイプを選択します。

3. ウィザードの指示に従います。この例では、ドライブ F ：がマウントされています。

Linux クライアントで、 iSCSI デーモンが実行されていることを確認します。LUN のプロビジョニング
が完了したら、 Linux ディストリビューション向けの iSCSI 構成に関する詳しいガイダンスを参照して
ください。たとえば、 Ubuntu の iSCSI 構成が見つかります "こちらをご覧ください"。これを確認する
には、シェルから lsblk cmd を実行します。
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Cloud Volumes ONTAP NFS ボリュームを Linux クライアントにマウント

Cloud Volumes ONTAP （ DIY ）ファイルシステムを VMC 内の VM から AWS SDDC にマウントするに
は、次の手順を実行します。

1. 指定された Linux インスタンスに接続します。

2. Secure Shell （ SSH ）を使用してインスタンスの端末を開き、適切なクレデンシャルでログインし
ます。

3. 次のコマンドを使用して、ボリュームのマウントポイント用のディレクトリを作成します。

 $ sudo mkdir /fsxcvotesting01/nfsdemovol01

. 前の手順で作成したディレクトリに、 NetApp ONTAP NFS ボリュームの Amazon

FSX をマウントします。

sudo mount -t nfs nfsvers=4.1,172.16.0.2:/nfsdemovol01

/fsxcvotesting01/nfsdemovol01

ANFデータストアソリューションの概要

成功を収めている組織は、変革と刷新の道を歩んでいます。このプロセスの一環とし
て、企業は通常、既存のVMwareへの投資を活用しながら、クラウドのメリットを活用
し、移行、バースト、拡張、ディザスタリカバリのプロセスを可能なかぎりシームレス
に実行する方法を模索しています。クラウドに移行するお客様は、柔軟性とバースト
性、データセンターの終了、データセンターの統合、サポート終了シナリオ、合併や買
収などの問題を評価する必要があります。各組織が採用するアプローチは、それぞれの
ビジネスの優先順位に応じて異なります。クラウドベースの運用を選択する場合、適切
なパフォーマンスと最小限の障害を持つ低コストモデルを選択することが重要な目標で
す。適切なプラットフォームを選択するとともに、クラウドの導入と柔軟性を最大限に
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活用するために、ストレージとワークフローのオーケストレーションが特に重要になり
ます。

ユースケース

Azure VMware解決策 はお客様に独自のハイブリッド機能を提供しますが、ネイティブストレージのオプショ
ンが限られているため、ストレージの負荷が高い組織での有用性が制限されています。ストレージはホストに
直接関連付けられているため、ストレージを拡張する唯一の方法は、ホストを追加することです。これによ
り、ストレージを大量に消費するワークロードのコストを35～40%以上増加させることができます。このよ
うなワークロードに必要なストレージ容量は追加ではなく、追加のホストに料金が発生します。

次のシナリオを考えてみましょう。お客様は6台のホストで馬力（vCPUとvMem）を求めていますが、ストレ
ージの要件も大きくなっています。評価に基づいて、12台のホストがストレージ要件を満たしている必要が
あります。これにより、必要な容量をすべて追加購入するだけで、より多くのストレージが必要になるため、
全体的なTCOが増加します。これは、移行、ディザスタリカバリ、バースト、開発/テストなど、あらゆるユ
ースケースに当てはまります。 など。

Azure VMware解決策 のもう1つの一般的なユースケースは、ディザスタリカバリ（DR）です。ほとんどの組
織には、裏付けのないDR戦略がないため、DR目的だけでゴーストデータセンターを運用する正当性を証明す
るのに苦労することがあります。管理者は、パイロットライトクラスタやオンデマンドクラスタを使用して、
フットプリントゼロのDRオプションを検討できます。ホストを追加せずにストレージを拡張できるため、魅
力的な選択肢となる可能性があります。

つまり、ユースケースは次の2つの方法で分類できます。

• ANFデータストアを使用したストレージ容量の拡張

• オンプレミスまたはAzureリージョン内のSoftware-Defined Storage（SDDC）間で、ANFデータストアを
ディザスタリカバリターゲットとして使用することで、コストを最適化したリカバリワークフローを実現
できます。このガイドでは、Azure NetApp Files を使用してデータストアに最適化されたストレージを提
供する方法を説明します（現時点ではパブリックプレビュー版です）。 Azure VMware解決策 の業界最高
のデータ保護機能とDR機能を組み合わせることで、VSANストレージからストレージ容量をオフロードで
きます。

ANFデータストアの使用については、地域の追加情報 ネットアップアーキテクトまた
はMicrosoft解決策 アーキテクトにお問い合わせください。

AzureのVMware Cloudオプション

Azure VMware 解決策の略

Azure VMware解決策 （AVS）は、Microsoft Azureパブリッククラウド内でVMware SDSを完全に機能させる
ハイブリッドクラウドサービスです。AVSはMicrosoftが完全に管理およびサポートするファーストパーティの
解決策 で、Azureインフラストラクチャを使用するVMwareにより検証されています。そのため、コンピュー
ティング仮想化用のVMware ESXi、ハイパーコンバージドストレージ用のVSAN、ネットワークとセキュリテ
ィ用のNSXを、Microsoft Azureのグローバルプレゼンス、クラス最高レベルのデータセンター施設、ネイティ
ブのAzureサービスとソリューションの豊富なエコシステムの近くで利用できます。Azure VMware解決策
SDDCとAzure NetApp Files を組み合わせることで、ネットワークレイテンシを最小限に抑えながら最高のパ
フォーマンスを実現できます。

VMware SDDCを導入する際、使用するクラウドに関係なく、最初のクラスタには次のコンポーネントが含ま
れます。
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• コンピューティング仮想化用のVMware ESXiホストと、管理用のvCenterサーバアプライアンス

• 各ESXiホストの物理ストレージ資産を組み込んだVMware vSANハイパーコンバージドストレージ。

• 管理のためにNSX Managerクラスタを使用した仮想ネットワークとセキュリティのためのVMware NSX

まとめ

Azure NetApp Files は、オールクラウドとハイブリッドクラウドのどちらをターゲットとしている場合でも、
アプリケーションワークロードとファイルサービスを導入して管理するための優れたオプションを提供し、デ
ータ要件をアプリケーションレイヤとシームレスにすることでTCOを削減します。どのようなユースケース
でも、クラウドのメリット、一貫したインフラ、オンプレミスと複数のクラウドにわたる運用、ワークロード
の双方向性、エンタープライズクラスの容量とパフォーマンスを迅速に実現するには、Azure VMware解決策
とAzure NetApp Files を選択してください。ストレージの接続に使用される一般的なプロセスと手順は同じで
す。新しい名前とともに変更されたデータの位置にすぎません。ツールやプロセスはすべて変わらないの
で、Azure NetApp Files を使用すると導入全体を最適化できます。

重要なポイント

本ドキュメントの主な内容は次のとおりです。

• AVS SDDCのデータストアとしてAzure NetApp Files を使用できるようになりました。

• アプリケーションの応答時間を短縮し、可用性を高めて、必要なときに必要な場所でワークロードデータ
にアクセスできるようにします。

• シンプルで瞬時のサイズ変更機能により、VSANストレージの全体的な複雑さを緩和

• 動的な再構築機能でミッションクリティカルなワークロードのパフォーマンスを保証

• Azure VMware解決策 クラウドが移行先である場合、Azure NetApp Files は最適化された導入に最適なス
トレージ解決策 です。

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、次の Web サイトのリンクを参照してください。

• Azure VMware解決策 のドキュメント

"https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/"

• Azure NetApp Files のドキュメント

"https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/"

• Azure VMware解決策 ホストへのAzure NetApp Files データストアの接続（プレビュー）

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/attach-azure-netapp-files-to-azure-vmware-solution-

hosts?tabs=azure-portal/

Azure 向けネットアップゲスト接続ストレージオプション

Azureでは、ネイティブのAzure NetApp Files （ANF）サービスまたはCloud Volumes
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ONTAP （CVO）でゲスト接続ネットアップストレージをサポートしています。

Azure NetApp ファイル（ ANF ）

Azure NetApp Files は、エンタープライズクラスのデータ管理とストレージをAzureに提供するため、ワーク
ロードとアプリケーションを簡単に管理できます。パフォーマンスを低下させることなく、ワークロードをク
ラウドに移行して実行できます。

Azure NetApp Files は障害を取り除き、ファイルベースのアプリケーションをすべてクラウドに移行できるよ
うにします。初めてアプリケーションを再設計する必要はなく、アプリケーションの永続的ストレージを複雑
化することもありません。

このサービスはMicrosoft Azure Portalを通じて提供されるため、ユーザはMicrosoft Enterprise Agreementの一
部としてフルマネージドサービスを利用できます。マイクロソフトが管理するワールドクラスのサポートによ
り、安心してご利用いただけます。この1つの解決策 で、マルチプロトコルワークロードをすばやく簡単に追
加できます。従来の環境でも、WindowsとLinuxの両方のファイルベースアプリケーションを構築して導入で
きます。

ゲスト接続ストレージとしての Azure NetApp Files （ ANF

Azure VMware 解決策（ AVS ）を使用した Azure NetApp Files の設定

解決策共有は、 Azure VMware Azure NetApp Files SDDC 環境で作成された VM からマウントできま
す。Azure NetApp Files では SMB プロトコルと NFS プロトコルがサポートされているため、ボリュー
ムを Linux クライアントにマウントして Windows クライアントにマッピングすることもできま
す。Azure NetApp Files ボリュームは、 5 つの簡単な手順で設定できます。

Azure NetApp Files と Azure VMware 解決策は、同じ Azure リージョンに配置する必要があります。
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Azure NetApp Files ボリュームを作成してマウント

Azure NetApp Files ボリュームを作成してマウントするには、次の手順を実行します。

1. Azure ポータルにログインし、 Azure NetApp Files にアクセスします。Azure NetApp Files サービス
へのアクセスを確認し、 Azure NetApp Files リソースプロバイダを登録するには、 _az プロバイダ
登録 — namespace Microsoft.NetApp – wait_command を使用します。登録が完了したら、ネットア
ップアカウントを作成します。

詳細な手順については、を参照してください "Azure NetApp Files 共有"。このページでは、ステップ
バイステップのプロセスについて説明します。

2. ネットアップアカウントが作成されたら、必要なサービスレベルとサイズの容量プールを設定しま
す。

詳細については、を参照してください "容量プールをセットアップする"。
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3. Azure NetApp Files の委任されたサブネットを設定し、ボリュームを作成する際にこのサブネットを
指定します。委任されたサブネットを作成する詳細な手順については、を参照してください "サブネ
ットを Azure NetApp Files に委譲します"。

4. 容量プールブレードの下のボリュームブレードを使用して、 SMB ボリュームを追加します。SMB

ボリュームを作成する前に、 Active Directory Connector が設定されていることを確認してくださ
い。
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5. [Review + Create] をクリックして、 SMB ボリュームを作成します。

アプリケーションが SQL Server の場合は、 SMB 継続的可用性を有効にします。
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サイズまたはクォータ別の Azure NetApp Files ボリュームのパフォーマンスの詳細については、を
参照してください "Azure NetApp Files のパフォーマンスに関する考慮事項"。

6. 接続が確立されると、ボリュームをマウントしてアプリケーションデータに使用できるようになりま
す。

これを行うには、 Azure ポータルで Volumes ブレードをクリックし、マウントするボリュームを選
択して、マウント手順にアクセスします。パスをコピーし、ネットワークドライブのマッピングオプ
ションを使用して、 Azure VMware 解決策 SDDC で実行されている VM にボリュームをマウントし
ます。
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7. Azure VMware 解決策 SDDC で実行されている Linux VM に NFS ボリュームをマウントする場合
も、同じ手順を使用します。ボリュームの形状変更機能または動的なサービスレベル機能を使用し
て、ワークロードの要件を満たします。

詳細については、を参照してください "ボリュームのサービスレベルを動的に変更する"。

Cloud Volumes ONTAP （CVO）

Cloud Volumes ONTAP （CVO）は、ネットアップのONTAP ストレージソフトウェアを基盤に構築された、
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業界をリードするクラウドデータ管理解決策 です。Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure

、Google Cloud Platform（GCP）でネイティブに利用できます。

ソフトウェアで定義されるONTAP バージョンで、クラウドネイティブなストレージを消費し、クラウドとオ
ンプレミスで同じストレージソフトウェアを使用できるため、まったく新しい方法でIT担当者のデータ管理を
再トレーニングする必要がありません。

CVOを使用すれば、エッジ、データセンター、クラウド間でシームレスにデータを移動し、ハイブリッドク
ラウドを統合できます。すべてを1画面の管理コンソールであるNetApp Cloud Managerで管理できます。

設計上、CVOは卓越したパフォーマンスと高度なデータ管理機能を備えており、クラウドで最も要件の厳し
いアプリケーションにも対応できます

Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）をゲスト接続ストレージとして活用
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Azure に新しい Cloud Volumes ONTAP を導入

解決策共有および LUN は、 Azure VMware Cloud Volumes ONTAP SDDC 環境で作成された VM からマ
ウントできます。Cloud Volumes ONTAP は iSCSI 、 SMB 、 NFS の各プロトコルをサポートしている
ため、このボリュームは Linux クライアントおよび Windows クライアントにもマウントできま
す。Cloud Volumes ONTAP ボリュームは、いくつかの簡単な手順で設定できます。

ディザスタリカバリや移行の目的でオンプレミス環境からクラウドにボリュームをレプリケートするに
は、サイト間 VPN または ExpressRoute を使用して、 Azure へのネットワーク接続を確立します。オン
プレミスから Cloud Volumes ONTAP へのデータのレプリケートについては、本ドキュメントでは扱い
ません。オンプレミスシステムと Cloud Volumes ONTAP システム間でデータをレプリケートする方法
については、を参照してください "システム間のデータレプリケーションの設定"。

使用 "Cloud Volumes ONTAP サイジングツール" Cloud Volumes ONTAP インスタンスの
サイズを正確に設定します。また、オンプレミスのパフォーマンスを監視し、 Cloud

Volumes ONTAP のサイジングツールの情報として使用できます。

1. NetApp Cloud Central にログイン— Fabric View （ファブリックビュー）画面が表示されま
す。Cloud Volumes ONTAP タブを探し、 Go to Cloud Manager を選択します。ログインすると、キ
ャンバス画面が表示されます。

2. Cloud Manager のホームページで、 Add a Working Environment をクリックし、クラウドとして
Microsoft Azure を選択し、システム構成のタイプを選択します。
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3. Cloud Volumes ONTAP の最初の作業環境を作成する際、 Cloud Manager はコネクタの導入を求めま
す。

4. コネクタが作成されたら、 [ 詳細（ Details ） ] および [ 資格情報（ Credentials ） ] フィールドを更
新します。
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5. 環境名と admin クレデンシャルなど、作成する環境の詳細を指定します。オプションのパラメータ
として、 Azure 環境のリソースグループタグを追加します。完了したら、 [ 続行 ] をクリックしま
す。

6. クラウドデータセンス、クラウドバックアップ、 Cloud Insights など、 Cloud Volumes ONTAP 導入
用のアドオンサービスを選択します。サービスを選択し、 Continue （続行）をクリックします。

7. Azure の場所と接続を設定します。使用する Azure のリージョン、リソースグループ、 VNet 、およ
びサブネットを選択します。
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8. ライセンスオプションとして、「従量課金制」または「 BYOL for using existing license 」を選択し
ます。この例では、 ［ 従量課金制 ］ オプションを使用します。

9. さまざまなタイプのワークロードに使用できる事前設定されたパッケージをいくつか選択できます。

10. サポートのアクティブ化と Azure リソースの割り当てに関する 2 つの契約に同意します。 Cloud

Volumes ONTAP インスタンスを作成するには、 Go をクリックします。
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11. Cloud Volumes ONTAP のプロビジョニングが完了すると、 [Canvas] ページの作業環境に表示され
ます。
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SMB ボリューム用の追加の設定

1. 作業環境の準備ができたら、 CIFS サーバに適切な DNS および Active Directory 設定パラメータが設
定されていることを確認します。この手順は、 SMB ボリュームを作成する前に実行する必要があり
ます。

2. SMB ボリュームの作成は簡単なプロセスです。CVO インスタンスを選択してボリュームを作成し、
Create Volume （ボリュームの作成）オプションをクリックします。適切なサイズを選択し、包含ア
グリゲートを選択するか、高度な割り当てメカニズムを使用して特定のアグリゲートに配置します。
このデモでは、 SMB がプロトコルとして選択されます。

3. ボリュームのプロビジョニングが完了すると、 Volumes （ボリューム）ペインにボリュームが表示
されます。CIFS 共有はプロビジョニングされるため、ユーザまたはグループにファイルとフォルダ
に対する権限を付与し、ユーザが共有にアクセスしてファイルを作成できることを確認してくださ
い。ファイル権限とフォルダ権限はすべて SnapMirror レプリケーションの一部として保持されるた
め、オンプレミス環境からボリュームをレプリケートする場合はこの手順は必要ありません。
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4. ボリュームが作成されたら、 mount コマンドを使用して、 Azure VMware 解決策 SDDC ホストで実
行されている VM から共有に接続します。

5. 次のパスをコピーし、ネットワークドライブのマッピングオプションを使用して、 Azure VMware

解決策 SDDC で実行されている VM にボリュームをマウントします。
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LUN をホストに接続します

LUN をホストに接続するには、次の手順を実行します。

1. キャンバスページで、 Cloud Volumes ONTAP 作業環境をダブルクリックしてボリュームを作成およ
び管理します。

2. Add Volume （ボリュームの追加） > New Volume （新しいボリューム）をクリックし、 iSCSI を選
択して Create Initiator Group （イニシエータContinue をクリックします。 .

3. ボリュームのプロビジョニングが完了したら、ボリュームを選択し、ターゲット IQN をクリックし
ます。iSCSI Qualified Name （ IQN ）をコピーするには、 Copy （コピー）をクリックします。ホ
ストから LUN への iSCSI 接続をセットアップします。

Azure VMware 解決策 SDDC にあるホストでも同じ処理を実行するには、次の手順を実行します。

a. Azure VMware 解決策 SDDC にホストされている VM への RDP

b. ［ iSCSI イニシエータのプロパティ ］ ダイアログ・ボックスを開きます ［ サーバーマネージャ
］ ＞ ［ ダッシュボード ］ ＞ ［ ツール ］ ＞ ［ iSCSI イニシエータ ］

c. Discovery （検出）タブで、 Discover Portal （ポータルの検出）または Add Portal （ポータルの
追加）をクリックし、 iSCSI ターゲットポートの IP アドレスを入力します。

d. ターゲットタブで検出されたターゲットを選択し、ログオンまたは接続をクリックします。

e. [ マルチパスを有効にする ] を選択し、コンピュータの起動時に [ この接続を自動的に復元する ]

または [ この接続をお気に入りターゲットのリストに追加する ] を選択します。Advanced （詳
細設定）をクリック

▪ 注： * Windows ホストからクラスタ内の各ノードへの iSCSI 接続が確立されている必要があ
ります。ネイティブ DSM では、使用する最適なパスが選択されます。
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Storage Virtual Machine （ SVM ）の LUN は、 Windows ホストではディスクとして表示されます。追加
した新しいディスクは、ホストでは自動的に検出されません。手動の再スキャンをトリガーしてディス
クを検出するには、次の手順を実行します。

1. Windows コンピュータの管理ユーティリティを開きます。 [ スタート ]>[ 管理ツール ]>[ コンピュー
タの管理 ] を選択します。

2. ナビゲーションツリーでストレージノードを展開します。

3. [ ディスクの管理 ] をクリックします

4. ［ アクション ］ > ［ ディスクの再スキャン ］ の順にクリック

Windows ホストから初めてアクセスした時点では、新しい LUN にはパーティションやファイルシステ
ムは設定されていません。LUN を初期化します。必要に応じて、次の手順を実行してファイルシステム
で LUN をフォーマットします。
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1. Windows ディスク管理を開始します。

2. LUN を右クリックし、必要なディスクまたはパーティションのタイプを選択します。

3. ウィザードの指示に従います。この例では、ドライブ E ：がマウントされています

GCP のネットアップストレージオプション

GCPは、Cloud Volumes ONTAP （CVO）またはCloud Volumes Service （CVS）でゲス
ト接続のネットアップストレージをサポートします。

Cloud Volumes ONTAP （CVO）

Cloud Volumes ONTAP （CVO）は、ネットアップのONTAP ストレージソフトウェアを基盤に構築された、
業界をリードするクラウドデータ管理解決策 です。Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure

、Google Cloud Platform（GCP）でネイティブに利用できます。

ソフトウェアで定義されるONTAP バージョンで、クラウドネイティブなストレージを消費し、クラウドとオ
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ンプレミスで同じストレージソフトウェアを使用できるため、まったく新しい方法でIT担当者のデータ管理を
再トレーニングする必要がありません。

CVOを使用すれば、エッジ、データセンター、クラウド間でシームレスにデータを移動し、ハイブリッドク
ラウドを統合できます。すべてを1画面の管理コンソールであるNetApp Cloud Managerで管理できます。

設計上、CVOは卓越したパフォーマンスと高度なデータ管理機能を備えており、クラウドで最も要件の厳し
いアプリケーションにも対応できます

Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）をゲスト接続ストレージとして活用
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Cloud Volumes ONTAP を Google Cloud に導入（自分で導入）

Cloud Volumes ONTAP 共有と LUN は、 GCVE プライベートクラウド環境で作成された VM からマウン
トできます。Cloud Volumes ONTAP は iSCSI 、 SMB 、 NFS の各プロトコルをサポートしているた
め、 iSCSI 経由でマウントしたボリュームを Linux クライアントや Windows クライアントにマウント
し、 LUN に Linux クライアントや Windows クライアントからブロックデバイスとしてアクセスするこ
ともできます。Cloud Volumes ONTAP ボリュームは、いくつかの簡単な手順で設定できます。

ディザスタリカバリや移行の目的でオンプレミス環境からクラウドにボリュームをレプリケートするに
は、サイト間 VPN または Cloud Interconnect を使用して Google Cloud へのネットワーク接続を確立し
ます。オンプレミスから Cloud Volumes ONTAP へのデータのレプリケートについては、本ドキュメン
トでは扱いません。オンプレミスシステムと Cloud Volumes ONTAP システム間でデータをレプリケー
トする方法については、を参照してください xref:./ehc/gcp/"システム間のデータレプリケーションの設
定"。

使用 "Cloud Volumes ONTAP サイジングツール" Cloud Volumes ONTAP インスタンスの
サイズを正確に設定します。また、オンプレミスのパフォーマンスを監視し、 Cloud

Volumes ONTAP のサイジングツールの情報として使用できます。

1. NetApp Cloud Central にログイン— Fabric View （ファブリックビュー）画面が表示されま
す。Cloud Volumes ONTAP タブを探し、 Go to Cloud Manager を選択します。ログインすると、キ
ャンバス画面が表示されます。

2. Cloud Manager Canvas タブで、 Add a Working Environment をクリックし、クラウドとして
Google Cloud Platform を選択し、システム構成のタイプを選択します。次に、 [ 次へ ] をクリックし
ます。
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3. 環境名と admin クレデンシャルなど、作成する環境の詳細を指定します。完了したら、 [ 続行 ] をク
リックします。

4. データセンスとコンプライアンス、クラウドへのバックアップなど、 Cloud Volumes ONTAP 導入用
のアドオンサービスを選択または選択解除します。次に、 [ 続行 ] をクリックします。

ヒント：アドオンサービスを無効にすると、確認のポップアップメッセージが表示されます。CVO

の導入後にアドオンサービスを追加 / 削除できます。コストを回避するために、不要なサービスは最
初から選択解除することを検討してください。
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5. 場所を選択し、ファイアウォールポリシーを選択し、チェックボックスを選択して Google Cloud ス
トレージへのネットワーク接続を確認します。

6. ライセンスオプションとして、「従量課金制」または「 BYOL for using existing license 」を選択し
ます。この例では、 Freemium オプションが使用されています。次に、 [ 続行 ] をクリックします。
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7. AWS SDDC 上の VMware クラウドで実行されている VM に導入されるワークロードのタイプに基づ
いて、複数の事前設定パッケージから選択できます。

ヒント：タイルの上にマウスを移動して詳細を表示したり、 [ 構成の変更 ] をクリックして CVO コ
ンポーネントと ONTAP バージョンをカスタマイズしたりできます。

8. [ 確認と承認 ] ページで、選択内容を確認して確定します。 Cloud Volumes ONTAP インスタンスを
作成するには、 [ 移動 ] をクリックします。
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9. Cloud Volumes ONTAP のプロビジョニングが完了すると、 [Canvas] ページの作業環境に表示され
ます。
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SMB ボリューム用の追加の設定

1. 作業環境の準備ができたら、 CIFS サーバに適切な DNS および Active Directory 設定パラメータが設
定されていることを確認します。この手順は、 SMB ボリュームを作成する前に実行する必要があり
ます。

ヒント：メニューアイコン（ º ）をクリックし、詳細設定を選択してオプションを表示し、 CIFS の
セットアップを選択します。

2. SMB ボリュームの作成は簡単なプロセスです。キャンバスで、 Cloud Volumes ONTAP 作業環境を
ダブルクリックしてボリュームを作成および管理し、ボリュームの作成オプションをクリックしま
す。適切なサイズを選択し、包含アグリゲートを選択するか、高度な割り当てメカニズムを使用して
特定のアグリゲートに配置します。このデモでは、プロトコルとして CIFS/SMB が選択されます。

3. ボリュームのプロビジョニングが完了すると、 Volumes （ボリューム）ペインにボリュームが表示
されます。CIFS 共有はプロビジョニングされるため、ユーザまたはグループにファイルとフォルダ
に対する権限を付与し、ユーザが共有にアクセスしてファイルを作成できることを確認してくださ
い。ファイル権限とフォルダ権限はすべて SnapMirror レプリケーションの一部として保持されるた
め、オンプレミス環境からボリュームをレプリケートする場合はこの手順は必要ありません。

ヒント：ボリュームメニュー（ º ）をクリックすると、そのオプションが表示されます。
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4. ボリュームが作成されたら、 mount コマンドを使用してボリュームの接続手順を表示し、 Google

Cloud VMware Engine 上の VM から共有に接続します。

5. 次のパスをコピーし、 Map Network Drive オプションを使用して、 Google Cloud VMware Engine で
実行されている VM にボリュームをマウントします。
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マッピングが完了すると、このマッピングに簡単にアクセスでき、 NTFS アクセス権を適切に設定
できます。

60



Cloud Volumes ONTAP 上の LUN をホストに接続します

Cloud Volumes ONTAP LUN をホストに接続するには、次の手順を実行します。

1. キャンバスページで、 Cloud Volumes ONTAP 作業環境をダブルクリックしてボリュームを作成およ
び管理します。

2. Add Volume （ボリュームの追加） > New Volume （新しいボリューム）をクリックし、 iSCSI を選
択して Create Initiator Group （イニシエータContinue をクリックします。 .

3. ボリュームのプロビジョニングが完了したら、ボリュームメニュー（ º ）を選択し、ターゲット IQN

をクリックします。iSCSI Qualified Name （ IQN ）をコピーするには、 Copy （コピー）をクリッ
クします。ホストから LUN への iSCSI 接続をセットアップします。

Google Cloud VMware Engine 上のホストで同じ処理を実行するには、次の手順を実行します。

1. Google Cloud VMware Engine でホストされている VM への RDP
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2. ［ iSCSI イニシエータのプロパティ ］ ダイアログ・ボックスを開きます ［ サーバーマネージャ ］
＞ ［ ダッシュボード ］ ＞ ［ ツール ］ ＞ ［ iSCSI イニシエータ ］

3. Discovery （検出）タブで、 Discover Portal （ポータルの検出）または Add Portal （ポータルの追
加）をクリックし、 iSCSI ターゲットポートの IP アドレスを入力します。

4. ターゲットタブで検出されたターゲットを選択し、ログオンまたは接続をクリックします。

5. [ マルチパスを有効にする ] を選択し、コンピュータの起動時に [ この接続を自動的に復元する ] また
は [ この接続をお気に入りターゲットのリストに追加する ] を選択します。Advanced （詳細設定）
をクリック

Windows ホストには、クラスタ内の各ノードへの iSCSI 接続が必要です。ネイティブ
DSM では、使用する最適なパスが選択されます。

Storage Virtual Machine （ SVM ）の LUN は、 Windows ホストではディスクとして表示されます。
追加した新しいディスクは、ホストでは自動的に検出されません。手動の再スキャンをトリガーして
ディスクを検出するには、次の手順を実行します。

a. Windows コンピュータの管理ユーティリティを開きます。 [ スタート ]>[ 管理ツール ]>[ コンピ
ュータの管理 ] を選択します。

b. ナビゲーションツリーでストレージノードを展開します。

c. [ ディスクの管理 ] をクリックします

d. ［ アクション ］ > ［ ディスクの再スキャン ］ の順にクリック
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Windows ホストから初めてアクセスした時点では、新しい LUN にはパーティションやファイルシス
テムは設定されていません。LUN を初期化します。必要に応じて、次の手順を実行してファイルシ
ステムで LUN をフォーマットします。

a. Windows ディスク管理を開始します。

b. LUN を右クリックし、必要なディスクまたはパーティションのタイプを選択します。

c. ウィザードの指示に従います。この例では、ドライブ F ：がマウントされています。
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Linux クライアントで、 iSCSI デーモンが実行されていることを確認します。LUN のプロビジョニング
が完了したら、以下の例として Ubuntu を使用した iSCSI 構成に関する詳細なガイダンスを参照してく
ださい。これを確認するには、シェルから lsblk cmd を実行します。
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Cloud Volumes ONTAP NFS ボリュームを Linux クライアントにマウント

Cloud Volumes ONTAP (DIY) ファイルシステムを Google Cloud VMware Engine 内の VM からマウント
するには、次の手順に従います。

以下の手順に従ってボリュームをプロビジョニングします

1. Volumes （ボリューム）タブで、 Create New Volume （新規ボリュームの作成）をクリックしま
す。

2. [Create New Volume] ページで、ボリュームタイプを選択します。

3. ボリュームタブで、ボリューム上にマウスカーソルを置き、メニューアイコン（ º ）を選択してか
ら、マウントコマンドをクリックします。

4. [ コピー ] をクリックします .

5. 指定された Linux インスタンスに接続します。

6. Secure Shell （ SSH ）を使用してインスタンスの端末を開き、適切なクレデンシャルでログインし
ます。
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7. 次のコマンドを使用して、ボリュームのマウントポイント用のディレクトリを作成します。

$ sudo mkdir /cvogcvetst

8. 前の手順で作成したディレクトリに Cloud Volumes ONTAP NFS ボリュームをマウントします。

sudo mount 10.0.6.251:/cvogcvenfsvol01 /cvogcvetst

Cloud Volumes Service （CVS）

Cloud Volume サービス（CVS）は、高度なクラウドソリューションを提供するための包括的なデータサービ
スポートフォリオです。Cloud Volume サービスは、主要なクラウドプロバイダ向けに複数のファイルアクセ
スプロトコルをサポートしています（NFSとSMBのサポート）。

その他のメリットと機能としては、Snapshotによるデータ保護とリストア、オンプレミスとクラウドの間で
データをレプリケート、同期、移行するための特別な機能、専用フラッシュストレージシステムのレベルで一
貫した高パフォーマンスが挙げられます。

Cloud Volumes Service （ CVS ）をゲスト接続ストレージとして使用できるようになりました
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VMware Engine を使用して Cloud Volumes Service を設定します

Cloud Volumes Service 共有は、 VMware エンジン環境で作成された VM からマウントできます。Cloud

Volumes Service では SMB プロトコルと NFS プロトコルがサポートされているため、ボリュームを
Linux クライアントにマウントして Windows クライアントにマッピングすることもできます。Cloud

Volumes Service ボリュームは簡単な手順で設定できます。

Cloud Volume Service と Google Cloud VMware Engine のプライベートクラウドは同じリージョンに配
置する必要があります。

Google Cloud Marketplace で NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud を購入、有効化、設定す
るには、次の手順を実行します "ガイド"。
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CVS NFS ボリュームを GCVE プライベートクラウドに作成する

NFS ボリュームを作成してマウントするには、次の手順を実行します。

1. Google クラウドコンソール内のパートナーソリューションから Cloud Volume にアクセスします。

2. Cloud Volume コンソールで、 Volumes （ボリューム）ページに移動し、 Create （作成）をクリッ
クします。

3. [Create File System] ページで、チャージバックメカニズムに必要なボリューム名と課金ラベルを指
定します。
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4. 適切なサービスを選択します。GCVE は、 CVS パフォーマンスと希望するサービスレベルを選択し
て、アプリケーションワークロードの要件に基づいてレイテンシの向上とパフォーマンスの向上を実
現します。

5. ボリュームおよびボリュームパスに Google Cloud のリージョンを指定（プロジェクト内のすべての
Cloud Volume でボリュームパスが一意である必要があります）
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6. ボリュームのパフォーマンスレベルを選択します。

7. ボリュームのサイズとプロトコルのタイプを指定します。このテストでは、 NFSv3 が使用されてい
ます。

8. この手順では、ボリュームにアクセスできる VPC ネットワークを選択します。VPC ピアリングが実
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行されていることを確認します。

ヒント： VPC ピアリングが行われていない場合は、ピアリングコマンドの説明を示すポップアップ
ボタンが表示されます。Cloud Shell セッションを開き、適切なコマンドを実行して、 Cloud

Volumes Service プロデューサーと VPC をピアリングします。事前に VPC ピアリングを準備する場
合は、以下の手順を参照してください。

9. 適切なルールを追加してエクスポートポリシールールを管理し、対応する NFS バージョンのチェッ
クボックスを選択します。

注：エクスポートポリシーを追加しないと、 NFS ボリュームへのアクセスは許可されません。

10. [ 保存 ] をクリックしてボリュームを作成します。
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VMware Engine で実行されている VM に NFS エクスポートをマウントする

NFS ボリュームのマウントを準備する前に、プライベート接続のピアステータスが Active と表示されて
いることを確認してください。ステータスが Active になったら、 mount コマンドを使用します。

NFS ボリュームをマウントするには、次の手順を実行します。

1. クラウドコンソールで、 Cloud Volume > Volumes に移動します。

2. Volumes （ボリューム）ページに移動します

3. NFS エクスポートをマウントする NFS ボリュームをクリックします。

4. 右にスクロールし、 [ 詳細を表示 ] の下にある [ 指示のマウント ] をクリックします。

VMware VM のゲスト OS 内からマウントプロセスを実行するには、次の手順を実行します。

1. SSH クライアントと SSH を使用して仮想マシンに接続します。

2. インスタンスに NFS クライアントをインストールします。

a. Red Hat Enterprise Linux または SUSE Linux インスタンスの場合：

 sudo yum install -y nfs-utils

.. Ubuntu または Debian のインスタンスで次の手順を実行します。

sudo apt-get install nfs-common

3. 「 /nimCVSNFSol01 」などの新しいディレクトリをインスタンスに作成します。

sudo mkdir /nimCVSNFSol01

4. 適切なコマンドを使用してボリュームをマウントします。ラボで使用するコマンドの例を次に示しま
す。

sudo mount -t nfs -o rw,hard,rsize=65536,wsize=65536,vers=3,tcp

10.53.0.4:/nimCVSNFSol01 /nimCVSNFSol01
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VMware Engine で実行されている VM に SMB 共有を作成してマウントします

SMB ボリュームの場合は、 SMB ボリュームを作成する前に、 Active Directory 接続が設定されているこ
とを確認してください。

AD 接続が確立されたら、必要なサービスレベルを指定してボリュームを作成します。適切なプロトコル
を選択する以外に、 NFS ボリュームを作成する手順は同じです。

1. Cloud Volume コンソールで、 Volumes （ボリューム）ページに移動し、 Create （作成）をクリッ
クします。

2. [Create File System] ページで、チャージバックメカニズムに必要なボリューム名と課金ラベルを指
定します。

3. 適切なサービスを選択します。GCVE として、 CVS パフォーマンスと希望するサービスレベルを選
択し、ワークロード要件に基づいてレイテンシの向上とパフォーマンスの向上を実現します。
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4. ボリュームおよびボリュームパスに Google Cloud のリージョンを指定（プロジェクト内のすべての
Cloud Volume でボリュームパスが一意である必要があります）

5. ボリュームのパフォーマンスレベルを選択します。
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6. ボリュームのサイズとプロトコルのタイプを指定します。このテストでは、 SMB を使用します。

7. この手順では、ボリュームにアクセスできる VPC ネットワークを選択します。VPC ピアリングが実
行されていることを確認します。

ヒント： VPC ピアリングが行われていない場合は、ピアリングコマンドの説明を示すポップアップ
ボタンが表示されます。Cloud Shell セッションを開き、適切なコマンドを実行して、 Cloud

Volumes Service プロデューサーと VPC をピアリングします。事前に VPC ピアリングを準備する場
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合は、こちらを参照してください "手順"。

8. [ 保存 ] をクリックしてボリュームを作成します。

SMB ボリュームをマウントするには、次の手順を実行します。

1. クラウドコンソールで、 Cloud Volume > Volumes に移動します。

2. Volumes （ボリューム）ページに移動します

3. SMB 共有をマッピングする SMB ボリュームをクリックします。

4. 右にスクロールし、 [ 詳細を表示 ] の下にある [ 指示のマウント ] をクリックします。

VMware VM の Windows ゲスト OS からマウントプロセスを実行するには、次の手順を実行します。

1. [ スタート ] ボタンをクリックし、 [ コンピュータ ] をクリックします。

2. [ ネットワークドライブの割り当て ] をクリックします。

3. [ ドライブ ] リストで、使用可能な任意のドライブ文字をクリックします。

4. フォルダボックスに、次のように入力します。

\\nimsmb-3830.nimgcveval.com\nimCVSMBvol01
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コンピュータにログオンするたびに接続するには、 [ サインイン時に再接続 ] チェックボックスをオ
ンにします。

5. 完了をクリックします。

Region Availability：AWS、Azure、GCPのNFS補足データス
トア

AWS、Azure、Google Cloud Platform（GCP）でのNFSデータストアの補足サポートに
ついては、Global Regionを参照してください。

AWSリージョンの可用性

AWS / VMCで追加のNFSデータストアを使用できるかどうかは、Amazonによって定義されています。ま
ず、VMCとFSxNの両方が指定されたリージョンで利用可能かどうかを確認する必要があります。次
に、FSxNの補足的なNFSデータストアがそのリージョンでサポートされているかどうかを確認する必要があ
ります。

• VMCの可用性を確認します "こちらをご覧ください"。

• Amazonの価格設定ガイドには、FSxN（FSX ONTAP ）が提供されている場所に関する情報が記載されて
います。この情報は次のページで確認できます "こちらをご覧ください"。
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• VMCのFSxN補足的なNFSデータストアがまもなく利用可能になります。

次の表に、情報がまだリリースされている間に、VMC、FSxN、およびFSxNの現在のサポート状況をNFSデ
ータストアとして示します。
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南北アメリカ

* AWSリージョン* * VMCの可用性* * FSX ONTAP 可用性* * NFSデータストアの可
用性*

米国東部（北バージニア
州）

はい。 はい。 はい。

米国東部（オハイオ州） はい。 はい。 はい。

米国西部（北カリフォル
ニア）

はい。 いいえ いいえ

US West （オレゴン州） はい。 はい。 はい。

GovCloud（米国西部） はい。 はい。 はい。

カナダ（中央） はい。 はい。 はい。

南米（サンパウロ） はい。 はい。 はい。

最終更新日：2022年6月2日

EMEAの場合

* AWSリージョン* * VMCの可用性* * FSX ONTAP 可用性* * NFSデータストアの可
用性*

ヨーロッパ（アイルラン
ド）

はい。 はい。 はい。

ヨーロッパ（ロンドン） はい。 はい。 はい。

ヨーロッパ（フランクフ
ルト）

はい。 はい。 はい。

ヨーロッパ（パリ） はい。 はい。 はい。

ヨーロッパ（ミラノ） はい。 はい。 はい。

ヨーロッパ（ストックホ
ルム）

はい。 はい。 はい。

最終更新日：2022年6月2日

アジア太平洋地域

* AWSリージョン* * VMCの可用性* * FSX ONTAP 可用性* * NFSデータストアの可
用性*

アジア太平洋地域（シド
ニー）

はい。 はい。 はい。

アジア太平洋地域（東京
）

はい。 はい。 はい。

アジア太平洋地域（大阪
）

はい。 いいえ いいえ

アジア太平洋地域（シン
ガポール）

はい。 はい。 はい。
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アジア太平洋地域（ソウ
ル）

はい。 はい。 はい。

アジア太平洋地域（ムン
バイ）

はい。 はい。 はい。

アジア太平洋地域（ジャ
カルタ）

いいえ いいえ いいえ

アジア太平洋地域（香港
）

はい。 はい。 はい。

最終更新日：2022年9月28日

Azureリージョンの可用性

Microsoftは、AzureとAVS上でNFSデータストアの補足情報を提供します。まず、AVSとANFの両方が特定の
地域で利用可能かどうかを確認する必要があります。次に、ANF補助NFSデータストアがそのリージョンでサ
ポートされているかどうかを確認する必要があります。

• AVSとANFの対応状況を確認します "こちらをご覧ください"。

• ANF補助NFSデータストアが使用可能かどうかを確認します "こちらをご覧ください"。

GCPリージョンのアベイラビリティ

GCPリージョンのアベイラビリティは、GCPがパブリックアベイラビリティに移行するとリリースされま
す。
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